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【ナノテクノロジー特集】政 策  

 

米国のナノテクノロジー政策(EHS 対策) 
 

NEDO ナノテクノロジー・材料技術開発部 
 
ナノテクの職場における安全性に関する国際会議「ナノテクノロジーに関する国際

会議（International Conference on Nanotechnology）」が 2006 年 12 月 4 日から７日

にかけて開催され、職業安全衛生管理局（ Occupational Safety and Health 
Administration: OSHA）や環境保護庁（Environmental Protection Agency: EPA）

など連邦政府のナノテク関連省庁が参加し、それぞれの機関における取り組みの現状

と今後の計画などを発表した。また、2007 年 1 月 4 日には、NNI 主催の一般公開会

議が開催され、ナノテクが人間や環境に及ぼす影響や安全性、リスク管理の方法につ

いての研究（Environment, Health, and Safety: EHS 研究）における、連邦政府が優

先的に行なうべき研究について連邦政府の担当者らが現状を報告するとともに、今後

取るべき戦略について業界や学会から意見を聴いた。ここでは、以上を含めた 近の

連邦政府における EHS 関連の取り組みを紹介する。 
 

1．各連邦省庁のナノテク EHS 対策まとめと NNI の一般公開会議 
 
1-1 において、2006 年 12 月に行なわれた、ナノテクが健康や環境に及ぼす影響へ

の対策に関する国際会議「ナノテクノロジーに関する国際会議（ International 
Conference on Nanotechnology）1」において、米国連邦政府各省庁が発表したナノテ

クの EHS リスクへの取り組みをまとめ、1-2 において、2007 年 1 月に NNI が開催し

た EHS 研究の優先課題に関する一般公開会議の様子をまとめている。 
 

1・1．連邦省庁のナノテク EHS 対策まとめ（ナノテクノロジーに関する国際会議） 
 
ナノテクの EHS 対策を取り上げた国際会議「ナノテクノロジーに関する国際会議

（International Conference on Nanotechnology）2」が 2006 年 12 月 4 日から 7 日に

かけてオハイオ州シンシナティで開催された。同会議には、米連邦政府からもナノテ

クを扱う省庁の担当者らが出席し、それぞれの取り組み状況と今後の方針を発表した。 
 
この会議は、ナノテクを利用した製品の製造業者における労働者の安全性と健康、

および環境や一般消費者の健康などの保護を推進すること、そしてナノテクの使用に

                                                  
1 NOEHS. http://www.uc.edu/noehs/ 
2 NOEHS. http://www.uc.edu/noehs/ 
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よる労働上の疾患の予防と治療の推進などが目的となっている3。会議 3 日目の 12 月

6 日には、米連邦政府機関の OSHA、EPA、食品医薬品局（Food and Drug 
Administration: FDA ）、 消 費 者 製 品 安 全 委 員 会 （ Consumer Product Safety 
Commission: CPSC）の担当者たちがそれぞれの省庁･機関におけるナノテク EHS 面

での取り組み状況についてプレゼンテーションを行なった4。 
 
OSHA の標準・ガイダンス局有害物質室（非金属）（ Office of Chemical 

Hazards-Nonmetals, Directorate of Standards and Guidance）のロレッタ･シューマ

ン（Loretta Schuman）氏5によると、同局ではナノテクの EHS 面での影響に着目し

たばかりの段階で、現在ナノマテリアルに関する情報を収集し、評価する作業を進め

ている。また、NNI 内でナノテクの EHS 対策を検討する省庁横断型ワーキンググル

ープであるナノテクの環境･健康への影響ワーキンググループ（Nanotechnology 
Environmental and Health Implications Working Group: NEHI）にも参加している。

OSHA は更に、ナノマテリアルの取り扱いに関して NIOSH と覚書（MOU） を交わ

しており、NIOSH がナノテクを扱う様々な労働環境を調査した後に政府による管理が

必要であると判断した場合には、NIOSH と OSHA が共同でナノマテリアルを管理す

るためのガイドラインを作ることとなっている6。 
 
シューマン氏によると、具体的にナノ粒子を対象とした職場の健康と安全のための

規則はまだ存在しないが、今後 OSHA では有害性に関する知識の普及を徹底させ、ま

た呼吸器保護、身体防護器具などに関する既存の規則をナノテクにも適用する可能性

があるという。有害性の知識普及の徹底については、OSHA は現在ナノテクを対象と

したガイダンスの発行を検討している7。 
 
EPA からは、汚染防止有害物質局化学物質管理部ディレクター（Director, Chemical 

Control Division, Office of Pollution Prevention and Toxics）のジム･ウィリス（Jim 
Willis）氏8が同庁によるナノテク規制に向けた動きについて説明した。EPA では既に

一部のナノマテリアルについて規制の必要性の検討を始めており、2005 年 12 月に「ナ

ノテクノロジー白書（Nanotechnology White Paper）」の草案を発表し、その 終版9

を 2007 年 2 月 15 日に発表したばかりである。 

                                                  
3 同上。 
4 NOEHS Conference Program. http://www.uc.edu/noehs/conference_program.asp 
5 http://www.uc.edu/noehs/pdf/wednesday/NIOSH%20Intl_Nanotech_Schuman_2006.pdf 
6 Lauren Couillard. "Federal Agencies Begin to Address Nanomaterials, But Progress 

Varies” in Daily Report for Executives. December 08, 2006. 
7 同上。 
8 http://www.uc.edu/noehs/pdf/wednesday/willis-EPA-nano%20niosh.pdf 
9 EPA “Nanotechnology White Paper” February 15, 2007. 

http://www.epa.gov/OSA/pdfs/nanotech/epa-nanotechnology-white-paper-final-february-
2007.pdf 
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EPA ではこの他、ディーゼル燃料の添加剤でナノサイズの粒子を含むものについて

大気清浄法（Clean Air Act: CAA）の定めのもとに大気放射線局（Office of Air and 
Radiation）で登録を受け付けたり、農薬プログラム局（Office of Pesticide Programs）
でナノマテリアルに関する調査を実施したり、一部のナノ銀粒子を使用した製品を規

制する決定をするなど、既にいくつかのナノマテリアル規制に向けて具体的に動き出

しているとウィリス氏は述べている。また、TSCA のもとに、これまで新規化学物質

として同庁に提出されたナノサイズの物質約 23 件について検討を行なったが、どれも

新規化学物質を満たす条件となる特異性や新しい特性が見られなかったという10。現在

EPA では、TSCA をナノマテリアルの潜在的な主要規制ツールとして、スチュワード

シッププログラムを策定している過程にある11。 
 
FDA を代表してプレゼンテーションを行なった食品安全性応用栄養学センター、化

粧品着色料局ディレクター（Director, Office of Cosmetics and Colors, Center for 
Food Safety and Applied Nutrition）のリンダ･キャッツ（Linda Katz）氏12は、FDA
ではナノテクノロジーをめぐって FDA がどのような規制をすることが可能なのかを

検討中であると述べた。過去にも技術の進歩に対応してきた経験から、FDA では既存

の規則でナノテクに充分対処できると考えている13。同氏はさらに、FDA が規制する

のは製品であって技術そのものではないという点を指摘し、規制対象の製品も医薬品

から食品、化粧品、ボトル飲料水まで、様々な分類に渡っていることから、ナノテク

ノロジーの影響についても FDA の既存の複数のプログラムや製品分類ごとに対処す

ることになるかもしれないとしている14。これまでのところ、FDA の食品安全応用栄

養センター（Center for Food Safety and Applied Nutrition: CFSAN）では、ナノテ

クを利用したサプリメントについて 1 件の情報を得ているだけであり、化粧品類に関

し て は 、 固 体 ･液 体 ナ ノ 粒 子 （ solid liquid nanoparticles ）、 ナ ノ カ プ セ ル

（nanocapsules）、ポリマーシステム（polymer systems）、金属酸化ナノ粒子（metal 
oxide nanoparticles）などを利用した化粧品に関する報告を得ている。 

 
現在、FDA は 2006 年 8 月にナノテクのタスクフォース15を設置してナノテク関連

の規制の方法や知識のギャップについて評価作業を進めており、同タスクフォースは

2006 年 10 月に一般公開会議を開催したほか、2007 年 7 月にはタスクフォースにおけ

る討議内容をまとめた報告書が発表される予定である。 
 

                                                  
10 Lauren Couillard. "Federal Agencies Begin to Address Nanomaterials, But Progress 

Varies” in Daily Report for Executives. December 08, 2006. 
11 同上。 
12 http://www.uc.edu/noehs/pdf/wednesday/KATZ%20-%20Nanotechnology%20NOEHS%2

0LK%20120606%20b%20.pdf 
13 同上。 
14 同上。 
15 FDA Nanotechnology Taskforce http://www.fda.gov/nanotechnology/nano_tf.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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FDA の今後のナノテク関連課題としては、ナノマテリアルの特性を明らかにする手

段や方法、毒性試験、ナノマテリアルの異なる経路による有毒性の確認、経皮吸収な

どについての研究などをキャッツ氏は挙げている。FDA では既に粒子のサイズの違い

が皮膚透過に及ぼす影響や、切除された皮膚へのナノサイズのリポソームの透過力な

どについて研究が行なわれている16。 
 
一方、CPSC でも、製品が市場に出る前の規制は行なわず、ナノテク利用製品につ

いては既存の規則で対処できるとの見方を示している。CPSC を代表してプレゼンテ

ー シ ョ ン を 行 な っ た 健 康 科 学 局 の 毒 物 学 者 （ Toxicologist, Health Science 
Directorate）トレイ･トーマス（Treye Thomas）氏によると、現在 CPSC は、危険性

のある製品に対して、ラベル表示を義務付けている、連邦危険物質法（Federal 
Hazardous Substances Act: FHSA）のもとに有害物質を規制しており、ナノマテリア

ルの有害性の問題が浮上した場合にも恐らく同法をもって規制するアプローチを取る

ことになる17。 
 
しかし、FHSA に従い、CPSC がある製品を有害であるとみなした場合には、製品

回収、販売禁止、自主的基準の設定、基準の義務化、などの対処方法が取られること

になっているものの、現在 CPSC はこうした処置を取るに当たり、ナノマテリアルの

毒性データの不足が も大きな懸念事項であるとし、またナノマテリアルの存在を確

かめ特徴、毒性データと実際の暴露の関係、などを明らかにする必要性があるとして

いる18。CPSC では同機関のナノマテリアルに関する見方をまとめてウェブサイト上に

公開している19。 
 

1・2．NNI の EHS リスク研究の優先度について討議する一般公開会議 
 
NNI は 2007 年 1 月 4 日、ワシントン DC 近郊のバージニア州アーリントンにおい

て一般公開会議を開催した。産業界や学会、NGO などから 15 名のスピーカーを迎え

て行なわれたこの会議には約 150 名が参加し、ナノテク分野において優先的に研究を

進めるべき課題について政府に意見を述べた20。 
 

                                                  
16 Lauren Couillard. "Federal Agencies Begin to Address Nanomaterials, But Progress 

Varies” in Daily Report for Executives. December 08, 2006. 
17 同上。 
18 同上。 
19 CPSC “CPSC Nanomaterial Statement”. 

http://www.cpsc.gov/LIBRARY/CPSCNanoStatement.pdf 
20 National Science and Technology Council.“Public Shares Views on Environmental, 

Health, and Safety Research Needs for Engineered Nanoscale Materials” January 8, 
2007. http://www.nano.gov/html/news/EHS_Pub_Mtg_1_8_07.html   
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会議の背景と概要 

 
NNI は 2006 年 9 月、ナノテクの環境･健康への影響や安全性の面で研究が急務とみ

なされる分野における連邦省庁の取り組みをまとめた報告書21を発表し、それに対する

意見を募っていたが、「この報告書では優先課題が特定できていない」との批判が、同

年 9月 21日の連邦下院におけるナノテクのリスク研究を取り上げた公聴会において議

員たちから寄せられていた22。 
 
このため、今回の会議は一般からの意見を聴き、政府の今後のナノテク EHS 研究戦

略づくりに反映させ、優先的に扱うべき研究を明確にして研究投資の配分を決める際

の指針としても参考にすることが目的として提示された。結局会議では、具体的な研

究優先課題に関する突っ込んだ議論はあまりなされず、研究課題の絞込みまでもいか

なかったが（これについては詳細後述）、 終的に、産学官から集まった会議の参加者

らの多くが EHS 研究の優先課題として挙げた研究開発事項は以下の通りである23。 
 
• 暴露の計測方法 
• 毒性評価方法 
• ナノマテリアルの放出制御方法 
• ナノマテリアルの安全な扱い方法 
• 空気中や水中のナノ粒子を計測する機器 
• モデルを使った新規ナノマテリアルの毒性予測 
• ナノテク製品のライフサイクル 
• ナノテク製品を製造する労働者の安全 
• 消費者製品の安全性 
• 環境への影響 
 
会議では、今後のステップとして、ナノテク EHS 研究は時間との争いでもあり、こ

うして話し合っている間にも次々にナノテク製品が市場に送り出されている現状に対

処するため、NNI はこの会議で提出された意見をもとに優先的に取り上げる研究を決

めて EHS 分野の対応を急ぐべきであるという意見が多かった。また、ナノマテリアル

に関して未知の部分の解明を優先させてナノテク製品を扱う労働者を悪影響から保護

することが急務であるという点において、全ての発言者の意見が一致した24。 
                                                  
21 National Nanotechnology Initiative. "Environmental, health, and Safety Research 

Needs for Engineered Nanoscale Materials" September 2006. 
http://www.nano.gov/NNI_EHS_research_needs.pdf 

22 Andreas von Bubnoff. "Nano EHS meeting makes prioritization a priority; Agencies 
seek public input” in SmallTimes. January 9, 2007.  
http://www.smalltimes.com/articles/stm_print_screen.cfm?ARTICLE_ID=281598 

23 同上。 
24 ワシントンコア出席者の会議メモに基づく情報。 
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各発表者の発表内容詳細 

 
会議ではまず、NNI 内でナノテクの EHS 対策を検討する省庁横断型ワーキンググ

ループである NEHI に参加している連邦政府機関のナノテク担当者たちが、9 月に発

表された報告書の概要を簡単に説明した。政府側から出席したこれらの専門家たちは

以下の 6 名である。 
 
• FDA 科学担当副長官室（Office of the Associate Commissioner for Science）の 

  ノリス･アルダソン（Norris Alderson）博士 
• FDA 科学担当副長官室（Office of the Associate Commissioner for Science）の 

  リチャード･カナディー（Richard Canady）博士 
• NIST 化学技術研究所（Chemical Science and Technology Laboratory, National 

Institute of Standards and Technology）のダイアン･ポスター（Dianne Poster）博士 
• NIEHS 副長官室（Office of Deputy Director, National Institute of 

Environmental Health Sciences）のサリー･ティンクル（Sally Tinkle）博士 
• EPA 汚染防止有害物質局リスク評価部（Risk Assessment Division, Office of  

Pollution Prevention and Toxics）のフィル･セイアー（Phil Sayre）博士 
• NIOSH 長官室（Office of the Director）のウラジミール･ムラショフ（Vladimir 

Murashov）博士 
 
同 6 名の概要説明の後に、企業や大学、NGO などから専門家や関係者がプレゼンテ

ーションを行なっており、以下に数人の発表の要点25をまとめる。 
 
1) ICF インターナショナル、ピーター･リンクィティ（Peter Linquity）氏26 
 
環境、国防、エネルギーなどの分野を専門とするコンサルティング会社の ICF イン

ターナショナル（ICF International）の元上級副社長で現在は顧問（Consultant to ICF 
International）を務めるリンクィティ氏は、健全な科学だけでは不十分で、厳格な管

理体制も同様に重要であると主張した。同氏は ICF インターナショナルの提案として、

次の 5 つの点を挙げた。 
 
• 研究課題は技術の進歩にともなって随時見直されるべきであり、過去数年の研究 

の蓄積と、新技術のための新しい研究を統合することは重要である。 
• まず、リスク管理の観点から必要なリスク評価の内容を特定し、研究の課題を決 

定すべきである。健康や環境、職場の安全性などを担当する連邦規制当局が、優 
先課題の決定において中心的役割を果たすべきである。 

                                                  
25 https://nnco.nano.gov/public_ehs/presentations.php#presentations 
26 https://nnco.nano.gov/public_ehs/uploads/Linquiti_EHS_20070104NG.pdf 
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• NNI の 下 部 組 織 で あ る 国 家 ナ ノ テ ク 調 整 局 （ National Nanotechnology   
Coordination Office: NNCO）は、研究支援をしている研究者らから、開発中の技術

に関する報告を義務付け、その情報を EHS 研究課題の選定に役立てるべきである。 
• 連邦政府によるナノテク研究への資金提供は基礎研究がほとんどとなっているが、 
 EHS リスクに関する研究は、その性質上応用研究である場合が多いため、その違 

いを念頭に置いたグラントマネジメントが必要である。 
• ナノテク EHS 関連の情報は効果的に管理されなければならない。 
 
2) RAND、エリック･ランドリー（Eric Landree）博士 
 
シンクタンクの RAND は、ナノテクの EHS に関する報告書『（Nanomaterials in the 

Workplace: Policy and Planning Workshop on Occupational Safety and Health）27』

を 2006 年に発表しており、ランドリー博士は報告書の著者の一人である。博士は、

同報告書をもとに、連邦政府の果たす役割の重要性を強調し、以下の点を指摘した。 
 
• 労働環境でのナノマテリアルによる害を政府が管理する必要性が高まっている中、 

ナノマテリアルの毒性に関する知識を深めることや、労働者と関係者を支援する 
ことなどが、政府本来の役目として急務となっている。 

• 連邦政府には限られた予算と人材しかないが、労働環境でのリスクを管理する上 
でも、知識に基づいたナノテクの開発を進めるための、連邦政府による研究戦略 
が必要である。 

• ナノテクが早いペースで労働環境に広まりつつあることを考慮し、労働者へのリ 
スクに関する連邦政府の投資レベルが妥当であるかどうか見直す必要がある。 

 
3) PPG インダストリーズ社、ポール･ジーグラー（Paul Ziegler）氏28 
 
大手製造業者の PPG インダストリーズ社（PPG Industries）のジーグラー氏は、米

化学工業協会（American Chemistry Council: ACC）のナノテクノロジーパネル委員

長（Chairman of the Nanotechnology Panel）であり、同パネルの意見として、NNI
は OECD においてナノテク EHS 問題に取り組んでいる、人造ナノマテリアルワーキ

ンググループ（Working Party on Manufactured Nanomaterials: WPMN）と協力す

べきであるとし、EPA に対して、次の分野におけるナノテク EHS 研究に優先分野を

絞り直すよう提案していると述べた。 
 

                                                  
27 RAND. Nanomaterials in the Workplace: Policy and Planning Workshop on 

Occupational Safety and Health. 2006.    
http://www.rand.org/pubs/conf_proceedings/2006/RAND_CF227.pdf  

28 https://nnco.nano.gov/public_ehs/uploads/Ziegler_for_ACCNanotechnologyPanel_EHS_2
0070104NG.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999号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/999/
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• 化学物質の特定、および特性の把握 
• 計測学 
• 暴露、 終結果、効果 
• リスク評価 
• 職場におけるリスク管理慣行、製造業者におけるナノマテリアルの取り扱い 
• ナノテクを利用した環境問題を解決するアプリケーションの開発を目指すグリ

ーン製造とエンド･ユーズアプリケーション（End use applications）29 
 
ジーグラー氏は、限られた資金を効果的に利用するには連邦政府や州政府機関同士

の協力、そして国際的強力が必要であると述べて発表を締めくくった。 
 
 
4) ISO/NIOSH、ウラジミール･ムラショフ（Vladimir Murashov）博士30 
 
NIOSH のナノテク担当ディレクターであるムラショフ博士は、ISO のナノテクノロ

ジー専門委員会である TC229 にも米国代表として参加しており、ここでは ISO の代

表として、ISO におけるナノテク EHS リスク関連の標準化への取り組み作業の進捗と、

標準化に必要な技術的研究ニーズの内容を説明した（本報告書第 4 章参照）。 
 
5) WWICS、アンドリュー･メイナード（Andrew Maynard）博士31 
 
WWICS のナノテクプロジェクトを代表してプレゼンテーションを行なったメイナ

ード博士は、リスク研究には人と環境の安全性を守るという明確な目的のもとに、ま

ず現状を把握し、 終的な目標地点を定め、そこへ到達する道を考案するべきである

とし、またリスク研究は知識の探求的性質の研究ではなく、具体的な枠組みを決めて

戦略的に行なうべきであると提案した。 
 
この他、WWICS からは、ナノテクプロジェクトのディレクターであるデイビッド･

レジェスキ（David Rejeski）氏32も会議に先立って NEHI に対してコメントを提出して

いる33。レジェスキ氏は、連邦政府はナノテク EHS 研究の総括的な戦略を 3-4 ヵ月以内

に練ることができるはずであると指摘し、ナノテクの規制に対して責任を負っている

EPA や NIOSH が、戦略的な EHS 研究に対してより大きな権限を与えられるべきであ

                                                  
29 これに対する詳細な説明はなかった。 
30 https://nnco.nano.gov/public_ehs/uploads/Murashov_TC229_EHS_20070104.pdf 
31 https://nnco.nano.gov/public_ehs/uploads/20070103_1505_Nanotechnology_Maynard_N

NCO_Comments.pdf 
32 https://nnco.nano.gov/public_ehs/uploads/20061220_1614_Rejeski_-_Project_on_Emergi

ng_Nanotechnologies_Comments.pdf 
33 "Federal Research Strategy for Nanomaterials Could be Developed by Spring, Expert 

Says". In Daily Report for Executives. December 28, 2006. 
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ると提案している。同氏はさらに、環境に優しいグリーンナノテクの研究開発を促進し、

ナノテク業界がリスクについて問題がおきてから調査するのではなく、より早期に対処

する方が有利になるような政策づくりをするよう政府に呼びかけている34。 
 
6) オレゴン大学材料科学研究所、ベティ･マダックス（Bettye Madduｘ）博士35 
 
オレゴン大学材料科学研究所（Materials Science Institute, University of Oregon）

のマダックス博士はオレゴン･ナノ科学ミクロ技術研究所36（Oregon Nanoscience and 
Microtechnologies Institute: ONAMI）の研究活動について発表した。ONAMI は、

米国北西部では初の試みとして、大学研究所と政府が、ジョイント・ベンチャーとい

う形で、設立した研究センターである。 
 
• ONAMI は環境に優しいグリーン･ナノ科学を支持しており、ナノテクの持つ可能 

性が安全で責任のある、効果的な方法で実現されるようになることを目指してい

る。グリーン･ナノ科学の概念には環境に優しいナノマテリアルをデザインする

ことや、ナノマテリアルの環境への影響を正確に試験する方法の開発が含まれて

いる。 
• ナノテクを一般社会がどのように受け止めるかという点は非常に重要であり、研

究者や政府はナノマテリアルに関する新しい事実や研究の進展について、連邦政

府は一般の人々への知識の普及に努めなければならない。 
• 優先的に取り上げる研究としては、先見性のあるナノマテリアルのデザイン（新

しい特性を持つ、高パフォーマンスで環境への害が 低限のナノマテリアルの開

発）、ナノ粒子の開発方法および加工プロセス、そしてナノマテリアルの組成を

正しく理解するための特性判断ツールと方法、などが挙げられる。 
• ONAMI では SAR（Structure-Activity Relationship）と呼ばれるデータベースを

作っており、同データベースは NIOSH のデータベースであるナノ粒子ライブラ

リーなど他のデータベースとも統合される予定となっている。 
 
 
会議の成果と今後の展望 

 
この会議の議長を務めた、NNI の NEHI 委員長のノリス･アルダソン博士は会議終

了に際し、「今日寄せられた情報についてとても良い感触を得ている」と語っている37。

                                                  
34 同上。 
35 https://nnco.nano.gov/public_ehs/uploads/Maddux_EHS_20070104NG.pdf 
36 ONAMI. http://www.onami.us 
37 Andreas von Bubnoff. "Nano EHS meeting makes prioritization a priority; Agencies 

seek public input” in SmallTimes. January 9, 2007.  
http://www.smalltimes.com/articles/stm_print_screen.cfm?ARTICLE_ID=281598 

< 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999号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/999/
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しかし、WWICS のメイナード博士は本会議について、発表の多くはどのような研究

が優先的に取り上げられるかを決める上で指針となるような提案ではなく、ナノテク

のリスク研究の現状を述べるにとどまっている、と厳しく批判している。また同博士

は、このような結果に終わった理由として、今回の会議が新年明けに急いで開催され

たため、発表者側も準備期間が充分でなかったのではないかとも述べている38。 
 
同博士は今後も文書によるコメントを受け付けていると述べ、一応の締め切りは 1

月 31 日に設定されているものの、その後も随時受け付けていく考えを示している。 
 

2．NIOSH による労働環境における安全なナノテク研究進捗報告 

 
NIOSH は 2 月 27 日、労働環境におけるナノテクの安全性について NIOSH で進め

ている研究の進捗報告書『労働環境における安全なナノテクへの進捗状況（Progress 
Toward Safe Nanotechnology in the Work Place）』を発表した。NIOSH では、2004
年に創設されたナノテク研究センター（Nanotechnology Research Center: NTRC）

において、以下の 4 点からナノテクの安全性に関する研究を進めている。 
 
1) ナノ粒子やナノマテリアルが労働環境における病気や怪我を引き起こすかどう

かを研究する 
2) 労働現場における、ナノテクによるリスクを軽減するアプリケーションを研究

する 
3) ガイドラインなどを通して安全な労働環境を奨励する 
4) 国際協力を通して安全なナノテク労働環境を支援する 
 
発表された報告書では、①ナノマテリアルの毒性、②リスクアセスメント、③疫学

と監視、④工学的制御と保護具、⑤測定方法、⑥暴露アセスメント、⑦火気・爆発に

関する安全性、⑧勧告とガイドライン、⑨リスクコミュニケーションと教育、⑩アプ

リケーションの 10 項目に関する、NTRC を通した NIOSH のこれまでの取り組みの進

捗状況をまとめている。詳細は、NIOSH ウェブサイト＜http://www.cdc.gov/niosh/do
cs/2007-123/pdfs/2007-123.pdf＞から閲覧できる。 

 
3．ナノテク EHS における米欧協定 

 
EPA は 2006 年 2 月 9 日、EU と環境分野における研究協力を進める、「EPA-EC 環

境 ・ 環 境 情 報 収 集 研 究 実 施 協 定 （ EPA-EC Implementing Arrangement on 
Environmental Research and Ecoinformatics）39」を結んだ事を発表した。実施する

                                                  
38 同上。 
39 協定の本文は以下を参照。



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.999,  2007.4.25 
 

 11

研究分野は、以下の 11 分野であり、ナノテク研究も含まれている40。 
 
1） 環境汚染と健康 
2） 環境面におけるナノテクの使用とインパクト 
3） 土壌の改良 
4） 水質問題 
5） 環境を破壊しない化学物質 
6） 環境情報システム 
7） 環境と環境を破壊することなく資源を持続する事が出来る指標の開発 
8） 環境を改善、維持する技術 
9） 大気の質の管理 
10） 意思決定を支える手段 
11） 規範となる環境 
 
研究協力の内容は、直接的な研究協力、研究者やプログラムマネージャーレベルで

の情報交換、会議やワークショップの共同開催、共同ピアレビューなど多岐に渡る。

ナノテクに関する研究協力では、ナノテクの環境改善につながるアプリケーションと、

EHS リスク面の両方が含まれている。 

                                                                                                                                                       
http://www.epa.gov/oia/regions/Europe/ec-epa-implementing-arrangement-revised.pdf  

40 EPA Press Release. 
http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/4b729a23b12fa90c8525701c005e6d70/d7ed1e
adf07406058525727d00689db6!OpenDocument  

< 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999号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/999/
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【ナノテクノロジー特集】政 策  
 

「米環境保護庁のナノテクノロジー白書」の概要 
－科学的問題や研究ニーズに対応するための作業部会提言－ 

 
NEDO ワシントン事務所 

松山貴代子 
 

米国環境保護庁（U.S. Environmental Protection Agency ： EPA）の科学政策委

員会（Science Policy Council ： SPC）が、①EPA 管理責任者にナノテクノロジー関

連の科学的問題やニーズを報告し、②EPA の関連プログラムオフィスのニーズを支援

し、③こうしたナノテク科学問題を利害関係者や国民に連絡することを目的とする報

告書「米環境保護庁のナノテク白書（U.S. Environmental Protection Agency 
Nanotechnology White Paper）」注 1 を 2007 年 2 月 15 日に発表した。 
 

EPA はナノテクのもたらし得る環境ベネフィットの研究開発に関心を持っている一

方、ナノ材料およびナノ製品への被ばくに起因する潜在的なリスクをより良く理解し

て対応することにより、ヒトの健康と環境を守るという義務と権限を託されている。

このため、EPA は 2001 年から、ナノテクの環境技術用途を開発するための研究支援

や研究指針設定、および、ナノテクがヒトの健康や環境に及ぼし得る影響を理解する

ための研究支援や研究指針設定で主導的役割を果たしてきた。 
 

2004 年 12 月、SPC は省内にナノテクノロジー作業部会を設置し、①ナノテクが環

境保護でもたらし得る重要なベネフィットを社会が確実に享受し、②環境中のナノ材

料への被ばくに伴う潜在的リスクをより深く理解する上で、EPA が検討すべき重要な

科学的問題を確認・説明するという任務をこの作業部会に託した。今回発表された白

書は、この作業部会が草稿して 2005 年 12 月に発表した「ナノテクノロジー白書：外

部レビュー用草案（External Review Draft Nanotechnology White Paper）」に、一

般市民から寄せられたコメントや、2006 年 4 月に開催された専門家ピアレビュー会合

でのコメント等を熟考し、取りまとめた 終報告書である。 
 

この白書は、下記の六部構成となっている： 
 第一章 ナノテクノロジーとは何か？ナノテクは何故 EPA にとって重要なのか？ 

  第二章 ナノテクのもたらし得る環境面でのベネフィット 
  第三章 ナノテクに特有なリスク評価問題 
  第四章 リスポンシブルなナノテク開発、および、EPA の法定義務 

                                                  
注 1 http://www.epa.gov/osa/pdfs/nanotech/epa-nanotechnology-white-paper-final-february-2007.pdf 
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  第五章 ナノテクの環境応用に関する研究ニーズ、および、ナノテクの環境影響

に関する研究ニーズ 
  第六章 科学的問題や研究ニーズに対応するための作業部会提言 
 

ここでは、第六章に収められたナノテク作業部会の提言と、その提言に基づいて作

成 され た EPA の ナノ テ ク ノロ ジ ー 研究 枠 組 み（ Nanotechnology Research 
Framework）注 2 について報告する。 
 
第六章 科学的問題や研究ニーズに対応するための作業部会提言 

 
1. ナノテクノロジーの環境目的利用に関するリサーチ提言 

1.1. グリーン製造技術（グリーンマニュファクチャリング） 
· EPA の研究開発部（Office of Research and Development ： ORD）と汚

染防止・毒物部（Office of Pollution Prevention and Toxics ： OPPT）は

在来型材料やナノ材料生産過程におけるエネルギー消費や廃棄物発生量を、

ナノテクを利用して削減する方法を率先して調査・推進するべきである。 
1.2. グリーンエネルギー 

· ORD と OPPT は、ナノ材料を太陽エネルギーや水素、送電やディーゼル、

汚染抑制装置や照明等に応用する研究を促進すべきである。 
1.3. 環境修復・環境処理のリサーチニーズ 

· ORD は、環境管理や環境修復に使用されるナノ材料の斬新な構造-物性

（structure-property）関係を活用することによって、汚染物質の回収や破

壊を助長する研究を支援すべきである。 
1.4. センサー 

· ORD は、汚染物質やその他の関心対象化合物（ナノ材料を含む）を測定・

監視する、ナノテク利用デバイスの開発を支援すべきである。一例として

ORD は、水中の毒性バクテリアやウィルスや原生動物を速やかに検出する

新規ナノセンサーの開発で指導的役割をとるべきである。 
1.5. その他の環境問題への応用 

· ORD は、環境用途に使用されるナノ材料やナノ製品の性能確認で、産業界

パートナーと協力すべきである。 
· ORD は、既存のライフサイクル分析方法を参考として、ナノ材料やナノ製品の

急激な技術的変化に対応する迅速なスクリーニング方法を開発すべきである。 
· ORD と OPPT は国立労働安全衛生研究所（NIOSH）やその他機関と協力し

て、ナノテク利用の個人用保護具（PPE）やナノ材料内蔵の呼吸マスクとい

った、被ばく低減へのナノテク利用を査定評価すべきである。 

                                                  
注 2 これは、EPA が現在策定中の 2007 年度～2012 年度ナノテクノロジー研究戦略の枠組みであり、EPA

の研究開発部（Office of Research and Development）が作成した。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート999号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/999/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.999,  2007.4.25 
 

 14

2. リスク評価に対するリサーチ提言 
2.1. 化学物質の識別と特性化 

· EPA の研究開発部（ORD）は、ナノ材料の独特な化学的・物理的特性、お

よび、こうした特性が材料の反応度・毒性・その他の属性にどのような影響

を与えるかについての研究を指導すべきである。 
· ORD は、ナノ材料の特性が、研究室における純粋な形の時、製品の一部と

なった時、 終的に環境に出現する時で、どのように異なるのかについての

研究でリーダーシップを取るべきである。 
· ORD は、①ナノ材料を十分に特性化し、②異種のナノ材料を区別し、③人

造ナノ材料を自然発生するナノ粒子や超微粒子から区別するために使用で

きる適切な測定方法や技術があるか否かを判断すべきである。 
2.2. ナノ材料の環境中運命（Environmental Fate）とその処理［以下は優先度順］ 

· 固 体 廃 棄 物 ・ 緊 急 対 応 部 （ Office of Solid Waste and Emergency 
Response ： OSWER）と ORD は、ゼロ価の鉄（zero-valent iron）のよう

に化学汚染用地の修復に使用されるナノ材料の運命に関する研究で指導的

役割をとるべきである。 
· ORD と大気・放射線部（Office of Air and Radiation ： OAR）は、大気中

の多様な人造ナノ粒子の安定性に関する研究を指導すべきである。 
· ORD、汚染防止・毒物部（OPPT）、OSWER および水環境部（Office of 

Water ： OW）は、水や土壌や埋立地等でのナノ材料の（生物または非生

物による）移動や分解に関する研究でリーダーシップを発揮すべきである。 
· ORD は、ナノ材料の環境中運命に影響を及ぼす、ナノ材料の物理学的特性

と化学的特性を確認する研究をリードすべきである。 
· ORD、OSWER および OW は、廃水からナノ材料を除去する際に使用する

処理方法の研究で提携すべきである。 
· ORD、OPPT および OW は、飲料水の浄化過程で使用されるナノ材料の運

命に関する研究を共同で主導すべきである。 
· ORD、OSWER および OAR は、焼却等の熱処理プロセスにおけるナノ材料

の運命に関する研究で指導的役割をとるべきである。この研究には、ナノ材

料を破壊する効率、ナノ材料を除去する様々な大気汚染抑制装置の効率、除

去されたナノ材料の運命、ナノ材料を含む灰の処理方法、処理過程でナノ材

料がその他の物質の除去や劣化に及ぼし得る影響、等が含まれる。 
· ORD と OSWER は、その他の廃棄物処理過程…化学酸化や固定化等…にお

けるナノ材料の運命に関する研究を主導すべきである。 
· ORD と OSWER は、都市ゴミや産業廃棄物および有害廃棄物の埋立地、お

よび、その他の陸上での廃棄物管理シナリオにおけるナノ材料の運命に関す

る研究をリードすべきである。 
2.3. 環境検出（Environmental Detection）と環境分析［下記は優先度順］ 
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· ORD は、環境媒体（environmental media）内において関心対象のナノ材

料を検出・特性化・数量化できる検出方法や技術、および、個人用被ばくモ

ニターとしてナノ材料を研究・特性化・数量化できる検出方法や技術を評価

する報告書の策定を指導すべきである。ORD はこの報告書策定にあたり、

NIOSH や国防省、および、学界と協力することが可能である。 
· ORD は、ナノ材料解析法向けの品質管理基準材料（ quality control 

reference materials）整備で、NIST や NIOSH、国防省やナノ材料メーカ

ー、および、政府機関や非政府組織と協力すべきである。 
· ORD は、様々な環境媒体における標準的なナノ材料サンプリング・分析方

法を整備するにあたり、NIOSH や国防省、産業界や学界、米国材料試験協

会（ASTM）や米国規格協会（ANSI）と協力すべきである。 
2.4. ヒトのナノ材料被ばく、被ばく量の測定と制御 

· OPPT は、ナノ材料の物理的・化学的特性が、（ナノ材料の）放出や被ばく

に及ぼす影響を評価するために、文献調査を実施すべきである。 
· ORD と OPPT は、どのような用量メトリクス（dose metrics）－質量、比

表面積、粒子数、等－がナノ材料被ばくを測定するために有効であるのかを

判断する研究を主導すべきである。 
· OPPT と ORD は、化学物質の放出・被ばくを査定するツールやモデルを、

ナノ材料の査定に応用可能か否かを判断すべきである。 
· OSWER、ORD および OPPT は、ナノ材料が漏れた場合の適切な緊急対応

活動や修復活動、および、こうした対応活動で出る廃棄物の適切な処分方法

を検討すべきである。 
· OPPT は他の利害関係者と協議して、様々なナノ材料のリスク評価ニーズを

確認すべきである。 
· OPPT は（EPA の）他部署やその他利害関係者と協議して、ヒトや動植物

…絶滅危険種や児童、喘息患者といったセンシティブな集団を含む…を対象

とするナノ材料被ばく評価実施方法を検討すべきである。 
2.5. 人体への影響評価［以下は優先度順］ 

実験方法 
· ORD と予防・殺虫剤・毒性物質部（Office of Prevention, Pesticides and 

Toxic Substances ： OPPTS）は、標準的 EPA 毒性テストの現行試験方法 
…有機体、被ばく形態、媒体、解析方法、検査の仕組み…が、ナノ粒子テス

トに適切であるか否かを判断すべきである。 
ナノ毒性学 
· ORD は、環境修復や大気汚染制御技術等へのナノテク利用に関連した、ナ

ノ材料やその副産物への直接被ばくに起因する健康面での影響を究明する

研究を主導すべきである。 
危険有害物質の特定、容量測定と運命 

< 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999号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/999/
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· ORD は、人造ナノ材料の局部的・組織的毒性や急性・慢性的毒性に もよ

く相関する物理化学的特性と線量メトリクス（質量、比表面積、粒子の数、

等）を究明する研究を主導すべきである。 
· ORD は、様々な被ばくルートを辿った人造ナノ材料の吸収・分布・代謝・

排泄（absorption, distribution, metabolism and excretion ： ADME）に

関する研究をリードすべきである。 
 感受性（Susceptibility） 

· ORD は、人造ナノ材料への被ばくに関係のある健康弊害を被りやすい高リ

スク人口を確認するための調査でリーダーシップを発揮すべきである。 
 コンピュータ利用のナノ毒性学 

· ORD は、毒性予測アセスメントモデル －構造活性相関（structure-activity 
relationship ： SAR）、オミックス（omics）等－ を作製する も効率的

なアプローチを検討する研究を主導すべきである。 
2.6.  生態への被ばくと影響 

 実験方法 
· ORD は、標準的毒性テストの現行検査制度や検査方法－有機体、エンドポ

イント、被ばく形態、媒体、解析方法－が、ナノ材料実験に適切であるか否

かを判断する調査で、他の EPA 関連部署と協力すべきである。 
 ナノ材料の生態系内分布 

· ORD は、ナノ材料の生態系内分布に関する研究を指導すべきである。 
 ナノ毒物学と容量測定 

· ORD は、ナノ材料やその副産物への直接被ばくが魚や無脊椎動物、鳥類や

両生類、爬虫類や植物、微生物といった様々な生態学的種に及ぼす影響を究

明すべきである。この研究では、問題となるナノ材料の吸収、移動、生体蓄

積の評価も行うべきである。 
· ORD、OW および OPPT は、下水処理場、家庭廃水、自然土壌等において、

微生物とナノ材料の相互作用を調査すべきである。 
· ORD は、水生生物向け予測モデルとして、ナノ材料の構造活性相関（SAR）

を作製する研究を主導すべきである。 
· ORD は、多様な生態学的種に対する各種ナノ材料の作用形態（mode of 

action）に関する研究を指導すべきである。 
2.7.  包括的リスク評価の必要性 – ケーススタディ 

· EPA は、ナノ材料アセスメントが同庁の全般的なリスク評価パラダイムに

どのように当てはまるのかを検討する一方法として、人造ナノ材料に関する

入手可能な公開情報に基づいたケーススタディを実施すべきである。 
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3. 汚染防止と環境管理 
· EPA は、ナノ材料と製品のライフサイクル全体を通じて環境管理を奨励するア

プローチの研究を支援すべきである。 
· 汚染防止・毒物部（OPPT）、研究開発部（ORD）、および、その他利害関係者は、

①製品管理、②環境を考慮した設計、③ナノ材料やナノ製品のグリーンエンジニ

アとグリーンケミストリー原則およびアプローチを奨励すべきである。 
· 全米環境イノベーションセンター（National Center for Environmental 

Innovation）、および、施行・順守保証部（Office of Enforcement and Compliance 
Assurance）は、汚染防止アプローチに関する情報を提供するため、ナノテクの

民間部門やサプライチェーン、解析・設計ツールや応用方法を調査すべきである。 
· ORD は、ナノ材料やナノ製品のクリーン生産を推進する研究を引き続き支援す

べきである。 
 
4. コラボレーション（協力）とリーダーシップ 

· 研究開発部（ORD）は、ナノテクの環境目的利用とその影響についての研究で、

他グループと協力すべきである。ORD の研究所は非政府資源を活用するため、

特に、共同研究開発協定（CRADA）の設立に力をいれるべきである。 
· EPA は、ナノテクノロジーがヒトの健康や環境にもたらし得る影響についての

研究で、経済協力開発機構（OECD）やその他諸国と協力すべきである。 
· 議 会 ・ 政 府 間 関 係 部 （ Office of Congressional and Intergovernmental 

Relations）は、州・地方政府の経済開発機関や担当者、および、環境・公共衛

生機関やその担当者と協力する可能性を探る努力を主導すべきである。 
· EPA の広報部（Office of Public Affairs）とプログラム担当部は必要に応じ、ナ

ノテク・コミュニケーション戦略の省内実施努力をリードすべきである。 
· 政策・エコノミクス・イノベーション部（Office of Policy, Economics and 

Innovation）の中小企業オンブズマンは、中小企業との情報交換に従事すべき

である。 
 
5. 省内作業部会 

· EPA は、ナノ材料に関するリスク評価や規制活動、および、汚染防止活動や管

理重視型活動に関して、省内での情報共有を助長するため、常任の省内作業部会

を召集すべきである。 
 
6. トレーニング 

· EPA は、科学者やマネジャーを対象とするナノテク・トレーニング活動を継続・

拡大すべきである。 
 
 

< 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999号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/999/
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EPA のナノテクノロジー研究枠組み 
 

EPA では、幾つかのナノ粒子がヒトやその他の生体にあたえ得る毒性の研究は幾つ

か実施されているものの、環境内でのナノ材料の運命（fate）や移動、変容や被ばく

に関する研究は殆ど行われておらず、更には、様々な環境媒体においてナノ材料を検

出・数量化する技術や方法が欠落していることを指摘している。EPA の研究開発部

（ORD）によって策定されたナノテクノロジー研究枠組みは、2007 年度から 2012 年

度までの EPA ナノテクノロジー研究戦略の骨格となるもので、上述の提言に基づいた

内容となっているほか、ナノテクノロジーの環境・衛生影響に関する作業部会

（Nanotechnology Environmental and Health Implications Working Group）注 3 が

確認したリサーチニーズとも一致している。 
EPA のナノテクノロジー研究枠組みの概要は下記の通り。 
 

A. 2007 年度～2008 年度 
①環境内でのナノ材料の運命、移動、変容および被ばく、②ナノ材料の監視・検

出方法という優先分野を中心とする。具体的活動は以下の通り。 
· 放出源、および、環境内でナノ材料を測定する方法とテクニックを確認・採用す

る。必要に応じ、そうした方法やテクニックを開発する。 
· ナノ材料が大気や土壌や水中で受ける物理的・化学的・生物学的反応と、その結

果起こる変容および残留性についての理解を深める。 
· ナノ材料を環境内にてライフサイクルを通じて特性化する。 
· 相当数の被ばく経路シナリオを予告する能力を提供する。 
· 人体や生態系内の毒性研究、および、コンピュータ活用の毒性研究アプローチを

報告するためにデータを提供し、 も適切な実験方法やプロトコルの開発を支援

する。 
 
B. 2009 年度～2010 年度 

上記の活動で得た、様々な条件下における材料の変化に関する理解を基盤として、

確認された変貌材料（altered material）の影響、特に、その毒性の調査に予算の

大半を投入する。 
 
C. 2011 年度～2012 年度 

上記で得られた十分な知識を活用して、環境内で人造ナノ材料に関係するリスク

を査定・管理・伝達するための組織的かつ包括的なアプローチを策定する。 
 

                                                  
注 3 国家科学技術会議（National Science and Technology Council）のナノスケール科学工学技術小委員

会（Nanoscale Science Engineering and Technology Subcommittee）に設けられた作業部会の一つ。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.999,  2007.4.25 
 

 19

【ナノテクノロジー特集】政 策  

 

米国ナノテクノロジー2008 年度予算の概要 
 

NEDO ナノテクノロジー・材料技術開発部 
 
ホワイトハウスは 2007 年 2 月 5 日に発表した 2008 年度大統領予算案の中で、NNI

向けの予算として 14 億 4,700 万ドルを要求した。この額は 2007 年度の大統領予算案

1 より 5,600 万ドル多く、4%増となっている 2。 
 
連邦機関･省庁別内訳では、国立科学財団（National Science Foundation: NSF）に

約 3 億 9,000 万ドル（前年度比 4.5%増）、国防総省（Department of Defense: DOD）

に約 3 億 7,500 万ドル（同 10.2%減）、エネルギー省（Department of Energy: DOE）

に約 3 億 3,200 万ドル（同 13%増）、厚生省 3（Health and Human Services: HHS）に

約 2 億 800 万ドル（同 19%増）、商務省/ NIST（Department of Commerce / National 
Institute of Standards and Technology: NIST）に約 9,700 万ドル（同 8.2%増）、航空

宇宙局（National Aeronautics and Space Administration: NASA）に約 2,400 万ドル

（同 4%減）、環境保護庁（Environmental Protection Agency: EPA）に約 1,000 万ドル

（同 18.6%増）、農務省 4（Department of Agriculture: USDA）に約 800 万ドル（同 14%
増）となっている。運輸省（Department of Transportation: DOT）と司法省（Department 
of Justice: DOJ）、国土安全保障省（Department of Homeland Security: DHS）の 3
省の NNI 予算には、各 100 万ドルが要求されている 5（表1 参照）。 

 
NNI 予算は、ナノテク分野の新しい発見、開発、応用につながる基礎研究や応用研

究を支援することや、研究者に必要な機器や施設へのアクセスを提供するセンターの

設置、研究者や教師、労働者、一般市民に対するナノテク教育、インフラ整備、そし

て EHS 研究などに充てられることとなっている 6。 
 

                                                  
1 OMB が 2008 年度大統領予算案を発表した時点では、2007 年度予算については、国防総省

と国土安全保障省以外については、議会が 終予算を決定していなかったため（ 終的に
2007 年度予算は 2007 年 2 月 15 日に決定した）、この 2 省以外の 2007 年度予算推定額は、
同年度の大統領予算案を採用して比較している。 

2 NNI "National Nanotechnology Initiative FY 2008 Budget & Highlights” 
http://nano.gov/pdf/NNI_FY08_budget_summary-highlights.pdf  

3 HHS の予算には NIOSH と NIH の予算が含まれ、NIH 予算は 2 億 290 万ドル（前年度比
19.2%増）、NIOSH には 460 万ドル（同変化なし）となっている。 

4 農務省は、CSREES（Cooperative State Research, Education and Extension Service）プ
ログラムと FS（Forest Service）プログラムの予算に分けられ、CSREES プログラムは 300
万ドル（前年度比 23.1%減）、FS プログラムには 460 万ドル（同 76.9%増）となっている。 

5 OMB “Analytical Perspectives”  
http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2008/pdf/apers/crosscutting.pdf 

6 OMB. “Commerce”  http://www.whitehouse.gov/omb/pdf/commerce-2008.pdf 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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表 1 2008 年度 NNI 大統領予算案 
（単位：100 万ドル） 

連邦省庁 2006 年度 
実績 

2007 年度 
大統領予算 

2008 年度 
大統領予算 前年度比 

NSF 359.7 373.1 389.9 4.5% 
DOD 423.9 417.2 374.7 -10.2% 
DOE 231.0 293.3 331.5 13.0% 
HHS（NIH） 191.6 170.2 202.9 19.2% 
Commerce(NIST) 77.9 89.3 96.6 8.2% 
NASA 50.0 25.0 24.0 -4.0% 
EPA 4.5 8.6 10.2 18.6% 
USDACSREES） 3.9 3.9 3.0 -23.1% 
HHS（NIOSH） 3.8 4.6 4.6 0% 
USDA（FS） 2.3 2.6 4.6 76.9% 
DHS 1.5 2.0 1.0 -50% 
DOT（FHWA） 0.9 0.9 0.9 0% 
DOJ 0.3 1.4 0.9 -35.7% 
合計 1,351.2 1,392.1 1,444.8 3.8% 

出典：NNI FY 2008 Budget & Highlights, Table 1 NNI Budget, 2006-2008 をもとにワシントン･コア作成 

 
連邦省庁･機関別の予算の使い道としては、NSF が主に基礎研究の支援に投資する一方、

DOD では国防目的でのマテリアルやデバイスの開発を重視している。DOE では 2007 年

度には 5 つ目のナノスケール科学研究センター（Nanoscale Science Research Center）の

運営を開始する予定で、このユーザー施設を通じて研究に必要な機器や施設を研究者たち

に提供していく。HHS のナノテク予算には国立衛生研究所（National Institute of Health: 
NIH）におけるナノテクを利用したバイオ医療研究が含まれているほか、国立労働安全衛

生研究所（National Institute for Occupational Safety and Health: NIOSH）による労働

環境でのナノテクの安全性について研究するプログラムの予算も含まれている 7。 
 
一方、EHS 研究への予算は、EPA や NSF、HHS、NIST、DOE、USDA の各省庁の

NNI 予算に含まれているとしている 8（表 2 参照）。NNI によると、2008 年度の予算案に

含まれる EHS 研究開発向け予算は総額 5, 860 万ドルで、2006 年度の実績比約 55%増、

2007 年度の大統領予算案と比べても約 28%増えている 9。 

                                                  
7 Office of Science and Technology Policy.  “National Nanotechnology Initiative 

Research and Development Funding in the President’s 2008 Budget”  
  http://www.ostp.gov/html/budget/2008/FY08FederalRDBudgetPackage.pdf 
8 Office of Science and Technology Policy.  “National Nanotechnology Initiative Research 

and Development Funding in the President’s 2008 Budget” 
http://www.ostp.gov/html/budget/2008/FY08FederalRDBudgetPackage.pdf 

9 NNI "National Nanotechnology Initiative FY 2008 Budget & Highlights” 
http://nano.gov/pdf/NNI_FY08_budget_summary-highlights.pdf 
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表 2 連邦機関の EHS 研究予算 
（単位：100 万ドル） 

連邦機関名 2006 年度 
実績 

2007 年度 
大統領予算 

2008 年度 
大統領予算 前年度比 

NSF 21.0 25.7  28.8 12.1% 
DOD 1.0 1.0 1.0 0% 
DOE 0.5 0.0 3.0 － 
HHS （NIH） 5.2 4.6 5.7 23.9%  
DOC （NIST） 2.4 1.8 5.8 222.2%  
EPA 3.7 8.0 9.6 20.0% 
USDA

（CSREES) 
0.1 0.1 0.1 0% 

HHS 
（NIOSH) 

3.8 4.6 4.6 0% 

合計 37.7 45.8 58.6 27.9% 
出典：NNI FY2008 Budget & Highlights をもとにワシントンコア作成 
 

NNI は、EHS 研究を優先課題として位置づけており、2006 年 9 月には、NNI における

EHS 研究状況に関する報告書『人造ナノマテリアルの EHS 研究ニーズ（Environmental, 
Health, and Safety Research Needs for Engineered Nanoscale Materials）』 を発表した。

さらに 2007 年 1 月 4 日、ワシントン DC 近郊において一般公開会議を開催し、EHS 研究

の必要性と優先順位について一般からの意見を募る などの活動を行なっている。同分野で

は、各省庁による共同研究支援も始まっており、例えば EPA、NSF、NIOSH の共同研究

10 が今年で 3 年目に突入しているほか、2 つ目の省庁横断型共同研究として、2007 年度に

は新しく NIH が主体となって、EPA と NIOSH と共に、人間の健康への影響を主要研究

目的とした研究が開始される予定である 11。さらにナノマテリアルのスチュワードシップ

プログラム 12 を開始する予定である EPA は、2008 年度以降有害物質規制法（Toxic 
Substance Control Act: TSCA）の潜在的な規制対象となり得るナノマテリアルについて

使用法などを調査する、160 万ドル規模の研究プログラムを開始すことになっている 13。 

                                                  
10 NNI. Environmental, Health, and Safety Research Needs for Engineered Nanoscale 

Materials. September 20, 2006. http://www.nano.gov/NNI_EHS_research_needs.pdf. 
11 National Science and Technology Council.“Public Shares Views on Environmental, 

Health, and Safety Research Needs for Engineered Nanoscale Materials” January 8, 
2007. http://www.nano.gov/html/news/EHS_Pub_Mtg_1_8_07.html  

12 TSCA におけるナノマテリアルの規制の可能性を念頭に、ナノマテリアルを使用する製造業 
者などに、その情報をボランティアで提供してもらい、データを収集するプログラムであり、    
2007 年夏ごろから開始される予定。 新動向については、ナノテクノロジー機関報告書
Vol.III-1 を参照のこと。 

13 同上。 

< 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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【ナノテクノロジー特集】応 用 研究開発 

 
将来のエネルギー貯蔵と発電のためのナノテクノロジー利用の動向(米国) 

 
太陽光発電、燃料電池および熱電装置などのエネルギーの変換／生成ならびにバッ

テリーや超キャパシタおよび水素貯蔵などのエネルギー貯蔵応用でのナノテクノロジ

ーの現在と潜在的な使用に関して、ナノ基盤のエネルギー貯蔵や生成分野での技術お

よび商用展開の昨年からの例を概観する。 
 
太陽電池 

 
太陽電池、特に、CIGS(Cu-In-Ga-Se)化合物系、色素増感型、またポリマー基盤太

陽電池の開発にナノエレクトロニクス・プロセスが利用されている。以下に米国での

近の動向に関する話題を列挙する。 
 
－ ノートルダム大学(インディアナ州)の研究者は、二酸化チタンナノ粒子で作られた

薄膜への単層カーボンナノチューブの追加により、ナノ粒子を単独で使用した場合

と性能比較して色素増感太陽電池の効率を 2 倍にすることにより、光電気化学太陽

電池の効率を著しく向上させる方法を実証した 1。 
 
－フィンランドの VTT 技術研究センターとフランスの SUS MicroTex S.A.S 社の研究

者は、欧州連合の未来のナノパターン化プロジェクトのフレーム・ワーク内で、太

陽電池の大量生産での利用が期待できると主張する、ナノ印刷装置を開発した 2。 
 
－アリゾナ州立大学(テンピ、アリゾナ州)の科学者は、より高効率の太陽エネルギー応

用やフォトニクス応用のナノスケール装置を開発するために、全米科学財団から資

金提供された 3 年間で 110 万ドルのプロジェクト進めている。特に、そのような装

置の製作には、ボトムアップ・アプローチ(自己集合)を使用する 3。 
 
－ロチェスター工科大学(ロチェスター、ニューヨーク州)の NanoPower 研究所(Ryne 

Raffaelle 所長)では、量子ドットを使用してより良い宇宙用太陽電池を開発するため

に、米国国防総省からの 847,109 ドルのグラントによって資金提供されたプロジェ

クトに、ナノテクノロジーを使用している。特に、チームは、短絡電流を増大し、

また太陽電池の総合効率を向上させるために、量子ドット配列を持った 3 重接合太

                                                  
1 (http://www.technologyreview.com/Nanotech/18259/ and  

http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=1535.php を参照) 
2 (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=26907 を参照) 
3 (http://www.nanotechnology.com/news/?id=9248 を参照) 
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陽電池を増加させる 4。 
 
－ナノ粒子基盤 CIGS 太陽電池の開発企業の Nanosolar 社(パロアルト、カリフォルニ

ア州)は、全生産能力で 430MW、あるいはおよそ 2 億個の太陽電池の生産能力を持

つ製造設備の代価を払うために、融資ベンチャーでさらに 7500 万ドルを確保したと

発表した。さらに、Nanosolar 社は、太陽企業の Conergy 社と大規模光起電力シス

テムを開発するための長期契約に署名した 5。 
 
－ G24 イノベイションズ社(G24i; カーディフ、ウェールズ)は、商業ベースで色素増

感太陽電池(DSSC)を生産する 初の企業になることを目指している。2006 年 10 月

に、G24i 社はウェールズのカーディフで大規模 DSSC 生産設備を建設する計画を発

表している。工場が 2007 年の初めに稼働する時、その 初の生産能力は 25MW で

あり、能力は 2008 年までに 200MW まで増加させる。ロールトゥーロール印刷が

同社の生産プロセスの主要部分になる。現在、G24i 社は 5MW の試験規模のコーテ

ィング設備を運転している 6。 
 
－オーストラリアのシドニー大学の研究者は、日本の大阪大学の研究者と共同で、植

物中の光合成が光を捕えて電力に変換することができる合成ポルフィリンを生産す

るのに必要な重要成分を模倣した 7。 
 
－ペンシルバニア州立大学(ユニヴァーシティーパーク、ペンシルバニア州)の研究者は、

微粒子被膜を置き換え、色素増感太陽電池の効率を向上させるために、二酸化チタ

ンナノチューブを使用した 8。 
 
－色素増感太陽電池技術をさらに開発するために、コナーカ・テクノロジーズ社

(Konarka Technologies：ローウェル、マサチューセッツ州)は、米国エネルギー省

によるソーラーアメリカイニシアティブ(Solar America Initiative)の資金提供を得

た。特に、コナーカ社のプロジェクトは、太陽光を電力に変換するのに有機染料を

使用して、非常に廉価な光起電力電池の研究および製品信頼性保証を提供すること

に注目している 9。 
 
－レンセラー工科大学(トロイ、ニューヨーク州)の研究者チームは、実質的には光を反

射しない世界初の材料を作り出した。研究者によれば、新しい光被膜は LED や照明

                                                  
4 (http://www.physorg.com/news11603.html を参照) 
5 (http://www.technologyreview.com/read_article.aspx?id=17025&ch=biztech を参照) 
6 (http://www.g24i.co.uk/ を参照) 
7 (http://www.physorg.com/news76344249.htm を参照) 
8 (http://www.physorg.com/news10661.html を参照) 
9 (http://www.nanotechnology.com/news/?id=10125 を参照) 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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と同様に先進太陽電池に役立てることができる 10。 
 
－ HelioVolt 社(オースティン、テキサス州)と再生可能エネルギー研究所(NREL：ゴ

ールデン、コロラド州)は、HelioVolt 社の工業所有権の CIGS 太陽電池用 FASST 製

造技術のために 適化された非真空ナノ材料基盤蒸着工程の開発を追加するために、

NREL 設備で行われる研究の共同研究開発契約(CRADA)の拡張を発表した 11。 
 
－インジウム酸化スズ(ITO)の代りに CNT 分散使用に基づいた斬新な太陽電池を開発

するために、Eikos 社(フランクリン、マサチューセッツ州)は、NREL と協力した。

共同チームは、スパッタによる酸化亜鉛透明電極の代りに CNT を使用して、酸化亜

鉛で 19.5%の 大推測値に対して、13%の効率を持つ CIGS 太陽電池を作成した。 
チームはさらに、まず ITO 層を、その後、OLED とほとんど同じ方法で有機太陽

電池に使用されている、付随する PEDOT 層を Eikos 社の CNT 分散に置き換えた 2
つの有機太陽電池を生産した。スパッタによる ITO 層を組込む典型的な有機太陽電

池は、3～4%の効率を持っている(5%が現在達成された 大値)。しかし、CNT 透明

電極層を持った Eikos/NREL 有機太陽電池は 2.6%の効率である。PEDOT 層の置き

換えは効率を 1.5%に減らした。再び、太陽電池と OLED の両方での他の活発な有

機質層に隣接している電気的トランスポート層として、PEDOT が果たす重要な役

割を確認した 12。 
 
燃料電池 

 
－ QuantumSphere 社(サンタアナ、カリフォルニア州)は、直接メタノール燃料電池

(DMFC)の電力の 45%増強を達成できた白金とコバルトナノ粒子 30～40%混合より

なる新しい白金/カーボンカソードを開発したと発表した。研究者は、さらにナノコ

バルトを加えることによって、同じ性能を達成できるが、材料費 50%低下に近い

2mg/cm2 まで白金ローディングを削減することができたことを発見した 13。 
 
－ブルックヘブン国立研究所(アプトン、ニューヨーク州)の研究者は、炭素電極上のナ

ノ粒子白金で、自動車用途に典型的な断続的利用で見られる劣化を縮小する方法を

発表した。研究者は、電極へ金の層を導入し、金を 1.2 ボルトの電圧に繰り返し曝

すことにより 3D 金ナノクラスターを形成した。ナノクラスターは、白金の酸化を

減らし、またより高い性能安定性で電極を作成するために働いた 14。 
 
                                                  
10 (http://nanotechwire.com/news.asp?nid=4394&ntid=&pg=1 を参照) 
11 (http://www.heliovolt.com/PR_NRELCRADA2006.html を参照) 
12 (http://www.eikos.com/nrel.htm を参照) 
13 (http://www.qsinano.com/newsletter/2006_03/dmfc_performance.pdf を参照) 
14 (http://www.powermanagementdesignline.com/news/196901666 を参照) 
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－東芝は、携帯音楽プレーヤーに電力供給する DMFC 試作機を開発したポータブル応

用向け DMFC の 大の提唱者である。同社は、燃料電池の新しい電極材料開発に大

きく投資し、いくつかの進展の中で、Pt-Fe-N(白金鉄窒素)触媒とカーボンナノファ

イバー陰極電極を生産し、従来の白金触媒よりも Pt-Fe-N 触媒で高い酸素還元活性

を得ている。東芝の基板電極構造のカーボンナノファイバー(通常のカーボンの代わ

り)の使用は、ナノ構造の利益を利用することを目指している。また、それは、少な

い空気供給での向上した DMFC 性能を報告している。(米国特許 7,189,472 は、燃

料電池開発で東芝のナノファイバー使用について記述している) 
 
－パシフィック燃料電池)社(Pacific Fuel Cell：タスティン、カリフォルニア州)は、

Bourns 社(リヴァーサイド、カリフォルニア州)と共同で、生産規模試作のカーボン

ナノ材料基盤膜電極アセンブリー(nanoMEAs)を匿名の顧客へ出荷した。パシフィ

ック燃料電池社は、ポータブルおよびマイクロ燃料電池市場の燃料電池の安価で高

性能な nanoMEAs の開発および生産に関わるナノテクノロジー企業である。MEAs
は燃料電池システムの重要な部品である 15。 
さらに、同社は、燃料電池部品を生産するために、オハイオ州ウィロビーで 24000

平方フィートの工場の開設を 近発表した。 
 
－パシフィックノースウエスト国立研究所(リッチランド、ワシントン州)およびアイダ

ホ大学(モスクワ、アイダホ州)の科学者は、水素燃料電池で使用するために、白金と

ルテニウム合成の小さな粒子で修飾された多層カーボンナノチューブの非常に効率

的な触媒を開発した 16。 
 
－ 米国防兵器研究所は nanoMaterials Discovery 社(NDC：シャイエン、ワイオミン

グ州)に、燃料として、爆発物や推進剤のようなエネルギー物質を利用する新しいク

ラスの燃料電池を開発する 470 万ドルの契約を与えた。NDC は高性能の組合せ電気

化学法を使用して、ナノ構造化材料を開発する 17。 
 
熱電気 

 
－ 2006 年に、NASA は、非常に効率的な熱電気ナノ構造化材料を開発するために、

Voxtel 社(ビーヴァートン、オレゴン州)に 7 万ドルの研究開発契約を与えた 18。 
 
－ Nextreme Thermal Solutions 社(リサーチトライアングルパーク、ノースカロライ

ナ州)は、カリフォルニア工科大学(Caltech)からの新しい薄膜熱電気技術をライセン

                                                  
15 (http://nanotechwire.com/news.asp?nid=3046&ntid=&pg=1 を参照) 
16 (http://www.physorg.com/news66315649.html を参照) 
17 (http://www.nanomaterialsdiscovery.com を参照) 
18 (http://www.azonano.com/news.asp?newsID=1844 を参照) 
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スする排他的オプションに署名したと発表した。この技術は、NASA のジェット推

進研究所で行われた薄膜熱電装置に関する先導的研究を対象とする 19。 
 
バッテリーと超キャパシタ 

 
－ A123 システムズ社(ウォータータウン、マサチューセッツ州)は、MIT(ボストン、

マサチューセッツ州)で開発された新しいリチウム金属リン酸塩化学材料を商業化

するために 2001 年に設立された企業である。このバッテリー技術は、リチウムイオ

ン電池の通常の酸化物化学材料の代わりにリチウム金属リン酸塩ナノ粒子被膜のア

ルミニウム電極を使用する。A123 システムズ社によれば、ナノメートルサイズの粒

子は、通常のリチウムイオン化学材料より電流により多くのイオンを放出し、熱を

減らす。 
A123 システムズ社は、中国 BAK バッテリー社(北京、中国)との製作協定により

アジアにその新しい電池化学のための生産をセットアップしており、初期にはパワ

ーツール応用をターゲットとしている。 
しかしながら、2007 年 1 月に、A123 システムズ社は、自動車・定置応用のニッ

ケル金属ハイブリッド電池専門開発企業の Cobasys 社(オリオン、ミシガン州)との

協力を発表し、ハイブリッド電気自動車(HEV)応用のリチウムイオンエネルギ貯蔵

システムの開発、製造、販売、サービスを行う。シェブロンテクノロジーベンチャ

ーLLC(Chevron Technology Ventures LLC)と Energy Conversion Devices 社の間

のジョイント・ベンチャーである Cobasys 社は、ゼネラル・モーターズからプラグ

イン・ハイブリッド電気自動車プログラムの契約を与えられている。 
さらに、A123 システムズ社は、その大量生産されたナノ・リン酸エステル基盤電

池技術を使用して、商業品質の燃料電池ハイブリッド伝動機構で使用される高電圧

電池モジュールを開発していると発表した。同社は、米国運輸省の連邦公共交通機

関管理所の下の全米燃料電池バスプログラムのためにこれらのモジュールの設計製

作にジェネラルエレクトリック社とバラードパワーシステム社と共に緊密に働いて

いる 20。 
 
－ mPhase テクノロジー社(リトルフォールズ、ニュージャージー州)は、ピカニー、

ニュージャージー州で米国陸軍兵器研究開発技術センター(ARDEC)からの共同契

約(CRADA)に署名したと発表した。契約の目的は、mPhase 社のスマートナノバッ

テリーおよび超高感度磁力計を共同してテストし評価することである 21。 
さらに、2006 年には、同社は、ルーセント・テクノロジー社の研究開発部門のベ

                                                  
19 (http://www.nextremethermal.com/pages/tech/tech.html を参照) 
20 (http://www.a123systems.com/html/news/articles/102606_pr.html and also  

http://www.a123systems.com/html/home.html を参照) 
21 (http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=115986&p=irol-newsArticle&ID=959192&highlight= 

を参照) 
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ル研究所とその協定を拡張し、共同ナノテクノロジー開発取り組みを継続する。 
 
－バッテリー用先進リチウム材料のもう一方の開発企業はアルテアー・ナノテクノロ

ジーズ社(リノ、ネバダ州)である。同社はさらに HEV 市場をターゲットとしている。

アルテアー社のリチウム電池(NanoSafe)は、ナノ構造化チタン酸リチウム電極特色

とし、価値ある提案は、長期の繰り返し後の高い再充電率と低い容量損失の二つの

要素があるようである。 
2006 年 11 月に、パートナーのフェニックスモーターカー社とボシャートエンジ

ニアリング社と働くアルテアー社は、15,000 サイクルの後に 10 分の再充電率と 85%
より高い容量保持率を持っている 35kW 時の NanoSafe バッテリーの性能について

報告している 22。 
 
－ NEI 社(サマセット、ニュージャージー州)は、チタン酸リチウム、リチウム酸化マン

ガン、リチウムりん酸鉄およびリチウムニッケルコバルト酸化アルミニウムのような

一連の電極材料の供給者である。NEI 社とユナイテッドナノテクノロジー社は、アジ

ア向けに高性能リチウムイオン電池電極用ナノ材料を製造し販売するためにインド

にジョイント・ベンチャーのユナイテッドナノテクプロダクツ社を立ち上げた 23。 
新しい企業は、2008 年までに 1 年当たり約 90 トンまで生産を拡大する予定である。 

 
－ EnerDel 社(インディアナポリス、インディアナ州)は HEV 応用向けバッテリーに

同社のナノ構造化リチウム酸化マンガン電極を組入れている 24。 
 
－デグサ社(ハーナウ、ドイツ)もまた、向上したリチウム電池用の一連のナノ材料を開

発している。同社は、電極材料としてチタン酸リチウムを生産している。また、同

社のクリービステクノロジー&イノベーション・ユニットは、電池セパレーターの

役割をするナノ構造化セラミック膜を開発した。セパレーターは、イオンが浸透す

る電解質を通り抜けることを可能にする一方で、電極を電気的に分離している。 
SEPARION と呼ばれるクリービス社のセパレーターは、ここではポリエステル不

織布の基質上に被膜された特別あつらえの細孔径を持つ無機の支持を使用して、透

明導電性被膜(デグサ社の別の専門)に似ている方法で製造される。この膜は非常に多

孔質で薄いので、電解質を浸透させた時、膜は低いイオン抵抗を示す。クリービス

社は、そのセパレーターの主な利点は、高い化学的・熱的安定性と速い再充電率で

あると述べている 25。 
 
 
                                                  
22 (http://www.altairnano.com/news.html を参照) 
23 (www.neicorporation.com/PDFs/neijv.pdf を参照) 
24 (http://www.ener1.com/news/newsr_09_12_06.html を参照) 
25 (http://www.creavis.com/site_separion/en/default.cfm を参照) 
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－サイエンス誌の報告書は、より強力な超キャパシタを開発する際に、科学者が進展

させた進歩を示している。報告書によれば、研究者は、もしカーボン超キャパシタ

中の細孔の寸法が 1 ナノメートル未満ならば、イオンはカーボン構造中を移動する

ことができないで電荷貯蔵能力が低下する、と長い間信じていた 26。 
しかしながら、ドレクセル大学(フィラデルフィア、ペンシルベニア州)とびポー

ル・サバティエ大学(ツールーズ、フランス)の研究者は、カーボン基盤の超キャパシ

タのナノスケール構造制御によって、彼らは超キャパシタが保持できる電荷の量を

増加させたと主張している。細孔径を制御することを可能とする斬新な製作プロセ

スを使用して、研究者は、標準の超キャパシタパウダーが保持するよりも、50%以

上多い電荷を保持する 0.6 ナノメートル細孔のパウダーを作成した。 
 
－昭和電工は、リチウムイオン電池の添加剤として使用する需要が増大するとともに、

VGCF カーボンナノファイバーの生産能力を 100 トン／年に増加させることを決定した

27。 
 
水素貯蔵 

 
－ 2006 年にナノミックス(Nanomix)社(エメリーヴィル、カリフォルニア州)は、3 件

の米国追加特許を取得したと発表した。この新しい特許 (U.S. 6,986,258、U.S. 
6,991,773 および U.S. 7,036,324)は、水素貯蔵技術に関連し、この分野でのナノミ

ックス社に出された 3 件の初期の特許に続く。 
 
－米国標準技術研究所(NIST：ゲチスバーグ、メリーランド州)とトルコのビルケント

大学の研究者は、よく知られた安価な分子のエチレンが、効率的で安全な水素貯蔵

媒質の骨組を開発する際の重要な基礎になりえる、と 近発表した。チームの計算

は、4 つの水素原子が 1 対の炭素原子に結合しているエチレン分子の反対端へのチ

タン原子付着が、エチレンチタン複合体上に吸収できる水素分子 10 個、合計水素原

子 20 個、の純益をもたらすことを示している。吸着水素分子は、チタンエチレン複

合体重量の約 14%を占める。この値は、固体材料中の経済的に実用的な水素貯蔵の

米国エネルギー省の 小目標値 6.5%のおよそ 2 倍である 28。 
 
－ロシア科学院ウラル支部の応用力学研究所(Institute of Applied Mechanics)の研究者

は、フラーレンを含んでいるフラーレンおよび他のナノ構造の吸収特性が完全には研

究されていないと考えている。分子動力学的方法を使用して、彼等は、様々な圧力お

よび温度の C20、C60、C80、C180、C240、C540 フラーレンおよび C46、C167、

                                                  
26 (http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1132195 を参照) 
27 (http://www.azonano.com/news.asp?newsID=2843 for more information を参照) 
28 (http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2006_1207.htm#hydrogen を参照) 
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C505 炭素クラスターによる水素吸蔵プロセスの数値解析を行った。研究者によれば、

60 度ケルビンの温度と 10 MP の圧力で吸収された水素の量は、13.61%に達成し、液

体窒素温度 77 度ケルビンで 10 MP の圧力では、6.6 パーセントに達する 29。 
 
－バージニア州立大学(リッチモンド、バージニア州)の研究者は、水素原子の貯蔵槽と

して役立つことができるリチウム被膜バッキーボール材料の理論的な組成について

報告した。研究者によれば、コンピューター・モデルを使用して設計された理論的

バッキーボールは 12 個のリチウム原子を持っており、60 個の水素分子が格納する

ことができる 30。 
 

翻訳・編集：NEDO 情報・システム部 
（出典： SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program） 

 
参考： 
将来のエネルギー貯蔵と発電へのナノテクノロジー利用（米国） 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/966/966-03.pdf 

                                                  
29 (http://www.azonano.com/news.asp?newsID=3869 を参照) 
30 (See http://www.azonano.com/news.asp?newsID=2711 を参照) 
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【ナノテクノロジー特集】応 用 研究開発 

 
宇宙開発のナノテクノロジー報告書 

－ ナノ－マイクロ－マクロ統合とナノ製造（米国） 
 

展 望 

 
分子・原子レベルから材料や装置を作る能力としてのナノテクノロジーは、ナノス

ケール現象への前例のないアクセスを可能とする。ナノテクノロジーの興奮は、小さ

なナノテクノロジーが可能とする自律システムが、太陽系を調査し、また月や火星へ

の人間探査の方法を準備するなど、将来の様々な宇宙開発の展望を呼び起こしている。

しかしながら、 終的には、斬新なナノスケール現象が人間の利益のために開発され

るためには、我々はナノの世界から開始しマクロ世界の現存システムへと統合する必

要がある。 
 
このためには、まず 初に、大きな損失なしに斬新なナノスケールの特性を有効に

利用することができるマクロ規模のシステムの開発が必要である。これらのシステム

の、製作、組み立て、試験および特性評価のために包括的なツール・セットを作り出

す必要がある。さらに、システム開発者は、欠陥はナノスケール構造に固有のことで

あることを認識して、誤りを許容する設計アプローチを植え込むべきである。 
 

終的に、全体のシステムは、様々な厳しい宇宙環境での露出への単なる固有の強

健さだけでなく、他の関連システムの壊滅的な故障を引き起こすことがないように、

宇宙での信頼度保証の厳しい基準を満足しなければならない。いくつかのそのような

ナノテクノロジーが可能とするシステムは、2014 年までの宇宙船での飛行に想定され

ている。 
 

技術の現状 

 
ナノテクノロジー研究の 先端は、ジャーナル誌の調査報告、会議での発表、また

交付済み特許などを含んだ、過去数年にわたる文字通り何千もの報告書に現れている。

これらの報告書の圧倒的多数は、ナノスケールやマイクロスケールでの材料や装置の

特性の概念や実証について議論している。ナノ－マイクロの統合化はほとんど扱われ

ておらず、ナノテクノロジー基盤システムやサブシステムの開発もほとんどまだない。

基準や仕様を含めて、強健な製造工程の開発に関連した課題はほとんどまだ考慮され

ていない。 
 
この報告書で提供されるナノ－マイクロ－マクロ集積化アプローチのわずかの例は、



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.999,  2007.4.25 
 

 31

NNI ワークショップ中になされた技術報告に基づいている。 
 

初の例は、RF フィルターのためのナノ機械共振器としてカーボンナノチューブの

使用に関係している[1]。ナノチューブ配列から作られたナノ機械共振器への期待は、

その固有の高品質性は、単純なアーキテクチャからくる小型低電力 RF トランシーバ

ーを 終的に可能にし、全体の部品数に大きな減少をもたらす。このナノ－マイクロ・

インターフェースは、ナノチューブ配列と同様に単層ナノチューブを繋ぐリソグラ

フ・パターン化導体の組合せである。 
 
しかしながら、このプロジェクトは、原理実証のまさに初期段階にある。また、こ

の研究のかなりの部分は、ナノチューブ基盤 RF システムの実現のために、これから

行わなければならない。ナノチューブは、エレクトロニクス、センサーおよび構造の

他の多くの応用と同様に機能化分子センサーを含んで、他の多くの用途のために提案

されてきている[2]。応用システムでのカーボンナノチューブの開発と使用は、ナノテ

クノロジー分野での研究開発の大きな活動的な領域である。 
 

ナノスケールでの様々なインターフェースを理解する必要性を説明する別の取り組

みとしては、サンディア国立研究所が異常細胞検出用の斬新なバイオキャビティーレ

ーザーを開発している[3]。このナノスケールインターフェースは、有機ナノ構造と無

機半導体基材の間に存在する。これは、疎水性と親水性部分の両方を持った自己集合

単分子層化合物の使用により、2 つの異なった材料間の安定したインターフェースを

作る研究者の挑戦で、研究の非常に活発な領域である。 
 
ガス検出器は、ナノ－マイクロ－マクロ・インターフェースのすべてが取り組まれ

ているナノテクノロジーが可能としたマクロシステムの例である。ガス検出素子は二

酸化チタンナノ結晶薄膜抵抗あるいは厚さ 10～100 nm オーダーの酸化スズから構成

されている。素子感度は薄膜の厚さに応じて変る。このマイクロ・インターフェース

は、ガラス基板上のリソグラフでパターン化した白金導体である。全装置は外部との

接続のためにセラミックパッケージ内にマウントされる。 
 
この装置は、いくつかの NASA の応用に導入されて、ハイレベルの技術的成熟度を

達成しているナノシステムの力強い例を表している。Hunt らによって指摘されている

ように[1]、よいセンサーの も重要な基準は、性能(検出限界、再現性)であり、そし

て、センサー設計は問題への応用にどのようにうまく適合させるかである。 
 
他の例としては、検出素子としてカーボンナノチューブの使用がある。カーボンナ

ノチューブは指のように交互に組まれた電極に置かれ、それにより、湿度センサーと

信号処理ユニットを含んだ集積システムを形成している。NASA のエームズ研究セン
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ターで開発されたこのシステムは、パッケージされ、米海軍デルタロケット中央のペ

イロードシステムでの飛行に合格している。 
 
これらの例は、航空宇宙応用への可能性を示すたくさんの工夫のごく一部である。

しかしながら、これらのごく一部の概念および装置しか、宇宙飛行応用への導入を検

討する成熟度レベルに達していないという点を示している。さらに、これらの装置は、

マイクロ－マクロ・インターフェースのより成熟した MEMS やマイクロエレクトロニ

クス技術に依存している。 
 
再現可能な寸法やメカニズムの測定を可能とする基準が同じように緊急に必要であ

る。それにより、これらの測定がナノ装置の製造に使われる様々なプロセスへ移転す

ることが可能となる。米国立標準技術研究所(NIST)の進行中の取り組みとして研究さ

れている 1 つのアプローチは、多数の結晶材料の原子スケールで非常に正確に知られ

ている格子定数の測定に基礎を置いている。 
 
NIST はステップ高さと線幅の測定にそのような標準として単結晶シリコンを使用

している。ステップ高さは、原子間力顕微鏡検査法(AFM)および電子回折により、シ

リコンの(111)面で測定され、推奨値は 312±12 pm と決定した。テストパターンもま

た光学応用に似たやり方で開発されている。これらのパターンは、真空中の走査型ト

ンネル顕微鏡(STM)を使用して 初に描き、次に特徴高さを向上させるために反応性

イオンエッチングを使う。寸法標準に使用されている他の方法には、マイクロ－マク

ロスケールでの厳しく制御された寸法で平行線を描くために、分子格子定数および光

学的アプローチの使用がある。 
 
ナノスケール力測定のプロセスも標準化されなければならない。これらの測定は、

装置パラメータ、材料要件、マイクロおよびナノスケールでの構造サイジング、移動

インターフェースの摩擦および同種のものに対する設定が必要である。それらは、ナ

ノスケールとマイクロスケール装置の設計のために使用されるモデルを綿密に調べる

際の必要要素である。 
 
NIST の Jon Pratt は、10μN 以内の正確な標準マイクロ力を発生する機器を開発

した。 終的、ナノスケール材料の必要なデータを読み出すために、専門の機器がマ

イクロスケールで建造される必要があるだろう。一つの例は、マイクロそしてナノ摩

擦の測定を行うために NIST のボーアと同僚によって開発されたマイクロマシンがあ

る。力についての基本的理解や、ナノおよびマイクロスケール装置の摩耗の形が研究

されるところでは、摩擦は重要な主題分野である。 
 
過去に、あるタイプの MEMS デバイスが過剰の摩耗による初期故障を経験した。そ
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れは、滑りの境界を 小化するために、部品の再設計を促進した。摩擦はマクロスケ

ールでさえ困難な主題であり、したがってナノやマイクロ装置形態の理解に集中した

研究において必要とされる分野である。そこでは、連続体の物理モデルが当てはまら

ないかもしれない。 
 

主要な問題 

 
障壁と解決策 

 
ナノ－マイクロ－マクロ集積化の壮大な展望を実現するために、多くの科学的・技

術的問題を克服しなければならない。材料は、エンド・ユーザー段階でナノテクノロ

ジーの道に行き当たる。 終的なシステムがシステム－システム応用内で、形成、適

合、機能および両立性の要求を満たすか越える限り、何がブラックボックス内部にあ

るかを、利用者は実際には気にしないということである。 
 
したがって、ナノスケールの斬新な現象の多数の実証によって証拠づけられるナノ

テクノロジーの素晴らしい可能性を前提とすると、既存のマクロシステムへ有効にナ

ノスケール現象をどのように統合するかに関する問題が残る。ナノテクノロジー対応

システムとして、ここで言及されるものを開発するために、ナノスケール材料や装置

のシステムレベル開発に将来の投資の相当量を向けることが強く勧められる。そのよ

うなシステムレベル開発には次の検討事項が含まれる。 
 

－ナノ－マイクロ－マクロ・インターフェース 

 
ナノテクノロジー対応システム実現の鍵は、材料と装置の両方のナノ、マイクロ、

マクロスケールの間のインターフェースの理解と操作にある。エンジニアリングの見

地から、ナノスケールの斬新な信号伝達方法によっても、あるいはナノ構造によって

可能となった材料特性における著しい改善によろうと、第一の重要性はその能力の低

下を 小化することであろう。 
 
この取り組みには、新しい素材システムの MEMS やマイクロ構造工学で も顕著で

ある、マイクロ－マクロ間のインターフェースの 適化についての数十年間の研究を

導入することができる。したがって、その投資は、ナノ－マイクロスケール間の 適

インターフェースの開発に、より高い優先順位を持って集中するべきである。将来の

投資は、ナノ－マイクロスケール間の機械、熱、流体、電気、磁気ならびに光子イン

ターフェースの深い理解を開発することに導くべきである。 
 
例えば、ナノ－マイクロ・インターフェースを横切ったフェムトワットエネルギー

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート999号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/999/
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準位やアットニュートン力の再現可能な検出は、まだ重要なチャレンジを表している。

さらに、マクロスケールでナノ装置からの情報の通信と抽出は、信号調整と処理、ソ

フトウェアおよび電力への新しいアプローチを必要とする。同様に、巨視的な基盤に

よって、ナノ材料(例えばカーボンナノチューブ)の素晴らしい機械的性質(比強度)を説

明する問題が残る。インターフェースで生じる損失の理解およびそれらを扱う能力の

開発は、新しいツールおよびモデルを必要とする。 
 

－シミュレーションツール 

 
ナノスケール装置や材料のシステムレベル開発は、複雑で難解な研究であり、斬新

なナノスケール現象実証への基礎研究を支援するために必要なもの以上の数桁も大き

な投資を必要とする。したがって、ナノ－マイクロ－マクロ集積化へのスマート・ア

プローチが求められることは避けられない。主なリスク緩和ステップは、ナノ－マイ

クロ－マクロの世界に橋を架けることができる、信頼できる高度なシミュレーション

ツールの開発がある。これらのシミュレーションツール開発に本質なのは、欠陥許容

性(フォールト・トレランス)の概念である。これは、主に、たとえカーボンや他のナノ

チューブの個々の部品が比較的欠陥フリーでも、装置中でパターン化された巨大な量

の存在が、欠陥を招くという事実による。 
 
したがって、ナノ材料やナノ装置を開発する場合に欠陥許容法で設計することは非

常に重要である。これらのシミュレーションツールによって可能になる予測能力の大

きな利益は、正しい集積化アプローチの初期的決定により、進歩の袋小路を追求する

時間と資源の浪費を防ぐ。 
 

－特性評価ツール 

 
先に並べたような興味ある様々なナノスケール特性、さらに重要には、ナノ－マイ

クロ・インターフェースの挙動の完全評価に必要な標準化された計測の不足がある。

ナノメートルとマイクロメーター・スケールでの形態特性評価は、恐らく走査型プロ

ーブ顕微鏡と電子顕微鏡法のようなツールが高度な精巧さを達成している 1 つの分野

である。ナノ材料およびナノ装置開発者が興味を持つ多様な特性の組み合わせを仮定

すると、さらなる評価ツールの大きな必要性がある。これらの評価ツールは、ナノテ

クノロジー対応システムの迅速で反復的な開発に必要な実験検証を提供するであろう。 
 
ナノスケールで可能となる便利な装置を開発するという見通しは、マクロやマイク

ロスケールで付与されると、おおよそ考えられた特性を測定する新しいツールを必要

とする。これらは、ナノスケールでの寸法と力の正確な測定を含んでいる。標準開発

のための米国政府の指導的機関である米国立標準技術研究所(NIST)に、この分野の多
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くの進行中の取り組みがある。さらに、評価ツールの開発は、国立研究所(特に DOE
の研究所)で、また全米の大学で行われている。生産ライン用の計測やプロセス制御ツ

ールの研究開発へ、主要な産業界の関係企業がリソースを当てると期待する理由があ

る。しかしながら、この取り組みの多くは、競争の関係から独占されたままであろう。 
 

－システムレベルの製作(設計、製作、組み立ておよび試験) 

 
終的に、ナノテクノロジーは、製造可能でエンド応用に適切な仕様で適合できる

マクロシステムに導かれなければならない。ナノ材料とナノ構造を使用する装置の製

作は、また、固有の装置機能に必要な許容限界内で、これらの構造を複製可能な機器

の開発を必要とする。 適生産アプローチがトップダウンとボトムアップ・プロセス

の組合せを含むことはありそうである。 
 
例えば、調節可能な RF センサーに使用されるパターン化ナノチューブ配列は、マ

イクロ製造パターン化アルミニウム基板内に成長できる。トップダウン(マイクロスケ

ール鋳型)とボトムアップ(ナノ分子集合)のナノスケール装置製作方法の間の相互関係

が新しい機能をもたらす。 
 
製作上の一つの主要問題にはナノテクノロジー対応装置のパッケージングもある。

パッケージングコストは、典型的にはセンサー価格の 70％にもなる。宇宙、動力、環

境および外部世界への情報通信の様々な必要性から生じる結果として、各装置でまた

同じ装置でも異なる応用でパッケージングが異なると予想することができる。 
 

－システムレベル信頼性試験 

 
これは、新しい技術がすべて宇宙システムへの導入のために通過する重要で本質的

なゲートであるが、システムレベル信頼性の関係は、しばしば初期の開発フェーズで

は無視され、既に遅すぎる時になり考慮される。 
 
システムレベル信頼性試験は、商業部門では新製品の認定のために日常的に適用さ

れている。新しいナノテクノロジー基盤システムが関連する環境(宇宙)試験に必要な成

熟度を達成するには、強健な製造工程が整っていなければならない。この成熟度レベ

ルの達成において暗黙のことは、これらのシステムの製作、組み立て、試験および特

性評価プロセスがよく確立していなければならないという絶対的な要求である。大量

の部品は統計的な品質管理解析目的に対応可能でなければならない。特別な試験手順

やツールが、ナノテクノロジー基盤システムの信頼性の適切な評価をするために考案

されなければならない。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート999号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/999/
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－システムレベル製造基準 

 
システム開発プロセスがより成熟するようになるとともに、これらの新しい技術の

製作および試験の基準を設立する必要性が重要になる。上に記述されたように、NIST
のような組織は、ナノテクノロジー基盤システムの基準開発へのパスを進めている。

しかしながら、このような広大な分野の製品のための基準を設立するためには、膨大

な研究が行われなければならない。この議論の背景内では、基準の明瞭な設定は、特

に、ナノ－マイクロ－マクロ・インターフェースのために設定されなければならない。 
 

－システム開発への技術成熟チームアプローチ 

 
ナノテクノロジー基盤システムの成功するシステムレベル開発を保証するために、

技術成熟チーム(TMT)アプローチに従うことは非常に重要である。システムレベル開

発段階の初期に形成された TMT は、典型的には 終用途需要家、信頼度保証人員、シ

ステム開発者、ナノテクノロジー発明者および投資者から構成されている。 
 
NNI ワークショップで示された例において示されるように、成熟レベルの使用可能

なシステムを達成することは、多くの専門分野を必要とする航空機と同じである。さ

らに、そのハードウェアの実社会へナノテクノロジーの可能性をもたらすためには、

材料、設計、製作および集積化の調和したレベルを達成するための新しい知識とツー

ルを必要とする。 
 
一旦、斬新なナノスケール現象の原理証明が研究所で実証されたならば、TMT は、

宇宙応用導入で頂点を成すシステム開発プロセスを通して新技術を誘導するために構

成されるべきである。システム開発への TMT アプローチは、ナノ－マイクロ－マクロ

集積化に必要なすべての技術セットをもたらす。 
 

解決策 

 
恐らく、上に記述された問題にアプローチする 良の方法は、NASA ケネディー宇

宙センターの David Bartine と ASRC エアロスペース社の Pedro Medelius により発

表されたように、スペースシャトルの新技術の導入から学習されたレッスンについて

議論することである。それらの議論のエッセンスは、シャトル上の飛行アイテムとし

て新しいハードウェアの導入ガイドラインを与えることだった。 
 
問題は、システムプロバイダーがエンド・ユーザーの性能や適合性の要求を満たし

たかどうかのうちの 1 つである。新技術の導入は、しばしば技術の固有性能の欠陥で

は失敗しないで、システム－システム・エンド応用の形成、適合、機能および両立性
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の要求が一致しないためである。この理由から、新技術システムの調達に責任を負う

産業や宇宙機関からのプログラムマネージャは、非常に保守的である。従って、今日

の宇宙船で飛んでいるほとんどの技術は、少なくとも 10 年は古いかもしれない。 
 
したがって、それらの大規模なスペースシャトルの経験に基づいて、上記の TMT

で反映されているように、Bartine と Medelius は以下の推薦をする。 
 
・ チームを早めに組織し、技術開発者およびエンド・ユーザーの両方を含めること。 
・ 新しい技術の応用ニッチを識別し、それがよく定義されていることを確実にする。 
・ 新システムは以下を実証するべきである： 

- 新しい技術は、それが使用する環境内で良く動作すること。 
- 新しい技術は、互換性をもつシステムの他の部分に危険性をもたらさないこと。 

・ システムプロバイダーは、受け入れ過程の全体にわたりユーザーと緊密に働くこと。 
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【ナノテクノロジー特集】研究開発 

 

無機ナノ粒子が細胞への遺伝子導入を向上（米国） 
 
遺伝子療法は癌治療のために大きな可能性があるが、癌細胞へ治療遺伝子を効率的

に運ぶことが難しいことが分かっている。動物での研究は、ポリマー脂質ベースのナ

ノ粒子が、この導入の障害を克服する可能性を持っており、少なくとも 1 つのナノ粒

子に基づいた遺伝子療法が人間の臨床試験で行われている。 
 
ピッツバーグ大学とカーネギーメロン大学の研究者チームが、安定な遺伝子担体と

して機能するリン酸カルシウムナノ粒子を開発した。両大学で行われた研究のおかげ

で、遺伝子療法研究者は、生体適合性無機材料で作られた自由に使えるもう一つのナ

ノスケールツールをやがて手に入れる。両大学の研究者達はバイオマテリアル誌にこ

の研究を報告している。 
 
他の研究チームは、遺伝子搬送のためのリン酸カルシウムに基づいた材料の利用を

探求していた。リン酸カルシウムは主要なミネラル成分で生体適合性がある。これら

の材料の物性は、DNA の劣化を防がず細胞による効率的な吸収を促進しなかったので、

これらの取り組みの大部分は失敗した。 
 
この研究グループは、注意深くナノ粒子中のカルシウムとリンの相対量を調節する

ことを可能にした新しい化学的方法の開発により、これらの限界を克服したように見

える。 
 
この合成アプローチによって、研究者は、 大の安定性、ナノ粒子へ積み込む遺伝

子および細胞中への搬送に必要とされる 適のナノ粒子特性を識別することができた。

これらの実験に基づいて、研究者は、カルシウムとリンの比が 100～300 の範囲を持

った(つまり、ナノ粒子中の各々のリン原子に 100～300 個のカルシウム原子)リン酸カ

ルシウムナノ粒子が、細胞へ DNA を搬送し、導入された遺伝子が細胞内で機能する

のに も効率的であることを決定した。直径 25～50 ナノメートルの寸法範囲のこれら

のナノ粒子は、大量の DNA が結合能力を持ち、結合 DNA を劣化から保護する能力が

あった。 
 

この研究は"非ウィルス遺伝子搬送のナノ構造化リン酸カルシウム(NanoCaPs)：導入

効率に対する合成パラメータの影響"、というタイトルの論文に詳述されている。この

論文のアブストラクトは、PubMed から利用可能である。 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt= 
AbstractPlus&list_uids= 17123600&query_hl=3&itool=pubmed_docsum 
(出典：http://nano.cancer.gov/news_center/nanotech_news_2006-12-18b.asp ) 
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【ナノテクノロジー特集】研究開発 

 

レーザーによる汚れたナノチューブの洗浄方法（米国） 
 
カーボンナノチューブが、超強力繊維、分子素子の内部接続、あるいは燃料電池の

水素貯蔵部品としての潜在性を満たすことができる前に、未加工のナノチューブ材料

を浄化するよりよい方法が必要である。米国立標準技術研究所(NIST)および国立再生

可能エネルギー研究所(NREL、ゴールデン、コロラド州)の研究者は、正確に出力校正

されたレーザパルスで照射することにより、ナノチューブを洗浄する簡単な方法を実

証し、この目標に向けた一歩を踏み出した。 
 
フラーレンファミリーの円筒形状であるカーボンナノチューブが、色々なプロセス

で合成された時、煤やグラファイトおよび他の不純物のような大量の汚染物質もまた

形成される。これらの生成物の浄化は、ナノチューブの商業応用にとり重要な問題で

ある。 
 
化学物理レター誌(Chemical Physics Letters)*に、NIST/NREL のチームは、エキ

シマーレーザー光パルスで、大量の単層カーボンナノチューブ試料のカーボン不純物

の量を、ナノチューブを破壊せずに、どのように大幅に減らすかを報告している。材

料構造と組成の外観試験および定量的測定の両方で、結果として生じた試料がよりク

リーンになっていることを確認している。 
 
正確な洗浄工程は、ナノチューブがどのように作られたかに依存して、多少修正す

る必要があるかもしれない、と著者は述べている。しかし、この概略アプローチは、

従来の湿式化学プロセスより簡単でそれほど高価ではない。湿式化学プロセスは、チ

ューブを損傷させ、さらに、溶剤の除去が後で必要となる。 
 
「ナノチューブ形式の制御と決定は、現在カーボンナノチューブの困難な問題であ

り、特に純度は重要な変数である。過去 15 年にわたって、カーボンナノチューブに対

して多くの期待があった。しかし、ある材料を買うと、その品質が全く望んでいるも

のではないことに気が付くことが多い。ナノチューブでビジネスに入ろうと思う人は

誰でも、浄化が重要で高価なステップであることを理解する。そこには行わなければ

ならない多くの仕事がある」とこの研究を主導する NIST の物理学者ジョン・リーマ

ンは語る。 
 
この新しい方式はうまく機能すると考えられる。その理由としては、レーザー光の

照射が適切に調整されれば、ナノチューブと汚染物質の両方のカーボン分子中の振動

や回転へレーザー光のエネルギーが転送される。しかしながら、ナノチューブはより

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート999号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/999/
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安定であるので、ほとんどのエネルギーは不純物に転送される。その後、不純物は、

周辺の空気中の酸素あるいはオゾンと容易に反応し、除去される。 
 
成功の可否は、別のエキシマーレーザーにより、照射後の大量のナノチューブ試料

が散乱する光のエネルギー分布を調べることにより測定された。カーボンの形式はそ

れぞれ異なる散乱光を示す。試料により高いレーザパワーを照射した時の散乱光のエ

ネルギー変化は、不純物の減少を示していた。前後の電子顕微鏡写真は、視覚的に確

認した不純物の存在を確認している(つまりロープ状に見えなかった物質)。また同様に、

ナノチューブ処理後の色の変化はより少ない煤と孔隙率の増加を示唆している。 
 
研究者は、光パワー測定用の次世代 NIST 標準のためのナノチューブコーティング

のレーザー損傷を評価する定量的方法を探している時にこの新しい方法を開発した。

ナノチューブコーティングがクリーンになった後、試作の NIST 標準測定器の応答が

5％増加している。 (http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2005_0126.htm#l
aser を参照) 

 
* K.E. Hurst, A.C. Dillon, D.A. Keenan and J.H. Lehman. Cleaning of carbon 
nanotubes near the [pi]-plasmon resonance. Chemical Physics Letters, In Press, 
Corrected Proof. Available online 15 November 2006. 
 

(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2006_1221.htm#nanotubes ) 
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【ナノテクノロジー特集】研究開発 

 
ナノチューブ純度を判断する迅速な方法の開発（米国） 

 
米国立標準技術研究所(NIST)の研究者は、迅速にカーボンナノチューブの品質を評

価する高感度の新しい方法を開発した。初期の実行可能性テストは、この方法が標準

的分析技術より速いだけでなく、非常に小さな試料の純度と成分を効率的に選別し、

また試料のばらつきをうまく検知する。 
 
カーボンナノチューブは、ユニークな特性ならびに航空宇宙、マイクロヱレクトロ

ニクスおよびバイオテクノロジーのような分野に役立つことができる熱伝導や電気伝

導度を持っている。しかしながら、これらの特性はナノチューブの寸法、均一性およ

び化学的純度に大きく依存して変化する。ナノチューブ試料は、典型的には、製造で

使用された触媒から残される金属粒子と同様に、大きな割合のより通常の形式のカー

ボンを含んでいる。 
 
先端セラミックス・複合材料国際会議で報告された、この新しい NIST の方法*は、

水晶振動子上にナノチューブコーティングをスプレーし、スプレーした結晶を徐々に

加熱し、異なる形式のカーボンが蒸発する時に、その共鳴振動数の変化を測定するこ

とからなっている。 
 
共鳴周波数はコーティングの質量に比例して変化する。研究者は、試料の成分を評

価するために、異なる温度での安定性の基準としてこれを使用する。わずか数ナノグ

ラムの質量変化を明らかにすることができるこの水晶振動子技術は、毒ガスを検知し

たり分子相互作用を測定したりする他の状況で既に使用されている。 
 
NIST の研究者は、商用の単層カーボンナノチューブ束からの多数の試料をテストし

て、新しい方法の結果を、標準技術や熱重量分析の結果ならびに走査型電子顕微鏡に

よる確認結果からのものと比較した。 
 
迅速にカーボンナノチューブの品質を評価できるこの新しい方法は、ひとつには、

電子顕微鏡写真の結果と比較することにより評価された。その結果は、金属粒子のよ

うな不純物やナノチューブの大きな束のような不均一の組成を明らかにした。両方法

は、試料が残存金属粒子と同様に大量の非晶質炭素も含んでいることを明らかにして

いる。 
 
しかし、水晶振動子法は、熱重量分析法のミリグラムと比較して、僅かマイクログ

ラムの材料から結果を得ることができ、また、テストされた試料中の桁違いのばらつ
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きを明らかにできた。この新しい技術はまたより単純な機器を使用している。 
 
ナノチューブ試料中の成分等の違いは僅かに見えるかもしれない。しかし、材料組

成の小さな変異さえが電気的・温度的特性に影響を与えるので、生成物の信頼性に影

響し、また、均一性の欠如はより大量の高価なナノチューブを必要とする。 
 

* S.A. Hooker, R. Geiss, R. Schilt and A. Kar. Rapid inspection of carbon nanotube 
quality. Paper presented Jan. 25 at the 31st International Cocoa Beach 
Conference and Exposition on Advanced Ceramics and Composites, Daytona 
Beach, Fla. 

 
(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2007_0201.htm#nanotube ) 
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【ナノテクノロジー特集】研究開発 

 

医療用画像の向上にナノ磁石を使用（米国） 
 
分子ナノ磁石が磁気共鳴画像(MRI)の濃度依存コントラストを生むことを米国立標

準技術研究所(NIST)の研究が示した。テスト画像は、ナノ磁石が水分子中の水素の核

特性を変更するために使用した時、純水と比較して輝度を増加させることを示してい

る。 
 
米国立標準技術研究所(NIST)の研究者と共同研究者による新しい報告書*によれば、

鉄を含んだ分子形式のナノスケール磁石は、ナノ磁石の濃度を注意深く取り扱うこと

により、磁気共鳴画像(MRI)で健康な組織と病変組織のコントラストを向上させるため

に使用できる。 
 
分子ナノ磁石は、今日使用されている化合物に比べて、設計における多様性を増す

などの、大きな利益を提供する MRI 差異エージェントの新しいクラスである。 
 
差異エージェントは、身体内の異なる組織を強調したり、あるいは健康な組織と病

変組織を識別するのを支援したりするために使用される。NIST は、MRI 画像をより

強力でかつ利用をより容易にさせるテストナノ分子の、設計、生産そして試験のため

に、2 つの大学と 1 つの病院と共に研究を行っている。 
 
この新しい論文は、ナノ磁石の濃度がある閾値未満である限り、水に溶けた僅か 2

ナノメートル幅の鉄を含んだ磁石が、非医療用 MRI 画像に合理的なコントラストをも

たらすことを示すことにより、論文の論争を終わらせた。(1 ナノメートルは 1 メート

ルの 10 億分の 1 である) 
 
他の研究グループによるこれまでの研究は、MRI のための分子ナノ磁石の有効性に

関して、濃度の説明無しに矛盾した結論に達していた。NIST の科学者は、斬新な磁気

測定を行い、組成変化に伴う分子の分解と磁気特性をモニタすることができた。 
 
MRI 差異エージェントとして、現在使用されている注入可能な染料には 2 つのタイ

プがある。水の中の水素の核特性を変更する磁気イオンは、均一な同一の設計という

長所があるが低いコントラストしか提供しない。2 番目の分類は、何千もの原子や結

晶の粒子を含み、局所的磁界を変更する。これは、大きな領域のコントラスト変化を

提供するが、変則的な設計で制御が難しい磁気特性を持っている。 
 
それに比べれば、分子ナノ磁石は、均一な特性と高いコントラストを持つ設計を可

< 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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能とする。さらに、目標分子または細胞と結合した時だけ、コントラストを変化する

スマート材料の役割をするために改造できるかもしれない。鉄は身体内で自然に見つ

かり、他の研究ではこれらの材料が MRI で使用される濃度では無毒であることが分か

っているので、毒性に問題はない。 
 
直径 5 ナノメートル(nm)未満の単一分子磁石を作るために、NIST はフロリダ州立

大学と協力し、また 10-50nm の範囲のナノ結晶を作るためにコロラド大学ボールダー

校と協力している。NIST は、これらの化合物の磁気特性を操作し測定する方法の先駆

者で、差異エージェントがどのように動作するのか、またコントラスト特性を制御す

る方法を理解するための計測を開発している。 
 
研究者は、デンバー小児科病院の MRI を使って非医療条件で観察された MRI 応答

と測定された特性を関連させている。得られた情報は、より良いナノ磁石を作るため

の処方にフィードバックされる。 
 

* B. Cage, S. Russek, R. Shoemaker, A. Barker, C. Stoldt, V. Ramachandarin and 
N. Dalal.  Efficacy of the single-molecule magnet Fe8 for magnetic resonance 
imaging contrast agent over a broad range of concentration. Polyhedron. In press, 
corrected proof available online. 

 
(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2007_0201.htm#magnets ) 
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【ナノテクノロジー特集】研究開発 

 

迅速なウィルス検知にレーザーとナノテクノロジーを使用（米国） 
 
診療室から検査結果を知るのに一日以上も待つのは過去のことになるだろう。ナノ

テクノロジーを使用して、異なるアプローチをとる 2 つの研究チームが、ヒト乳頭腫

ウィルス(HPV)、インフルエンザ、ヒト免疫不全ウィルス(HIV)および呼吸器合胞体ウ

ィルス(RSV)のような多様なウィルスを 60 秒以下で発見することができる診断テスト

を開発した。 
 
ジョージア大学のラルフ・トリップ博士によって指導される研究チームは、表面増

強ラマン散乱に基づいたこの新しい技術についてナノレター誌に報告している。表面

増強ラマン散乱法(SERS)は、ウィルスの DNA または RNA から散乱する近赤外レー

ザーの周波数変化を測定することにより動作する。 
 
この周波数変化は、1928 年に発見した科学者の名前からラマンシフトと名付けられ

指紋と同じようにはっきりと識別できる。この現象は有名であるが、発生する散乱信

号が本質的に弱いので、ウィルスを分析するためにラマン分光法を使用する試みはこ

れまでの失敗していた。 
 
種々の金属や方法を実験した後に、研究者は、スライド・ガラスに置かれた並んだ

銀のナノロッドを使用して、ウィルス DNA からの SERS 信号を増強することを発見

した。そして、テレビを明瞭に見るために誰かがアンテナを調節するように、ナノロ

ッドが 86 度の角度で配列される時に、信号が も大きく増強されることを見つけるま

でに、幾つかの角度が試みられた。 
 
「その増強度は並はずれていた。また、この構成方法に関して良いことは、導入が

非常に簡単であるということである。さらに非常に安価で、また、非常に再現性が良

い」と研究チームのドゥルフィーは語った。 
 
この技術は非常に強力なので、単一ウィルス粒子の DNA を検知する可能性を持っ

ており、さらに、ウィルス亜種および遺伝子組み入れや欠落のような突然変異を持っ

たものを識別することができる、とトリップは述べる。この技術の特異性が診断ツー

ルとして価値あるようにし、また疫学者がウィルスの発生したところを追跡し、また、

集団の中を動くときにどのように変化するかを追跡する方法としても価値がある。 
 
研究者は、この技術が研究所で生育されている感染細胞から分離されたウィルスで

動作することを示した。そして、次の段階は、血液、大便あるいは鼻の綿棒のような

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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生体試料での使用を研究することである。予備的な結果は非常に期待できるので、現

在、研究者がラマンシフト値のオンライン事典の作成に取り組んでいる、とトリップ

は述べた。その情報により、特定なウィルスと未知のウィルスを識別するために、専

門技術者は容易にラマンシフトを参照することができる。 
 
現在、ウィルスは、感染に応じて人が作り出す抗体を検知する方法で、 初に分析

される。数 10 年前に関係した感染から人は身体の内にいまだその抗体を持っているの

で、これらの抗体によるテストは偽陽性と判断する傾向があるとトリップは説明する。

さらに、このテストは、何人かの人々が高いレベルの抗体を出さないと、偽陰性と判

断する傾向がある。 
 
異なるアプローチで、ベルリンの企業 8sens.biognostic 社のマシアス・サイダック

博士の率いる研究者チームは、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)を使用して増幅したウィ

ルスの DNA を検知するために蛍光性有機ナノ結晶を使用した。研究者チームは、こ

の有機ナノ結晶の使用が子宮頸癌を引起すウィルスである HPV の標準 PCR 分析の感

度を 147 倍程度高めた結果を"Analytica Chimica Acta"誌に報告している。 
 
ナノ結晶を準備するために、研究者は一般の蛍光染料を水溶性高分子と 3 日間混合

する。その後、研究者は分子ストレプトアビジンでナノ粒子を被膜する。それは、別

の分子のビオチンと堅い分子結合を形成する。 
 
研究者は、よく確立している試験手順を使用して、HPV DNA の PCR 増幅中に作ら

れた DNA 分子にビオチンを組入れることにより、この結合を利用する。PCR 増幅を

完成した後に、研究者は、単に有機ナノ結晶を加えて生じる蛍光信号を測定する。そ

れは試料中にある HPV DNA の量に正比例する。 
 
銀ナノロッドを使用する研究は、「銀ナノロッド配列 SERS 基質を使用した呼吸系

ウィルス分子痕跡の迅速で高感度な検出」という題名の論文の中で詳述されている。

この論文のアブストラクトは PubMed から利用可能である。 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt= 
AbstractPlus&list_uids= 17090104&query_hl=3&itool=pubmed_docsum 

 
有機ナノ結晶を使用する研究は、"病原体デオキシリボ核酸の定量的検出のためのバ

イオ機能化有機ナノ結晶"という題名の論文に詳述されている。この論文のアブストラ

クトはジャーナルのウェブサイトで利用可能である。 
http://www.sciencedirect.com/science? _ob=ArticleURL&_udi=B6TF4-4MB4DTT- 
9&_coverDate=11%2F12%2F2006&_alid= 496605013&_rdoc=1&_fmt=&_orig= 
search&_qd=1&_cdi=5216&_sort=d&view= c&_acct=C000050221&_version= 
1&_urlVersion=0&_userid=10&md5= 5f5eca42727f92a3bdbdef1f65e6bf76 

(出典：http://nano.cancer.gov/news_center/nanotech_news_2006-12-04b.asp ) 
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【個別特集】海外出張報告  太陽光発電  
 

大規模太陽光発電システムの海外事例調査(オランダ) 
 

NEDO技術開発機構 新エネルギー技術開発部 

新城 安志 

1． はじめに 

欧州では近年、MW 級の大規模太陽光発電所が積極的に導入されており、日本にお

いても平成 18 年度より NEDO 技術開発機構において大規模電力供給用太陽光発電系

統安定化等実証研究が開始されている。本調査（2007 年 2 月 22 日に施設訪問）は、

欧州での大規模太陽光発電所のシステム構成を調査し、調査内容を上記事業へフィー

ドバックすることを目的に行われた。 
 

2． 施設概要 
項  目 内  容 
所在地 Vijfhuizen（オランダ。アムステルダム近郊） 

施設名称 “ Floriade ”（2002 年に開催された国際園芸博覧会会場） 
発電方法 太陽光発電（Photovoltaic：以下「PV」と略す） 
設置形態 建材一体型（PV により施設屋根を構成している) 
PV 容量 2.3MW 
連系電圧 10kV 

予  算 17.5 百万ユーロ（補助金（5.2 百万ユーロ）含む） 

敷地面積 2.6 ha(長さ 96 m×幅 277m) 
施設構築会社 SIEMENS NETHRLANDS 

 
3． 調査内容 
3.1 施設の構造＝建材一体型の PV システム 

“Floriade”は半透明型 PV パネルで構

成された、長さ 96ｍ×幅 277ｍの広大な

屋根の下で、花や植物等の生育が行われ

ている建材一体型の発電所システムで

あり、内部には、池や橋、オブジェ等を

設置するなど芸術と調和した施設とな

っている。付近は新興住宅地で個性的な

家々が立ち並んでいる。 
 

写真“Floriade”の付近の家並 

< 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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写真 2．“Floriade” 
（2.6ha の広大な屋根が PV により構成されている。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

右手側部分は屋内ホールとして花や植物を生育している。

また、屋内温度の上昇による PV 発電効率の低下を防ぐ

ため、窓を開閉し屋内温度を調整している。 

 
写真 3．“Floriade”内部の景観 

 

 

屋 内 

屋 外 
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3.2 PV 施設設置概観 
(1)PV パネル 

PV パネルは半透明型で、1 枚あたりの出

力は 118W であり、 ”Floriade”全体では

19,380 枚のパネルが使用されている。 
従って、“Floriade”全体の出力は 
19,380(枚)×118(W/枚) ≒ 2.3(MW) 
となる。 
群馬県太田市で実証されている NEDO事

業「集中連系型太陽光発電システム実証研

究」の規模とほぼ同規模となる。 
 

 
 

図 1．使用されている PV パネル

(2)PV パネル施設方法 
この地域の最適傾斜角度は 30°～36°である。通常の住宅用 PV の施設方法であれ

ば、PV パネルが太陽光を多量に受けることが出来るよう傾斜角度を 30°～36°とし、

PV パネルは同一方向（南方向）に向けて配置する。しかしながら、この方法で広大な

面積の敷地上に PV パネルを配置すると、太陽の位置によっては PV パネルが他の PV
パネルへ陰をかけてしまい発電所全体として発電効率が低下する可能性がある。 

“Floriade”では上述の問題を考慮して PV パネルが配置されている。PV パネルは、

設置傾斜角度を 18.5°と低くし、北東方向と南西方向の両方向へ向けて設置しており、

大規模 PV 発電所用の PV 設置方法としては大変有用であると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2．パネル設置図（断面図）     図 3．PV パネル設置図（屋根） 
 
 
 

Ｎ Roof Top

北東方向 南西方向

北東方向 南西方向

ＰＶパネル 屋根架台

18.5°
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3.3  PV システムの構成 
(1)“Floriade”の屋根下の構造 

写真 3 でも示しているが、“Floriade”は屋 
根の下の半分が四方を壁で囲われている。こ  
の部分の屋根となっている PV 部分は屋内部  
分（Indoor part）とよばれ、四方が壁で区切 
られていない部分（屋外部分：Outdoor part） 
と区別されている。 
通常、PV モジュールは温度が高くなると発

電効率が落ちてしまう。屋内部分は四方が壁

で囲われているため温度が外へ逃げず高くな

る。従って屋外部分に比べ温度が高く PV の

発電量も減少してしまう。         
図 4．“Floriade”の屋根下の状況

(2)システム構成 
(1)において記述したとおり屋内部分と屋外部分とで発電量が異なるため、”Floriade”

ではパワーコンディショナ 1 を屋外用（Master）と屋内用（Slave）の 2 台設け、これ

を 1 つのユニットとして運転している。 

 
図 5．PV システム構成図 

 
                                                  
1 PV は直流(DC)なので、交流(AC)の電力系統に接続するためには直流を交流に変換する装置が必要にな
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また、北東方向を向いている PV 群と南西方向を向いている PV 群とでは発電量が異

なってくるため、それぞれに対して電気変換室を設けてユニットを二つずつ設置し、

最適な効率でパワーコンディショナが運転するよう制御している。 
 
(3)パワーコンディショナ 
①パワーコンディショナの容量 
使用されているパワーコンディショナ(PCS)の容量は 200kVA と 300kVA クラスであ

り、スイッチング素子 2 には IGBT3 を使用している。 
②連系方式 
北東方向部分の PV 群（North-East Generator）と南西方向部分の PV 群（South-West 

Generator）はそれぞれ定格 1MVA の変圧器を介して系統に連系されている（連系電

圧は 10kV）。 

 
図 6．“Floriade”単線結線図 

 
③マスター・スレーブ制御 
パワーコンディショナの運転は、効

率・電圧上昇対策・高調波対策の観点

から Master と Slave 両方のパワー

コンディショナが運転する場合と片

方のみ（Slave）運転する場合とで制

御されている。 
図 7．パワーコンディショナの 

効率－出力特性 
 

                                                                                                                                                       
る。このための装置がパワーコンディショナである。 

2 直流の電気は半導体素子を用いて高速に ON-OFF（スイッチング）を繰り返す事で、交流の電気へ変

換できる。 

efficiency

power

2台

１台

25％
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通常、パワーコンディショナは定格出力付近で運転している時に効率が高く、出力

が低いと効率が低下する。従って、出力が低い場合は、パワーコンディショナを多

数台運転するよりは、少数台運転とした方が 1 台辺りの出力が高くなるため効率の

よい運転が可能となる。 

                                                                                                                                                       
3 Insulated Gate Bipolar Transistor（絶縁ゲート型バイポーラ・トランジスタ）の略。 

“Floriade”ではパワーコンディショナの効率的な運転のため、PV の出力が低い時は

Slave 側のみが運転する。このとき、Master 側へ接続されている PV の出力は、Master
側をスルーして Slave 側へ導かれ、Slave 側で変換され電力系統へ供給されている。 
また、出力が高い時は両方のパワーコンディショナを運転させ電力変換を行う。 
本方式により効率の良い電力変換が可能となる。 

 
図 8．低出力時の運転               図 9．高出力時の運転 
（Slave のみ）                    （Master and Slave） 

 
(4)電気変換室 
電気変換室は North-East Generator 用と South-West Generator 用の二室設置され

ており、室内には変圧器、パワーコンディショナ、制御装置などが設置されている。

室内の温度管理については特段の対策はとっておらず、換気扇のみであった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

写真 4．電気変換室       写真 5．パワーコンディショナ（200kVA） 
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4. 所 感 
今回の調査により、欧州ではメガソーラプロジェクトについて今後さらに大規模化さ

れた事業展開が予定されているなど、再生可能エネルギーによる電力供給事業が積極

的に実施されていることを実感した。特にスペインにおいては、2007 年中旬頃の運転

開始を目標に 20MW クラスのメガソーラが建設されており、さらに、2008 年には

30MW クラスの建設も模索されているとのことである。また、メガソーラが事業とし

て成り立つための整備も進んでおり、日本においてもメガソーラ発展のためには PV
発電単価の低減や系統連系問題などの面で整備が必要であると感じた。 
メガソーラ設備の構築においては、PV の設置方法やパワーコンディショナの運転方

法など、大規模な設備を効率的に運用するための様々な対策がとられていた。しかし

ながら、系統連系に対する対策についてはさほど問題にはしていないように思われ、

特段の対策はとっていない様である。“Floriade”は日本の特別高圧電圧階級に値する

10kV 送電線に連系しており電圧問題はあまり発生していないようであった。系統安定

化対策技術については日本がリードしていると感じた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
写真 6 “Floriade”の前にて。左より新城、Remko 氏（SIEMENS 社）、 

菊地(NEDO）。 
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【エネルギー】電気自動車 電 池 

 

プラグイン・ハイブリッド電気自動車用先進バッテリー開発に 
DOE は 1,400 万ドル提供へ 

 
米国エネルギー省(DOE)は、プラグイン・ハイブリッド電気自動車(PHEV)バッテリ

ー開発のために、米国先進バッテリー・コンソーシアム(USABC)による 2,800 万ドル

のコスト共有要請に対して、1,400 万ドルを提供することを発表した。 
 
この研究は、自動車が再充電無しで 40 マイルまでの電気航続距離を持てるように、

バッテリー性能向上の解決策を見つけることを目標としている。この距離は、一般的

な毎日の通勤での往復が含まれている。 
 
「ブッシュ大統領は、多くの高度で多様な自動車技術のために、代替燃料と省エネ

ルギー技術革新を開発することを約束している。プラグイン・ハイブリッド用バッテ

リーを向上させることによって、我々は、この 10 年間内にガソリン使用を 20％削減

するという大統領の目標達成を支援することができる」とエネルギー省長官は述べた。 
 
この研究は、ブッシュ大統領の先進エネルギー・イニシアティブに基礎をおいてい

る。このイニシアティブは、我々の家庭、事務所および自動車にエネルギーを供給す

る方法に変更をもたらすことを目標としている。 
 
さらに、大統領は、代替燃料および高効率自動車のより多くの活用を通じて、2017

年までにガソリン使用を 20％減少させることを目標とする「10 年間に 20%削減」計

画を提案している。 
 
DOE と USABC は、プラグイン・ハイブリッド用バッテリーの性能、重量、寿命サ

イクルおよび価格の USABC 基準を満足し、または近づくことが出来る電気化学貯蔵

技術を識別することに取り組んでいる。他の問題には、提案されたバッテリー技術を

商業化し、かつ素早く市場へもたらす潜在性がある。 
 
DOE エネルギー効率・再生可能エネルギー局の自動車技術プログラム  (Vehicle 

Technologies Program)は、市場へ PHEV をもたらす DOE の努力を結集し、米国の輸

入石油の使用を削減する高度輸送技術を開発するために産業界と共に働いている。安

価で高エネルギーなバッテリーの開発は、PHEV 商業化へのクリティカル経路として

分類されている。 
 
USABC は、ダイムラー・クライスラー社、フォード・モーター社およびゼネラル・
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モーターズ社間の共同研究の統括組織である米国自動車研究協議会(USCAR：United 
States Council for Automotive Research)のコンソーシアムである。DOE との共同契

約に支援される USABC のミッションは、燃料電池車、ハイブリッド車および電気自

動車の商業化を支援する電気化学エネルギー貯蔵技術を開発することである。 
 
・USABC の提案要請書のコピーは下記からダウンロードできる： 

http://www.uscar.org/guest/article_view.php?articles_id=87  
 

・DOE の自動車技術プログラムの詳細は下記を訪問： 
http://www.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/ 

 
(出典：http://www.energy.gov/news/4926.htm ) 
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【エネルギー】電 池 

 

将来のバッテリーそのⅡ(米国) 

－先端的診断によるより良いバッテリーの構築－ 

 
次世代バッテリーシステムの技術開発は、1980 年代の初めにさかのぼって、長い間、

ローレンス・バークレー国立研究所(バークレー研究所)における研究の焦点であった。

リチウムイオン電池は現在の研究の主要な取り組みである。それは、その軽量さと高

エネルギー密度が輸送利用に対して理想的な候補にしているからである。すべての種

類の電気自動車の成功にとり高性能充電式電池は不可欠である。 
 
米国エネルギー省(DOE)フリーダムカー(FreedomCAR)・車輌技術局は、電気自動

車(EV)、ハイブリッド電気自動車(HEV)、プラグイン・ハイブリッド電気自動車(PHEV)
および燃料電池自動車(FCEV)など輸送に使用される高性能充電式電池を開発してい

るバークレー研究所環境エネルギー技術部門(EETD)の研究者を支援している。 
 
バッテリーおよび他のエネルギー貯蔵技術は、DOE のエネルギー戦略の目標のうち

の 1 つであるほどに、先進的な燃費効率のよい輸送に重要である。自動車産業は、エ

ネルギー貯蔵技術を向上させる技術的障害を識別するために、フリーダムカー・車輌

技術プログラムに共に取り組んでおり、DOE 資金提供の研究はこれらの障壁を倒すこ

とを目指している。 
 
BATT プログラム(Batteries for Advanced Transportation Technologies：先進輸送

技術のためのバッテリー)は、受け入れ可能な価格、性能、寿命および安全性を持つ

EV、HEV、PHEV および FCEV 用のバッテリー開発を阻害している基本的問題の化

学的および機械的不安定を研究するために、バークレー研究所および他の研究機関で

実行されている 600 万ドルのプログラムである。目標は、バッテリーセルの性能およ

びバッテリー寿命を制限している要因をよりよく理解することである。 
 

マイクロスケールとナノスケールの診断 

 
周期律表の水素およびヘリウムに続く 3 番目に軽い元素が、リチウムで電池化学の

新星である。リチウムイオン電池は、将来のバッテリー技術の 先端と考えられてい

る。エネルギーは、カソード(正極端子)と陽極(負極端子)の間のリチウムイオンの移動

を通して、このバッテリーに貯蔵される。これらの電極が有効にイオンを保存してい

る(イオンは荷電粒子である、この場合、正味の正電荷を持った原子である)。 
 
輸送目的のためには、リチウム電池の非常に軽い重量が、重い金属で作られたバッ
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テリーと比較して実質的な利益をもたらすことが出来る。リチウムイオン化学の別の

大きな利点は、鉛蓄電池、ニッケル金属水素化物あるいはニッケルカドミウムのよう

な水溶性バッテリーと比較して、高い開路電圧をもたらす。高い電圧は、より大きな

パワーとより大きな加速度を提供する。将来の電気自動車のために大きな可能性を持

った 1 つの技術は、今日の電子機器で広く使用されている軽量で高電圧のリチウムイ

オン電池である。 
 
リチウムイオン電池は、優れたエネルギー重量比と、使用されていない場合の電荷

損失が小さいという特徴を持ち、既にポータブルエレクトロニクス用で もポピュラ

ーなものである。しかしながら、輸送のための商業ベースにのるためには、リチウム

イオン電池はさらに 10～15 年を必要とするであろう。その価格を著しく縮小しなけれ

ばならないし、その安全性も改善しなければならない。「不運にも、リチウムイオン電

池は熱力学的に不安定である。リチウムイオン電池は、遅かれ早かれ、失敗するよう

に運命づけられているかもしれない」と EETD の研究者ロバート・コステキは語る。 
 
基礎的な物理法則は、電荷容量と電力容量の緩やかな損失なしで、バッテリーを無

期限に再充電し使い続けることはできないことを実質的に決定している。電極中の活

性物質は、電解質と化学的に反応に関与する。反応生成物は、電極表面で保護表面被

膜を形成する。このことは、表面反応が停止するか、遅くなる。長期にわたる充電／

放電サイクルと貯蔵の間に、この表面被膜の不安定性、バッテリー部品固有の挙動お

よび技術的品質の変異が、従来のリチウムイオン電池化学でのパワー低下および容量

損失の両方に寄与する。 
 
「この問題を遅くする方法が発見できる前に、我々は、そのメカニズムと動力学を

理解するために、これらのプロセスを検知し分析する必要がある。界面現象は、しば

しばナノあるいはマイクロスケールでのみそれ自身を明らかにし、また表面検知可能

な技術によってのみ検知し評価することができる」とコステキは語る。 
 
材料診断は、このように輸送のための次世代リチウムイオン電池を開発する取り組

みの大きな部分である。コステキと彼の同僚は、これらの劣化プロセスを研究するた

めに、ユニークなマイクロスケールとナノスケール技術の組み合わせを使う第一の利

用者である。また、彼等の研究は、先進バッテリーのためのより良い材料と生産技術

へと繋がっている。 
 

微視的現象と巨視的挙動の間の相関関係 

 
「研究者は、電池化学を研究するために、日常的に多くの標準的な技術を使用して

いる」とコステキは説明する。電気化学技術は、例えばバッテリーの充電／放電特性

< 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999号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/999/
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の変化をモニタし、Ｘ線分光で電極の活性物質の化学的・構造的変化を検出すること

ができる。しかし、通常これらの方法は、マイクロスケール(100 万分の 1 メートル)
や、さらにはナノスケール(10 億分の 1 メートル)で起こる電極中の局所的現象を検知

できない。 
 
コステキとバークレー研究所同僚のフランク・マクラノンは、ナノスケールやマイ

クロスケールの分解能で、バッテリー電極の組成と構造の変化をモニタすることを可

能にする計測法を適用する第一人者であった。コステキとマクラノンは、電流検知型

原子間力顕微鏡(CSAFM)を使用して、様々なリチウムイオン電池で使用されている複

合電極の表面と電気伝導度を測定した。 
 
陰極表面上の電導性 AFM チップの単一走査で、表面の微細構成画像と電気伝導度

画像の 2 つの画像を同時に作り出す。電流検知型原子間力顕微鏡のチップは、酸化物

と物理的に接触する。電流の大きさは、電極とチップの局所的電子特性、チップと試

料間の電圧および CSAFM チップと局所電極表面の幾何構造によって決定される。 
 
研究者は、さらに電極表面の微量分析を行うためにラマン顕微鏡を使用した。物理

や化学で使用される分光技術であるラマン顕微鏡は、その化学組成と構造に関する情

報を得るために、試料からの散乱レーザー光を測定し、電極材料の化学組成および構

造に関する高解像度情報を与えるマップを作成するために使用できる。電極表面の小

さな部分から沢山のラマンスペクトルを収集することによって、リチウムイオン電池

からの電極のユニークなカラーコード化された表面組成マップを作り、比較すること

ができた。 
 
「我々の複合電極の診断評価は、電池の繰り返し老化に伴う電極表面組成、構造、

電子伝導度および電荷の局所的状況の変化を明らかにした。我々の仮説は、バッテリ

ーの劣化をもたらす現象は、マイクロやナノメートルスケールで起こり、適切な微視

的技術でのみ検知することができる。それらを検知するために、この分野で以前には

使用されていない技術と方法論を開発し適用した。我々は高解像度ラマン顕微鏡マッ

ピングを使用した初めてのグループである。この方法は、マイクロメーター・スケー

ルで電荷の電極状態の非均一分布を明らかにした。このデータは、電極内の電子伝導

度の大きな低下を、 終的に容量低下に寄与する局所的過程を識別することを可能に

した」とコステキは説明する。 
 

ドーパント作用は想像と異なる 

 
コステキは、次世代のリチウムイオン電池の も有望な陰極材料の 1 つと考えられ

ている、リチウムりん酸鉄(LiFePO4)を研究するために、これらに局所プローブ技術
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を適用した。しかしながら、遷移金属酸化物陰極と比較した LiFePO4 の貧弱な電子伝

導度は、高出力リチウムイオンシステムでの使用には大きな限界があった。文献の論

争の的になっている報告書は、その電気化学性能を向上させる異なった経路を示唆し

ていた。LiFePO4 の動作メカニズムについての理解の不足は、新しい世代のリチウム

イオン電池へこの材料の導入を遅らせた。 
 
彼等は、一方はそのままで、他方は、化合物の電子伝導度を向上させる試みで、い

くつかのリチウム原子をニオブ原子に取替えるために、MIT の科学者チームによる

1％のニオブがドープされた 2つのリチウムりん酸鉄粉末試料でCSAFMとラマン顕微

鏡測定を実施した。CSAFM 画像では、初期の状態のリチウムりん酸鉄ではどのよう

な場所でも電子伝導度は存在しなかった。電子伝導度の画像は真っ白であった。一方、

ニオブをドープした試料は、より良い電子伝導度を持ち、ニオブが伝導度をもたらす

確かな原因だったことを初めて示唆した。 
 
しかしながら、ニオブをドープした試料をより詳細に見ると、問題が存在した。伝

導度画像では、黒い斑点が表面を横切って散在して、高い伝導度を持った多数の小さ

なサイトを明らかにした。しかし、興味深いことに、対応する形態論的画像において

は、研究者は、完全に絶縁状態になった粒子状の活性電極物質を見つけた。確かに、

伝導度は非常に非均一で、主として、かたまりの間の深い割れ目やポケットに集中し

ていた。 
 
リチウムりん酸鉄粉末の典型的なラマンスペクトルは、材料が、単にリチウムりん

酸鉄だけではなく、酸化鉄、リン化物および元素の炭素不純物もまた同様に構成して

いることを示した。同じ粉末でニオブをドープそしてドープしないもののラマン顕微

鏡法の画像は、ニオブドープした試料中の炭素含量が初期の状態のリチウムりん酸鉄

中よりもはるかに高いことを明らかにした。 
 
ドーピング工程で使用されるニオブ含有有機前駆物質が、余分な炭素の発生源だっ

た。研究者は、ニオブドープ試料中のカーボン分布が、CSAFM 画像で観察された伝

導度パターンに正確に対応していることを発見した。彼等は、ニオブではなくそれが

実際に炭素の添加原因であると結論を下した。それがドープした材料の伝導度増加と

より良い電気化学性能の原因であった。 
 
「我々は、このシステムを研究するために適用したナノプローブ技術および革新的

な方法論のユニークな組合せ無しにこの結論に達することができなかったであろう。

我々は、材料の伝導度を増加させて、それをより有効な陰極材料にすることの鍵が、

より多くの伝導性炭素を組込み、炭素添加分布を向上させることであったと断定した。

このことは、焦点を材料科学からより工学へと向かわせた」とコステキは述べる。 

< 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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バッテリー寿命の向上 

 
時間に対するリチウム電池の劣化メカニズムを研究するために同じ組み合わせの計

測法を適用した。 初に、ラマンおよび CSAFM 画像診断を使用して、新しいリチウ

ムイオン電極の表面化学組成、構造、形態学および電子伝導度を評価した。この画像

診断は、電極の表面での電極成分、活性物質および炭素添加量のオリジナル分布を識

別することを可能にした。彼等は、電気化学性能の劣化の原因である有害な界面現象

にリンクされるかもしれない変化を捜して、長期にわたる充電／放電の循環ならびに

貯蔵の後に、同じツールで電極を再検査した。そのラマン画像は、表面組成と分布と

同様に材料構造の著しい変化を示した。試料のある領域は比較的変わらなかったが、

一方で別のところに表面構造と組成の両方に大きな変化があり、より多くの活性物質

が露出しより少ない炭素添加量の場所が見つかった。 
 
「表面の電子伝導度の劣化は、観察した界面化学の変化を伴った。その結果、電極

活性材料のある粒子は、残りの電極から電子的に部分的にまたは完全に分離されるよ

うになり、不活性になる。この非常に局所集中した現象は、電極および全リチウムイ

オン電池の電気化学性能全体に厳しい影響を及ぼしていた。その電荷容量は低下し、

抵抗は著しく増加した」とコステキは説明した。 
 
「ナノプローブとマイクロプローブ分析ツールが、マイクロスケールで生じる局所

的非活性化プロセスを巨視的挙動と直接リンクすることができることを実証すること

を可能とした。バッテリーの界面現象を研究するために、このような効率的で協調し

た方法でこれらの技術が適用されたのは初めてのことであった。これらの研究の結果

により、プロセスの性質およびそれらを防ぐ方法や遅くする方法に関するアイデアの

両方を一層理解することができた」とコステキは述べた。 
 
さらに、この結果は材料科学者やバッテリー技術者を共により緊密に働くように動

機づけ、その結果、高度な電気自動車用のより安価で、より長寿命でより安全なリチ

ウム電池の夢はより早く現実に向かうことになる。 
 

追加情報： 
・バークレー電気化学の研究協議会に関する詳細：http://eetd.lbl.gov/BERC/BERC.html 
・先進輸送技術用バッテリー(BATT)に関する詳細：http://eetd.lbl.gov/BERC/BATT/BATT.html 

 
(出典：http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/sabl/2007/Feb/future-batteries-II.html) 
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【エネルギー】石炭火力発電所 クリーンコール技術 

 

米国エネルギー省はフロリダ州の革新的な 
クリーンコール発電所建設へ資金提供  

- 世界で最もクリーンで効率的な先進技術火力発電システム 

 
米国エネルギー省(DOE)は、世界で もクリーンで効率的な 5 億 6,900 万ドルの

285MW クリーンコール火力発電所建設への資金提供を発表した。発電所は、サザン

パワー社、オーランド公益事業委員会(OUC)およびケロッグ・ブラウン&ルートによ

って共同所有され、フロリダ州オーランドの近くの OUC の既存スタントンエネルギ

センターに設置される。DOE は、サザンパワー社との共同契約に基づいて、資金の

41%すなわち 2 億 3,500 万ドルを提供する。 
 
「ブッシュ大統領のクリーンコールパワー・イニシアティブ(CCPI：Clean Coal 

Power Initiative)に基づいて、我々が資金提供するこの革新技術は、我々の も豊富

な天然資源である石炭を利用して、米国にクリーンで信頼できる手頃な電力を作り出

す可能性を持っている。サザンパワー社の実績ある複合サイクル方式は、与えられた

量の燃料から発生できる電力の量を増加させ、大規模な商用方式へこの技術を導入す

る次の段階へ我々をもたらす」と DOE 長官は語った。 
 
これは、大統領のクリーンコールパワー・イニシアティブ(CCPI)の第 2 ラウンドの

下で、前進している 3 件のプロジェクトの 1 つで、米国の新規および既存の石炭火力

発電所の環境性能を向上させる革新的な技術を提供する取り組みの 10 年間で 20 億ド

ルの実証プログラムである。CCPI プログラムの下で開発された技術は、特に発電のた

めに国家の豊富な石炭資源を、我々の将来の国内のエネルギーポートフォリオの基礎

として継続させることを支援する。 
 
他のプロジェクトは、ミネソタ州ホイテ湖のエクセルシオール・エネルギー社とコ

ノコフィリップス社の 531MW のメサビエネルギープロジェクト、ならびに、2018 年

までに発電所の特に水銀排出の劇的な削減を求める大統領のクリーンスカイ・イニシ

アティブを支援する技術進歩を実証するための共同取り組みの、テキサス発電会社と

ペガサステクノロジーズ社を組合せたペガサス技術プロジェクトである。 
 
フロリダの火力発電所は、ガス化複合サイクル技術と 先端技術の排出ガス規制の

形式を使用する先進電力発電システムを実証する。同発電所で実証される移動ガス化

炉技術は、高湿度や高い灰分量を持つ石炭と同様に、低品位炭をコスト効率良く使用

するという点で、その石炭ガス化技術はユニークである。これらの石炭は、米国およ

び世界の検証済みの埋蔵量の半分を含んでいる。 

< 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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統合ガス化複合サイクル技術は、石炭から電力と水素の両方を生産する一方で、CO2

排出を削減する技術一式を統合する 10 億ドルの原型発電所である“FutureGen”の中

心である。同発電所からの排出はほとんどゼロになり、固形廃棄物は有用な商品に変

換され、発電所によって排出された CO2 の 90 パーセントが当初は捕捉されると予定

されている。“FutureGen”発電所は、さらに、CO2 排出の 100％までを 終的に捕捉

する装置を含んで、より多くの先進技術の性能試験場の役目も行う。 
 

より詳細は、http://www.fossil.energy.gov/を訪問。 
(出典：http://www.energy.gov/news/4924.htm) 
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【エネルギー】水素貯蔵 

 

米国エネルギー省は水素貯蔵研究に 820 万ドルを投資 
 
米国エネルギー省(DOE)長官は、ブッシュ大統領の先進エネルギー・イニシアティ

ブ(AEI：Advanced Energy Initiative)を直接支援する、6 件の水素貯蔵研究プロジェ

クトに 4 年間(FY'07-10)で 820 万ドルを提供する DOE の計画を発表した。 
 
AEI は、自動車、家庭およびビジネスへエネルギーを供給する方法の変更により、

我々のエネルギー安全保障を増し、輸入石油に対する依存度を低減することを目標と

している。範囲と資金提供が交渉によるこれらのプロジェクトは、また大統領の水素

燃料イニシアティブ(HFI：Hydrogen Fuel Initiative)に不可欠である。 
 
「クリーンエネルギー技術としての水素は、輸入石油に対する我々の依存度を減ら

し、かつ国家のエネルギーミックスの不可欠な部分として貢献するのを支援する大き

な可能性を持っている。水素の効率と貯蔵容量を増加させることは、その長期的な成

功に重要である。また、この研究が、300 マイル以上の航続距離を持つ水素自動車を

消費者に経済的に利用可能とすることに向けて、我々が進めることを支援することを

切望している」とエネルギー省長官は述べた。 
HFI は、水素貯蔵、生産および高分子電解質膜燃料電池を含む水素技術の研究開発

を加速する。電解質膜燃料電池は、他の燃料電池と比較して、高い出力密度を提供し、

また低い重量と小さな体積をもたらす。 
 
選ばれた 4 件のプロジェクトは、水素燃料自動車が運転距離と性能に関して消費者

の期待を満足させる、水素貯蔵システムを可能にすることができる高性能材料の開発

を探求する。また、2 つのプロジェクトは、将来の自動車での使用に も適切な材料

の選択を支援するための、材料安全性を理解することに注目する。選ばれた組織は次

のとおりである： 
・アルゴンヌ国立研究所（アルゴンヌ、イリノイ州）、水素貯蔵研究用に 188 万ドル。 
・マイアミ大学（オクスフォード、オハイオ州）、水素貯蔵研究に 144 万ドル。 
・サンディア国立研究所（リヴァーモア、カリフォルニア州）、材料安全研究用に

200 万ドル。 
・ユナイテッド・テクノロジーズ研究センター（イーストハートフォード、コネチ

カット州)、材料安全研究用に 107 万ドルと、水素貯蔵研究用に 101 万ドル。 
・ハワイ大学（ホノルル、ハワイ州）、水素貯蔵研究に 81 万ドル。 
 
DOE 水素プログラムに関する詳細は：http://www.hydrogen.energy.gov/ 
(出典：http://www.energy.gov/news/4944.htm ) 
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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） 
－水素の輸送と貯蔵－ 

 
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。 
 
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ー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。 
 
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

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。ここでは、同報告書の第 4 章 1 節の水素技術の現状から、4.1.3 水素の輸送と配布

と 4.1.4 水素貯蔵 4.1.5 変換と最終消費の部分を紹介する。 
 
4.1.3 水素の輸送と配布 
 

水素の生産に関係する技術問題、経済問題および環境問題に加えて、水素経済への

遷移は、生産地から消費地までの水素の輸送と配布の解決策を必要とする。水素が大

きな中央集中化工場で生産される場合、水素の輸送および配布は特に重要である。水

素が消費の場所(例えば充填スタンド)で生産される場合、水素の輸送および配布はそれ
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ほど重要ではない。この場合、水素を生産するエネルギーフローは、天然ガスまたは

電力の既存の配布インフラストラクチャーからもたらされる。 
 
水素は、圧縮ガス(CGH2：Compressed Gas H2)あるいは液体(LH2：Liquid H2)とし

て輸送される。水素のエネルギー対質量比は非常に高い1。しかし単位容積当りのエネ

ルギー量は低い2。したがって、自動車用途の実際的な燃料になるのと同様に、輸送す

るためには水素は圧縮するか液化しなければならない。圧縮や液化には大きなエネル

ギーを必要とする。また、これが水素利用の経済に影響を与える。 
 
水素は利用可能な技術で安全に輸送し配布することができる。ボンベとパイプライ

ンは、半世紀以上にわたる優れた安全記録を持って、水素ガスの輸送に使用されてき

ている。水素は、宇宙計画のために大きな液化工場が米国や欧州で建造された 1960
年代以来、産業規模で液化されている。道路での液体水素輸送のために低温タンカー

が 近開発され、何台かは既に欧州で動いている。この経験にもかかわらず、エネル

ギー・システムへの大規模な水素の導入は、新しい問題を提起し、技術的問題の解決、

コスト縮小、安全性確保のために、かなりの研究開発(例えば材料)が必要である。積極

的な欧州研究プログラムが産業界や研究所に存在する。 
 

欧州委員会によって資金提供された“NaturalHy 研究プロジェクト”3は、水素が、

既設のパイプラインネットワークに天然ガスに混合して、その後、消費地で分離して

配布するシステムの危険性の限界を識別しようと努力している。このプロジェクトは、

欧州のガス企業やガス研究所を含んでいる。このシステムは、既存の広範囲の天然ガ

スネットワークの使用により比較的低価格で、水素の円滑な短期導入を可能とする。

このことは、水素専用の新しいパイプラインへの大きな投資を回避するだろう。この

欧州研究は、さらに水素の輸送および配布に関して特に重要な安全性、法規制、基準

および標準の問題を取り扱っている。 
 

水素ガス(CGH2)の配布 
 
水素ガス(CGH2：Compressed Gaseous H2)は、加圧ボトル4(通常 20～30MPa)や、

タンクトレーラー(通常 20MPa)、またパイプラインによって輸送することができる。

配布用パイプラインの圧力は 1.1～30MPa で、一方、長距離輸送のための圧力は 0.01
～2MPa の範囲にある。 

 
水素は、何 10 年間も、300km 位までのパイプラインで輸送されてきている。1000km

                                                  
1天然ガスの 0.045GJ/kg に比べると 0.11GJ/kg。 
2天然ガスの 0.036GJ/m3 に比べると 0.01GJ/m3。 
3http://www.naturalhy.net を参照。 
4シングルボトル、バンドルあるいはバンドルトレーラー。 
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以上の産業用水素パイプラインは、主として米国および欧州(フランス、ドイツおよび

ベルギー)で、世界的に運転されている。これは、長距離にわたる大量輸送の も適切

でコスト 小の方式である。コストの 2 つの主要な構成成分は、資本費用と運転費用

である。 
 
資本費用の主な成分はパイプと圧縮機であり、主な運転費用は圧縮機の運転である。

パイプラインの資本費用は、単位長さ当りで計算され、パイプライン直径に比例して

増加する。水素の物性のために、また、水素は 新の天然ガスパイプラインで使用さ

れている鋼とは反応するので、水素のためのパイプラインは天然ガスよりも複雑でよ

り高価となる。 
 
ポンプ費用は、水素のより低い体積エネルギー密度のために天然ガスよりも高価で

あり、一定量のエネルギーを搬送するためには、より多くのガスを輸送しなければな

らない。そのためには、水素はより高速度で送らなければならないので、より多くの

圧縮動力とエネルギー5を必要とするか、あるいは、パイプラインの直径をより大きく

しなければならない。従って、CGH2 パイプライン化は、単位エネルギー当り、天然

ガスの 1.5～2 倍くらいのコストがかかる。より高い運転効率は、高圧の水電気分解槽

や気化器の高入力圧力(通常 2～3MPa)の使用により期待される。これは、パイプライ

ン入り口での水素圧縮を 5 倍少なくすることができる。 
 
水素専用の新しいパイプラインシステムの大きな費用のために、既存または新しい

天然ガスパイプラインを使用する方法を見つけるための多くの取り組みがある。研究

には 3 つの主要な流れがある： 
(1) 既存の炭化水素パイプラインの水素サービスへの転化、 
(2) 既存の天然ガスパイプラインの水素と天然ガスの混合使用(例えば NaturalHy

研究プロジェクト)6、  
(3) 水素互換の新しい天然ガスパイプラインの建設。 
 
この中でも 初の 2 つのオプションは、注意深い冶金学と安全性分析が必要である。

3 番目のオプションは、天然ガスサービス期間中は正当化が難しいかもしれない、直

径や耐圧強度を拡張したパイプラインの追加的な資本費用が存在する。これは、ロシ

ア、中国および日本を接続する新しい北東アジア天然ガスパイプラインシステムで考

慮されている。 
 
過渡期には、水素はトラックによって運ばれるであろう。30MPa で使える複合材料

で作られていたボトルは、10 年間使われている。圧縮水素ガスのタンクトレーラー輸

                                                  
5 同じ等価エネルギーの輸送には、約 3.5 倍のより大きな圧縮エネルギーが必要。 
6 この場合、H2 は消費地点で分離される。 
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送は、現在約 6000Nm3 まで可能である。この方法はエネルギー効率が低いので、短距

離(200km 未満)や小容量で少ない頻度の利用に制限される。 
 
圧縮水素ガスの供給コストは、輸送方式および距離に強く依存する。利用可能な研

究によれば、トラックでの流通経費は 10～30Eu/GJ で、パイプラインは 6～20Eu/GJ
である。しかしながら、インフラストラクチャーへの必要な投資を行えば、相当に低

い値になるであろう[Castello and Tzimas]。この大きな範囲の問題は、距離による変

化や大規模な水素輸送や配布の少ない経験を反映している。学習効果と規模の経済が

今後このコストを縮小するであろう。 
 

液体水素(LH2)の配布 
 
液体水素(LH2：Liquid H2)は、トラックや鉄道のみによって配送することができる。

液体はより高密度なので、トラックは圧縮ガスより液体としてより多くの水素を運ぶ

ことができる。今日、LH2 は、極低温コンテナあるいは温度が－253℃の 41～53 m3

の大きさのトレーラーで運ぶことができる。40m3 の LH2 トレーラーは、21m3 の CGH2

タンクトレーラーの約 5 倍分の水素を輸送する。 
 
液体水素が低密度でも、タンカーは極度に熱絶縁されていなければならないので、

１台のトレーラーでわずか約 2,000～4,000kg しか輸送できない。これは、400～800
台の自動車を満たす量である。今日、欧州には大型 LH2 トレーラーが 20 台以下しか

ない。成熟した水素システムでの経済的継続性はコストを 30%～50%縮小するだろう。

現在、トラックで液体水素を輸送するコストは、1～3Eu/GJ の間にある。これは水素

ガスを輸送するコストよりはるかに小さい。しかし、液化それ自身はエネルギー集約

的である。水素ガスのエネルギーのおよそ 3 分 1 が液化中に失われる。 
 

水素充填スタンド 

 
水素は、4 つの主な方法で充填スタンドに供給することができる。 

(1) LH2 または CGH2 トレーラーによって 
(2)天然ガスの改質によって 
(3)水の電気分解による現地生産によって 
(4)パイプラインによって 

トレーラーおよびパイプライン供給は、液体燃料あるいは圧縮天然ガス(CNG)の従

来の供給経路と同等である。水素の現地生産は、天然ガスや電力供給の既存インフラ

ストラクチャーを使用する代替アプローチである。 
 
LH2 の供給方式は、石油製品の現在の取り扱いに類似している。LH2 燃料は、通常
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水素生産工場に隣接している集中液化装置で作られる。LH2 は、トレーラーまたはコ

ンテナで充填スタンドに配送され、配送した容器か円筒の固定施設のいずれかにその

場貯蔵される。 
 
LH2 は、低温水中ポンプで 3 分以内に、従来の 100～140 リットルの水素乗用車の

燃料タンクに転送することができる。LH2 の燃料補給は、完全自動化燃料補給インタ

ーフェース、あるいは手動燃料補給インターフェースによって行うことができる。こ

れらのインターフェースの大きさと重量は、今日使用中の CNG やガソリン燃料補給

ノズルと同程度である。 
 

液体水素を圧縮ガス(LCGH2)として配送するために、LH2 は、ガス化され、70MPa
までの要求される貯蔵圧力でガスを配送する低温水中ポンプによって圧縮される。低

温ガスで燃料補給する時は、CGH2 燃料補給で行われるように過剰加圧による温度補

償は不要である。LH2 と CGH2 の両方を同じ充填スタンドから提供する場合、CGH2

自動車の LCGH2 燃料補給が好ましい。高圧 CGH2 燃料補給は、近年著しく進歩して

いる。LCGH2 燃料補給あるいは液体窒素(約-200℃)の CGH2 低温冷却は、高速 CGH2

燃料補給にはもはや必要ではない。 
 
現地での水素燃料の生成は、上流の炭化水素供給へのアクセスを必要としない燃料

供給の斬新な経路を提供する。あらゆる独立した燃料プロバイダーが、水素生産のた

めに天然ガスや電力を購入し、そのお客に水素を売ることができる。これは新しい関

係企業にこのセクターを公開し、新しいビジネス機会を提供する。 
 
搭載型圧縮水素貯蔵は、70MPa(自動車用)あるいは 35MPa(バスまたは多用途車用)

以上の圧力で水素を供給することができる燃料補給ステーションを必要とする。これ

は、次には需要パターンと一致する規模でのステーションに適切な圧縮機および貯蔵

装置を必要とする。いくつかのステーションが、現在運転中で、水素の異なる形式と

圧力を試験している。欧州(CUTE プロジェクトの枠組み)、アメリカ、日本およびシ

ンガポールでステーションが実証されている。商用ステーションは、既に 2003 年の春

にレイキャビク(アイスランド)で構築されている。水素チェーンのこの段階において、

活動的なのは主として石油供給国である。 
 

4.1.4 水素貯蔵 
 
水素は、ガスの圧縮か液化により、あるいは、貯蔵材料に物理的あるいは化学的に

結び付けることにより、少量でも大量でも貯蔵することができる。少量の水素ガスは、

ボトルあるいはタンクに貯蔵することができる。より多い量はガスタンクに、さらに

非常な多い量は地下水層、岩塩空洞あるいは枯渇した石油やガスの埋蔵層に貯蔵する
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ことができる。 
液体貯蔵は、いわゆるクライオスタット中には少量が、中規模の容量は 10～100 立

方メートルの円筒に、あるいは数 1000 立方メートルのより大きな球状あるいは円筒へ

の貯蔵が実現可能である。 
 
物理的貯蔵は金属水素化物において可能である。金属水素化物は、手頃な圧力でま

た高いエネルギー効率で比較的多くのガスを貯蔵することができる。不運にも、ほと

んどの金属水素化物は高密度である。したがって、貯蔵システムは重い。高温水素化

物は、 大で重量比 8%までの重量比貯蔵密度を示す。しかし、その 200℃以上の放出

温度のために、自動車用途にはふさわしくない。低温水素化物で、低い重量比貯蔵密

度は達成することができるが、自動車用途とは互換性をもたない。100℃～200℃の間

の放出温度を持った中温水素化物は、自動車の要求に も適しているように見える。 
 
いわゆる化学水素化物(例えばメチルシクロヘキサン、トルエンおよび水素化硼素ナ

トリウム)中の化学貯蔵は、定置応用での水素貯蔵が検証済みの概念である。しかし、

これはまだ商業開発されていない。 
 
鉄道、船舶および航空機のような大規模移動用途については、液体水素貯蔵が、唯

一の現実的なオプションであるように見える。他の方法では、必要な貯蔵容量が、サ

イズ、重量およびコストに大きな問題を引き起こす。道路走行車輌に搭載される水素

貯蔵のための 新技術は、圧縮または液体の水素貯蔵である。より珍しい技術には、

古典的金属水素化物(例えば低温チタンあるいはバナジウム)および斬新な金属水素化

物(例えば高温アルミニウムあるいはマグネシウム)がある。その一方で未来の技術は、

カーボン構造への水素吸着がある。 
 

これらの貯蔵方法はすべて、ボートや小型船舶と同様に路面電車や地域の列車でも

使用することができる。CGH2 貯蔵タンクの 35MPa の圧力は、ほとんどの市街バスや

都市部の他用途車向けには十分であると見なされている、一方、運転距離7や乗員スペ

ースからの拘束のために乗用車には 70MPa が必要である。他の拘束には、タンクの注

入に必要な時間(目標は 4～5 分)およびタンク重量を含んでいる。 
 
貯蔵装置のコストは、貯蔵システムと使用材料によって大きく変る。高価な材料や

複雑な貯蔵構造を使う場合、コストは も高い。複雑な生産プロセスが必要な多くの

絶縁層を持った液体水素貯蔵コンテナがこの場合である。LH2 貯蔵システムの受け入

れ可能なコスト達成には、大量生産が重要である。適度な低温で手頃な圧力の活性炭

材料が、一般的な利用で受け入れられるなら、コストを下げるかもしれないことがま

た期待される。 
                                                  
7現在 600km の自律走行が目標。 
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複合材料が高圧貯蔵槽の製造に使用される。これらの材料のコストは現在非常に高

価である。しかし、大量生産はコストを移動用途向けに受け入れられる水準に引き下

げる。初めての大量生産自動車が市場に参入する時に商業利用が起こる。それは 2010
年あたりと予想される。目標は、単一貯蔵タンクで今日の 25,000Eu と比較して

200-500Eu である。 
このようなコスト低減のための必要条件は、1 製造ライン当たりで 1 年間にオーダ

ーが数 10 万ユニットの大量生産である。 
 
この調査報告では、水素貯蔵が水素経済への遷移を達成するために、克服されなけ

ればならない技術的・経済的障害にいまだ直面していることを示す。 も成熟した技

術は、タンク中の圧縮水素貯蔵である。液体水素貯蔵は容積を節約するが、液化でエ

ネルギーの 3 分の 1 を失うので、より費用効率を高める必要がある。水素貯蔵につい

てのより進んだ研究の必要にもかかわらず、いくつかのシステムは、既に市場に存在

している。例えば、いくつかのメーカーが 70MPa の自動車搭載貯蔵システムを提供し

ている。欧州研究は、活動的に水素貯蔵の問題に参加している8。 
 

4.1.5 変換と最終消費 

 
燃料電池での電力への水素の変換は、しばしば水素経済の重大な要素として見なさ

れている。発電のため(しばしば熱回収を行う定置 FC)および輸送セクターのため(移動

用 FC)の燃料電池応用がある。水素はまた、ガソリンやディーゼル油のような内燃機

関の中で使用することができる。 
 
燃料電池は、酸素と水素を電気化学的に結合させて、水、電力および熱を生産する。

それらは、使用する電解質によってしばしば分類される。それは、電池セル、必要と

される触媒、電池が作動する温度領域、必要とされる燃料および他の要因の中で行わ

れる化学反応を決定する。いくつかの形式の燃料電池が開発中であり、各々それ自身

の制限や潜在的な応用を持つ。 
 
商業応用でのいくつかの有望な概念は次のとおりである: 
アルカリ形燃料電池(AFC：Alkaline FC)、プロトン交換膜型燃料電池（固体高分子

形：PEMFC：Proton Exchange Membrane FC)、リン酸形燃料電池(PAFC：Phosphoric 
Acid FC)、溶融炭酸塩形燃料電池(MCFC：Molten Carbonate FC)、固体電解質形燃料

電池(SOFC：Solid Oxide FC)。主な特性を、以下のテーブル中に要約する。 
 
 
 

                                                  
8例えば"StorHy プロジェクト(www.storhy.net)"と"NessHy プロジェクト"を参照。 
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表 7．温度と電解質による燃料電池の分類 
 

形式 温度(℃) 電解質 H2 の

状態 
用途 

 標準値 範囲   定置 輸送 
低温燃料電池 
アルカリ形燃料

電池(AFC) 
80 60-120 水酸化カ

リウム 
液体 Yes 

(120kW まで) 
Yes(自動車、

宇宙船、ボー

ト、小型船舶)
プロトン交換膜

形燃料電池

(PEMFC) 

80 50-120 高分子膜 固体 Yes 
(250kW まで) 

Yes(列車、自

動車、ボート、

小型船舶、 
軍用船) 

中温度燃料電池 
リン酸形燃料電

池(PAFC) 
200 160-220 リン酸 

 
液体 Yes(kW 及び

MW 領域) 
－ 

高温燃料電池 
溶融炭酸形燃料

電池(MCFC) 
650 620-660 炭酸アル

カリ 
液体 Yes(kW 及び

MW 領域) 
Yes(軍用船) 

固体電解質形燃

料電池(SOFC) 
950 800-1000 酸化セラ

ミック 
固体 Yes 

(100kW まで) 
Yes 

(補助動力源)
 
定置型燃料電池 

 
プロトン交換膜形燃料電池(PEMFC)、アルカリ形燃料電池(PAFC)および固体電解質

形燃料電池(SOFC)の 3 つの形式の燃料電池が定置応用に適切である。 
 
PAFC は現代の燃料電池の第一世代と考えられる。PAFC は、1970 年代にテストさ

れ、 も成熟した燃料電池技術の 1 つであり、商業利用された初めての燃料電池であ

る。PAFC は、kW 領域から MW 領域が市販されている。PAFC は、特に 200kW 規模

が、世界的に も生産され設置されている燃料電池の形式である。 
 
PAFC は、発電効率が 40%で、熱電併給システムで 85%までになる。PAFC の欠点

は、出力密度が低いということである。これは、比較的大型で重く、高コストである

ことを意味する。 
 
PEMFC は、PAFC より燃料電池に与えられた体積や重量に対してより多くの電力

を提供し、したがって、よりコンパクトで軽量ある。しかし、PAFC のように、PEMFC

< 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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は高価な白金触媒を使用している。産業界の展望から、PEMFC は、移動応用と定置

応用の両方に使用することができるという特別な長所を持ち、研究開発において「規

模の経済」をもたらしている。 
 
SOFC は、産業での熱と電力応用の結合および公共の電気にうまく適合する高温燃

料電池である。SOFC は、発電効率は約 50-60%で、熱電併給で 80～85%の総合効率

を達成することができる。高温動作の SOFC は貴金属の触媒を必要としない。これは

PAFC や PEMFC と比較して、コスト上での利点である。固体電解質形燃料電池は、

比較的開発の初期段階にある、しかし、その高い効率がより多くの研究開発取り組み

によい誘因を提示している。 
 
現在の熱電併給・燃料電池の資本費用は、例えば小さな団地で、ガス前処理、電池

スタックおよびインバーターを含んで、6,000～10,000 Eu/kW の間にある。市場の継

続性と学習効果は将来コストを縮小するであろう。欧州水素&燃料電池技術プラット

フォーム European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform)9によって策定され

た配備計画(Deployment Strategy)によれば、適切な仮定の投資コストは、マイクロ

CHP(Combined Heat and Powe：熱電併給)システム用が 2000 Eu/kW に、産業用や

商業用 CHP は 1,000 Eu/kW に達するであろう。収益性の閾値はまだ遠いが、車輌応

用より定置応用システムの達成のほうが容易である。 
 
今日運転中の殆どの定置型 FC は天然ガスまたはアルコールを使用し、水素を生産

するために改質器(リフォーマー)を組込んでいる。改質器でのエネルギー収支は、クリ

ーナーと水素が豊富な燃料で良くなる。炭化水素の混合は技術的にそれほど適切では

ない。しかし、十分な水素インフラストラクチャーが利用可能にならない時には、こ

のオプションは遷移に戦略的な役割を果たすことができる。 
 
開放サイクルタービンの 30-35%、複合サイクルタービンの約 60%と比べて燃料電池

は 80%の高い変換効率を持つので、燃料電池は発電において水素の使用が も有望なオ

プションである。従来の熱および発電技術の代わりとなる能力は、2 つの重大な要素に

依存する：資本費用(まだあまりにも高い)と寿命(まだ短すぎる：4 万動作時間以下)。 
 
民間および欧州委員会による共同資金提供のどちらの研究計画も、種々の形式の定

置燃料電池の性能とコストを向上させるだけでなく、実社会でそのシステムの実現可

能性を探求することを目標としている。例は、9 つの欧州研究と産業パートナーを持

ったドイツの暖房企業によって実施されている仮想 FC 発電所 EC プロジェクト

(Virtual FC Power Plant EC project)がある。主要な目標は、実験室 FC 技術を実用技

術に移転することであった。それは、ドイツ、オランダ、スペインおよびポルトガル

                                                  
9https://www.hfeurope.org/677/687/HFP_DS_Report_AUG2005.pdf 
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で、29 ヵ所のマイクロプラントを操業させた。これらは、個別暖房、冷房および電力

生産用に、多世帯住宅、小企業および公共施設に設置された、相互結合分散住居型マ

イクロ CHP である。 
これらのプラントは、これまでに電力 160MWh と熱 300MWh を生産した。 

 
移動用途燃料電池 

 
燃料電池の主な移動用途は、輸送向け、および携帯電話、ラジオおよびラップトップ

コンピュータのような携帯機器への電力供給向けである。燃料電池は、徐々にポータブ

ル応用で従来のバッテリーに取り替わる。燃料は、水素、メタノールあるいはエタノー

ルである。燃料電池の も大きな利点は、従来のバッテリーより長い動作時間にある。

そのような低エネルギー消費応用については、温暖化ガス削減の可能性は低い。 
 
燃料電池は、ほとんどの交通機関に適応できるであろう。道路車輌については、開

発取り組みは PEMFC に注目している。PEMFC は、輸送セクターのための も有望

な技術の 1 つである。PEMFC は、他のタイプの燃料電池に比較して、コンパクトで

軽量である。PEMFC は、80℃程度の比較的低温で動作する。このことは運転を素早

くスタートさせ、必要な電力の変化に急速に応答することを可能とする。PEMFC は、

電車、列車、ボートおよび小型船舶での使用、および自動車やトラックの補助電源と

して提案され開発されている。 
 
高温固体電解質形および溶融炭酸形燃料電池は海上での使用に適しており、軍用船

舶では戦術的な利益を提示する。また大型船舶では特にガスタービンと結合して熱効

率を高くする。AFC は、ボートや小型船舶のニッチ応用に適している。現在よりはる

かに高い出力密度を持った燃料電池は、航空機推進の展望に必要である。 
 
自動車製造業者は、燃料電池の研究や実証において活動的である。EC の研究プログ

ラムもまた、輸送用途の燃料電池の研究開発を支援している10。燃料電池により動力供

給されるほとんどの実証車輌は、燃料電池メーカーと自動車製造業者の間の協力の結

果である。これは、新しいモデルの自動車や燃料電池を作るために必要な研究開発費

がハイレベルなためである。燃料電池メーカーが、自動車製造業者に燃料電池と技術

支援を提供している。しかし、ほとんどの場合、それらはさらに他の市場でも行われ

ている。 
ほとんどのメーカーは、PEM 燃料電池、燃料電池エンジン、輸送応用の燃料電池部

                                                  
10例えば Fuero プロジェクト(車輌の燃料電池システムと部品に関する自動車製造業者のプログラム)、

Hyfleet-Cut プロジェクト (バスのデモンストレーションプログラム)、Hychain-Minitrans プロジェ

クト (小型バス、軽自動車およびスクーター)、Zeroregio プロジェクト(2020 年にフランクフルトとマ

ントヴァで H2 燃料 5%を目指す実証プログラム)、Hytran プロジェクト(2015 年までに 55%の効率を

目指す新しい FC 原型)、Felicitas プロジェクト(大型トラック)を参照。 
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品および電気駆動システムを構築し売るだけでなく、また発電用の移動用・定置型燃

料電池の発電機やパワーエレクトロニクスも構築し売っている。 
 
燃料電池車のコストに関する信頼できる 新の情報は不足している。いくつかのコ

スト評価は、90 年代中頃に、自動車産業、燃料電池メーカーおよび研究センターによ

って報告された。燃料電池車が商業化に近づくとともに、詳細な技術的進歩や生産コ

ストに関する情報はほとんど公にならない。しかしながら、利用可能な研究によれば、

現在の生産コストは、商業化のコスト目標よりさらに高く、製造量に大きく依存して

いる。1 年当たり 500～50 万台の自動車の製造増加は、単位原価を半分にするであろ

う[DTI, 2002]。 
 
燃料電池自動車の使用コストは、固定費用によって支配される。変動費用は、現在

の原価構造でさえ、燃料電池自動車は従来の自動車よりさらに低い。水素価格を

40Eu/GJ、ガソリン価格を 30Eu/GJ、また、PEMFC 自動車および標準内燃機関自動

車の燃料消費量を各々0.0014GJ/km および 0.0023GJ/km を仮定すると、対応する変

動費用は、各々約 0.055Eu/km および 0.070Eu/km となる。 
 
固定費用が含まれる場合、その比較はより困難である。燃料電池車の伝動機構のため

の特別な PEM コストは、今日 8,000 から 12 ,000 Eu/kW の間にあるかもしれない。水

素貯蔵および燃料取り扱いの追加費用は、水素燃料供給自動車で 60Eu/kW、また搭載

改質器を持った圧縮天然ガス燃料供給燃料電池自動車で 3,000 Eu/kW であろう。これ

らのコスト評価は、PEM 燃料電池車輌で約 3.5Eu/km、天然ガス改質器搭載燃料電池車

輌で 4.5Eu/km および標準ガソリン内燃エンジン車輌で 0.25Eu/km の、平均 km コス

トとなる。この計算は、平均年間マイル数を 1 年当たり 15,000km と仮定している。 
 
大量生産と学習効果が将来の原価を縮小すると予想される。欧州水素&燃料電池技

術プラットフォームは、年間 15 万車輌の全生産で、PEMFC 伝動機構の原価が 2020
年までに約 100Eu/kW にまで下がると予測している。その後、1 年当たり 15,000km
の距離をカバーする燃料電自動車の平均コストは、水素価格が 40Eu/GJ から 20Eu/GJ
までさらに低下すると仮定して、0.2～0.3Eu/km の間になるであろう。 

 
 

水素内燃機関(ICE-H2) 
 
輸送のための水素の使用は燃料電池に依存しない。水素はまた、水素の異なる燃焼

性を考慮して改造したガソリンエンジンに似た内燃機関(ICE)で燃焼が可能である。こ

れは、輸送での水素の 初の需要への有望なルートである。現在の車輌技術からスタ

ートし、水素への進歩的な交代を可能とするので、このルートは低リスクのコストオ
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プションである。ガソリンやディーゼル油を使用する内燃機関の長い経験がある。そ

して、この経験は水素に適応されるであろう。 
 
この理由から、水素燃料供給内燃機関は、燃料電池よりも経済的・技術的完成によ

り早く到達することができる。そして水素スタンドや輸送インフラストラクチャーを

開発するのを支援する水素輸送および配布の 初の需要を作ることができる。様々な

自動車製造業者が、水素内燃機関概念(ICE-H2)に取り組んでいる。しかし、各々は、

各自の仕様を持った種々のタイプの車輌を開発している。化石燃料燃焼標準車輌と比

較した内燃機関車輌の追加生産コストは、エンジン全体の熱効率の改善を仮定して、

50～80%の間にある。 
 

水素ハイブリッド車(Hybrid-H2) 
 
輸送での水素の別の有望な見込みは、ハイブリッド車での使用である。ハイブリッ

ド車は、既に商用段階にある。それらは、バッテリーで動力供給された電気推進エン

ジンを持った標準的伝動機構を持っている。各々のエンジンは、全自動車パワーのお

よそ半分を提供する。 
 
全出力では、両方のエンジンは標準的な車両の全動力を一緒に出力し動作する。バ

ッテリーは、ホイール(プリウスの様なハイブリッド)の中で、あるいはグリッド(プラ

グイン・ハイブリッド)からのブレーキ回収エネルギーによって再充電される。都市で

の使用では、電気自動車として車輌は作動し、バッテリーは内燃機関の交流電源から

直接充電される。 
 
水素ハイブリッド車では、電気推進エンジンは、水素燃料供給された内燃機関ある

いは水素燃料供給された燃料電池と組み合わされる。電気推進エンジンとの結合はよ

り小さな内燃機関エンジンあるいは燃料電池システムの使用を可能にするので、伝動

機構全体のコストが縮小される。固定費用は、PEM 燃料電池車輌のおよそ半分になり

える。この利点は、技術の大量生産を容易にし、学習を通じたコスト低減を刺激する

であろう。 
 
この章の結論として、以下のテーブルが種々の交通機関への水素技術応用の概観を提示する。 
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表 8．燃料電池と輸送用途の概観 
 
 圧縮 

水素

(CGH2) 

液体 
水素

(LH2) 

プロトン交換

膜形燃料電池

(PEMFC) 

固体電解質

形燃料電池

(SOFC) 

アルカリ

形燃料電

池(AFC) 

水素内燃

機関

(H2-ICE)
自動車 /ヴァン /
バス 推進 

＋ ＋ ＋  ニッチ ＋ 

長距離トラック － (±) ＋  － (＋) 
自動車 /ヴァン /
バス/トラック 
補助動力源 

(±) (±) ＋ ＋ － － 

小型モータ車輌

(スクーター、 
バイクなど) 

＋ － ＋  (＋) ＋ 

都市鉄道 ＋ ＋ ＋  － (＋) 
ボート/小型船舶 ＋ ± ＋  ＋ ＋ 
大型船舶 － (＋) (＋) (＋) － ＋ 
船舶補助動力源 (±) ＋ ＋ ＋ (－) (－) 

＋ 適用可能、 
－ 適用可能でない、 
± 特定の状況下で適用可能。 
()は、評価が予備的で実行可能性研究または実証による確認が必要。 
 

(出典：World Energy Technology Outlook - WETO H2、  
http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/weto-h2_en.pdf, pp78-87) 
 

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 
・世界エネルギー技術の展望 WETO H2 報告書（EU） 

－水素の生産－ 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/998-16.pdf 
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【環境】CO2 貯蔵  
 

米国エネルギー省の地域協力が 
3 兆 5,000 億トン以上の CO2 貯蔵可能能力を識別 

－ オンラインで利用可能な地図情報は米国とカナダの 
CO2 排出源と地質学的貯蔵能力を詳述 － 

 
米国エネルギー省(DOE)の地域炭素隔離協力は、米国とカナダの年間 38 億トン以上

の温室効果ガスの CO2 を排出する発電所および他の固定汚染源、ならびに、3 兆 5,000
億トン以上の関連する貯蔵能力候補を識別した。 

 
この結果は、オンラインで利用可能な米国とカナダの新しいカーボン隔離アトラス

(Carbon Sequestration Atlas)の中で詳述されている。一方、2004 年のこれらの排出源

からの米国の CO2 排出は、合計が約 60 億トンの内のおよそ 34 億トンであった。残り

の 25 億トンは、輸送を含む捕捉できない小さな排出源から来ている。(北米の CO2 排出

量は一人当たりおよそ 10 トン、識別した北米の貯蔵能力はおよそ 600 年分にあたる) 
 
「炭素隔離アトラスは、温室効果ガスである CO2 の削減を開始する大統領イニシア

ティブの米国のための大きな前進である。私は、この重要な調査を完成させた速さと

徹底さに対して、地域炭素隔離協力と国立エネルギー技術研究所(NETL)ならびに関係

者を賞賛する」とエネルギー次官補代理は述べた。 
 
「貯蔵は、CO2 への対応における非常に重大な措置である。もし CO2 を安全に長期

間にわたり格納する手段を持っていなければ、CO2 の捕捉ができることは少しも意味

がない。この徹底的な調査は、温室効果ガスと折り合いを付ける実際的で建設的な道

を見つける国際的取り組みの先頭に米国を立たせる」と彼は続けた。 
 
DOE 化石エネルギー局の国立エネルギー技術研究所によって作られたこのアトラ

スは、地域炭素隔離協力と全米炭素隔離データベースと地図情報システム

(NATCARB ： National Carbon Sequestration Database and Geographical 
Information System)との共同で開発された。その主な目的は次のものである： 

 
－ 捕捉と隔離プロセスを通して CO2 のライフサイクルの概観を提供 
－ エネルギー省の隔離研究開発での活動を要約 
－ 地域炭素隔離協力の活動に関する現在の情報 
 
CO2 の排出は、紀元 2 世紀の僅かなレベルから増加し、世界的に今日 300 億トン以

上までに増加している。もし CO2 排出量を削減する努力がなされない場合、米国から

< 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999号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/999/
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の年間放出量は 2005 年から 2030 年までにさらに 3 分 1 以上も増加するであろう。(世
界平均の CO2 排出量は一人当たりおよそ 5 トン) 

 
炭素の捕捉・隔離は、CO2 が大気へ放出される前に捕え、地質学上の地層、土壌お

よび植生、あるいは他の環境上安全な形態で安全に格納することにより、この増加を

縮小することを助けることができる。 
 
DOE 化石エネルギー局は、活発な研究および技術開発プログラムを含む多くの炭素

隔離イニシアティブを支援している。このアトラスは下記の内容を含み、全米ならび

に地域レベルの地図情報を提供することによりこれらの取り組みを支援する： 
 
－ 発電所、精錬所および他の化石燃料消費型産業のような CO2 の定常的排出サイト 
－ CO2 の永久隔離にふさわしい地質学上の地層 
－ これらの種々の地質学的地形中の CO2 貯蔵能力評価 
 
米国とカナダの 7 ヵ所の個別領域を抽出している地域炭素隔離協力プログラムは、

化石燃料使用と隔離可能性の地理的な差異に対する対応のために 2003 年に DOE によ

って形成された。NETL によって資金提供されたこのプログラムは、米国の 40 州、カ

ナダの 4 州およびインディアン地区 3 ヵ所を含み、400 を越える政府機関、大学、お

よび民間の組織から構成されている。 
 
このアトラスは、固定型と対話型の両バージョンで発表されている。高い頻度でリ

ソースが更新される対話型バージョンは、NATCARB ウェブサイトに置かれている。

NATCARB プロジェクトは、NETL によって資金提供されており、カンザス大学地質

調査所によって維持されている。プロジェクトデータは、地域パートナーシップレベ

ルで地域的に維持され向上される。 
 
このアトラスの固定型バージョンは、視聴利用が可能で、現在、NETL ウェブサイ

トでダウンロード可能である。同一の情報が 2007 年 5 月に印刷媒体で利用可能にな

る。両バージョンは 2 年ごとに更新される。 
 

・NETL ウェブサイトから炭素隔離アトラスのダウンロード： 
http://www.netl.doe.gov/publications/carbon_seq/atlas/index.html 

・対話型炭素隔離アトラス(NATCARB)へのリンク： 
http://www.natcarb.org/ 

・地域炭素隔離協力(Regional Carbon Sequestration Partnership： 
http://www.fossil.energy.gov/programs/sequestration/partnerships/index.html) 
(出典：http://www.fossil.energy.gov/news/techlines/ 
2007/07016-Carbon_Sequestration_Atlas_Publish.html ) 
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【産業技術】ライフサイエンス ロボティクス  
 

ロボット装具で脳卒中の回復を補助（米国） 
軽量で腕に装着できる携帯型の神経ロボティクス装置 

 
This article originally appeared on the MIT News Office website. (March 20, 2007) 
Copyright(c): Deborah Halber、MIT News Office Correspondent 
 

マギー・フェルメンタルは 32 歳で脳卒中になり、右腕に

麻痺が残った。一年半受けた従来型の治療ではほとんど改善

の兆候が見られなかったため、彼女はマサチューセッツ工科

大学(MIT)の技術者達が開発した新しいタイプのロボティッ

ク治療を試すことにした。米国物理療法リハビリテーション

誌 12007 年 4 月号に掲載されたこの研究では、パイロット臨

床試験において、重度の脳卒中患者 5 人に対してフェルメン

タルの治療に使われたものと同型の装置が使用され、良好な

治療結果が得られている。 
 
マギー・フェルメンタルは脳卒中の生存患者で、臨床研究参加者(study 

participant)である。彼女はこの装置を 18 時間使用した後、再び肘を 

完全に動かすことができた。彼女は現在もその状態を維持している。（写真出所：Myomo, Inc.） 

 

フェルメンタルはこのリハビリ装置を 9 週間にわたり 18 回使用した。16 回目の使

用後、彼女は脳卒中後はじめて自分の肘を完全に曲げたり伸ばしたりすることができ

るようになった。かつて外科の看護師であったフェルメンタルは現在、ベス・イスラ

エル病院の脳卒中の教育看護師となっている。「自分の腕を再び自由に動かすことが

できるなんて夢のようでした」と彼女は話す。「料理や身支度、買い物、スイッチを

入れたり、キャビネットを開けたり―現在は再び自分の両腕で、以前よりも簡単に行

うことができます」 
 
 この装置は軽量の肘用装具であり、EMG(筋電

図)センサーを使用している。このセンサーは目

的とする動作に応じて患者の二頭筋か三頭筋

の表面に取り付けられる。携帯型の制御装置を

通じて患者の状態に応じた補助が行われる。

（写真出所：Myomo, Inc.） 

 
                                                  
1 “American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation” 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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この装置は、フェルメンタルの筋肉の電気的活動を感知し、動作が楽に行えるよう

に力の補助を行っただけでなく、彼女の脳も変化させた。 
 
 脳卒中後は脳細胞の破壊によって運動機能の喪失が起こる。忍耐の要る反復的な運

動療法を行うことで、他の神経がその喪失した機能をいくらか肩代わりすることがで

きる。MIT が開発したロボット装具のような装置は、人々が自身の神経の可塑性 2（経

験と訓練によって神経が再配線されるために脳の認知力が増大すること）を活用する

助けとなる。 
 

FDA(米国食品医薬品局)の認可を待っているこのロボット型治療装置は、MIT の臨

床研究センターとボストンにあるスパウルディング・リハビリ病院の脳卒中患者でテ

ストされた。研究者達によると、この結果から「筋群に『力の補助』を行うこの装置

の能力によって、運動回復の際の大脳可塑性の重要な要素であると考えられている、

脳の意図と実際の手足の動作のフィードバックループ 3 の完結を助けるかもしれない」

ことが示された。 
 

この研究によって、重度の障害が残っている患者の腕の機能は、この装具の使用後

に平均 23％の回復が見られたことと、脳卒中患者に典型的な腕の筋肉の緊張が著しく

緩和されたことが示された。 
 
 
費用対効果の高いリハビリ 

 
米国では脳卒中の生存患者が 570 万人を数えており、毎年新たに 70 万人が脳卒中患

者となっている。米国において脳卒中は身体障害の第一番目の要因となっている。神経

疾患に苦しむ患者の治療を目的とした医療装置の多くはここ数十年で根本的な変化が

なかった。あるいは、費用の高い、高リスクな脳内インプラント 4 が必要であった。 
 

このロボット治療装具は MIT のデシュパンド技術革新センター5 の 初の研究助成

金受給対象の一つであった。同センターは新しい初期段階の研究に資金提供を行い、

MIT の革新者が、商業化に取り組むために必要な資金を提供している。このロボット

型治療装置はデシュパンドセンターの 2002 年度と 2003 年度の研究助成金を受給した。 

                                                  
2 plasticity: できている神経回路網の配線を変化させること。 
 神経細胞の可塑性は、膜の性質、シナプス接合、神経伝達物質放出の機能的な変更を伴う。 
3 フィードバック制御を介する経路のこと。 
4 ブレイン・コンピューター・インターフェイス(BCI)のように、脳に流れる電気信号をコンピュータに

直接結び付けて、考えるだけで操作できることを目指した技術、試みが行われている。現在のところ

大脳の運動皮質などにコンピューターチップを埋め込むものなどがある。 
5 Deshpande Center for Technological Innovation 
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 「私達はこの装置を、人々の生活の質 6 に多大な影響を与える可能性を持った新規の

技術であると考えていた」と、デシュパンドセンターの学部長で化学工学学部教授のチ

ャールズ・クーニーは語る。「この研究により私達が正しかったことが証明された」 
 

携帯・着用可能で軽量なロボット装具を腕にはめる。筋電図（EMG: 筋肉細胞収縮

時の電気活動を感知する）で患者の電気的な筋肉活動を検知し、モーターにデータが

送信されることにより、脳卒中患者が麻痺の残る腕を制御することが可能になる。 
 
 作業療法士や理学療法士の監督下で使用すれば、患者が

基礎的な運動訓練（例：箱を持ち上げる、電気のスイッチ

に手を伸ばすなど）から、より複雑な作業（例：洗濯かご

を運んだり、麻痺がない方の腕で物を持ったまま電気のス

イッチを入れたり消したりするなど）に前進する助けとし

てこの装置を用いることができる。 
 

ある臨床研究参加者は、試行後に、麻痺していない方の手でコップ

を持ちながら、麻痺している方の手でライトのスイッチを入れたり消

したりすることができるようになったという報告がなされた。 

          （写真出所：Myomo, Inc.） 

 
 
 この研究の研究者ら（ハーバード大学医学部兼スパウルディング・リハビリ病院の

ドクターである J.ステイン、K.クレーブス、R.ヒューズ、及び MIT 卒業生の K.ナレ

ンドランと J.マックビーン）によると、たとえ一年前に脳卒中に襲われた人でもこの

装置を使うことで再び動かせるようになる可能性があるとのことである。 
 
「この装具は神経の障害で苦しんでいる人々が力を取り戻して回復し、自立を獲得す

ることを可能にしてくれるだろう」と、MIT 機械工学科の教授であり、同装置の開発

に携わった 初の研究チームを率いたウッディ・フラワーズは話す。「この関節装具

はユーザーが容易に制御できるし、コスト効率も良いようである。この装具によって

多くの患者達が自主独立型の治療ができるようになる可能性がある」 
 
 
 
 

                                                  
6 Quality of Life (QOL): 生命の質とも訳される。人間としてより充実した生活を送るために、生活を物

質的な面から量的にとらえるのではなく、生活の質や人生の質を重視しようとする考え方。狭義では、

患者の日常生活をいかに苦痛の少ないものにするかという意味で用いられる。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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動き方を再学習する 

 
2002 年～2003 年、フラワーズは当時まだ学生だったナレンドランとマックビーン

と共に、実用レベルの能動関節 7 装具の試作機を開発した。 初の試作装置では、脊

髄に何らかの損傷を負い麻痺が残っている患者が腕を動かすことを可能にした。2004
年にはナレンドランとマックビーンが MIT の 5 万ドルビジネスプランのコンペに勝利

した。彼らはそのすぐ後に、彼らが神経ロボティクス(NeuroRobotics)と称する医療技

術の新しい分野を発達させることを目的として、ボストンを拠点とした Myomo（「my 
own motion（私自身の動作）」の頭字語）という名の会社を設立した。 
 

「神経ロボティクスは、麻痺した筋肉と神経回路の制御の仕方を再学習する能力を

促進することによって、神経系の障害で苦しむ人達が再び身体を動かせるように、非

侵襲的 8 な形で補助してくれる」とナレンドランは話す。 
 
 「患者の筋肉を刺激したり動かしたりする他の装置とは異なり、神経ロボティクス

は患者の身体に実際に適応した、軽量で着用可能な装置の中に組み込まれており、動

作の開始や制御を行うために患者自身の筋肉の電気活動信号を用いている」とマック

ビーンは説明する。 
 

「もしこの装置がなければ、私達がテストした大部分の患者達は思うような動作が

全く行えず、患者が訓練を通して動作能力を向上させることの現実的な方法はなかっ

ただろう」とステインは話す。「この装置の『力を補助する』機能でユーザーの意図し

た動作を可能にすることにより、ユーザーは訓練によって動作能力を向上させること

ができる。このようにこの装置は、訓練を通して動作能力を向上させ、人間の脳生来

の能力を促進させる働きをする」 
 
出典：http://web.mit.edu/newsoffice/2007/brace.html 

(All rights reserved. Used with Permission.) 
 

翻訳：NEDO 情報・システム部 

                                                  
7 アクチュエーターによって駆動される関節。 
8 組織を傷つけたり身体を痛めたりしない手法、処置のこと。 
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【産業技術】Ｉ Ｔ 

 

検索エンジンの独自開発に着手（ドイツ） 

 
検索エンジンは、グーグル、ヤフー、マイクロソフトの米国企業 3 社が世界市場の

約 90％を占め、特にグーグルの寡占化傾向が近年、強まっている。そのグーグルが 2004
年、米国にあるすべての図書館が所有する数百万冊に及ぶ書籍をすべて電子化する計

画を発表した時、欧州内では英語以外の文献が英語の文献の影に埋もれてしまうので

はないかという危機感が広がった。その中でも特にフランスの危機感が強く、これを

契機にフランスのイニシアティブにドイツが協力する形で、欧州において写真、画像、

動画、音楽などを含めたマルチメディア型の新しい検索エンジンを産学提携の形で共

同開発するプロジェクトが開始されることになった。 
 

プロジェクトはクエロ（Quaero：ラテン語で「探す」の意）と命名され、仏シラク

大統領と独シュレーダー首相（当時）は 2005 年 4 月、2006 年から 5 ヵ年計画で同プ

ロジェクトを開始することを発表した。同プロジェクトには、独仏両国から全体で 4
億ユーロが拠出され、ドイツ側からは 2 億 4,000 万ユーロの資金が提供された。プロ

ジェクトには、ドイツ側からドイツ・メディア企業の 大手であるベルテルスマン社

の子会社エムポリス社を中心に、ジーメンス社、SAP 社、カールスルーへ大学、アー

ヘン大学などが参加することになった。 
 

しかしながら、プロジェクト開始当初から参加予定であったドイツ・テレコムが離

脱するほか、ドイツ側の準備が進まないうちにフランス側が独自開発した検索エンジ

ン Exalead を発表するなど、プロジェクトは混乱した。ドイツ側は 2006 年 12 月、

Quaero プロジェクトから離れ、独自にテセウス（Theseus：ギリシア神話の伝説的な

アテナイの王）プロジェクトを開始すると発表した。 
 

次世代型検索エンジンの開発において独仏の協力がうまくいかなかった背景のひと

つに、両国の間でコンセプトの違いがあったと見られている。フランス側がグーグル

と同様、他のサイトでの参照頻度の多いものから上位に並べるインデックス技術でグ

ーグルに対抗しようとしたのに対し、ドイツ側は検索結果をよりユーザーの意図に近

づけるために、検索エンジンがセマンティック（意味論的）な分析を行うことを求め

ていた。この場合、検索エンジンに入力されたキーワードのコンテクストとサイト内

の内容の意味を認識する機能が要求される。 
 

さらに Quaero プロジェクトでは、政府の補助が直接製品開発を目的としたプロジ

ェクトに給付されるため、EU の補助規定に違反する可能性があり、その点でドイツ

側が難色を示したとも見られる。実際、ドイツの Theseus プロジェクトは直接の製品

< 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999号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/999/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.999,  2007.4.25 

84  

開発を目的としない基礎研究という名目で実施される。 
 

現状のような検索エンジン企業の寡占化は、検索結果が特定の集団に有利になるよ

うに操作される危険があることから、ドイツでは、オープンで、分散化された検索エ

ンジンの開発、促進を目指すグループが誕生している。その中心的な存在は、デジタ

ル化された音声を圧縮する音声ファイルフォーマットである MP3 の発明者の一人で

あるカールハインツ・ブランデンブルク博士らが共同で設立した非営利団体 SuMa-eV
（検索エンジン技術と自由な知識へのアクセスを促進する公益協会）である。同協会

の支援を得て、すでに metager2 やその進化型検索エンジンである M4 などが誕生し

ている。いずれも、現在 19 歳のマルクス・フランツ氏によって開発されたもので、入

力されたキーワードをグーグルなど大手の検索エンジンや国内の小型検索エンジン 1

に送信し、その結果に意味論的分析を加えて、独自の順序で表示するメタ検索エンジ

ンである。特に M4 は、写真、画像、動画、音楽などのマルチメディアに対応する次

世代型検索エンジンのプロトタイプで、現在特定の人だけを対象に試験的に利用され

ている。それに対し、metager2 はすでに www.metager2.de で一般に利用できるよう

になっている。 
 

ただこれら新規開発された検索エンジンの悩みは、グーグルやヤフーなど大手の検

索エンジンと異なり、サーバーの容量に限界があり、ユーザーの受入れに限界がある

ことである。今後、一般利用をいかに安定させ、サーバーなどのインフラをいかに拡

張させていくかが課題となっている。 
 

なお、開発者のマルクス・フランツ氏は現在大学入学資格を取得するための勉強を

している高校生で、ドイツ政府の青少年による研究の促進プログラムから育ってきた。

同氏の開発している検索エンジンは、ドイツ政府がこれからはじめる Theseus プロジ

ェクトで開発する次世代型検索エンジンの構想にかなっており、このほうが政府の支

援するプロジェクトより先行していると見られている。 
 
参考資料  
・ハンデルスブラット紙 2006 年 11 月 16 日付け 
  Schüler punktet gegen Google 
・Quaero ist geplatzt 
  www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,455558,00.html 
・IP-Gipfel: Quaero heißt jetzt Theseus 
  www.heise.de/newsticke/meldung/82708.html 
・Auch ein Miliadär isst, schläft und arbeitet 
  www.netzzeitung.de/internet/460003.html 

                                                  
1 正確な数字は把握されていないが、現在ドイツには分野別に専門化された 50 から 100 の検索エンジン

があると見られる 
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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(04/06/07-04/19/07) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
3 月／ 
20：ポリテクニックス大、使用後にグリーンエネルギーに変換できるバイオプラを開発 

ニューヨーク州のポリテクニックス大学が、使用後にバイオディーゼルへと変換することが可能な
特殊プラスチックを植物油から製造する技術を開発。同大学の全米科学財団高分子バイオ触媒・バ
イオ処理センター（CBBM）は、遺伝子合成を専門とする DNA 2.0 社と提携して、バイオプラスチ
ックの合成酵素と、バイオディーゼルへの分解酵素を開発中。バイオプラスチックは典型的ポリエ
チレンよりも強靭で耐久性に優れているほか、使用後に簡易容器の中で安全に液体燃料に分解可能。
国防省の防衛先端研究計画局（DARPA）は、同技術の進歩と商業化を目的として、CBBM の研究
チームに 234 万ドルのグラントを授与。軍隊が現場での軍事行動に従事する際に出す大量の梱包廃
棄物を、使用後に燃料へ変換できれば、廃棄物のみならず、前線に配達する燃料をも削減できるた
め。同研究の次の段階では、バイオプラスチックの製造と、バイオディーゼルへの変換につき効率
的。廉価なプロセスを開発予定。 (Polytechnic University News) 

 
23：デラウェア大エネルギー変換研究所、フレキシブル太陽電池を製造する新技術を開発 

デラウェア大学エネルギー変換研究所（IEC）が、フレキシブル太陽電池を製造する新システムを
開発したと発表。同システムは、ロールツーロール方式の反応装置を使用し、新聞印刷用紙がプレ
ス機を通過していくように、太陽電池を長いシートから効率的に製造。一定時間内の大量製造が可
能で、生産コストが低減。IEC は現在、ポリマーウェブを CIGS（銅-インジウム-ガリウム-セレン
の化合物薄膜）で被覆し、10 インチ幅･50 フィート長の太陽電池シートを製造。ポリマーウェブを
太陽電池モジュールに加工する段階は他組織と協力。CIGS 太陽電池はシリコン太陽電池に匹敵す
るエネルギー変換率の達成や異なる表面への整合が可能で、ビル屋根や飛行船・気球に魅力的。
(University of Delaware Daily)  

 
28：エネルギー省、エネルギー関係基礎研究の支援で、4 大学に EPSCoR グラントを授与 

エネルギー省（DOE）が、ナノ材料からバイオ燃料までという幅広い分野の基礎研究支援に関し、
ニューハンプシャー州、メイン州、デラウェア州及びケンタッキー州の大学に総額 750 万ドルのグ
ラントを授与する旨発表。今回のグラントは、歴史的に連邦政府研究開発費の獲得額が少ない州に
ある大学のエネルギー関連研究実施能力を向上させることが狙い。予算は EPSCoR（Experimental 
Program to Stimulate Competitive Research）から拠出。各選定プロジェクトには 3 年間で総額
150 万～200 万ドルが給付され、州政府側には DOE グラントの 低 50%をマッチングとして拠出
することが義務づけ。今回選定された大学とプロジェクトは、ニューハンプシャー大学（制御熱核
融合および太陽の乱流・加熱問題に応用する理論的コンピューターシミュレーションモデルの開発
センターの設置）、ケンタッキー大学研究財団（エネルギー変換のためのナノ材料やナノ・アーキテ
クチャの開発）、メイン大学（メイン州の森林から出るバイオマスを燃料や有益な化学製品に変換す
る方法を開発する木質バイオ製品研究）、デラウェア大学（スピントロニクス・バイオ探知センター
の設置）（DOE News Release） 

 
4 月／ 
3：エネルギー省、フロリダ州のクリーンコール発電所建設で共同研究開発協定に署名 

エネルギー省（DOE）は、フロリダ州オーランドの近郊に 285MW 級の先進石炭火力発電所を建設
するプロジェクトに関し、サザンパワー社と共同研究開発協定（CRADA）との署名を発表。DOE
は、クリーンコール発電イニシアティブ（CCPI）の下で、プロジェクト総コスト（5.69 億ドル）
の 41%に当たる 2.35 億ドルを出資。サザン・パワー社の他、オーランド公益事業委員会とケロッ
グ・ブラウン&ルート社も参加。同発電所は、石炭火力として世界で もクリーンで効率的な発電
所の一つとなる予定。トランスポートガス化炉技術（低グレード石炭や水分の多い石炭をコスト効
果的に使用する技術）等、CCPI プログラムの下で開発されたガス化複合発電（IGCC）技術や 先
端排出抑制技術を実証予定。同プロジェクトは、CCPI 第 2 フェーズで承認された 3 プロジェクト
の一つ。（DOE News Release） 

 
12：エネルギー省、水素貯蔵研究に 820 万ドルの投資を発表 

Samuel Bodman エネルギー長官が 4 月 12 日、水素燃料イニシアティブの一環として、水素貯蔵
研究プロジェクトに今後 4 年間で 820 万ドルのグラントを提供する計画を発表。ブッシュ大統領の
先進エネルギー・イニシアティブを支援するもの。今回選定されたのは、燃料電池自動車用の水素
貯蔵システムを可能にする高容量材料開発プロジェクト 4 件と、材料安全性プロジェクト 2 件。具
体的には、アルゴンヌ国立研究所（イリノイ州、貯蔵研究 188 万ドル）、マイアミ大（オハイオ州、
貯蔵研究 144 万ドル）、ハワイ大学（ハワイ州、貯蔵研究 81 万ドル）、ユナイテッド・テクノロジ
ーズ・リサーチ・センター（コネティカット州、貯蔵研究 101 万ドル及び材料安全性研究 107 万ド

< 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999号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/999/
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ル）、サンディア国立研究所（カリフォルニア州、材料安全性研究 200 万ドル）。（DOE News 
Release） 

 
 
 
Ⅱ 環境関連 
4 月／ 
2：環境保護庁は温室効果ガス規制の権限を有するという判定を下した米国連邦最高裁判所 

マサチューセッツ州を始めとする申立人が環境保護庁（EPA）を相手どって起こした訴訟において、
米国連邦 高裁判所は 4 月 2 日、5 対 4 の僅差で原告側を支持し、EPA は二酸化炭素（CO2）他の
温室効果ガス（GHG）の規制権限を有するという判決を下した。同訴訟は、自動車から放出される
GHG 排出の制限を求める請願を EPA が 2003 年に拒絶したことが発端。EPA は、GHG はクリーン
エア法の定める「大気汚染物質」にはあたらず、これを規制する権限がないと主張していた。 高
裁判所は、(1)GHG はクリーンエア法の定める汚染物質であり、EPA はこれを規制する権限を有す
る；(2)EPA が GHG を規制しないという判定を下すことが出来るのは、GHG が気候変動の一因で
はないことを究明した場合、または、GHG が原因であるか否かを判断できない理由を、筋を通して
説明した場合に限られる、と原告を支持。 高裁判定は、連邦政府に GHG 規制を義務づけるもの
ではないが、クリーンエア法に基づく GHG 排出規制への道を開くものであり、また、CO2 の上限
設定で議会に新たな圧力をかけるものと期待。（Greenwire; Environmental Defense Article (4/3)） 

 
5：カナダ政府、サスカチュワン州の排出削減プロジェクト支援を発表 

カナダの John Baird 環境相とサスカチュワン州の John Nilson 環境局長は 4 月 5 日、州・地方政
府による温室効果ガスや大気汚染物質の排出削減プロジェクトを支援する為にカナダ連邦政府が設
定した 15 億カナダドルの信託基金の一環として、サスカチュワン州のプロジェクトに約 4,400 万カ
ナダドルを拠出する旨発表。プロジェクトの候補例は、二酸化炭素排出ほぼゼロの発電所、エネル
ギー効率改善・省エネ施策の実施、再生可能エネルギー源・代替エネルギー源の開発と利用、国際
二酸化炭素回収試験センターにおける炭素の回収・隔離努力など。カナダ連邦政府は、環境保護と
グリーン経済における「リーダーとしてサスカチュワン州を躍進させる」ことを目指す。同州の長
期的目標は、所要エネルギーの 3 分の 1 を再生可能エネルギー源で賄うこと。(Environment Canada 
News Release)  

 
9：ドリス・デューク慈善財団、気候調和型技術を普及促進する気候変動イニシアティブ発表 

ニューヨークを本拠とするドリス・デューク慈善財団が 4 月 9 日、地球温暖化の研究に資金提供す
る大規模な新イニシアティブを発表。同イニシアティブは、技術面の基礎研究よりも、炭素排出を
削減する実践的アプローチに重点。既存の気候調和型技術の普及、及び、エネルギー効率改善技術
やクリーンエネルギー大量生産技術の開発を加速させる気候変動政策の策定を支援するため、全米
の非営利機関・学究機関・研究施設に 5 ヵ年で総額 1 億ドルのグラントを分配する意向。同財団の
「気候変動イニシアティブ」は、(1)既存のクリーンエネルギー技術の迅速な普及を助長し、新たな
技術ブレークスルーの開発を促進する努力に、同イニシアティブ予算の約 3 分の 2 を投入；(2)CO2
の適正価格設定方針を策定するための分析活動を支援；(3)地方自治体レベルで気候変動に適応する
活動を支援、の 3 つの柱から成る。(Doris Duke Charitable Foundation Press Release) 

 
 
 
Ⅲ 議会・その他産業技術関連 
3 月／ 
29：デューク大、米国ではエンジニアは不足していないと報告 

デューク大学工業学校の新報告書『先入観の看破：中国とインドのより深い考察』では、米国には
エンジニア不足は存在せず、中国・インドのエンジニア輩出数に対抗して米国内エンジニア専攻卒
業生を増やせば、むしろ失業と給与レベルの崩壊を招くと指摘。デューク大調査によると、エンジ
ニア不足に悩まされているのは米国よりむしろインド・中国。米国企業がエンジニアリング業務を
中国・インドに移しているのは、米国のエンジニアが少数・劣質なためではなく、経済・競争面で
の有利さを考えて研究開発業務を高成長市場の近くに設置しているため。他の主な所見は、「米国の
競争力問題への対策は、教育制度改善よりも、グローバルゼーションの利益を活かしつつ、政府・
業界が米国産業強化方法を確認することのほうが有益」、「中国・インドにおいては米国よりエンジ
ニアの定義が幅広い」、「企業インタビューによれば、中国の大学の内、安心して卒業生を雇える大
学は僅か 10～15%で、他大学の教育の質は低く 2006 年の中国人エンジニア専攻卒業生の 60%が未
就職」、「インドも、エンジニアリング教育機関の質で同様の問題を抱えるが、殆どの大学のトップ
クラス卒業生ならば雇用可能」など。（Manufacturing and Technology News） 

 
4 月／ 
16：連邦政府からのグラントで、ナノテク研究センターの新設に着手するロチェスター大学 

Louise Slaughter 下院議員（民主、ニューヨーク州）と Joel Seligman ロチェスター大学学長が 4
月 16 日、同大学に数百万ドルのナノテクノロジー研究センターを新設するナノシステムズ・イニ
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シアティブの初年度予算として、連邦政府から 180 万ドルのグラントを確保したと発表。同イニシ
アティブでは、ロチェスター大が顕著な強さを誇る、燃料電池とバイオセンサーの開発に焦点。同
大学は、ウィルモット・ビルディングと Robert B. Goergen 生物医学エンジニアリング・光学ホー
ルに隣接する光学研究所（アネックス）ビルディングを刷新・整備する予定。（NanotechWire.com） 

 
16：一般市民のコメントを求める、商務省のイノベーション諮問委員会 

Carlos M. Gutierrez 商務長官は 4 月 16 日、米国経済におけるイノベーションを測定する方法につ
いて、商務省が一般から意見を求めることを発表。得られる意見は、Gutierrez 長官が設置した 21
世紀のイノベーションを測定する諮問委員会の提言作成作業に活用。同諮問委員会は、イノベーシ
ョンとそれが米国経済に与える影響を測定する方法について商務長官に提言を行うことを目的とし
て設置した創設された委員会。（Department of Commerce News Release） 
 

 
 
 
Ⅳ 議会・その他 
3 月／ 
28：上院外交委、エネルギー問題での国際協力強化を目的とする法案を可決 

上院外交委は 3 月 28 日、エネルギー問題に関する国際協力強化を目的とする「2007 年エネルギー
外交及び安全保障法案（上院第 193 号議案）」を発声投票で可決。今年 1 月 4 日に Richard Lugar
上院議員（共和、インディアナ州）が Joe Biden 上院議員（民主、デラウェア州）らと共同提案。
主要条項は、国務長官室に国際エネルギー問題調整官職の新設：国際エネルギー問題に関する政策
指針の策定；国務長官・エネルギー長官の協力による他諸国との戦略エネルギーパートナーシップ
の構築・拡大；国際エネルギー危機対応メカニズムの強化など。（E&E PM News; Energy 
Diplomacy and Security Act of 2007） 

 
4 月／ 
4：夏時間の開始繰上げ： 省エネ効果はなく、ガソリン消費が増大 

省エネ効果を期待して「2005 年包括エネルギー政策法」に盛り込まれた、夏時間の 1 ヵ月延長が
今年から実施され、米国では 3 月の第 2 日曜日（2007 年 3 月 11 日）から夏時間に入った。電力会
社の初期報告によると、夏時間の 3 週間早い開始は米国のエネルギー節減に殆ど何の影響も与えな
かったという。家庭における夜間照明の利用が僅かに減ったことで、電力消費量が幾分減少した可
能性はあるものの、照明は家庭電力消費量の約 10%でしかないため、測定できるほどの効果は見ら
れず。また、早朝の照明利用による電力消費量の微増が、夜間に達成した僅かなエネルギー節減を
相殺とも。一方、エネルギー省（DOE）では、夏時間開始の 3 週間繰上げが、記録的なガソリン消
費に繋がったと報告。DOE によると、2007 年 3 月 11 日以降 3 週間の一日の平均ガソリン需要は
昨年の同時期に比べて 2.8%増大。『春の繰上げ：毎年恒例の夏時間の狂気』の著者である Michael 
Downing 氏は、夏時間によって、国民は夕方のまだ明るい時間帯にゴルフ場や公園やショッピング
モールへと走るわけだが、米国人がそういう場所に徒歩で行かないことは明白であると指摘
（Greenwire; Greenwire (4/4, 4/6)） 

< 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999号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/999/
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