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【再生可能エネルギー】風力エネルギー IEA 
 

IEA が 2009 年風力エネルギー年次報告書を発表（世界） 
 
1.0 前書き 
 2009 年、世界の風力発電新規設置容量は約 32%増加し（参考文献 1）、風力発電に

よる出力量はオーストラリアとアイルランドの電力消費量を賄うのに十分な量だった。

世界の風力発電総設備容量の 70%は、国際エネルギー機関（International Energy 
Agency：IEA）風力発電加盟諸国（Wind member countries）により稼動され、同諸

国では新たに 20.3GW が増設された。111GW を超える発電能力を持つ風力発電は、同

諸国による本報告書の総需要電力量の 2.5%を満たしている（表 1、参考文献 2、3）。 
 2009 年 IEA 風力エネルギー年次報告書では、IEA 風力発電加盟諸国が、風力エネ

ルギー（施設）の設置をどのように進めたのか、風力エネルギー開発からどのように

恩恵を受けているのか、そして世界のエネルギー供給に対する風力エネルギーのシェ

ア拡大のため、どのように戦略を考案し、研究を行っているのか報告している。本エ

グゼクティブサマリーは、各国のチャプターで提示された情報と、共通利益のため参

加国により行われた IEA 風力エネルギー研究課題の報告書で提示された情報をまとめ、

総合的に扱っている。2009 年を理解する上での背景として、IEA 風力エネルギー文書

（参照文献 4、5）でも報告されているように、過去 14 年間のデータも含まれている。

電力全体に占める風力発電量のシェアは景気低迷の現在でも増加の一途である。 
 

 
 
2.0 国家目標と進展 
 IEA 風力発電加盟諸国の政府と産業界は、概して再生可能エネルギー、とりわけ風

力エネルギーと太陽エネルギーが電力産業全体の二酸化炭素、電力コストおよび輸入

燃料への依存度の低減に役立つと認めている。各国は再生可能エネルギーの国家目標

を設定し、これらの目標達成に向けた奨励プログラムを策定した。2009 年、一部の国々

表 1 IEA 風力発電加盟諸国の基本統計（2008 年、2009 年）* 

 2008 年 2009 年

総設備容量 91.771 GW 111.508 GW

洋上風力発電の総設備容量 1.323 GW 2.041 GW

総新規設置容量 17.000 GW 20.385 GW

年間新規設置容量（対前年比） 23 % 22 %

風力発電による年間総出力 194 TWh 207 TWh

需要電力量に対する風力発電のシェア 2.3 % 2.5 %

*ギリシャと英国の数値は、GWEC（参照 1）と IEA（参照 3）による 
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は需要電力量に対する再生可能エネルギーのシェア目標を達成し、より高い目標の提

案、または導入を促されることとなった。 
 
2.1 国家目標 
 再生可能エネルギーリソースの促進のための指令を含む、欧州連合（European 
Union：EU）の気候変動エネルギー政策パッケージ注1（再生可能エネルギー指令、2008
年 12 月）は、多くの国々に対し国家方針を策定するよう奨励している。同目標は 2020
年までに、欧州のエネルギーミックスに占める再生可能エネルギーのシェアを 20%に

引き上げるというものであり、これは、欧州の再生可能リソースに由来する電力の 35%
に相当する。再生可能リソース由来の電力の 3 分の 1 以上が、風力によるものである。

前述の EU 再生可能エネルギー目標は法的拘束力を持ち、加盟国 27 ヵ国間の平均目標

はそれぞれ 20%となった。各 EU 加盟諸国は、国別目標を達成するために必要な「適

切な施策」の概要を、国別再生可能エネルギー行動計画（National Renewable Energy 
Action Plan：NREAP）で説明し、2010 年 6 月 30 日までに欧州委員会（European 
Commission：EC）に提出する予定である。 
 EU 域外でも、他の IEA 風力発電加盟諸国が意欲的な風力エネルギー目標に向け取

り組んでいる。オーストラリアでは 2009 年 8 月、拡充された再生可能エネルギー目

標（Renewable Energy Target：RET）スキームが採択された。同スキームは 2020
年には、45,000GWh、またはオーストラリア全体の電力量の 20%を再生可能エネルギ

ーにより賄うことを義務付けている。この目標は、2001 年に導入された前回の目標値

の 4 倍である。一方、カナダは国家的な風力エネルギー展開目標を策定していないが、

同国の産業界は、2025 年までにカナダの需要電力量の 20%、または設備容量

55,000MW を風力エネルギーにより供給するという戦略的ビジョンを追求している。

日本は 2010 年までに、風力エネルギーにより 3,000MW を供給することを国家目標に

している。韓国の目標は、第 3 次国家エネルギー計画 2030 で規定されているように、

2030 年までに風力エネルギーによる電力量を 7.3GW まで引き上げることである。メ

キシコの再生可能エネルギー計画のための特別プログラムは、2012 年末までに、

2,500MW 弱を再生可能エネルギー由来電力で供給することである。米国は従来の水力

発電を除き、2012 年までに、再生可能リソースによる発電量を倍増させることを目標

に掲げている。（風力エネルギーに関しては）2008 年の報告書によれば、2030 年まで

に米国の電力量の 20%を風力エネルギーにより供給するというシナリオが実現可能で

あり、経済的および環境的に大きな利益をもたらすことが分かっている。 
 一部の国々は、洋上発電施設の設置のための特定目標を策定している。例えばオラ

ンダは、2020 年までに、6,000MW を洋上風力発電により供給することを目標として

いる。 
 
 
                                                  
注1 Climate and energy package（the RE Directive、December 2008） 
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2.2 進展 
 IEA 風力発電加盟諸国の総設備容量は、1995 年の 5GW 以下から、2009 年の 111GW
以上へと拡大した（図 1）。2009 年の加盟諸国の新規設置容量は 20GW 以上で、2010
年以降はこれを超える容量が設置予定である。14 ヵ国で 100MW 以上が新たに設置さ

表 2 世界各国の設備容量（2009 年*） 

IEA 風力発電加盟諸国 他国* 

国 MW 国 MW

米国 35,086 中国 25,104

ドイツ 25,777 インド 10,926

スペイン 19,149 フランス 4,492

イタリア 4,850 トルコ 801

英国 4,051 ポーランド 725

ポルトガル 3,616 ブラジル 606

デンマーク 3,480 ベルギー 563

カナダ 3,319 ニュージーランド 497

オランダ 2,216 台湾 436

日本 2,056 エジプト 430

オーストラリア 1,712 モロッコ 253

スウェーデン 1,448 チリ 168

アイルランド 1,264 コスタリカ 123

ギリシャ 1,087 イラン 91

オーストリア 995 チュニジア 54

ノルウェー 431 ニカラグア 40

メキシコ 415 カリブ諸島 35

韓国 392 フィリピン 33

フィンランド 147 アルゼンチン 31

スイス 18 ジャマイカ 23

合計 111,531 コロンビア 20

 ウルグアイ 20

 その他 1,675

  合計 47,146

  

 総計 158,677

 *数値は GWEC による（参照 1） 
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れ、米国（10.010GW）、スペイン（2.459GW）、ドイツ（1.880GW）、イタリア（1.114GW）

および英国（1.077GW）の 5 ヵ国では 1GW 以上が設置された（表 3）。オーストラリ

ア、カナダ、デンマーク、メキシコ、ポルトガルおよびスウェーデンでは、300MW 以

上が新たに設置された。景気低迷をよそに記録的伸びを見せたのは、カナダ、イタリ

ア、韓国、メキシコ、ポルトガル、スウェーデンおよび米国だった。一方、オースト

リア、フィンランド、オランダ、ノルウェーおよびスイスなどの他国では、政策の不

透明さや競合エネルギー価格が非常に低いことが理由となり、予想以下の伸びだった。

各国の増加率も大きく異なっていた（表 4）。メキシコでは（対前年比で）387%が新

たに設置され、目覚ましい拡大を見せており、さらに 3.5GW のプロジェクトが計画中、

または建設中である。7 ヵ国の設備容量は 30%、またはそれ以上の伸びを見せた。 

 
 EU では風力発電施設の設置が、新たな発電施設の設置の 39%を占め、その他の発

電技術よりも増加した。現在、EU 全体の総設備容量の 9%が風力エネルギーによるも

のである。2009 年末までに設置された風力発電の総設備容量により、163TWh を発電

する計画である。つまり、平均的な風の強さの年（Average wind year）には EU の需

要電力量の 4.8%を作り出すことになる。同年、米国の風力発電は、新規設置容量全体

の 40%を占めていた。 
 オーストリアを除いた各国の風力発電による設備容量は、米国の 35,086MW から、

スイスの約 18MW と増加した（表 3）。現状の傾向としては、風力タービンの交換、

すなわち、古くより小型のタービンと、電力生産の最新技術の象徴である、より少数

発
電
量
（TW

h

）

設
備
容
量
（G

W

） 

図 1 IEA 風力発電加盟諸国報告の総設備容量、新規設置容量、年間発電量 

（1995 年～2009 年） 

総設備容量（GW） 
新規設置容量（GW） 
年間発電量（TWh） 
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の大型タービンとの交換が増加している。2009 年デンマークでは、159 基のタービン

が撤去、162 基が新設され、新規設置容量は合計で 319MW だった。オランダは 106
基（設備容量 34.8MW）を撤去し、設備容量 101.4MW のタービンを新設した。 
 2009 年の年間国内需要電力量は、報告のあった 19 ヵ国のうち、12 ヵ国で減少した。

全体で、電力全体に占める風力発電量のシェアは増加し、新記録が達成された。アイ

ルランドではウィンドファームによる出力量が、時に、同国の需要電力量の 45%を満

たしたが、同国の送電システムオペレーターである EirGrid 社からは送電システムの

問題は報告されなかった。2009 年ポルトガルの電力系統へ、風力発電による大量の電

力が送電された。すなわち、同電力系統で 70%の瞬間出力が記録されたが、運営上の

問題は報告されなかった。スペインの風力発電は、（風力発電に）最も適した日に総需

要電力量の 43%を供給し、歴史的最高値を記録した。 
 デンマークの需要電力量に対する風力エネルギーのシェアは、前年に続き 19%が維

持された。しかし、風指標（Wind index）は平年と同じく 88%で、設備容量は需要電

力量の 22%を満たした。 
 2009 年、洋上ウィンドファームの設備容量は 610MW 増加した。要するに、IEA 風

力発電加盟諸国で 42%以上が新設された。ドイツは初めて洋上ウィンドファーム・プ

ロジェクトを設置し、この種のウィンドファームが既に設置されているデンマーク、

フィンランド、アイルランド、日本、オランダ、スウェーデンおよび英国に加わった。

EU 全体では 2009 年末時点で、洋上ウィンドファームの設置が、風力発電設備容量の

2.8%近くに相当した。日本では、国内初となる沖合 40 メートルの洋上ウィンドプラ

ントが建設中だった。 
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表 3 IEA 風力発電加盟諸国の国家統計（2009 年） 

国 総設備容

量 

（MW） 

洋上設

備容量

（MW） 

新規設

置容量

（MW）

タービ

ン数

新タービ

ンの平均

設備容量

（kW）

風力発電

量

(TWh/年)

需要電力

量 

(TWh/年) 

電力全体

に対する

風力発電

のシェア

* 

オーストラ

リア 

1,712 0 406 984 2,000 4.28 267.0 1.6%

オーストリ

ア 

995 0 0 618 2,000 2.10 70.7 3.0%

カナダ 3,319 0 950 2,130 2,000 9.98 549.9 1.8%

デンマーク 3,480 665 319 5,108 2,200 6.72 34.8 19.3%

フィンラン

ド 

147 24 4 118 2,000 0.28 80.8 0.3%

ドイツ 25,777 72 1,880 21,164 2,013 37.50 582.5 6.5%

ギリシャ 1,109 0 116 1,270 1,339 2.55 57.0 4.4%

アイルラン

ド 

1,264 25 237 939 2,230 2.96 27.4 10.5%

イタリア 4,850 0 1,114 4,237 1,715 6.50 316.8 2.1%

日本 2,056 11 176 1,609 1,680 3.14 846.1 0.4%

韓国 392 0 88 152 1,579 0.68 446.1 0.2%

メキシコ 415 0 330 366 1,136 0.50 204.0 0.2%

オランダ 2,216 228 67 1,978 1,982 4.59 114.0 4.0%

ノルウェー 431 0 2 200 2,310 0.98 121.5 0.8%

ポルトガル 3,616 0 797 1,976 1,900 7.49 49.9 15.0%

スペイン 19,149 0 2,459 18,400 1,854 36.19 251.5 14.4%

スウェーデ

ン 

1,448 133 363 1,359 1,830 2.52 144.0 1.8%

スイス 18 0 4 30 2,000 0.02 58.7 0.04%

英国* 4,051 883 1,077 2,490 2,060 6.96 406.0 1.7%

米国 35,086 0 10,010 33,000 1,750 70.76 3,741.0 1.9%

合計 111,531 2,041 20,399 98,128 1,994 206.70 8,369.7 2.5%

*電力全体に対する風力発電のシェア（%）=（風力発電量/ 需要電力量）× 100 

太字斜体＝推定値 

*数値は GWEC による（参照 1） 
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表 4 IEA 風力発電加盟諸国の風力発電新規設置容量 

国 2009 年の新規設置

容量（MW） 

増加率（%） 

米国 10,010 39

スペイン 2,459 15

ドイツ 1,880 8

イタリア 1,114 30

英国* 1,077 32

カナダ 950 40

ポルトガル 797 28

オーストラリア 406 31

スウェーデン 363 49

メキシコ 330 387

デンマーク 319 10

アイルランド 237 24

日本 176 9

ギリシャ 116 12

韓国 88 37

オランダ 67 3

フィンランド 4 3

スイス 4 29

ノルウェー 2 0

オーストリア 0 0

太字斜体＝推定値 

*数値は GWEC による（参照 1） 

 
 
2.3 国家奨励プログラム 
 すべての加盟諸国では、風力エネルギーに適用される、再生可能エネルギー開発の

促進を目的として計画された行政構造を採用している（表 5）。スペインでは、強化さ

れた固定価格買取制度（Enhanced feed-in tariffs）が排他的に導入されており、風力

エネルギー開発の促進において大成功を収めている。固定価格買取制度は、風力開発

促進のため、19 の IEA 風力発電加盟諸国のうち、13 ヵ国で採用され、さらに一部の

国々（フィンランド、日本、英国、米国）でもこのアプローチが検討されている。関

税の仕組みと同様に、グリーン電力スキーム（Green electricity schemes）において

も、消費者は、しばしば特別価格で、風力発電電力を購入することができる。こうし
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たスキームは 2009 年、8 ヵ国により採用されていた。また、IEA 風力発電加盟諸国で

好評なのは、公益事業者に、電力の一部を、再生可能エネルギー由来の電力で供給す

るよう義務付けているプログラムである。9 ヵ国がこの公益事業者に対する義務付け

を採用している。 
 2009 年、いくつかの新しい奨励プログラムが採用、または発表された。オーストラ

リアのサウス・オーストラリア州では、2010 年から給与税の払戻し（payroll tax 
rebate）が開始予定である。これにより、30MW 以上の設備容量を持つ再生可能エネ

ルギープロジェクトの開発業者は、建設中に生じた給与税の払戻しを受けることがで

きる。またオーストラリアでは、風力発電と淡水化プラントの建設を推進するプログ

ラム間で、ユニークなリンクを採用している。委託または提案されている淡水化プラ

ントは、使用電力を風力発電により埋め合わせしなければならず、これによりウィン

ドファーム開発からの確実な収入がもたらされる。ドイツでは 2009 年、2008 年に可

決された風力タービンの交換促進を含む奨励プログラムが発行された。メキシコでは

2008 年 11 月に再生可能エネルギー使用およびエネルギー移行の金融法（The Law for 
Renewable Energy Use and Financing of Energy Transition）が制定され、風力発電

関連の活動が急増している。これにより所得税優遇措置が実施され、テワンテペク地

峡の風力エネルギープロジェクトの全長 300 キロメートル、容量 2,000MW、電圧 400
キロボルトを持った送電線が敷設される。ノルウェー政府は、風力エネルギー分野へ

の新投資に弾みを付けると予想される、グリーン電力共同市場開設のため、スウェー

デン政府と提携した。同市場は 2012 年開設予定である。 
 日本政府は耐久性のあるタービンへの投資促進のため、激しい風または落雷に耐え

るよう設計された 1-S クラスのタービンと、これら両方に耐えるよう設計された 2-S
クラスのタービン向けに、通常のタービンよりも高い助成率を設定している。 
 海岸線を持つ国々では、意欲的な風力発電設備容量目標を達成するため、洋上開発

が推進されている。EU では 2010 年、約 1,000MW の洋上プロジェクト（10 件以上の

プロジェクト）が設置予定である。2009 年、デンマークが洋上に設置した 238MW の

設備容量は政府主導の成功例であり、デンマーク市政機関は 2010 年から 2012 年まで

の洋上プロジェクト計画に参加している。アイルランドでは洋上風力に対し、

140€/MWh の固定価格買取制度が発表された。同制度の一部には、785MW の洋上風

力発電の系統連系申請者も含まれている。米国では許可手順が統合されたことで、今

後数年で、洋上プロジェクトが円滑に進められるだろう。 
 一部の国々では、小型風力タービンの開発を促進するため、特別奨励プログラムが導

入されている（イタリア、日本、米国）。 
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表 5 IEA 風力発電加盟諸国の奨励プログラムの種類 

導入国 プログラムの種類 詳細 

オーストラリア、オーストリア、カ

ナダ、デンマーク、ドイツ、アイル

ランド、イタリア、日本（小型風力

タービン）、韓国、オランダ（特定定

義）、ポルトガル、スペイン、スイス、

英国（2010 年） （14 ヵ国） 

強化された固定価格買取制度 

（Enhanced feed in tariff） 

風力発電電力には明確な金銭的報酬

が供給され、（通常電力会社に）顧客

が支払う小売価格より、少し高いキ

ロワット時価格が支払われる 

オーストラリア、カナダ、イタリア、

日本、韓国（2012 年）、ポルトガル、

スウェーデン、英国、米国  

（9 ヵ国） 

RPS 制度（Renewable 

portfolio standards）、RPO 制

度（Renewable production 

obligation）、または RO 制度

（Renewable obligation） 

電力会社（しばしば電力小売事業者）

に対し、供給電力の一部を再生可能

エネルギーにより調達することを義

務付ける要件 

オーストラリア、オーストリア、カ

ナダ、フィンランド、オランダ、ス

ウェーデン、スイス、米国 

（8 ヵ国） 

グリーン電力スキーム 顧客は電力会社から、通常プレミア

価格で、再生可能エネルギーに基づ

いてグリーン電力を購入することが

できる 

カナダ、フィンランド、イタリア、

日本、韓国、ノルウェー、米国 

（7 ヵ国） 

資本助成金 先行コスト障壁への対応を目的とし

た、直接的な金融助成金（特定機器

コスト、あるいは設置風力システム

の総コストが対象） 

カナダ、アイルランド、メキシコ、

オランダ、英国 

（5 ヵ国） 

所得税の払戻し 風力システム設置に関連した、一部

またはすべてのコストは、課税所得

から差し引かれる 

カナダ、イタリア、韓国、スウェー

デン（要合意）、米国 

（5 ヵ国） 

ネット・メータリング 事実上、システムオーナーはグリッ

ド供給される余剰電力に対して、小

売価格を受ける。双方向電力メータ

ーにより記録され、支払請求期間に

加算される。 

韓国、メキシコ、オランダ、スウェ

ーデン、スイス （5 ヵ国） 

特別計画の活動 風力エネルギー開発を考慮するた

め、国益分野が確保されている 

ポルトガル（マイクロ発電のみ）、ス

ウェーデン（要合意）、米国 

（3 ヵ国） 

ネットビリング グリッド供給される電力と供給する

電力は、別々に追跡され、グリッド

供給される電力は一定価格に設定さ

れる 
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導入国 プログラムの種類 詳細 

カナダ、スウェーデン、スイス、 

米国 

（4 ヵ国） 

電気事業の活動 グリーン電力スキームを含む。顧客

はグリーン電力、ウィンドファーム、

様々な風力発電の所有権と特定顧客

との資金調達オプション、そして風

力発電電力購入モデルを購入でき

る。 

フィンランド、スウェーデン、 

スイス、米国 

（4 ヵ国） 

風力発電特有のグリーン電力

スキーム 

顧客は風力発電所や電力会社から、

通常プレミア価格で、グリーン電力

を購入することができる 

オーストラリア、カナダ、スイス 

（3 ヵ国） 

風力エネルギーへの投資基金 民間の風力発電投資基金におき株式

発行を行い、また富の創造と事業成

功の達成手段として風力エネルギー

を利用することに焦点を当てたその

他のスキームも提供する 

カナダ、アイルランド 

（2 ヵ国） 

持続可能な建築基準 風力マイクロ発電など、再生可能リ

ソースから電力を作り出すための、

新しいビル開発（住居用と商業用）

に関する要件を含む 

オーストラリア 

（サウス・オーストラリア州のみ）、

2010 年  

（1 ヵ国） 

給与税の払戻し 30MW 以上の設備容量を持った、再

生可能エネルギープロジェクトの開

発者は、建設期間中に発生した給与

税の払戻しを受けることができる 

スイス  

（1 ヵ国） 

商業銀行の活動 風力発電システムを持った住宅向け

の優先的融資期間、風力発電システ

ム設置向けの優先的グリーン融資な

どの活動を含む 

 
 
2.4 成長に影響を及ぼす問題 
 2009 年末、IEA 風力発電加盟諸国では 12GW を超えるプロジェクトが建設中で、

さらに 21GW のプロジェクトが計画認可を受けていた（表 6）。これら数値は 2010 年、

同諸国における拡張容量が 30MW 以上になると推定している。同諸国の 2009 年の新

規設置容量は 20GW 以上だった。成長に歯止めをかけてしまうと報告されている問題

の解決には、IEA 風力発電加盟諸国と他のグループの国家研究プロジェクト、奨励プ

ログラムおよび協同研究プロジェクトを通じて取り組まれている。 
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表 6 IEA 風力発電加盟諸国で 2009 年以降に見込まれる設備容量の増加（空白はデータなし） 

国 計画機関への申請* 

（MW） 

計画機関による

認可**（MW） 

建設中***（MW） 合計（MW） 

オーストラリア 3,615 3,179 588 7,382

オーストリア 350 30  380

カナダ  4,400

デンマーク 0 400 207 607

フィンランド 160 3 21 113

アイルランド 3,995 215 200 5,410

イタリア 3,600 1,150 4,750

日本 342 987 1,329

韓国 420 420

メキシコ 1,440 1,245 839 3,524

ノルウェー 3,808 2,110 41 5,959

ポルトガル 1,158 639 287 926

スペイン 14,000 3,545 2,382 19,927

スウェーデン 2,168 397 2,565

スイス 250 1.8 16 268

英国**** 7,599 1,713 9,312

米国 2,786 2,786

合計 32,718 21,134.8 12,034 70,058

 *すべての書類が公

的計画機関に提出さ

れたことを意味する

**すべての関連

計画機関がプロ

ジェクトを認可

したことを意味

する 

***すべての許可

が受理され、プロ

ジェクトの物理

的作業が開始さ

れたことを意味

する 

 

太字斜体＝推定値  ****数値は GWEC による（参照 1） 

 
 
2.4.1 景気 
 ほとんどの国々は 2009 年に景気が減速し、2010 年には経済成長が抑制されてしま

うだろうとしている。この問題の影響を軽減するために、資金調達へのアクセス拡大、

より大規模な助成金提供、そして特定のプロジェクトなどに対象を絞った助成金を支

給するための政府プログラムが考案されたと言及されている。 
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2.4.2 限られた伝送路容量およびグリッド統合問題 
 多くの国々では、集中・大規模発電所から成るシステムが必要であるため、送電網

が採用されており、伝送路容量は、既存の発電量と需要電力量に合わせ設定されてい

る。これらシステムの一部では大量の風力発電電力が消費されている。ポルトガルで

は規定により、風力発電による設備容量の拡大は、無負荷時消費電力量とシステム内

の従来の制御可能電力の準備値をプラスした数値までに制限されている。2009 年冬、

ポルトガルの電力系統では風力発電が 70%の瞬間出力に達した。電力系統の運営に関

した技術的問題は報告されなかったものの、わずか 3,616MW の風力発電設備容量に

より、この設計・技術パラメータに達したということは、グリッド管理戦略が策定さ

れるまで、同国の風力発電設備の設置を減速させてしまうだろう。 
 2009 年一部の国々では、風力発電により送電システムに過負荷がかかった。イタリ

アでは送電線への一時的な過負荷により、送電システムオペレーターは時々、風力発

電オペレーターにウィンドファームの稼働停止を求めなければならなかった。2009 年

は上記の理由により、500GWh の風力発電電力量が失われたと推定されている。こう

した事態により、イタリア電力ガス規制局（the Italian Regulatory Authority for 
Electricity and Gas）は、風力発電投資家や電気システムへの過度の損害を避けるべ

く、新たな発電所のグリッド運営を規制することとなった。 
 大量の風力エネルギーの影響に対応するため、公益事業者は技術的・経済的戦略を

策定中である。デンマークでは 2009 年 10 月、ノルディック電力取引所（the Nordic 
Power Exchange：NordPool）で「ネガティブな価格設定スキーム（negative pricing 
scheme）」が導入された。電力を買取る際の最低価格は、以前の 0 DKK /MWh 注2から、

-1,650 DKK/MWh（-200 €/MWh）に設定された。イタリアでは、新たなウィンドフ

ァームは、出力変調、電力供給停止時の出力ランプ制御、グリッド・フォルト・ライ

ドスルー能力（Grid Fault Ride-Through capability：FRT capability）注3、周波数制

御と電圧制御を分担するなどの付帯サービスを提供する設備化が必要である。フィン

ランドでは電力市場法（the Electricity Market Act）に加え、風力などの分散発電の

配電網負荷（charge）に上限が定められた。同法はまた、発電業者ではなく、消費者

に対し、グリッド補強費用を負担するよう明言している。 
 強風地域では大量の風力発電が見込まれるため、新たな送電線と配電線が必要であ

る。伝送路容量を新たに追加することは、老朽化する配電システムの信頼性を高める

必須の解決策でもある。また、送電線や配電線の敷設や改善は、雇用創出にもなるこ

とから、各国（イタリア、メキシコおよび米国）は経済回復のツールとして活用して

いる。 
 
 
                                                  
注2 DKK：デンマークの通貨単位、デンマーククローネ。 
注3 グリッド・フォルト・ライドスルー能力：大量に導入が想定される太陽光発電システムには、系統擾

乱時に解列せず、運転を継続する等の性能（引用：「単独運転検出および FRT への取り組みについて」、

NEDO、ｐ7、（http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g100608d08j.pdf）） 
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2.4.3 長い許可申請期間 
 一部の国々では許可申請の遅れにより、開発が制限されている。フィンランド、ギ

リシャおよびイタリアでは、風力発電所の計画・建築許可手順の国家指針により、許

可申請プロセスが改善された。地域計画に風力発電を加えることも、同問題の解決に

役立った。 
 
3.0 実施 
3.1 経済的影響 
 風力エネルギーの開発は経済的に大きなプラス効果をもたらす。表 7 は 2009 年に

報告された効果を示している。欧州風力エネルギー協会の推定によれば、EU 加盟国

の 10.163GW の風力発電新規設置容量は、130 億ユーロの風力タービン製造売上高に

相当し、このうち 15 億ユーロは洋上風力発電への投資によるものである。オランダは、

自国の風力エネルギー設備への総投資（1995 年～2009 年）を約 30 億ユーロ（インフ

レ修正なし）と推定している。ポルトガルでは、民間の風力発電所開発業者の収入が 7
億ユーロとなった。しかし一部の国々では、不景気のため、対前年比の経済的利益の

減少が報告された。スペインでは、「スペインの風力エネルギー分野の影響に関するマ

クロ経済調査」注4によると、風力発電関連の雇用数が 2009 年、35%減少した。 
 
3.2 産業界の現状 
 風力産業は拡大を続けており、いくつかの国々は風力タービンの製造を自国の国内

経済に加えることに成功した。韓国では 2009 年に初めて、国産タービンが設置され、

同年の新規設置容量の 2.4%を占めた。フィンランドでは、同年の風力発電技術の輸出

が約 10 億ユーロに達した。また、ポルトガルでも同年、2007 年に稼働開始したドイ

ツの技術複合施設が本格的生産に入り、同国は初めて風力タービンの輸出国となった。

スウェーデンでは、陸上風力タービンの新たな供給業者である Kenersys 社がメガワ

ット規模の試作機を設置した。メキシコでは、200 社を超える企業が風力発電所に必

要な部品の生産能力を持っている。また、いくつかの合併・統合が報告されたものの、

開発業者数も増加した。 
 
3.3 運営の詳細 
 多くの国々ではプロジェクト規模が拡大し、2009 年は既存ウィンドファームに加え

て、相当量の新規設置容量が報告された。ポルトガルは 50MW 以上の容量を持つウィ

ンドパークが、プロジェクトの 44%を占め、10～50MW の容量を持つウィンドパーク

は 47%を占めたと報告した。 
 IEA 風力発電加盟諸国では 2009 年、新タービンの平均サイズ（容量）が前年に続

き増加し、1.9MW となった。設備利用率（Capacity factor）注5は、発電所、月、季節

                                                  
注4 「Macroeconomic Study on the Impact of the Wind Energy Sector in Spain」 
注5 発電所や変電所等の総供給設備容量に対する平均電力の比。 
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によって著しく変化した。報告された平均値はイタリアの 18%から、メキシコの 34%
までに及んだ。風力発電に最も適した米国とメキシコの地域では、最高で 40%の設備

利用率が記録された。フィンランドの 2009 年の平均設備利用率は、風指標が平均以下

だったことから、20%だった（生産指数は沿岸地域により 75%～90%だった）。ポルト

ガルでは平年より風指標が良かったことが一因となり、記録的な発電量が報告された。

報告によると、風力タービンの平均稼働率（Availability）は、フィンランドの 91%～

大部分の他国の 99%だった。一部のウィンドファームは非常に厳しい突風にさらされ

た。こうした地域の稼働率はかなり低く、場合によっては 80%をも下回っていた。 
 

表 7 推定雇用数に関連した設備容量と経済的影響 

（2009 年、空白はデータなし） 
国 設備容量 

（MW） 

推定雇用数 経済的影響 

（百万ユーロ） 

米国 35,086 85,000 14,450 

ドイツ 25,777 90,000 5,650 

スペイン 19,148 16,970  

イタリア 4,850 18,000 2,000 

英国* 4,051 16,000  

ポルトガル 3,616 2,500 956 

デンマーク 3,480 26,000 5,300 

カナダ 3,319 1,500 

オランダ 2,216 1,000 60 

日本 2,056 6,000 3,200 

オーストラリア 1,712 1,600 666 

スウェーデン 1,448 2,500  

アイルランド 1,264 1,500 60 

ギリシャ* 1,087  

オーストリア 995 2,500 350 

ノルウェー 431  

メキシコ 415 2,000 470 

韓国 392  

フィンランド 147 3,000 1,000 

スイス 18 12,600 1,400 

合計 111,508 287,170 37,062 

太字斜体＝推定値  *数値は GWEC による（参照 1） 

 

                                                                                                                                                       
（引用：「設備利用率」、電気工学データベース、（http://www.power-academy.jp/db/glossary/id/985）） 
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3.4  風力エネルギーコスト 
 表 8 は、2009 年の報告されたタービンコスト、図 2 は国別の風力発電プロジェクト

の設置コストの傾向を示している。アイルランドでは、タービンと原材料の需要が減

速する中、コストの減少が見られた。同国での代表的なプロジェクトコストの内訳は、

以下の通りである：タービン（65%）、グリッドの連系（12%）、設備内の電力（8%）、

土木関連（8%）、開発（4%）、法律・経理関連（3%）。連系のための代表的コストは

150,000 €/MW～300,000 €/MW だった。イタリアでは、中程度の位置関係、つまり、

15km の道路と 12km の高圧グリッド連系用電線を持つ、陸上ウィンドファームの平

均コストは 180 万 €/MW だった。このうち 70%がタービン・タービン設置コストと

試運転コスト、30%がその他のアイテムコストだった。これらアイテムのうち、開発

コスト（立地認定、設計、管理手続きなど）が約半分を占めていた。 
 
 

表 8 平均タービンコストと合計プロジェクトコスト 

（2009 年の推定、空白はデータなし） 

国 タービンコスト（€/kW） 合計設置コスト（€/kW） 

オーストラリア 990～1,320 1,385～2,240 

オーストリア 1,400～1,500 1,700～1,800 

カナダ 1,050～1,330 1,500～1,800 

デンマーク 陸上 1,300 

洋上 2,600 

ギリシャ 1,100～1,400 

アイルランド 950～1,000 1,602 

イタリア 1,270 1,740 

日本 1,500 2,250 

メキシコ 1,000～1,200 1,300～1,500 

オランダ 1,325 

ノルウェー 1,400～1,600 

ポルトガル 950～1,300 1,300～1,500 

スペイン 930 1,250 

スウェーデン 970～1,300 1,510～2,160 

スイス 1,450 1,885 

英国 陸上 1,050～1,575 

洋上 2,100～3,150 

米国 744～1,148 1,444 

太字斜体＝推定値 
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 一部の国々は、運営・維持費を注視している。ノルウェーの平均維持費は、140 NOK/ 
MWh 注6（17.0 €/MWh）と報告されている。風況の良い立地（設備稼働率 33%）での

推定生産費は、資本コスト（割引率 8.0%、20 年間）、運営・維持費を含めて、約 530 
NOK/MWh（64 €/MWh）とされている。デンマークの総運営・維持費には、次のも

のが含まれている：修理（21%）、保険（21%）、サービス契約（29%）、運営費（16%）、

地代（12%）、その他（1%）。大部分のタービンは運営開始から 7 年～10 年後、ギアボ

ックスに問題が発生し、通常の運営費またはそれを上回るかなりの追加費用が掛かる。

風力タービンのギアボックスは、タービンの耐用年限内で、平均 4 回交換され、風力

タービン価格の約 20%である。 
 一部の国々は風力エネルギーの推定コストを報告し、開発業者が要求することがで

きるインセンティブ（Incentive payments）と比較した。同様の手順を使用している

参加国間の風力エネルギーコストの比較は、IEA Wind「タスク 26 風力エネルギーコ

スト」にて調査されており、最新の報告書は 2010 年に発表予定である。本報告書で報

告されているコストは、異なる前提のもと計算されているが、興味深いものである。

デンマークは、リスク要因と利益を除き、2009 年の陸上風力発電コストが 30 €/MWh
～50 €/MWh と計算されたと報告した。実際のコストは、現地の風の鉛直分布（Wind 
profile）と投資家の種類によって決まる。個人投資家は、公益事業者などの大口投資

家よりも短い回収期間を期待することができるだろう。個人投資家が風力発電に投資

する際、（利益とリスク要因を含め）原材料費に加えて、40 €/MWh～80 €/MWh が必

要になる。デンマークのある投資家は 2009 年、約 70 €/MWh（半分が助成金、半分が

自由市場価格）を受けた。メキシコでは 2009 年、20 年間にわたる均等化発電価格

（Levelized generation price）は 65 USD/MWh（45 €/MWh）と推定された。フィン

ランド沿岸地の風力エネルギー発電コストは、補助金を除き、約 60 €/MWh～80 
€/MWh になると推測された。一方、洋上発電コストは 100 €/MWh を超える可能性が

ある。2009 年、NordPool 電力市場の平均スポット価格は 37 €/MWh だった（2008
年は 51 €/MWh）。フィンランドでは、風力発電に最も適した立地でさえも、競争のた

め未だ補助金を必要としている。12 年間適用される 83.5 €/MWh の買取保証価格案

（最初のプロジェクトは 90.2 €/MWh）は、2011 年の陸上市場から適用される予定で

ある。 

                                                  
注6 NOK：ノルウェーの通貨単位、ノルウェークローネ。 
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 これらの推定発電コストを考慮すれば、報告されたインセンティブと比較すること

は興味深いことである。アイルランドでは 2010 年 1 月末まで、大規模風力発電プロ

ジェクトの REFIT 奨励プログラムは 67.35 €/MWh だった。2009 年、イタリアの風力

由来のエネルギー売買の平均価格は 67 €/MWh だった。グリーン証書取引（Tradable 
green certificates：TGCs）の販売による副収入は、2009 年の取引で、平均約 88 €/MWh
だった。同国の 1 kW～200 kW 規模の風力発電所オーナーは、グリッドに供給される

エネルギーが対象の固定価格（300 €/MWh）、もしくは取引（ネット・メータリング注

注7）契約のどちらかを選択することができる。ネット・メータリングでは、オーナー

の収入は、消費者として電力を購入する際の限界費用（Avoided price）注8に等しく、

平均 200 €/MWh である。 
 
 
                                                  
注7 再生可能エネルギーによる余剰電力を電力会社が買い取るしくみ。（参照：「2009 年・IEA 太陽光発

電報告書（その 2）」、NEDO 海外レポート 1055 号、2009 年 11 月 18 日、

（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1055/1055-08.pdf）） 
注8 その電力を購入しない場合、その電力を生産するか、又は、他の供給源から購入する場合に要する電

気エネルギーのコスト。（参照：「海外における新エネルギー導入に係わる政策、法令、助成制度」、NEDO、

（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/foreigninfo/html9908/08218.html）） 

平均設置コスト（陸上） 
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図 2 風力プロジェクトの平均総設置コスト（IEA 風力発電加盟諸国報告、07 年～09 年）

タービン、道路、電気機器、設置、開発、グリッド連系コストを含む 
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4.0 研究・開発・展開（R, D&D）活動 
4.1 R, D&D の国家的取り組み 
 表 9 は国別のチャプターで取り上げられている主な研究分野をリストアップしてい

る。これら国別のチャプターは、この研究結果による最近の報告書とデータベースを

参照している。ひとつの明確な傾向として、海岸線を持つ大部分の国々が、洋上風力

技術支援のための研究を重視していると報告していることが挙げられる（デンマーク、

フィンランド、ドイツ、イタリア、日本、韓国、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、

スペイン、スウェーデンおよび米国）。風力エネルギー技術を支える総研究費を算出す

ることは困難である。表 10 は一部の国々により報告された、いくつかの一般的傾向を

リストアップしている。 
 
4.1.1 新しい試験・研究施設 

2009 年、多くの新しい研究センターが開設か、または開設予定だった。デンマーク

は、部品と、全高が最大 250 メートルの風力タービンのための新たな試験センター設

立に取り組んでおり、2 件の実証洋上ウィンドファームを計画している。フィンラン

ドは、寒冷気候条件での、機器と材料の研究・試験のための氷結風洞の運転を開始し

た。ドイツは最高 70 メートルの長さを持つ回転翼向けの新たな試験センターを開設、

さらに最高 90 メートルの回転翼向けの試験センターの建設も開始した。韓国政府は

2012 年の完成を目指し、設備容量 100WM を持つ洋上テストベッドの開発を始めた。

オランダでは新しく八角形をした、定格が風速 30 m/s、出力 500-kW のオープンジェ

ット施設の運転が開始された。同施設では、柔軟なスマート・ダイナミックローター

（回転翼）と制御の概念のため、最高 1.8 メートルのモデル回転翼の試験が行われる。

ノルウェーでは、洋上風力エネルギーに焦点を当てた 2 つの新しい研究センターが設

立され、ひとつのセンターは風力エネルギーの統合問題などに取り組んでいる。スペ

インでは 2009 年に認可された官民共同研究により、深海洋上ウィンドファームの建設

のため、今後 4 年間にわたり技術開発が行われるだろう。シャルマーズ工科大学のス

ウェーデン風力発電技術センター（Swedish Wind Power Technology Center： 
SWPTC）は、すべての構成部品の相互作用を考慮した、最適な風力タービンの全体設

計に重点を置くため設立された。米国政府は、大規模な陸上と洋上風力タービンの構

成部品の試験施設を拡大している。サウスカロライナ州のクレムゾン大学に建設中の、

風力タービンのドライブトレイン（動力伝達装置）試験施設では、最大 15 MW 規模

のドライブトレインが試験され、ボストンのマサチューセッツ・クリーンエネルギー・

センターの新たな試験施設では、最長 90 メートルの長さを持つ風力タービンブレード

の試験が行われる予定である。米国政府はまた、陸上と洋上風力タービンの性能と信

頼性改善を目指した 3 つの大学主導コンソーシアムにも投資している。これにはメイ

ン大学で研究中の、パイロット規模の浮体型洋上風力タービンシステム、3 件が含ま

れる。 
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表 9 IEA 風力発電加盟諸国で報告された研究活動 

プログラムの種

類 

報告された国家的取り組み IEA Wind の共同活動（2009 年） 

洋上風力発電 タービン・基礎、設計、送電問題と

リソースアセスメントのための技術

開発と試験を含む 

タスク 23 洋上風力技術開発： 

サブタスク 1 ワークショップ「洋上ウィ

ンドファームの電圧変動」「伴流効果につ

いてのワークショップ」、サブタスク 2 洋

上コード比較共同（構造）と、2010 年開

始が 2009 年に採択されたタスク 30 洋上

風力エネルギーのダイナミックコードと

モデルの比較（構造） 

小型風力発電 50kW 以下の設備容量を持つタービ

ンの技術開発と試験 

IEC MT2 標準化作業と連動した、タスク

27 消費者のための小型風力タービンラベ

ルの開発と設置 

中型風力発電 50kW～1MW の設備容量を持つタ

ービンの技術開発 

 

リソースアセス

メント、マッピ

ングと予測 

風力リソースの評価とマッピングの

ための測定プログラムとモデル開

発；遠隔測定プログラムと技術；風

力アトラス開発；予測技術 

タスク 11 基盤技術情報交換： 

議題別専門家会議「SODAR と LIDAR を

使用した遠隔風速測定技術」と、風測定

のため SODARと LIDARを使用した IEA 
Wind 推奨の手法を作成するための取り

組み 

環境問題 アセスメント手順の作成と影響を受

け易い地域でのアセスメント実施。

野生生物の影響、音響伝播、レーダ

ーシステムへの影響を含む 

タスク 11 基盤技術情報交換： 

議題別専門家会議「無線と風力タービン

とのつながり」と「音響伝播モデルと検

証」 

社会的影響 許可と承認プロセスを改善するた

め、風力プロジェクトに対する否定

的な態度を評価、緩和するための技

術開発 

タスク 28 風力エネルギープロジェクト

の社会的受容とタスク 27 消費者向け小

型風力タービンラベル 小型風力タービ

ン向け消費者ラベルの推奨手法 

寒冷地、厳しい

条件、複雑な地

形 

寒冷気候が、発電、氷生成抑制、照

明設計、乱気流および強風に与える

影響の評価 

タスク 19 寒冷地の風力エネルギーと、寒

冷地の風力タービンの性能と負荷条件測

定についての推奨手法を作成するための

取り組み 

国内産業を構築 国内のタービンや構成部品開発者が

生産を最適化し、サプライチェーン
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を展開できるよう支援する 

プログラムの種

類 

報告された国家的取り組み IEA Wind の共同活動（2009 年） 

試験センター 回転翼、ギアボックス、制御システ

ム、併流効果など、風力タービンと

構成部品の設計・耐久性試験用の公

共・民間試験センターを増加または

改善・強化する 

タスク 29 風洞測定分析と空気力学的モ

デルの改善 

コストの削減と

評価 

生産コストと運用・維持費を削減す

るための、風力タービンの研究と設

計 

タスク 26 風力エネルギーコストと、コス

ト算出のための IEA Wind 推奨手法を考

案するための取り組み；タスク 29 風洞測

定分析と空気力学的モデルの改善 

電力系統との統

合 

電力供給システムへの風力発電の影

響のモデル作成と測定、貯蔵コスト

や需要管理コストなどを最小限にす

るための戦略作成 

タスク 25 大量の風力発電電力を伴った

電力系統とタスク 24 風力発電と水力発

電システムの統合 

革新的概念 垂直軸、油圧式駆動、カイトなど  

 
 

表 10 IEA 風力発電加盟諸国報告の研究予算の状況（2009 年） 

研究予算の状況 報告があった国々 （すべての国が情報提供していない） 

増加（対前年比） フィンランド、日本、韓国、ノルウェー、スウェーデン、米国 

同額（対前年比） イタリア 

減額（対前年比） デンマーク、ドイツ、スイス 

 
 
4.1.2 研究のハイライト 
 洋上風力発電技術の研究と実証により、興味深い結果がもたらされている。オラン

ダでは 2009 年、洋上ウィンドファーム「Egmond aan Zee」の広範囲のモニタリング

によるデータが利用可能になった。このデータには、稼働率、エネルギー生産、腐食

と雷、タービンの動力学、洗掘防止、鳥類と海洋生物学などに関するデータが含まれ

る。ドイツの「alpha ventus 洋上実証プロジェクト」でトライポッド（三脚基礎構造）

の杭のひとつが埋設される間、研究者らは杭打ちによる音響放射を削減するための、気

泡カーテンの試験を行った。運転上の諸問題があったにもかかわらず、海流方向に約

12 デシベルの騒音削減が確認された。 
 一部の国々では洋上風力発電所の実証が開始された。日本では、単一の（基礎）構

造上に FHI/Hitachi 2MW の風下タービン 7 基（合計 14MW の設備容量）を設置し、

最初の洋上ウィンドファームの開発が進行中だった。 韓国でも済州島沖の国家テスト
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ベッドに、斗山重工業社製の 3MW の洋上風力タービンが初めて建設された。韓国西

海岸の設備容量 5GW の洋上風力発電所では、政府によるフィージビリティ・スタデ

ィーが進められている。オランダでは 10 のグループが共同で取り組み、将来の洋上風

力発電の開発と維持を支えるための人工洋上港構想をまとめた。 
 いくつかのプロジェクトからは、浮体型風力発電システムに関する情報が期待でき

る。イタリアでは BlueH 社により、深海 100m～110m、沖合 20 キロ地点で、80kW
のタービンを伴った浮体型システムが数ヵ月間稼働した。同敷地では 2010 年、2.5MW
タービンを伴ったもうひとつの試作機が試験予定である。Tension Leg プラットフォ

ーム構造の浮体型 6MW タービンについては、フィージビリティ・スタディーが完了

し、こうした構造の安定性制御についての新プロジェクトが開始された。ノルウェー

では、本格的な浮体型風力タービン（Statoil 社により開発された Hywind の概念）が

運転可能になり、今後 2 年間にわたり試験が行われる。同風力タービンは水深 120m
～700m 地点に設置することができる。ポルトガルの公益事業者は風力発電プロジェ

クトで、浮体型深海洋上（風力発電所）構造の開発と設置計画を発表した。 
 良好な風力リソースを持つ地域はまた、一貫性のある電力生産を脅かす、厳しい気

象条件をも合わせ持つ。日本とメキシコでは強風時、従来のタービンの耐久性が問題

となっている。このため、両国は強風と落雷に耐えることができる特別なタービンを

共同開発した。同試作機は、ラ・ベントーサ（メキシコ）の厳しい環境にあるメキシ

コ地区風力発電技術センター（Mexico’s Regional Wind Technology Centre）で試験

段階にある。300kW の容量を持つこの風力タービンは乱流強度が最大 20%で、地震災

害の可能性が高い地域での運転向けに設計された。この規模のタービンは、特にアク

セスが困難な地域に適している。 
 新たな技術を開発するため、多くの取り組みが進められている。米国は 2010 年、推

定 220GW 市場を満たす、中型タービン（100kW～1,000kW）の開発プロジェクトを

立ち上げる計画である。スイスでは水の凍結挙動に影響を与える新しいコーティング

が回転翼の凍結防止に期待されている。ノルウェーでは風力発電の液体伝導の概念を

調査するため、新しい 900kW タービンが設置された。一部の国々は水平軸風力タービ

ンの研究を支援している。 
 ほとんどの IEA 風力発電加盟諸国は、効率的に、大量の風力発電電力をグリッド統

合する方法を模索している。アイルランドでは 2009 年、風力による発電電力量がこれ

といった問題もなく、全体の 45%に達した。しかしグリッドオペレーターは、再生可

能エネルギー由来の発電電力量レベルが高い電力系統の理解を深めるため、技術調査

を行っている。米国では、30%の風力発電電力量が、主要な地区グリッドへ与える操

業上の影響につき 2 件の大規模調査が行われた。同調査は、電力を調整する地域間で

の 1 時間より短い単位でのスケジューリングと協力が、送電計画、システム運用方針

および統合レベルを達成するために発展していくという市場開発ニーズにとり、重要

になるだろうと結論付けている。オーストラリアは、風力発電の出力制御のため重要

なツールである、風力エネルギー予測システムの世界のベストプラクティスを確認す
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るため、国際ベンチマーク調査を進めている。 
 
4.1.3 小型風力タービン 
 小型風力タービンは、研究プログラムで大きな関心をもたれている。オーストリア

では 3 件の新プロジェクトにより、新しい小型風力タービンの設計、法的障害と経済

的障壁の確認、都市環境でのリソースアセスメントツールの開発に取り組んでいる。

アイルランドは 2010 年も、小型タービンのフィールド試験を続ける予定である。同試

験は技術性能を評価し、また、刺激策、タリフ（買取価格または売り渡し価格）や展

開プログラムの可能性についての今後の決定に役立てられるだろう。カナダは小型風

力タービン調整委員会（The Small Wind Coordinating Council）と共に、小型風力タ

ービンのエネルギーと信頼性のある性能を報告するための北アメリカ標準に取り組ん

でいる。また、小型風力タービンを試験するための取り組みも進められている。韓国

では 2009 年末までに、100 社を超える企業が小型風力タービン市場に参入したことが

分かっており、設置業者のための政府のトレーニングプログラム設立を促した。米国

では、小型風力タービンは国際電気標準会議（ International Electortechnical 
Commission：IEC）の標準に向けて試験されており、また、米国風力エネルギー協会

（American Wind Energy Association：AWEA）の標準を作成している。 
 
4.2 共同研究 
 2009 年、IEA 風力発電加盟諸国の組織・団体による共同研究が著しい進展を見せた。

「タスク 11 基盤技術情報交換」は同年、IEA 風力発電加盟諸国 13 ヵ国から、75 人の

研究者らを集め、議題ごとに次の専門家会議を組織した：「風力タービン間のレーダー

ラジオ・リンク」、「音響伝播モデルと検証」、「SODAR 注9と LIDAR 注10を使用した遠

隔風速検知技術」。タスク 11 に参加した IEA 風力発電加盟諸国 17 ヵ国の研究者らは、

これら会議に参加することができ、また議事録も利用することができる。同会議の報

告書は、会議開催から 1 年後に公表される。また同年、2008 年に行われた「タービン

のドライブトレインの動力学と信頼性」と「大規模風力タービン回転翼のためのスマ

ート構造の適用」ついての会議の議事録が公表された。2010 年の会議の議題案を次ぎ

に示す：「複合地域のウィンドパークの性能アセスメント」、「ウィンドファーム内のミ

クロ気象学とウィンドファーム間の伴流」、「洋上風力タービンの高信頼性解決策と革

新的概念」、「風力タービン設計のための風況」、「小規模グリッド（Weak Grids）への

統合制御戦略」。 
2009 年、「タスク 19 寒冷地の風力エネルギー」が 3 件の重要な報告書を発表した。

                                                  
注9 SODAR（SOnic Detection And Ranging）とは、大気の揺らぎによる音波の反射を利用して、音波

を用いて上空の風速を観測する装置。（Wikipedia 引用） 
注10 LIDAR（Light Detection and Ranging、Laser Imaging Detection and Ranging「光検出と測距」

ないし「レーザー画像検出と測距」）は、光を用いたリモートセンシング技術の一つで、パルス状に発光

するレーザー照射に対する散乱光を測定し、遠距離にある対象までの距離やその対象の性質を分析する

ものである。（Wikipedia 引用） 
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「寒冷地の風力エネルギー予測の勧告」には、利用可能なベストプラクティス、現地

測定技術および氷に起因する生産量減少の予測方法に関した情報が含まれる。また、

風力タービンメーカーにより提供された、重要な安全面からの見地と技術解決策も記

載されている。「寒冷地での風力エネルギーの最新技術」報告書は、タービン回転翼の

凍結防止がエネルギーの信頼性のある生産において必須であるとしている。同報告書

は、間接的・直接的氷結測定と利用可能な氷結モデルについての情報を提供している。

また、研究結果や成果をまとめた、2009 年に終了するプロジェクト期間についての「最

終報告書」も発表された。タスク 19 は、（同タスクに参加する）IEA 風力発電加盟諸

国 8 ヵ国の要請により、別の 3 年間の研究プログラムのため、延長された。 
 「タスク 23 洋上風力技術開発」と「タスク 24 風力発電と水力発電システムの統合」

の参加者は、2010 年に発表予定の最終報告書準備に向け、研究プログラムを完了した。 
 「タスク 25 大量の風力発電電力を伴った電力系統」は、このトピックについての国

際フォーラムとして役割を果たしている。タスク会議には、デンマーク、ドイツ、ア

イルランド、ポルトガルおよび英国のシステムオペレーターが参加した。また、米国

の風力産業界グループの UWIG （Utility Wind Interest Group）、国際大電力システ

ム会議（International Council on Large Electric systems：CIGRE）、欧州送電系統

オペレーター（European Transmission System Operators：ETSO）、欧州風力統合

調査（European Wind Integration Study：EWIS プロジェクト）の TSO（送電系統

オペレーター）作業グループの代表者らが、タスク 25 会議を傍聴した。その他の「IEA
実施合意」により、タスク 25 の参加者と情報交換が行われた（需要サイドの管理、電

力ネットワーク分析、R&D（ENARD）および海洋エネルギーシステム）。「タスク 25
フェーズ 1（2006 年～2008 年）報告書」は、2009 年初めに発表された。同報告書は、

広範な地域で（電力を）調整すること、そして広い地域を集約する有益性は、風力発

電のばらつきと予測誤差の削減や、よりコスト効率が良く、リソースを貯留するのに

役立つとしている。システム運用と 1 日単位以下スケールで運営される電力市場は、

風力発電の予測誤差の削減を手助けしている。送電は集約有益性、電力市場、そして

より広範な（公益事業の）調整地域のカギとなっている。 
 「タスク 26 風力エネルギーコスト」は 2009 年、国際的に認められた、透明性のあ

る風力エネルギーコスト算出方法を考案するため活動を開始した。最初の報告書は

2010 年に発行予定である。 
 「タスク 27 消費者のための小型風力タービンラベルの開発と設置」は、小型風力タ

ービン試験の一般的手順の使用を普及させるため組織された。小型風力タービンの試

験は、品質と性能分野における国際的標準を策定するためのフィードバックやノウハ

ウを素早く提供する。（こうした活動の）最終成果（アウトカム）は、「小型風力ター

ビンの消費者ラベルのための推奨案」として国際的なセクターガイドとなる計画であ

る。さらにタスク 27 は、小型風力タービンの公認試験施設数の増加に取り組む、小型

風力タービン試験協会を結集する予定である。同タスクは IEC MT2（International 
Electrotechnical Commission, Maintenance Team 2）と合同で、5 つの会議の開催に
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より、2009 年に活動を開始した。 
 「タスク 28 風力エネルギープロジェクトの社会的受容」は、風力エネルギープロジ

ェクトの完了プロセスを改善するため、社会科学者の研究結果を、計画者と技術者の

言葉に換えるため（計画者と技術者が理解できる文書にすること）、始められた。2009
年、リソース文書の蔵書が集められ、（同タスクへの）参加者は 2010 年に、「風力エネ

ルギープロジェクトの社会的受容の最先端技術」が発表されるよう（スケジュール達

成に）に貢献した。 
 「タスク 29 風洞測定分析と空気力学的モデルの改善」は、風力タービンの設計に使

用される空気力学的モデル改善のため、EU MEXICO プロジェクト注11や NASA-Ames
実証プロジェクト注12などの既存風洞データセットを扱っている。これらモデルを改善

することは、より耐久性があり、生産的な風力タービンの開発につながるだろう。最

初のデータベース解析は 2009 年に機関誌などに掲載され、また会議にて発表された。 
 「タスク 23 サブタスク 2」のコード比較についての取り組みは、洋上風力タービン

の構造負荷を予測するための、既存コンピュータコードとモデルの正確性向上のため、

2010 年も引き続き行われることが承認された。これは「タスク 30 洋上風力エネルギ

ーのダイナミックコードとモデルの比較」として行われる。 
 
5.0 今後 
 風力発電は、拡大するグリーン発電の実行可能な選択肢として確実に根付き、設備

容量の継続的増加は 2010 年も続くことが予想されている。IEA Wind の共同研究の取

り組みにより、洋上風力エネルギー、風力発電と水力発電の統合、大量の風力発電電

力の統合、風力エネルギーコストおよび風力エネルギープロジェクトの社会的受容に

関する重要な報告書が発表される予定である。こうしたタスク活動は、風力エネルギ

ーのシェアを拡大するための世界的活動を支援するだろう。 
 
 
参照文献、注釈： 
 
(1) Global Wind Energy Council (GWEC). 2010. Global Wind 2009 Report. 
http://www.gwec.net/fileadmin/documents/Publications/Global_Wind_2007_report/
GWEC_Global_Wind_2009_Report_LOWRES_15th.%20Apr.pdf. Brussels:GWEC. 
 
(2) Statistics for IEA Wind member countries have been provided by the authors of 
the Country Chapters and represent the best estimates of their sources in 
February 2010. 
 

                                                  
注11 EU project Model Experiments in Controlled Conditions（MExICo） 
注12 The National Aeronautics and Space Administration（NASA）-Ames の風洞実験 
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(3) International Energy Agency (IEA). (2009). Key World Energy Statistics, 2009. 
http://www.iea.org/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=1199. 
Paris: IEA. 
 
(4) International Energy Agency (IEA). (1995–2008). IEA Wind Annual Reports. 
www.ieawind.org. Boulder: PWT Communications, LLC. 
 
(5) IEA Wind. (2008). End-of-Term Report and Strategic Plan, 1 November 2008 to 
31 October 2013. http://www.ieawind.org/Publications.html. 
 
著者：Patricia Weis-Taylor（Secretary）、IEA Wind 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
 
出典： 
“IEA Wind Energy Annual Report 2009, Executive Summary” 
（http://www.ieawind.org/AnnualReports_PDF/2009/ExSumm.pdf） 
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【再生可能エネルギー】単結晶薄膜 エピタキシャル成長 自己組織化  
 

太陽電池の改善に期待される単結晶膜（米国） 
 
 コーネル大学の

研究者らが、より効

率的な太陽電池と

太陽光発電バッテ

リーの開発につな

がる、半導体材料の

パターン単結晶薄

膜の新たな作製方

法を開発した。 
 
 こうしたアプリ

ケーションでの「究

極の目標」は、シリ

コンベースまたは

基板上に、ナノスケ

ールの三次元構造

を持ち、また、基板

の結晶方位と同じ

方位に配列した結

晶格子を持った膜

を作製する（エピタキシャル成長）ことだった。この膜の作製は、高分子化学を用い

てナノスケールの自己組織化構造を作り出すという、Uli Wiesner 材料科学・工学教授

の長年に渡る研究の集大成である。 
 
 Wiesner 教授と研究者らは、10 月 8 日発行の Science 誌でこの画期的技術を発表し

た。同研究グループは新たな方法を使い、直径がわずか数ナノメートルの非常に小さ

な柱でできた隆起構造を持つ膜を作製した。同教授は、「単結晶ナノ構造を作り出す特

性は、それだけでも大きな可能性を持っている。これを、ナノスケールで自己組織化

する有機ポリマー材料の特性と組み合わせ、結晶材料の型（テンプレート）となる様々

な構造を作り出した」と述べた。（ナノメートル（nm）は 10 億分の１メートル、原子

約 3 個分の幅に相当） 
 
 Wiesner 教授の研究グループはこれまで、自己組織化技術を利用して、グレッツェ

多孔性テンプレート上に蒸着されたアモルファスシリコンが隙間を

埋める。レーザー加熱により、蒸着された層とシリコン基板の上部

数ミクロンが溶解され、数ナノ秒後*、溶解シリコンは再結晶する。

基板は、その上に蒸着された材料の種晶として働き、（蒸着材料の）

結晶を種晶と同じ配列に結晶化させる。これにより、電荷が流れや

すくなり、より効率的な太陽電池を作ることができる。 
 

*訳者注：原文に倣いました。      Provided/ Wiesner lab

エピタキシャル・ 
ナノ構造 

レーザーにより 
結晶化が引き起こされる

シリコン上の多孔性 
テンプレート 

アモルファス材料が 
隙間（孔）に入り込む
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ルセル（色素増感太陽電池）注1を作製していた。グレッツェルセルは 2 つの導体で有

機色素を挟んだ構造になっている。同教授によれば、この導体を複雑な三次元パター

ンに配列させることで、集光のためにより広い表面積を作ることができ、また、電荷

輸送をより効率的にすることができる。 
 
 Wiesner 教授は、「膜の性能は、導電性材料が単結晶である場合に最も向上する。こ

のような膜を作る技術のほとんどは、多結晶材料（「粒」のかたまり、または不規則に

集まった小さな結晶）を作り出し、粒界が電荷の動きを妨害してしまう」と語った。 
 
 Wiesner 教授が開発した方法では、ブロック共重合体を使用して、多孔性テンプレ

ートを作る。このテンプレートの中に新しい材料を流し込み、結晶化させるのである。

ポリマー（重合体）は固形を形成するため長い鎖状に結合した有機分子から成る。ブ

ロック共重合体は、この鎖の両端に 2 つの異なる分子を結合することにより作られる。

これら分子が鎖状に結合し、金属酸化物と混ざると、一方の端は幾何学的形状が反復

するナノスケールのパターンを形成し、もう一方はその間の隙間を埋める。ポリマー

を焼却すると、テンプレートの機能を果たすナノ構造の多孔性金属酸化物が残る。 
 
 Wiesner 教授のチームは、シリコン単結晶基板上に六角形の気孔を持ったテンプレ

ートを作り、その上にアモルファスシリコン膜またはニッケルシリサイド膜を蒸着し

た。そして、材料科学・工学の Mike Thompson 準教授と共同で、このシリコン面を

非常に短い時間（ナノ秒）のレーザーパルスで加熱した。このプロセスにより、新た

に蒸着された層と、シリコン基板の上部数ミクロン（100 万分の 1 メートル）が溶解

される。溶解シリコンは、わずか数十ナノ秒後注2、単結晶シリコン基板と再結晶する。

単結晶シリコン基板は、その上に蒸着された材料の結晶化を引き起こす種晶として働

き、（蒸着材料の）結晶を種晶と同じ配列にエピタキシャル成長させる。 
 
 テンプレートが溶解すると、直径約 30nm の六角柱の配列が残る。研究チームはこ

れまでに、他の複雑な形状を持った、厚さ最大 100nm のナノ構造を持った多孔質膜を

作製している。Wiesner 教授は前回の研究で、共重合体の組成を変えることで、円柱、

平面、球面の格子や複雑な「らせん状の格子」を作製した。 
 
 研究者らは以下のように述べた。「他の材料を蒸着することもできる。この研究の目

標は、基板と同じ材料の膜（正式にはホモエピタキシー、homoepitaxy）として知ら

れている）と、異なる材料の膜（ヘテロエピタキシー、heteroepitaxy）の作製を実証

することだった」 

                                                  
注1 グレッツェルセル、または色素増感太陽電池（dye-sensitized solar cell：DSC、下記サイト参照：

http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/94891/m0u/） 
注2 訳者注：原文に倣いました。 
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 研究者らは、その後の概念実証実験（proof-of-concept experiment）で、レーザー

加熱する前に（基板の）表面にマスクを被せることで、構造化された薄膜をミクロス

ケールのパターンに配列できることを明らかにした。この技術は、電子回路を描く際、

必要になる可能性がある。 
 
 Wiesner 教授は、「我々は、本質的に究極の目標を達成したのである。単結晶ナノ構

造の作製が目標だったが、この単結晶に基板とエピタキシャルな関係があることも分

かったのである。これに優る制御はない」と語った。 
 
 この研究は、米国国立科学財団（the National Science Foundation）、米国国土安全

保障省（Department of Homeland Security）およびコーネル大学エネルギー材料セ

ンター（Cornell’s Energy Materials Centre）により支援され、米国エネルギー省

（Department of Energy）により資金提供された。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
 
出典： 
“Single-crystal films could advance solar cells” 
(http://www.news.cornell.edu/stories/Oct10/SingleCrystal.html) 
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【再生可能エネルギー】EPA グリーン電力  
 

EPA がグリーン電力購入量の多い団体を発表（米国） 
 
 米国環境保護庁（the U.S. Environmental Protection Agency：EPA）が、再生可能

資源由来の電力(グリーン電力)使用量が最も多い上位 50 団体のリストを公表した。同

庁が実施しているグリーン電力パートナーシップ（the Green Power Partnership）の

上位購入団体は、年間 120 億 kWh 以上のグリーン電力を使用しており、これは米国

の一般家庭 100 万世帯以上の電力消費から排出される二酸化炭素（CO2）を削減する

ことに相当する。グリーン電力とは、ソーラー、風力、地熱、バイオガスなどの再生

可能資源から作り出された電力や、比較的環境負荷の少ない水力発電などから作り出

された電力のことである。 
 
 同パートナーシップ最大のグリーン電力購入者として、このリストのトップを飾っ

たのはインテル社だった。同社は最近、グリーン電力購入で、2010 年 EPA グリーン

電力リーダーシップ・アワード（2010 EPA Green Power Leadership Award）を受賞

した。同社は年間 14 億 kWh を超えるグリーン電力を使用しており、これは米国の一

般家庭 12 万 5 千世帯の電力消費から排出される CO2 を削減することに相当する。ま

た、百貨店のコールズ社とホールフーズ・マーケット社も 2010 年 EPA グリーン電力

パートナー・アワードを受賞し、第 3 四半期のグリーン電力購入では、それぞれ 2 位

と 3 位につけた。今回初めて上位 5 団体入りを果たしたスターバックス社（4 位）の

年間グリーン電力購入は 5 億 7,300 万 kWh 以上に達し、（前年比で）倍以上の伸びを

記録した。これは米国の一般家庭約 5 万世帯の年間の電力消費から排出される CO2 を

削減することに相当する。ペンシルベニア州も上位 5 団体入りを果たし、グリーン電

力購入は、年間 5 億 kWh に達した。上位 10 団体には、ヒューストン市、デル社、ジ

ョンソン＆ジョンソン社、米空軍、ダラス市が名を連ねた。 
 
 EPA のグリーン電力パートナーシップは、従来の電力使用が環境へ与える影響を減

らすため、約 1,300 のパートナー団体と共に、自発的なグリーン電力の購入に取り組

んでいる。すべてのパートナー団体を合わせると、年間 180 億 kWh のグリーン電力

を使用していることになり、これは米国の一般家庭 150 万世帯以上の電力消費から排

出される CO2 を削減することに相当する。 
 
 グリーン電力資源は、従来の電力技術より環境プロファイル（負荷）に優れた電力

を作り出し、温室効果ガスの排出量は増加しない。またグリーン発電購入は、全国的

に、新たな再生可能エネルギー生産能力の開発を加速させるのに一役買う。 
 
上位 50 団体のリストの詳細は、下記の URL から参照できる： 
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http://www.epa.gov/greenpower/toplists/top50.htm 
 
EPA のグリーン電力パートナーシップの詳細は、下記の URL から参照できる： 
http://www.epa.gov/greenpower/ 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
 
出典： 
“EPA Recognizes Top Green Power Purchasers” 
（http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/d0cf6618525a9efb85257359003fb69d/2
72df8a408c434d7852577ce0055dce1!OpenDocument） 
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【研究開発】R&D 投資   
 

欧州の企業が R&D への支出を 2.6% 削減 
 
  新の産業 R&D 投資スコアボード注1（Industrial R&D Investments Scoreboard）によ

れば、欧州連合（European Union: EU）系企業の研究開発（R&D）への投資額は、2009
年に前年対比で 2.6%減少した。産業界が R&D 投資を縮小したのは、久しぶりのことであ

る。しかし、2009 年の売上げは 10%減、収益は 21%減であったこと、また 2009 年の R&D
投資に関する決定が、金融危機が も深刻であった 2008 年後半に行われたことに留意す

る必要がある。こうした状況にあったにもかかわらず、R&D 投資の減少がわずかであっ

たという事実は、R&D が企業にとっていかに重要であるかを示している。 
 
 欧州委員会の共同研究センター（Joint Research Centre）の年次レポートによれば、産

業 R&D 投資スコアボードには、世界の上位 1,400 社の R&D 投資に関する情報が記載さ

れているとのことである。 
 
 2010 年版のレポートによれば、世界中の企業の R&D 投資削減率は平均 1.9%で、EU
の削減率を下回っている。地域別に分析すると、米国企業の R&D 投資削減率は 5％以上

であったが、アジア企業は R&D 投資を増加させていた。 
 
レポートはまた、部門によって大きな違いがあることを強調している。たとえば、製薬

部門の R&D 投資は 5.3%の伸びを示し、R&D 投資の筆頭部門としての地位を固めた。R&D
投資を大幅増加させた別の部門は、代替エネルギー部門で、28.7%の増加であった。金融

危機の影響をとりわけ強く受けた部門は、自動車および自動車部品の製造部門で、R&D
投資が 11.6%縮小した。他には、技術、ハードウェア、機器製造部門も打撃を受け、R&D
投資は 6.4%減少した。 
 
欧州に関していえば、国ごとの違いは、各国の主力産業の違いを反映したものである。

「ドイツ企業およびフランス企業の R&D 投資減少は、自動車産業（7.4%）および自動車

部品産業（14.1%）の R&D 投資減少が大きく影響している。英国の R&D 投資減少は 0.6%
であったが、これは同国の自動車産業部門が小規模だったことも一因である」とレポート

は説明している。 
 
スウェーデンやフィンランドのように、イノベーションに積極的であると評価の高い

国々も 6％程度の削減となった。これは、金融危機の影響が深刻だった IT ハードウェア部

                                                 
注1 2010 年 10 月に発表された 新版の産業 R&D 投資スコアボードは、EU 企業上位 1,000 社および非 EU

企業上位 1,000 社の 2009 年の R&D 投資に関する情報を提供している。（参照：European Commission 
Joint Research Centre ” The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard” 
（http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/scoreboard_2010.htm）） 
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門が、これらの国々で主要産業であることに起因する。15.4%という目を見張るような

R&D 投資の増加を記録したのはスペインである。その理由としては、テレフォニカ（16%）

やアクシオナ（29%）といった一部の大企業が R&D 投資を大幅に増加したことが挙げら

れる。 
  
 日本の自動車メーカーであるトヨタは、R&D に 68 億ユーロを投資し、2 年連続で世界

大の R&D 投資企業として首位に立った。フォルクスワーゲンは、欧州 大かつ世界で

4 番目の R&D 投資企業であり、投資額は 58 億ユーロである。EU 系の企業は、他にわず

か 2 社のみが上位 10 社に名を連ねた。その 2 社とは、フィンランドのノキア（7 位）と

フランスのサノフィ‐アベンティス（9 位）である。 
 
 Máire Geoghegan-Quinn 欧州研究・イノベーション・科学担当委員は、同レポートに

対するコメントを求められて、以下のように述べた。「EU の主要企業が R&D 投資を大方

維持したという事実は、彼らが金融危機から脱却し、競争力をより高めて復活するために

R&D を重視していることを示している。しかし、ソフトウェアやバイオ技術といった分

野での R&D 投資額が米国のトップクラスの企業と大差をつけられていること、また、ア

ジア系企業が継続的かつ急速に頭角を現していることは、欧州でのイノベーションに対す

る緊急の度合いが薄れつつあることを示すものである。Antonio Tajani 氏と私が 10 月 6
日に発表したイノベーションユニオン注2の提案を、国家元首や政府が 2010 年 12 月の欧州

理事会で、至急に協議し、支援する必要がある。」 
 

2010 年版の EU 産業 R&D 投資スコアボードの詳細については、以下のウェブサイトか

ら参照、ダウンロードできる。 
http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm 
 
 

翻訳： NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：Businesses post 2.6% drop in R&D spending  

（http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=
&RCN=32704） 

                                                 
注2 イノベーションユニオンとは，本年6月18日に欧州理事会にて採択された「欧州2020戦略」の中核をなす

取組みで、そのひとつについて内容を具体的にまとめた提案書（COM(2010) 546 final）を10月6日に採択

した。提案書によれば、欧州が経済不況から脱却して雇用を創出し，競争力を強化するだけでなく、気候

変動，エネルギー供給，資源不足，人口構造の変化等の問題は、イノベーション推進によってのみ解決で

きるとしている。（参照：” COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 
PARLIAMENT, THE  COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND 
THE COMMITTEE OF THE REGIONS ― Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union 
SEC(2010) 1161”、 COM(2010) 546 final、2010年6月10日 
（http://www.leru.org/files/general/innovation-union-communication_en.pdf）） 
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【地球温暖化】バイオエタノール E15 
 

EPA が新車を対象に E15 を解禁（米国） 
「E15」用の新ラベルを提案し、消費者に適切な燃料の使用を促す 

 
 2010 年 10 月 13 日、米国環境保護庁(Environmental Protection Agency: EPA)は、エ

タノールを 10％以上含む混合燃料の販売規制を解除した。「E15」という名で知られてい

る、上限 15％までとする混合エタノール燃料は 2007 年モデル以降の乗用車と軽トラック

に限定して適用される。E15 ガソリン混合燃料の販売に向け、連邦政府、州、産業界から

要請されている数多くの措置のうち、この規制解除は最初のものとなる。米国エネルギー

省(Department of Energy: DOE)による、広範囲に及ぶ試験、エンジンの耐久性および排

気など E15 の影響に関する有効データ検証の後、EPA のリサ・P・ジャクソン長官は E15
使用許可の決定を下した。 
 
 「徹底的な試験を行った結果、E15 が新車や軽トラックの排気制御装置には悪影響を及

ぼさないことが明らかになった。科学的根拠と法律が認めるのであれば、EPA は米国内の

車に国産のバイオエタノール燃料をもっと普及させる措置を導入する」と EPA のリサ・P・
ジャクソン長官は語った。 
 
 2001 年から 2006 年モデルの車への E15 使用の適用は、11 月に完了予定の DOE によ

るさらなる試験結果を EPA が受け取った後に決定される予定である。しかし、2000 年以

前のモデルの自動車、軽トラック、そしてモデル年を問わずオートバイ、大型車、一般道

路を走行しない車両(non-road 注1)では E15 使用が今年中に許可されることはない。現在の

ところ、このような許可を裏付ける試験データが存在しないためである。1979 年以来、上

限 10％とするエタノール混合燃料、つまり E10 は従来の自動車、軽トラック、一般道路

用ではない車両のすべてに使用されている。 
 
 さらに、消費者が自分の車や機器に適した燃料を簡単に確認できるように、いくつかの

措置が取られている。最初の措置として、EPA は E15 給油ポンプラベル表示の義務化を

提案している。そのなかには燃料業界がガソリン中のエタノール含有量を明確にして小売

業者に販売するという条件も含まれる。小売スタンドの給油ポンプにラベル表示が確実に

行われるようにするため、四半期に一度の調査も予定されている。 
 

2007 年エネルギー自立・安全保障法(Energy Independence and Security Act of 2007)
は、再生可能エネルギー燃料が 2022 年に市場で 360 億ガロンに到達するよう総使用量を

引き上げた。エタノールは化石燃料ではなく、植物製品や廃棄物から作られるため、再生

                                                 
注1 Non road: 一般道路を走行しない建設用機械や各種車両 
参考 http://www.jetro.go.jp/world/europe/eu/qa/01/04A-010745 
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可能燃料とみなされている。エタノールはガソリンに混入され、米国中ほとんどの地域で

使用されている。 
 
 2009 年 3 月、Growth Energy 注2（エタノール燃料を推進する団体）と 54 のエタノール

製造業者により、E15 申請が EPA へ提出された。同年 4 月、EPA はこの申請に関してパ

ブリック・コメントを募集し、約 7 万 8,000 件のコメントを受け取った。 
 
 この申請は大気浄化法(Clean Air Act)に基づき、大幅に改造された燃料の販売禁止の解

除を EPA に求めて提出された。解除の認可は、新燃料が同法の定める排気規制を順守し

ていると確認されたエンジン部品に不具合を起こさず、また不具合の一因ともならないこ

とを申請者が証明することを条件とする。 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 髙村 祐子） 
 
出典： 
“EPA Grants E15 Waiver for Newer Vehicles” 
http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/d0cf6618525a9efb85257359003fb69d/bf822d
dbec29c0dc852577bb005bac0f!OpenDocument 

                                                 
注2 http://www.growthenergy.org/ 
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【ナノテクノロジー・材料】NSF ナノテクノロジー・センター  
 

NSF がナノテクノロジー・センターへの資金提供を更新（米国） 
-NSF が新興技術の社会的影響の研究に新たに 1,250 万ドル超を助成- 

 
 米国国立科学財団（National Science Foundation：NSF）は最近、2 件の重要な共

同（研究開発）契約（資金提供）を更新し、さらに 5 年間で助成総額 1,250 万ドルを超

える支援を行う。これらの助成金は、ナノテクノロジーと称される、比較的新しく自然

の原理を変える科学が与える、倫理的、法的、経済的および政策的影響を調査する前

回の出資をてこ入れするものである。 
 

 
アリゾナ州立大学の、社会におけるナノテクノロジー・センター注1へは、5 年間の

更新期間で 650 万 7 千ドル、カリフォルニア大学サンタバーバラ校の同センター注2へ

も同期間で 607 万 6 千ドルが授与された。 
 
 ナノテクノロジーにより、研究者やメーカーは、原子や分子スケールで物質をコン

トロールすることが可能となる。同テクノロジーを使用し、新材料、医療機器や電子

機器を作り出したり、エネルギーを生産したりする社会的利益は、様々な分野に及ぶ

                                                  
注1 The Centre for Nanotechnology in Society at Arizona State University：CNS‐ASU 
注2 The Center for Nanotechnology in Society at University of California, Santa Barbara：CNS-UCSB 

原子や分子スケールでの物質操作によ

り、自然界の原理を変えるナノテクノロ

ジーは、ソーラーパネルや傷のつきにく

い自動車用塗料から、強化ゴルフクラブ

までに及ぶ 1,000 点以上の製品への応用

を通し、日常生活において存在感を高め

ている。しかし、文化的・宗教的信条、

健康や安全性についての懸念が、受容性

に対する異なる見解をもたらしている。

左の写真は、平らにされ、ねじれたカー

ボンナノチューブの内側の画像である。

ナノチューブは独特の電子的、熱的、構

造的特性を持った非常に小さなチューブ

構造をしており、材料科学のナノテクノ

ロジー、電子機器、光学や他分野で有益

である可能性を持っている。 

Credit: Vin Crespi, Pennsylvania State 
Physics. Distributed under the 

Creative Commons license. 
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だろう。しかし、分子操作によって新材料や機器などを作り出すことは、健康および

安全リスクを高めるだけでなく、倫理的および法的問題も提起する。 
 
 国家ナノテクノロジー・イニシアティブは、ナノテクノロジー研究における 4 つの

戦略的目標のひとつとして、「責任ある開発」とは何かを見極めるものである。NSF
は、同イニシアティブの一環として、将来性と不透明さを併せ持ったナノテクノロジ

ーの社会的側面を調査する研究の支援にコミットしている。NSF のアシスタント・デ

ィレクターで、社会、行動、経済科学局を率いる Myron Gutmann 氏は、「これらのセ

ンターは、ナノテクノロジーの社会的影響の可能性を理解、予測すること、そして多

数の利害関係者（ステークホルダー）と将来の新興テクノロジーについて話し合う機

会をつくることにおいて、極めて重要な役割を果たしている。さらに、これらセンタ

ーは社会学、自然科学およびエンジニアリング科学にまで及ぶ、真に分野横断的なセ

ンターである」と述べた。 
 
 NSF が支援する CNS-ASU の研究は、（ナノテクノロジーの）「予見的ガバナンス

（Anticipatory governance）」注3の戦略的展望を策定するため、「リアルタイム技術評

価（Real-time technology assessment：RTTA）」を使用する。RTTA はナノテクノロ

ジーの社会的、倫理的、政治的および経済的ダイナミクスを理解するのに頼りとなる

社会学的ツールである。 
 
 CNS-ASU のディレクターであり、政治学教授の David Guston 氏は、「同センター

の最大の課題は予見的ガバナンスにより、社会的な研究の先導だけでなく、ナノテク

ノロジーの責任ある開発の確実な実施においても、どこまで（研究を）進めることが

できるのかである」と語った。 
 
 ASU、ジョージア工科大学およびウィスコンシン大学間の協力に関わる同センター

の研究は、研究結果を論理的に整理するクラスターごとに実施される。RTTA クラス

ターには、研究と革新システムのアセスメント（research and innovation systems 
assessment）、世論と公共的価値（public opinion and values）、予測と慎重な討議

（anticipation and deliberation）、反射性と統合（reflexivity and integration）が含

まれる。また、主題的研究の第 2 クラスターには、公正性、平等性と責任、そして更

新の開始と同時に、都市設計、材料および構築環境または「ナノと都市」が含まれる。 
 
 Guston 氏はまた、「都市でナノテクノロジーを導入することは、とりわけ重要であ

る。なぜなら、大部分の人が都市に住んでおり、ナノテクノロジー革命の現場となる

エネルギー、水、輸送などの複雑なシステムの中心でもあるからである。」と述べた。

                                                  
注3 社会全体に広げられた広域的な対処能力（CNS-ASU のサイト参照：

http://cns.asu.edu/new-at-cns/blog.htm） 
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この新プログラムの目標は、ナノテクノロジーが都市環境において、これらシステム

の持続可能性にどのように貢献することができるのか、またはできないのかを評価す

ることである。同センターは共同（研究開発）契約更新の下で、公式的、非公式的な

教育の機会を追求し、広域的利害関係者と国民の間に新たな能力を育成していく。 
 
 UCSB にある ASU の姉妹センターは、北米、欧州、アジアおよび他地域におけるナ

ノテクノロジーの開発を成功させるため、分野横断的研究をまとめていく。この研究

は開発成功への挑戦に関した新知識を生み出すためのものである。 
 
 UCSB の人類学者であり、女性学准教授の Barbara Herr Harthorn 氏は、「ナノ事

業は急速に拡大している。これは広範にわたり広まっている世界的現象であり、社会

的、経済的に幅広い影響を及ぼす可能性がある」と語った。 
 
 CNS-UCSB と呼ばれる同センターは、発展的な国際的研究インフラを有し、社会と

技術が同時に恩恵をもたらすような知識を共有する、多種多様な参加者のコミュニテ

ィを構築するのに役立つ。CNS-UCSB は助成金更新の下、この基盤を使用し、社会的、

環境的に持続可能で、かつ社会的に公平なナノテクノロジーを達成するための両アプ

ローチと、達成を妨げる障壁について共同研究を行う予定である。 
 
 また、地方のコミュニティカレッジの学生と UCSB の大学生のための、大学生夏期

研究インターンシップに加え、大学院生特別研究員制度と研究助手職を通し、社会学、

人文科学およびナノ科学の新世代の専門家のため、分野横断的な教育の機会を提供す

る予定である。 
 

Harthorn 准教授は、「UCSB-CNS は、研究者が実際トレーニングに参加し、実務経

験を得ることができる、斬新な教育プログラムを構築している。我々の目標は、NSF、
国家ナノテクノロジー・イニシアティブ、政策立案者および国民に有益な知識を作り

出すことである」と語った。 
 
 また、CNS-UCSB の課題は、現在および歴史的なコンテキスト（背景）の中で、ナ

ノテクノロジーに関連する技術生産の動態体系を体系的に研究すると同時に、社会的

に責任ある開発という公約を果たすため、きわめて重大な側面を精査することである。 
 
 資金提供は 2015 年 8 月に終了予定である。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
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出典： 
“NSF Renews Centers for Nanotechnology in Society” 
(http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=117862&org=NSF&from=news) 
 
 

NEDO海外レポート　NO.1069, 2010.12.24

38



【ロボット・MEMS】医療用ロボット 
 

外科手術向けロボット工学（米国） 
ロボットが人間の能力を超える外科手術を介助 

 
 ホイットニー・ハチェットさんには、数多くの困難な時期があった。 
「私は心臓に 3 ヵ所の欠陥を持って生まれてきました。11 歳のとき、そのうち 2 ヵ所の手

術を受けました」と彼女は語る。 
 この時の手術を皮切りに、現在 34 歳の彼女は数多くの手術をうけた。しかし、昨年に

受けた手術は今までとは全く違うものだった。 
「ロボットを使うことで、私の背中には小さな傷跡が 3 ヵ所残るだけで済みました。従来

の方法ならば、体を一周するほどの傷跡が残されたでしょう」 
 
 ハチェットさんの言うロボットとは、「ダ・ヴィンチ」と呼ばれており、心胸外科医のデ

ィヴィッド・ユー博士は、彼女の手術にダ・ヴィンチは最適な選択であったと述べている。 
「我々が望んでいたのは、彼女の体に最も負担がかからない手術を施すことだった」とユ

ー博士は語る。 
 
 ダ・ヴィンチの動きを初めて見ると多少怖いと感じられるだろう。しかし、最も簡潔な

言葉で表わすと、これはまさに「仮想現実と手術との出会い」である。ダ・ヴィンチの外

科手術システムには 2 つの主要コンポーネントがある。手術台の上には 4 本のアーム（腕）

を持つ装置があり、まるで巨大な昆虫が患者のちょうど真上で羽ばたいているようにみえ

る。これらのアームが小さな切開部を通って患者の体内に挿入される。 
 手術室の中で、外科医（執刀医）は人間工学的に正確な立体鏡画面のそばに座る。居心

地良く座っている間、手術部位が拡大された 3D の高解像度画像を見ることができる。外

科医は手でレバーを動かせるよう、自分の手にレバーを装着する。これらのレバーはロボ

ットのアームを使って外科医の動きを正確に再現する。外科医は 3D 画面を見ながら、切

開や傷口を縫うなどの動きやそれにかかる力を「目で見て」、さらに「感じる」ことすら出

来る。 
「これにより、彼女の胸腔内でかなり複雑な操作を行うことが可能になる。さもなければ、

胸を大きく切開しなければならなかっただろう」とユー博士は説明する。 
 
手術をしていないときのユー博士は、メリーランド州、バルティモアのジョンズ・ホプ

キンス大学内、コンピューター統合外科手術システムとテクノロジーの工学研究センター

(Engineering Research Center for Computer-Integrated Surgical Systems and 
Technology: ERC CISST)で、ダ・ヴィンチを使って自分のスキルを磨いている。米国国

立科学財団(National Science Foundation: NSF)の支援によって、同研究センターは外科

手術用ロボット技術開発分野の最先端技術が維持されている。 
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 「我々は機械の能力と人間の判断力を組み合わせて、さらに良い仕事をしようと試みて

いる」と同研究センター所長のラス・テイラー氏は言う。「私たちは、実際に問題を抱える

医師たちと直接パートナーシップを組み、最先端技術を使って作業をする機会を持ってい

る」 
 
 ユー博士のような外科医たちは、ロボットを試用するために工学研究センターを訪れる。

ユー博士は、測定器として使われる予定の新しいビデオ・オーバーレイ注1を試すために豚

の死体を使っている。 
「ビデオ・オーバーレイは非常に役立っている。手術時に正確な測定値を実際に目にする

ことが出来る。我々が試用を待ち望んでいる重要な機能である」とユー博士は語る。 
 
 この研究所で手術を行うロボットはダ・ヴィンチだけではない。廊下を進んでいくと、

眼科外科医のジム・ハンダ氏が手の動きが安定したステディハンド・ロボットのテストを

行っている。手の動きの安定は眼科の手術にとって非常に重要である。なぜなら、ロボッ

トを使えば、人間の手の揺れや震えによる危険性がないからだ。 
「ロボットは滑らかな動きが可能なので、手ではうまく手術が出来ない人でも、とても簡

単に動かせる」とハンダ氏は語る。 
 
 3D モニターを伴ってロボットは完全な形になる。そのため、3D 映画で使うような眼鏡

を着用する。ハンダ氏は、ロボットに 3D 視野を持つように覚えこませるだけで、3D 画像

を得ることが出来る。彼はロボットの助けを借り、細心の注意を払ってピンポン玉サイズ

の眼球の模型の裏を削った。ハンダ氏は、ロボットによる手術の精確さは、眼内のがん性

腫瘍のような症状に対する治療技術の進歩を促すだろうと考えている。 
「将来的に非常に楽しみだと思う。我々が行っている手術方法から全く違うパラダイムの

扉が開かれるだろう」 
 
 研究センターのテイラー所長はハンダ氏に同意し、以下のコメントを付け加えた。 
「我々は人間の限界を乗り越えることができる。臨床医には不可能な手術を可能にし、現

在行われているロボットによる介助の一貫性、精密性、安全性を改善することが出来る」 
 
医療ロボット技術は、ホイットニー・ハチェットさんのような人々のために貢献してい

る。 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 髙村 祐子） 
 
出典： 
“Surgical Robotics” 
                                                 
注1 オーバーレイ(Overlay): 画像を重ね合わせること。 
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http://www.nsf.gov/news/special_reports/science_nation/surgicalrobotics.jsp 
Used with Permission. 
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【宇宙・航空】高性能航空機 COLT プロジェクト MARS プロジェクト  
 

EU と中国が共同出資により初めて航空研究プロジェクトに着手 
よりクリーンで安全、かつ環境に優しい航空機 

 
 2010 年 10 月 28 日、上海に於いて、中国工業情報化部（China's Ministry of Industry 
and Information Technology：MIIT）は、欧州連合（European Union：EU）と中国

の共同出資による航空研究プロジェクトの第 1 パッケージを発表した。欧州委員会

（European Commission：EC）研究総局の Rudolf Strohemeier 副局長と、MIIT 設

備製造産業局の Li Benjian 副局長は、2010 年上海万博の航空パビリオンにて記者会

見を行い、この画期的な研究イニシアティブを始動した。 
 
航空研究：EU と中国の主要優先事項 

2010 年 10 月 25 日～27 日に南京（中国）で開催された航空学研究についての EU-
中国ハイレベル会議での話し合いを基に、この種のプロジェクトでは初の試みとなる

この共同イニシアティブは、EU と中国間の科学技術連携に新たな情報をもたらすも

のとなる。 
 航空学は欧州と中国にとって重要なハイテク産業分野であり、新技術の開発と雇用

創出において重要な役割を果たしている。同時に航空輸送は、世界経済、国際交流の

拡大および貿易促進の基盤となっている。世界の航空輸送の需要は今後 10～15 年間で

倍増することが予測されているため、双方にとって航空研究の戦略的優先課題は、安

全の確保、そしてより効率的、より持続可能、かつ、環境と乗客にもより優しい輸送

を実現することである。 
 
よりクリーンで、より安全な航空機を目指す 2 件の重要な EU-中国研究プロジェクト 
 航空研究の重要分野における共同プロジェクトの第 1 パッケージは、EU 研究フレ

ームワークプログラム（FP7）の手順と経験に基づき、中国と欧州の独立した専門家

らにより共同評価された後、EU-中国提案公募を通して選択された。EC と MIIT は、

欧州と中国にとりプラスになる状況を確実にすべく、中国と欧州の産業界、航空研究

界と十分な協議を重ねた後、重要な技術優先事項につき合意した。 
 
大型チタン構造体の鋳造 
 COLTS（Casting of Large Titanium Structures：大型チタン構造体の鋳造）プロ

ジェクトは、鋳造法における重要課題の克服を目的としている。大型のチタン構成部

品の生産が航空産業によるコスト削減の要求を満たすとすれば、これは重要な改変で

ある。一般ユーザーや産業ユーザーは、製造工程の各ステップにおいて、二酸化炭素

排出量と原材料の浪費を大幅に削減しなければならない。バーミンガム大学（英国）、

NEDO海外レポート　NO.1069, 2010.12.24

42



AVIC 注1北京航空材料研究院注2（中国）および 10 のパートナー（欧州 6、中国 4）が、

3 年間で、総予算 382 万ユーロ（約 3,600 万元）というこの意欲的なプロジェクトに

参加予定である（EC と MIIT からそれぞれ約 150 万ユーロの出資）。 
 
フロー制御と抗力（抵抗）の低減 

フロー制御プロジェクト MARS 注3は、航空機周りの空気力学（エアロダイナミクス）

に取り組んでいる。MARS プロジェクトは、剥離抵抗低減（燃費低減を意味する）の

ために、特に、多くのフロー制御装置を積極的に使う効果に焦点を合わせる計画であ

る。スペインの研究センター、CIMNE（The International Center for Numerical 
Methods in Engineering：工学数値解析国際センター)と中国の AVIC 航空力学研究所

（AVIC Aerodynamics Research Institute）によりまとめられた同プロジェクトには、

Airbus 社、Alenia 社、Dassault Aviation 社および AVIC/CAE（後述）の 3 つの研究

所など、業界の主要企業が関わり、欧州と中国からそれぞれ 12 と 9 のパートナー、合

計 21 のパートナーが参加している。総予算は、EC と MIIT が 150 万ユーロずつ共同

出資し、3 年間で 350 万ユーロ（約 32,000 万元）である。 
 
航空研究についての EU-中国ハイレベルワークショップ（南京）：持続可能な国際航空

輸送に向けた共同研究 
 
 中国航空研究所（AVIC/CAE、Chinese Aeronautics Establishment）、南京航空航

天大学（Nanjing University of Aeronautics and Astronautics：NUAA）およびスペ

インの CIMNE が共同主催した、3 日間にわたるハイレベルワークショップでの最重

要点は、「より環境に優しい航空機」であった。同ワークショップでは、MIIT チーフ

エンジニアの ZHU Hongren 氏、EC 研究総局副局長の Rudolf Strohemeier 博士、CAE
所長兼教授の Zhangxinguo 博士、NUAA 学長の Zhu Di 教授、欧州宇宙飛行研究諮問

委員会（European Aeronautics Advisory Council：ACARE）共同議長の Joachim 
Szodruch 教授、そして中国と欧州の研究界、産業界からの多数の上級代表者ら全員が、

持続可能な航空輸送を確実にする必要性について合意した。また、この国際的課題は、

共同研究という取り組みを通してのみ解決することができるという意見で一致した。 
 
 中国政府から 2010 年友誼賞を受賞した、MARS のプロジェクトコーディネーター

を務める Jacqes Periaux 教授は、すべてのパートナーが重要技術分野全体で取り組み

を推進する必要性を強調し、また、これが将来の航空輸送による二酸化炭素と温室効

果ガスの排出量削減につながるとした。 
 
                                                  
注1 AVIC（Aviation Industry Corporation of China：中国航空工業集団公司）。 
注2 北京航空材料研究院（Beijing Institute of Aeronautical Materials）。 
注3 MARS（Manipulation of Reynolds Stress for Separation Control and Drag Reduction：剥離制御

と抗力低減のためのレイノルズ応力の操作）。 
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 さらに、2 件の新たな共同プロジェクトの第 1 回技術会議では、中国と欧州のパー

トナーの優先事項と研究活動の焦点が明確にされた。 
 
詳細 
 
上記イベントについての詳細は以下に連絡されたい： 
 
中国： 
Philippe Vialatte 博士（駐中欧州連合代表部、科学カウンセラー） 
E メール：philippe.vialatte@ec.europa.eu（電話：+86-10-8454-8170） 
Jieping MA（CAE） 
E メール：majieping365@163.com 
 
欧州： 
Patrick Vittet-Philippe（研究総局、広報・情報担当官） 
E メール：patrick.vittet-philippe@ec.europa.eu（電話：+32-477-27-4663） 
Dietrich Knoerzer（研究総局、航空学ユニット、科学担当官） 
E メール：dietrich.knoerzer@ec.europa.eu（電話：+32-2-296-1607） 
 
EU 航空研究についての詳細は、以下のサイトから参照できる： 
http://ec.europa.eu/research/transport/transport_modes/aeronautics_en.cfm 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
 
出典： 
“Ready for take-off: EU and China launch first co-financed aeronautics research 
projects for cleaner, safer, greener aircraft” 
（http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&year=2010&na=na
-281010-2） 
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【電子・情報通信】光チップ マイクロエレクトロニクス 
 

欧州の光チップ部門の未来に光明（EU） 
 
 

EUが出資する新しいプロジェクトは、光チップのコストを劇的に削減する計画である。

このプロジェクトは、欧州が今後、高収益をもたらす可能性のある市場を先導し続けるよ

う後押しするだろう。PARADIGM注1(一般的な統合生産のための高度光学研究)と呼ばれる

同プロジェクトの予算額は1,270万ユーロで、この内830万ユーロは、EUのFP７の「情報

通信技術(Information and communication 
technologies :ICT)」テーマの予算から出資

されている。 
 
光チップは、電子信号に代わって光信号

で動作する。現在では、データはすでにガ

ラスファイバーケーブルを通じて光送信さ

れるようになっているが、コンピュータや

プロセッサーに光チップを使用することに

よって生じる可能性は、計り知れない。光

チップ技術は、さまざまなアプリケーショ

ンに幅広く用いられるかもしれないのであ

る。例えば、ファイバーセンサーを使用し

て、橋の引張部材、飛行機や風車のブレードなど、多くのものを測定したり、建造物に過

剰な負荷が掛かるのを防ぐため、警告を出したりすることができる。光チップはまた、医

療機器や医療用コンピュータにも使用することができる。PARADIGMプロジェクトチー

ムは、光チップが最終的に、マイクロエレクトロニクス市場の数10%のシェアを獲得する

かもしれない、と推定している。 
 
重要なことに、光集積化技術を標準化するよう設計された欧州の既存プロジェクトの恩

恵により、欧州は現在、光チップの開発をリードしている。また、PARADIGMの支援に

より、この市場においてなお一層力強い足場を得ることになるだろう。同プロジェクトは、

リン化インジウム(InP)技術に焦点を絞る予定である。この技術は、現行および次世代のア

プリケーションの両方にとって、非常に有望視されている。 
 

ARADIGMコンソーシアムの主な挑戦課題は、光チップの開発費と製造コストを削減す

ることである。｢マイクロエレクトロニクスの製造技術は成熟し、高度に標準化されている

ため、チップの製造コストは、単位面積平方ミリメートルあたりわずか数セントである。

                                                 
注1 PARADIGM: Photonic Advanced Research and Development for Integrated Generic Manufacturing 
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さらに、高速かつ正確なチップ設計が可能な高性能ソフトウェアがあるため、開発費用も

低く抑えられている。これと同じくらいの生産力を光チップでも得たいと、我々は考えて

いる｣と、アイントホーフェン工科大学(Eindhoven University of Technology)注2の光通信

技術専門のMeint Smit教授は述べている。 
 
具体的に、PARADIGMは、光集積回路(PIC)のコストを現在の10分の1にまで、劇的に

削減することを計画している。この計画は、アプリケーション特有のPIC向けに一般的な

プラットフォーム技術を開発することで実現する予定である。同チームは、プラットフォ

ームレベルでの性能の向上に焦点を絞ることによって、設計者が回路レベルで創造性を発

揮できるゆとりを与えつつ、新素子の生産開始までに必要なコストと時間が削減されるこ

とを期待している。同プロジェクトは、コンセプトおよび設計段階から、製造およびアプ

リケーションの段階に至る、最初から最後までの一連の製品開発全体を対象としている。 
 

PARADIGMのパートナーたちは、通信、センサー、データ処理、生物医学システムな

ど、多様性に富んだアプリケーションに対応する、多数のリン化インジウム系の光集積回

路(InP PIC)を作ることにより、自分たちのアプローチのポテンシャルが正当であることを

立証する計画である。 
 
PARADIGMプロジェクトは、オランダのアイントホーフェン工科大学のCOBRA注3研究

所の大学間共同研究学部(Inter-University Research School)によりまとめられている。同

プロジェクトは、2010年10月頭に開始後、4年間継続する予定である。 
 
同プロジェクトのパートナーたちは、半導体製造、PIC設計およびアプリケーション、

光学CAD、パッケージングおよびアッセンブリの専門知識を持っている。彼らは、ドイツ、

フランス、イタリア、オランダ、スウェーデン、英国から集められ、大学、研究所、ソフ

トウェア設計会社などの人材が含まれる。 
 
詳細については、以下のサイトを参照のこと。 

 

FP７の下でのICT研究 
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ 
 
CORDISに関する概況報告書 
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_EN&ACTION=D&DOC=18&CAT
=PROJ&QUERY=012be2559db5:e92f:57b5a989&RCN=95444 
 

                                                 
注2 Eindhoven University of Technology (http://w3.tue.nl/en/) 
注3 COBRA(Communication Technologies Basic Research and Applications)：通信技術の基礎研究と応用 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
 
出典：“The future's bright for Europe's optical chips sector” 
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=3
2693 
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フレキシブルポリマー基板上に設置された、酸化亜

鉛ナノワイヤを基に作られたナノデバイスを操作

し、測定するジョージア工科大の研究者。 
( Credit: Gary Meek)  

【ナノテク・材料】酸化亜鉛ナノワイヤ ロジックデバイス ひずみ(歪み)トランジスタ 
 

酸化亜鉛ナノワイヤを使用した新種の圧電性ロジックデバイス（米国） 

 
ジョージア工科大学の研究者は、新種の電子ロジックデバイスを開発した。このデバイ

スでは、酸化亜鉛ナノワイヤに機械的ひずみを加えて発生した電界により、電流が切り替

わる。 
 
トランジスタとダイオードを搭載するこのデバイスは、ナノスケールのロボット工学、

ナノ電子機械システム

(nano-electromechanical systems : 
NEMS)、マイクロ電子機械システム

(micro-electromechanical systems: 
MEMS)およびマイクロ流体デバイスな

どに利用できる可能性がある。ひずみを

引き起こすために用いられる機械的動

作(作用)が、ボタンを押す動作のように

シンプルになる。つまり、液体が流れた

り、筋肉を伸ばしたり、ロボットのパー

ツを動かしたりすることによって、ひず

みが作られるかもしれない。 
 
従来の電界効果トランジスタでは、電

界により、半導体に流れる電流の流れを

切り替える、つまり、ゲート制御する。

一方、新しいロジックデバイスでは、電

子信号を用いる代わりに、機械的に酸化

亜鉛ナノワイヤを変形させてスイッチ

ング・フィールドを作る。この変形がナノワイヤにひずみを与え、圧電効果注1により電界

が作られる。この圧電効果とは、ある種の結晶性物質が機械的ひずみを受けると、その物

質内に電荷が発生するというものである。 

                                                 
注1 圧力（力）を加えると、圧力に比例した分極（表面電荷）が現れる現象をいう。また、逆に電界を印加す

ると圧電体自体が変形する現象は逆圧電効果とも言われるが、この現象も含めて圧電効果と呼ぶ場合もある。 
ウィキペディア参照：http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A7%E9%9B%BB%E5%8A%B9%E6%9E%9C 
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ジョージア工科大の研究者たちは、レーザーが酸化亜鉛構造

に取り付けられた金属接点の伝導性を変えるピエゾフォト

トロニック（piezo-phototronic）デバイスの性能を評価する。

「2つの金属電極に渡されたナ

ノワイヤにひずみを加えると、ゲ

ート電圧としての機能を果たす

のに十分な強度を持つ電界を作

ることができる。このタイプのデ

バイスでは、機械的作用により電

子機器とインターフェースをと

ることができ、ゲート電圧の代わ

りに圧電性の電位を用いる新型

ロジックデバイスの基盤にもな

り得る」と、ジョージア工科大学
注2材料科学工学部の指導教授、

Zhong Lin Wang氏は述べた。 
 

Nano Letters、Advanced 
Materials、Applied Physics 
Letters などのジャーナルに、このデバイスに関する一連の論文を発表したWang教授は、

ナノスケールのこの新種デバイスを「ピエゾトロニクス(piezotronics: piezoは圧電性の意)」
と呼ぶ。これは、半導体の電荷移動プロセスの調整、ゲート制御に、圧電性の電位を使用

しているためである。このデバイスは、半導体特性と圧電性の両方を備えた酸化亜鉛ナノ

構造特有の特徴を利用したものである。 
 

Wang教授とその研究チームが開発したナノデバイス群にトランジスタとダイオードが

加われば、これを組み合わせて、同じ酸化亜鉛材料から全ての部品が作られているシステ

ムができるかもしれない。研究者たちは以前、環境から与えられた機械的動作を変換して

電気を発生させるナノスケールのジェネレーターのほか、pH測定、紫外線検知を行うナノ

ワイヤセンサーを開発したと発表している。 
 
｢我々が開発したデバイス群を結集すれば、自律的で自動制御可能な(インテリジェント

な)、電源内蔵タイプのナノスケールシステムが実現する。環境から取り出した電気エネル

ギーを動力源とし、また、メモリー、処理、センサーの能力を持つ、酸化亜鉛ナノワイヤ

だけでできた複雑なシステムを作ることができるのだ」と、Wang教授は述べた。 
 

                                                 
注2 ジョージア工科大学（http://www.mse.gatech.edu/） 
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ジョージア工科大の研究者たちは、フレキシブルポリマー基

板上に設置した酸化亜鉛ナノデバイスの配列の性能を評価す

る。(Credit: Gary Meek) 

研究者たちは、ポリマーフレキシブル基板上に設置したひずみゲート・トランジスタを

用いて、酸化亜鉛ナノワイヤに

様々なタイプのひずみを与える

だけで、NOR、XOR、NANDな

どの論理ゲートや、マルチプレク

サ、デマルチプレクサによる論理

関数など、基本的な論理演算を実

証した。彼らはまた、ひずみトラ

ンジスタをフレキシブル基板上

の両端に取り付けて、インバータ

ーを作った。 
 
｢ひずみトランジスタを素子と

して使用すれば、複雑なロジック

を構築できる。論理演算装置を作

るために機械的作用を用いるの

は、今回が初めてだ｣とWang教授は述べた。 
 
ひずみトランジスタは、ポリマー基板に金属接点で固定された1本の酸化亜鉛ナノワイ

ヤで作られている。このナノワイヤの両端は、ソース電極、ドレイン電極になっている。

このデバイスを曲げると、それぞれの電極で、圧縮ひずみから引張ひずみに変わるため、

その極性は逆になる。 
 
このデバイスは、人と人とのやりとりや周囲環境で発生するような低周波で動作する。

また、スイッチ動作速度に関しては、従来型機器に使用されているCMOＳ(相補型MOS注3)
トランジスタを凌ぐことはないだろう。このデバイス（の特徴）は、非常に小さな機械的

な力にも反応することだとWang教授は述べた。 
 
同研究グループはまた、酸化亜鉛に特有な光励起という特徴を利用したレーザー発光を

用いれば、酸化亜鉛ナノデバイスの伝導性を制御できるということを発見した。レーザー

光からの紫外線が、酸化亜鉛構造に取り付けられた金属接点に当たると、酸化亜鉛金属接

点でショットキー障壁の高さを変える電子正孔対が作られる。 
 
このように伝導性を変化させるというレーザー発光の特徴を利用して、機械的なひずみ

をさまざまに変化させることで、デバイスの伝導性能をより正確に制御できる。 

                                                 
注3 Metal Oxide Semiconductor (金属酸化膜半導体) 
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「レーザーは、この構造の伝導性を改善する。レーザー効果は障壁を低くするが、圧電

性効果は障壁を高くし、これらは対照的である」とWang教授は述べた。 
 
同教授は、光子励起、半導体の特徴を結合して作ったこれらの新しいデバイスを「圧電

性フォトトロニック」デバイスと呼んでいる。 
 
 同研究グループはまた、酸化亜鉛ナノワイヤを用いて、単層カーボンナノチューブを通

り抜ける電流の動きを制御するハイブリッド・ロジックデバイスを作った。 
 
この研究は、国立科学財団(National Science Foundation: NSF)、国防総省国防高等研

究事業局(Defense Advanced Research Projects Agency : DARPA)、米国エネルギー省

(Department of Energy: DOE)によって支援されてきた。研究チームには、Wang教授の

ほか以下のメンバーがいる。Wenzhuo Wu、Yaguang Wei、Youfan Hu、Weihua Liu、
Minbaek Lee、Yan Zhang、 Yanling Chang、Shu Xiang、Lei Ding、Jie Liu、Robert 
Snyder(敬称略) 
 

｢我々が取り組むひずみデバイスの研究により、単一材料を使用した１つの構造ユニッ

トの中で、機械的および電気的動作による論理演算を可能にするという新しいアプローチ

が提供される。これらのトランジスタを用いれば、非常に小さい携帯装置に新たな処理能

力や記憶能力を搭載できるかもしれない｣とWang教授は述べた。 
 
 
                   

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
 
出典：“Researchers Create New Class of Piezoelectric Logic Devices Using Zinc Oxide 
Nanowires”           
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=117676&org=NSF&from=news  
 (Copyright © Georgia Institute of Technology. All rights reserved. Used with 
permission.) 
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【電子・情報通信】ナノエレクトロニクス 半導体 
 

SRC と NSF によるナノエレクトロニクス研究の促進（米国） 
2010 年度 NSF センターによる新たな研究資金の提供 

 
2010 年 10 月 12 日、世界でもトップレベルの半導体と関連技術研究に関する大学研究

コンソーシアムである SRC(Semiconductor Research Corporation)は、ナノエレクトロニ

クス研究へ 200 万ドルの追加助成金を提供するため、アメリカ国立科学財団(National 
Science Foundation: NSF)と連携することになった。 
 
 何十年もの間、トランジスターはコンピューター技術の基礎を成す構成要素であった。

米国のトップレベルの大学内にある 6 つの主要な NSF センターの研究者たちは、トラン

ジスターに代わる、ナノエレクトロニクスの新技術を用いて新しいデジタル切替(digital 
switching)のメカニズムを発見するという目標に貢献する予定である。 
 

SRC のナノエレクトロニクス研究イニシアティブ (Nanoelectronics Research 
Initiative: NRI)の責任者であるジェフ・ウェルサー氏は、「半導体産業はナノエレクトロ

ニクス時代に、産業界のリーダーシップを勢いづける新デバイスの開発に対し、積極的に

取り組み続けている。そして、NSF-NRI プロジェクトにより米国の国家競争力に影響を

与えるだけでなく、世界経済にも影響を与える重要な研究を促進させるため、米国のトッ

プレベルの研究者たちが結集する」と語った。 
 
 近まで、メーカーは新世代の半導体技術が生まれるたび、各トランジスターのサイズ

をより一層小型化することで電力消費量を半分にし、1 つのチップ上のトランジスターの

数を倍にすることで新技術を可能にしてきた。しかし、トランジスターのオン・オフを切

り替えるために必要な電力を減らし続けることがますます難しくなってきたため、大きさ

を変えるだけで製品を一新するというペースを維持することが困難となる。この研究のた

めに NSF と半導体産業のパートナーシップが自然な調和を生みつつ、基礎素材の科学か

ら 新の装置と回路構造に及ぶ新しい突破口が要求されるだろう。 
 
 NSF のシニア・エンジニアリング・アドバイザーのローレンス・ゴールドバーグ氏は、

「ナノエレクトロニクスへのこれらの投資は、さらなる発見を促進する工学と科学の研究

を目的とした NSF 支援と足並みを揃えている。大学院生と博士課程修了者を支援するた

めのこれらの追加助成金は革新的な技術を創造し、現在半導体産業が直面している重大な

問題の解決法を見いだす一助となることを我々は確信している」と語った。 
 
 この NFS-NRI 共同の補足的助成金は、ナノエレクトロニクス研究の 6 つの NSF セン

ターの研究チームに与えられる。 
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・コロンビア大学のコロンビア NSEC (Nanoscale Science and Engineering Center: ナノ

スケール科学工学センター)の James Yardley 所長と共同研究者の T. Heinz 氏、 P. Kim
氏、K. Shephard 氏、J. Hone 氏 
 
・プリンストン大学の MRSEC (Materials Research Science and Engineering Center: 材
料研究科学工学センター)に相当する注1「プリンストン複合材料センター(Princeton 
Center for Complex Materials)」の Nai-Phuan Ong 所長と共同研究者の E. Tutuc 氏、

N.P. Ong 氏 
 
・ネブラスカ大学リンカーン校の MRSEC に相当する「Q スピンズ：ナノ磁気構造内の量

子およびスピン現象 (Q-Spins: Quantum and Spin Phenomena in Nanomagnetic 
Structures)」の Evgeny Tsymbal 所長と共同研究者の K. Belashchenko 氏、C. Binek 氏、

P. Dowben 氏 
 
・ペンシルバニア州立大学の MRSEC に相当する「ナノスケール科学センター(Center for 
Nanoscale Science)」の Thomas Mallouk 所長と共同研究者 T. Mayer 氏、S. Datta 氏 
 
・スタンフォード大学の NSEC に相当する「ナノスケール調査センター(Center for 
Probing the Nanoscale)」の Kathryn Moler 所長と共同研究者の H.-S. Philip Wong 氏 
 
・イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の NSEC に相当する「ナノスケール化学・電気・

機械製造システム・センター」の John Rogers 所長と共同研究者の E. Pop 氏、J. Rogers
氏 
 
上記の 6 つの NSF-NRI 補足的助成金は、この官民のパートナーシップ・プログラムへ

のコミットメントの拡大・強化を行う。同プログラムは、今年で 5 年目を迎え、このよう

な支援の合計は 30 件にのぼる。 
 
 NRI に参加する企業は AMD 社、GLOBALFOUNDRIES 社、IBM 社、Intel Corporation
社、Micron Technology 社、Texas Instruments 社である。これらの企業は大学チームと

協力する目的で、研究者たちを割り当てる。企業と NSF が支援している研究センターと

の強い連携は、簡単なコンピューター回路を用いた画期的なコンピューター装置の実現可

能性を、今後 5 年から 10 年以内に実証するという NRI 研究の目標達成の後押しとなるだ

ろう。 
 

                                                 
注1 編集注：以下、各大学の NSEC：ナノスケール科学工学センター、MRSEC：材料研究科学工学センターに

相当する名称が併記されている。 
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SRC-NRI について 
ナノエレクトロニクス研究イニシアティブ(Nanoelectronics Research Initiative: NRI)

は SRC の 3 つの研究プログラム事業のうちのひとつである。SRC による半導体産業のた

めの共同研究は 28 周年を迎え、半導体産業のニーズを明確にし、ダイナミックなグロー

バル市場での競争優位性を SRC の参加者たちに与える研究に対し投資と運営を行う。米

国において も評価の高い技術貢献に対して授与される「アメリカ国家技術賞」を受賞し

た SRC は、半導体技術を革新し、民間企業への技術移転を促すために半導体産業の知識

基盤を拡大し、優秀な学生を集めている。 
詳細情報は以下のウェブサイトで参照できる。 
http://nri.src.org 
 
NSF について 
アメリカ国立科学財団(National Science Foundation: NSF)は、科学と工学に関するす

べての分野の基礎研究と教育を支援する連邦政府の独立機関注2である。2010 年度の NSF
予算は約 69 億ドルとなっており、NSF はおよそ 2,000 もの大学や研究機関に対する助成

を通じて、全米 50 州規模の資金提供を行っている。毎年、NSF は 4 万 5,000 件を超える

競争的資金応募を受け、1 万 1,500 件を超える新規助成を行っている。NSF はまた、毎年

4 億ドルを超える専門サービス契約の助成も行っている。 
詳細情報は以下のウェブサイトで参照できる。 
http://www.nsf.gov 
 
NSF センターのウェブサイト参照先： 
 
コロンビア大学、コロンビア NSEC（ナノスケール科学工学センター）

http://www.cise.columbia.edu/nsec/research/ 
 
プリンストン大学、プリンストン複合材料センター

http://www.princeton.edu/~pccmhttp://www.mrsec.unl.edu/ 
 
ネブラスカ大学リンカーン校、Q スピンズ：ナノ磁気構造内の量子およびスピン現象 
http://www.mrsec.unl.edu/ 
 
ペンシルベニア州立大学、ナノスケール科学センター 
http://www.mrsec.psu.edu/research/irg3.asp 
 
スタンフォード大学、ナノスケール調査センター 
http://www.stanford.edu/group/cpn/ 
                                                 
注2 参考：http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpad199101/hpad199101_2_086.html 
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イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校、ナノスケール化学・電気・機械製造システム・

センター 
http://www.nano-cemms.uiuc.edu/ 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 髙村 祐子） 
 
出典： 
“英文 Semiconductor Research Corporation and National Science Foundation Further 
Fuel Nanoelectronics Research” 
http://www.src.org/newsroom/press-release/2010/121/# 
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【ライフサイエンス】子宮頸癌 タンパク質コード mRNA   
 

より迅速に、より安価に子宮頸癌をスクリーニングできる 
画期的技術を開発（欧州） 

 
 時間も費用もかかる子宮頸癌のスクリーニングは、欧州連合（European Union: EU）

の助成を受けた研究者が開発した画期的な技術のお陰で、過去のものになるだろう。この

発見により、既存の技術を使ったスクリーニングと比較し、より安価で、即時に結果が得

られ、非医療従事者にも行えるような、幅広いスクリーニングが可能になるとみられる。

この研究は、EU の第 6 次枠組みプログラム「情報社会技術」テーマ領域から 160 万ユー

ロという巨額の助成を受けた MICROACTIVE プロジェクト注1の一環として実施された。 
 
現在、子宮頸癌のスクリーニングは、手間も時間も費用もかかり、高度なトレーニング

を受けた専門技師を必要とする分子アッセイ法を用いて実施されている。この画期的な技

術は、こうした欠点の解決に取り組み、診断器具類に革命をもたらすことを約束するもの

である、と研究者たちは語る。彼らは最先端の微細加工技術および微小流体技術を用いて、

デスクトップの「実験室」を創り上げた。これは、従来の分子分析のすべての利点を備え

つつ、欠点を克服したものである。 
 
 MICROACTIVE プロジェクトは、特定の種類のヒト・パピローマウィルス(human 
papillomavirus virus: HPV)によって引き起こされた子宮頸癌のスクリーニングに焦点を

当てている。「異なる 7 種類のウィルスの一つか二つが引き起こしたと思われる症状がみ

られるときに、どのウィルスが原因かを特定するという点で、良い検査法であった」と、

北欧の研究機関 SINTEF の研究員で、このプロジェクトのコーディネーターである Liv 
Furuberg 氏は述べた。同研究員は、HPV には 100 種類以上が存在し、ヒトの免疫システ

ムはそのうち 97％を効果的に排除できると説明

した。しかし、残りの 3％が致命的であるため、

医師たちはその種がどれであるのかを特定し、ま

た、そのウィルスが活動しているかどうかを見極

めなければならない。 
 

MICROACTIVE プロジェクトの新実験室は、

それぞれがデスクトップのパソコンと同じくらい

の大きさで、従来の手法では通常 20 ある手作業

のステップをわずか二つに減らし、基本的なトレ

ーニングを受けた者なら誰でも検査を行えるよう

                                                 
注1 MICROACTIVE: automatic detection of disease related molecular cell activity （疾患関連分子細胞活性

の自動検出） 

培養中の子宮頸癌細胞 
© Shutterstock 
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にする。分子診断にはさまざまな手法が考えられるが、同プロジェクトは活動中のウィル

スを捉えるマーカーとしてメッセンジャーRNA（messenger ribonucleic acid: mRNA）に

注目している。現在主流になっている検査技術は、細胞ベースの検査で、50％～70％の確

率で偽陽性という結果が出る。しかし、同プロジェクトの検査方法は、特定のタンパク質

コード mRNA（protein-coding mRNAs）を検出するため、偽陽性判定のリスクを回避す

ることができた。 
 
 この検査は極めてシンプルである。通常の方法で子宮頸部の組織をサンプル採取する。

サンプルは、注射器に入れられ薬剤と混ぜ合わされ、検査プロセスの第一「実験室」に送

られる。ここでサンプルは、注射器から取り出され、使い捨ての微小流体チップに乗せら

れる。液体は非常に小さな規模でこのチップを通過する。こうしてサンプルの準備ができ

ると、チップは検出モジュールへ移される。検出プロセスの最初のステップは、核酸配列

ベース増幅（nucleic acid sequence based amplification: NASBA）で、この手法によりマ

ーカーを大量生産する。次に、特定の核酸のらせん構造だけに結びつくバイオマーカーが

導入される。このバイオマーカーは、研究室で開発された分子である。 
 
 「我々は、検査時に二つの異なるマーカーだけを観察した。コンセプトを立証するには、

それだけで充分だったからだ。しかし、我々の使い捨てチップには八つのチャネルがあり、

それぞれのチャネルは同時に二つのウィルスを検査することができる。したがって、我々

は最大 16 の異なるマーカーを検査することができるのだ」と Furuberg 研究員は語った。 
 
 このプロジェクトの最大の課題は、増幅するのに必要な、上質なサンプルを十分に確保

することであった。「我々は、組織サンプルを採取する前から、検査プロセスのあらゆる

側面を詳細に研究し、可能な限りクリーンなアプローチを検討し、開発した。そして、改

良を重ねた末に、要求される水準の品質に到達することができたのだ」Furuberg 博士は、

このように話した。 
 
チームの努力は報われた。MICROACTIVE プロジェクトで用いた検査方法は、現在の

HPV 検出の黄金律となっている検査方法と比べても非常に良いものであった。すなわち、

現在最先端とされる技術と同等、またはそれ以上の結果を出したのである。 
 
 

翻訳： NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：Breakthrough technology offers quicker, cheaper cancer screening 

（http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/
news/article_10_10_27_en.html&item=&artid=18414） 
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【ライフサイエンス・バイオ】神経細胞再生 マイクロチップ 
 

急速に進む神経細胞再生の研究（米国） 
マイクロチップ技術により、生物体内で神経を再生する化合物の迅速な識別が可能に 

 
 科学者らは長い間、神経細胞（ニューロン）再生の可能性を模索してきた。神経細胞の

再生により、アルツハイマー病やパーキンソン病などの神経疾患と同様に、脊髄損傷にも

新しい治療法の提供が可能になる。多くの化学物質は、研究所のペトリ皿の中で培養され

た神経細胞の再生を可能にする。しかし、生体内で作用しているこれらの化学物質を確認

することは困難で時間がかかる。ヒト用の薬剤開発にとって、この点は非常に重要である。 
 Nature Physics 誌で記述された手法を用いれば、医療から航空工学まで幅広い分野で使

用される材料を、より簡単に、より安価に分析できるようになるだろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
現在、MIT のエンジニアらは新しいマイクロチップ技術を使い、神経系の研究によく使

われている「C エレガンス(c elegans)注1」という名の小さな線虫を用いて潜在的な薬品テ

ストを迅速に行っている。Mehmet Fatih Yanik 准教授と同僚らは、この新しい技術を活

用し、多数の生物に迅速なレーザー手術と薬の投与、その結果として生じた神経細胞再生

の撮像を行った。 
 
「X 線機器の各後続世代機種は、最初のレントゲン写真や DNA（デオキシリボ核酸）

の構造決定など、科学の新境地を開拓してきた」と研究者らは指摘した。現在はシンクロ

トロン注2が、さらなる高解像度の画像システムを可能にする高輝度 X 線注3を、すべての学

                                                 
注1 caenorhabditis elegans：線虫の一種、通称シー・エレガンス 
注2 荷電粒子の加速装置の一種 

MIT のエンジニアらは、線

虫である C エレガンスの単

体の神経細胞に迅速な手術

を行う手法を開発した。白い

線は軸索 (他の細胞に情報を

伝達する神経細胞の長く伸

びた突起 )を表している。  
Image: Craig Millman and 
Yanik Lab 
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問分野の研究者らに提供している。しかしシンクロトロンは、サイズが大きく、莫大な導

入費用がかかることから、世界にはごくわずかなシンクロトロンしか存在しておらず、こ

れらの設備を使う機会に対する需用は、供給をはるかに上回っている。 
 
「我々の技術は、研究者が、いずれは哺乳類、おそらくはヒトを対象とした試験が見込

まれる、有望な化学物質を迅速に識別することをサポートする。」と Yanik 准教授は語る。

この技術を使い、研究者らはすでに神経細胞を再生させる見込みのある化学物質の部類を

1 つ特定している。 
 
 この論文は 10 月 11 日の週の「米国科学アカデミー紀要（Proceedings of the National 
Academy of Sciences: PNAS）」のオンライン版に掲載された。 
 この論文の主執筆者として、ポスドク研究員のクリサンティ・サマラ氏、大学院生のク

リストファー・ロード氏とコーディ・ギルランド氏、そして共同研究の化学者であるステ

ィーブ・ハガーティ氏とステファニー・ノートン氏らがいる。新技術と再生させる化学物

質の開発は NIH ディレクターズ・ニューイノベイター・アワード・プログラム(NIH 
Director’s New Innovator Award Program 注4)、科学工学分野が対象のパッカード・フェ

ローシップ、神経科学分野が対象のアルフレッド・スローン賞、NSF 大学院生フェロー

シップ、メルク大学院生フェローシップより資金が提供された。 
 
迅速な分析 
 C エレガンスは光学的に透明であり、すべての神経回路網が既知であるため、神経細胞

再生に適したモデル生物である。Yanik 准教授と同僚らは以前、個々の軸索注5（近隣の細

胞に電気信号を送る神経細胞の長い突起）の再生部分の切断や観察を可能にするフェムト

秒（1000 兆分の 1 秒）レーザー・ナノサージェリー注6技術を開発した。この技術は、焦点

を絞り込んだ赤外線レーザーパルスを 10 億分の 1 秒よりも短い時間で、レーザー光が対

象物に当たるまでの途中にある細胞組織を損傷することなく、生物の体内深くまでレーザ

ー光を浸透させることが可能である。 
 
 PNAS に発表した研究において研究者らは、触覚をつかさどる単体の神経細胞の軸索を

迅速に切断するためにマイクロチップ技術を使った。単体の線虫を培養床から画像マイク

ロチップへ移動させ、それらを固定してレーザー手術を行う時間はわずか 20 秒ほどであ

り、短時間で数多くの手術を行うことが可能となる。 
 
 レーザー手術の後、それぞれの線虫は培養床に戻され、異なる化学化合物で処置を受け

                                                                                                                                                 
注3 参考：http://www.k.u-tokyo.ac.jp/materials/j/lab_txt2/01/amemiya.html 
注4 国立衛生研究所(NIH) の若手支援プログラム 
参考：P4 http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g80305a07j.pdf 

注5 http://web2.chubu-gu.ac.jp/web_labo/mikami/brain/10-1/index-10-1.html 
注6 ナノメートルレベルの超微細手術 引用：http://www.nanonet.go.jp/japanese/nano/primer/nano03.html 
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る。C エレガンスの神経細胞は助けを借りずに部分的に再生できる。このことが、Yanik
準教授の研究チームに、この再生を「促進する」、または「抑制する」薬品の模索を可能に

した。二、三日後、研究者らは薬品の影響を調べるために、それぞれの線虫の画像を撮っ

た。 
 
 MIT チームにより、PKC キナーゼとして知られている特定の酵素の活性を抑制する、

スタウロスポリンという名の化合物が最も強い抑制効果を持つことが判明した。経過観察

中、チームはこれらのキナーゼを活性化する数種類の化合物の試験を行った。そして化合

物のうちの 1 つが、著しく神経細胞の再生を促進することが判明した。現在、Yanik 准教

授の学生の一部は、ヒトの ES 細胞由来の神経細胞にそれらの化合物を用いて試験を行っ

ている。 
 
 「この新技術は、C エレガンスの研究で達成された自動化のレベルで著しい進展を示し

ている」とユタ大学の生物学教授であるマイケル・バスティアーニ氏は語る。「かつての手

法ならば、1 日にせいぜい 100 匹程度の実験動物の切断と検査しか行えないだろう。Yanik
准教授の自動システムによって、処理の件数は少なくとも 10 倍に増やせるようだ」 
 また、バスティアーニ氏は、このシステムの潜在的な限界を 1 つ指摘した。再生を促進

する物質が線虫の皮膚を取り巻く厚い層であるキューティクル（表皮）に浸透できない場

合、神経細胞再生の効果を検出することができないかもしれない。 
 
 「しかし、それでも化学物質は線虫の消化管を経由して検出することができる。それは、

化学物質が生物に効くかどうかを調べる重要なテストである。このマイクロチップ技術は

アルツハイマー病やパーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症などの病気に効果のある化合物

を調べるためにも使われるだろう」と Yanik 准教授は述べている。 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 髙村 祐子） 
 
出典： 
“Nerve-cell regeneration quest is fast tracked” 
http://web.mit.edu/newsoffice/2010/neural-regeneration-1012.html 
(Copyright © MIT News Office) 
Used with Permission. 
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アーカンソー州立大学のアーカンソー生物科学研究所、

シバクマールの植物ベース生産（The Plant Powered 
Production:P3）バイオリアクター技術研究室。 
Credit: Arkansas Science & Technology Authority 

【政策】理工学研究のインフラ EPSCoR 
 

NSFの助成金で理工学研究のインフラを拡大（米国） 
7 州 (アーカンソー、ルイジアナ、ネブラスカ、プエルトリコ、ロードアイランド、 

テネシー、ウェストバージニア) に対して 5 年間で 2000 万ドルを助成 
 

 

学界で活用できる研究リソー

スの、 も有効な、世界クラス

の統合展開を目指す7つの研究

プロジェクトが、国立科学財団

(National Science 
Foundation:NSF)の「競争力の

ある研究を促進する実験プログ

ラム (EPSCoR)」から助成を受

けた。その対象は、各地域の研

究所のコンソーシアムを代表し

ており、広範囲に及ぶ科学研究

インフラが不十分で、これまで

に研究費助成をあまり受けてい

ないという観点で選出された。

これら7つのプロジェクトは、 
5年間で投与される2,000万ドル

の助成金をもとに、理工学の学術研究のインフラを強化する。 
 
これらのRII(Research Infrastructure Improvement)アワードはリソースを提供するこ

とで、研究活動の競争力向上に不可欠な、物理面、マンパワー、ネットワーク面のインフ

ラを強化する。また、以下の点において他に類を見ないものである。 
① 州全体をカバーする範囲や複雑性 
② 個々の研究者、研究機関、組織の統合、 
③ 研究の競争力を維持し、経済発展を促すために必要な、多様で、即戦力のある、

STEM(科学、技術、エンジニアリング、数学)に強い労働力を生み出す役割 
このように、NSFのEPSCoRプログラムのディレクター、Henry Blount氏は述べている。 
 
 協力協定に基づき、6州(アーカンソー、ルイジアナ、ネブラスカ、ロードアイランド、

テネシー、ウェストバージニア)および1自治領 (プエルトリコ)が、「RII Track1」アワー

ドを獲得した。 
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アーカンソー州立大学、生物科学研究所のファ

ブリシオ・メディナ・ボリバル P3（植物ベース

生産）研究室 
Credit: Arkansas Science and Technology 
Authority. 

アーカンソー州立大学、農学部の著名な教授であり、

Infinite Enzymes社の社長兼CEOのElizabeth Hood

氏の植物ベース生産(P3) 研究室。 

Credit: Arkansas Science and Technology 

Authority. 

アーカンソー州 (アーカンソー科学技術局) 
 
 この「RII Track１」アワードは、科

学を進展させ、国家の緊急ニーズ(米国

の電力網へのシームレスな統合が可能

な代替エネルギーなど)に対処できる大

きな可能性を持ち、アーカンソー州内

の注目を浴びている研究に対して助成

を行う予定である。この助成は、同州

の科学研究能力を向上させることを目

指している。このため、コスト効率が

良く、非常に効率的な太陽電池を開発

できるよう、再生可能エネルギー発電

の3分野(植物の生合成、代替エネルギー、

ナノテクノロジー)に焦点を絞っている。 
  この研究は、アーカンソーにある次の 

3つの施設で行われる予定である。 
1) the Center for Plant-Powered 
Production注1 (植物ベースのバイ

オ生産センター) 
2) the Center for Generating 
Renewable Energy with Efficient 
Nanoplasmonic Solar Cells(効果

的なナノプラズマ太陽電池を用い

た再生可能エネルギー生成センタ

ー) 
3) the Vertically Integrated 
Center for Transformative 
Energy Research(変革型エネルギー研

究のための垂直統合センター) 
 
このプロジェクトは、活動範囲を広

げる活動をきわめて重視しており、今

回、歴史的黒人大学(Historically Black 
Colleges and Universities：HBCU注2)の2つの研究所と四年制大学2校を新たに加え、前回

の「RII」より支援対象を拡大している。STEM(科学、技術、エンジニアリング、数学)の
                                                 
注1 http://www.arkp3center.org/index.html 
注2 http://www.college-scholarships.com/historically_black_colleges_universities.htm 
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バイオモジュラー・マルチスケールシステムセンター

(Center for BioModular Multi-Scale 

Systems' :CBM2) の DNA 配列研究所。写真は、

ルイジアナ州立大学（LSU）、CBM2 の DNA 配列

研究所の研究者たち。左から、CBM2 センター長の

Steve Soper 氏、Suzanne Lassiter 氏、Musundi 

Wabuyele 氏。  

CBM2 は、2004 年研究インフラ改善アワードにおい

てルイジアナ州で最も重要視され、NSF からの助成

を受けた。同センターの DNA 配列研究所は、人ゲノ

ムの一次構造解析を行うための、モジュラーベース

の マイクロシステム手法を開発している。CBM2

は、3 年におよぶ NSF の EPSCoR プログラムから

の資金拠出を受け、以下の研究者たちで共同研究

を行う。ルイジアナ州の先進微細構造およびデバイ

スのための施設（Center for Advanced 

Microstructures and Devices:CAMD)、 化学、生

物学、機械工学の研究者、ニューオーリンズにある

LSU 健康科学センター、チューレーン保健科学セン

ター、ザビエル大学。また、外部パートナーには、コ

ーネル医科大、スローン・ケタリング・メモリアル癌研

情報ルートを強化するために、セカンダリースクール(中高一貫の中等学校)での多数の研

究活動や、教師や二年制短期大学の教授陣向けの専門能力の開発が推し進められる予定で

ある。ここでは、特定の研究テーマに直結する、しっかりと練られた教育および労働力の

開発活動が行われている。 
 
 

ルイジアナ州 (ルイジアナ大学評議

会)  
 

La-EPSCoRプログラムでは、「RII 
Track１」の助成金により、LA-SiGMA 
(Louisiana Alliance for 
Simulation-Guided Materials 
Applications)を作り、ルイジアナ州全

体の材料科学研究および教育に変革

をもたらそうとしている。LA-SiGMA
は、ルイジアナ州立大学、ルイジアナ

工科大学、ニューオーリンズ大学、チ

ューレーン大学、3つのHBCU(サウザ

ン大学バトンルージュ校、グランブリ

ン州立大学、ザビエル大学）といった

主導的研究機関で構成されている。 
 

LA-SiGMAプログラムは、現在ルイ

ジアナ州の強みとなっている、技術的

にも経済的にもかなり重要な以下の3
つの科学分野（相関電子材料、エネル

ギー材料、生体分子材料）において、

マルチスケールな現象の研究に使用

する共通の計算(シミュレーション)ツ
ールの開発に取り組んでいる。 
 
既存の施設では、計算上の予測を検

証する実験が行われ、その結果、予測

精度向上がもたらされるであろう。こ

のプロジェクトは、様々な人口統計的

なニーズに対処する総合的なプログ

ラムを作ることで、同州の教育および
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労働力の開発にインパクトを与えることを目指している。「LA RII」は、大学院生や研究

生向けに、各専門機関に跨るコースを提供するよう計画している。これらのコースは、そ

の持続可能性を確実なものにするために、博士課程のカリキュラムへと統合される予定で

ある。 
 
 
ネブラスカ州 (ネブラスカ大学) 
 
 「RII Track1」ファンディングでは、ネブラスカ州の主な強みを活かし、地域的にも国

家的にも重要な2つの独立した研究分野(ナノマテリアルと藻類生物学)に助成できるよう

にする。これにより、分野横断的な2つの卓越した研究センター(ナノハイブリッド機能材

料センターと藻生物学およびバイオテクノロジーを研究するネブラスカセンター)が設立

され、7分野から、専門家である教授陣29名を召集し、州およびNSFの優先事項に沿って、

ナノサイエンス分野とエネルギー分野の基礎科学上重要な問題に取り組んでいく予定であ

る。このプロジェクトに参加する研究機関は以下の通り。ネブラスカ・リンカーン大学、

クレイトン大学、ドーン大学、ネブラスカ大学カーニー校、ネブラスカ大学医療センター、

リトルプリースト・トライバルカレッジ、ネブラスカ・インディアン・コミュニティ・カ

レッジ。 
 
このプロジェクトの目的は、科学者、エンジニア、民間の産業パートナーたちに共同研

究の機会を与えることにより、ナノハイブリッド材料、藻類バイオロジー、バイオテクノ

ロジーの分野の知識ベースを劇的に高めることである。これらの分野は、健康診断向け用

途、環境モニタリング、国内の治安、再生可能な生態学的に優しいエネルギー生産分野へ

の適用を進める上で、非常に大きな将来性を持つ。 
 
同プロジェクトは、以下の実現を目指している。 
1) 産学研究開発パートナーシッププログラムを通じて官民の共同事業を行い、中小企業

技術革新研究(Small Business Innovation Research：SBIR)および中小企業技術移転

制度(Small Business Technology Transfer:SBTT)の助成金を獲得。 
2) ネブラスカ州の工学・科学・テクノロジー・インターンシップ・プログラム(Nebraska 

Engineering, Science, and Technology Internship Program：NESTIP)を通じて、技

術移転を推進。 
3)プロジェクトを中心とした、地域および全国規模の技術系企業との協力関係を構築。 

 
｢Track 1」ファンディングは、ネブラスカ州全域の科学者の卵たちの情報パイプライン

の構築、また、研究成果（ポートフォリオ）を公開する機会が少ないために、生物科学、

工学、その他のSTEM分野で過小評価されているグループからの個人の参加拡大に役立て

られる。 
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プエルトリコ自治州 (プエルトリコ大学) 
 

プエルトリコが獲得した「RII Track-1」アワードでは、主として研究大学と四年制大学

間のパートナーシップを築くことと、あらゆるレベルで若手研究者や学生を育成すること

に焦点を絞り、プエルトリコの高等教育機関におけるナノ科学技術分野の学術研究と教育

の向上を目指している。基礎研究成果の製品へと転換し、ナノやバイオテクノロジーに関

連したビジネスへのノウハウの移転、または起業といった取り組みが行われる。 
この「RII Track1」プロジェクトは、プエルトリコの科学技術方針に沿って、自治領内の

経済を発展させ、ひいては国内外での競争力を強化するという計画である。 
 
 研究活動は、ナノ科学とテクノロジーの分野横断的な実験に基づいた、コンピュータモ

デリングの研究を中心に展開される予定である。 先端の研究により、新種のナノ材料お

よびナノ構造の開発を目指す。これらは、バイオナノテクノロジー、水質浄化、CO2隔離、

ITで使用されるロジックデバイスやメモリデバイス、効率的な集光性を持つデバイスなど

の用途に利用できる可能性を持つ。 プエルトリコの5つの高等教育研究機関の科学者とエ

ンジニアが共同研究に取り組んでいるほか、米国本土の5大学、４つの国立研究所/研究施

設、テキサス州のM.D.Anderson癌センターとの戦略的パートナーシップを築いている。 
 

ロードアイランド州 (ロードアイランド大学) 
 

ロードアイランド州の「RII Track-1」プロジェクトは、海洋性生物有機体が、気候変動

がもたらす環境の変化から受ける影響を理解するため、 先端の研究に焦点を絞る計画で

ある。同プロジェクトの目標は、ロードアイランド州の海洋生物科学分野の競争力を向上

させること、州内の研究者と教育者の共同研究を促進すること、および、9つの高等教育

研究機関が参加する、熟練した人員で構成される、多様な研究チームを作ることである。

また同プロジェクトは、地域的関連性を持ち、国にとって重要であり、ナラガンセット湾

など同州ならではの資源を利用するものであり、また、同州の科学技術計画に沿うもので

ある。 
 
ライフサイエンスの研究、教育のためのインフラの改善、また、二年制および四年制大

学など、官民の高等教育研究機関間のパートナーシップにより、同州の研究能力向上を支

援していく予定である。ロードアイランドEPSCoRアカデミー(RI EPSCoR Academy)は、

多種多様な研究機関間の協力関係を強化し、参加枠を拡大することで、多様性を増し、学

生が研究活動を行えるように、またはトレーニングを受けられるように、あらゆるレベル

で支援していく予定である。その中には、学生向け奨学金や、過小評価されているマイノ

リティの参加増員を目的としたプログラムなどがある。このプロジェクト特有なところは、

Rhode Island School of Design (RISD)が参加することで、科学者やRISDのアーティスト、

デザイナー達の間の分野横断的な協力関係を築いている点である。 
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テネシー州 (テネシー大学) 
 

テネシー州が今回初めて獲得した「RII Track1」アワードにより、学術機関において、

物理的インフラ、人材に関するインフラ、ネットワークインフラが拡大、整備されるだろ

う。「RII Track１」プログラムは、経済発展を促進するためのクリーンエネルギーセク

ターへの州政府からの投資と、 近におけるテネシー大学システムのエネルギー関連分野

に優れた教職員の雇用が基盤となっている。このプログラムでは、州政府からの投資を活

用して、州内の10の高等教育研究機関間で、研究活動や教育活動を目的としたパートナー

シップを築き、セカンダリースクールの教師や生徒に有意義な研究経験を提供する予定で

ある。同プロジェクトは、代替エネルギー/再生可能エネルギーの活動領域において、テネ

シー州の能力育成、ひいては国家の競争力強化にも役立つだろう。 
 
このプロジェクトには、テネシー州各地のカレッジおよび大学9校とオークリッジ国立

研究所が参加しており、エネルギー研究や教育に焦点を絞っている。 
 
各施設での研究は、次の3つの主な分野に焦点を絞っている。 
1) 太陽エネルギーの捕獲や変換を行うための、持続可能性のある方法および材料(薄膜

シリコン太陽電池、ハイブリッド有機半導体、新種のバイオ材料に関する研究) 
2) 電気化学的方法によるエネルギー変換デバイス(燃料電池)、およびエネルギー貯蔵デ

バイス(電池) 
3) 固体照明および太陽エネルギー変換の分野におけるエネルギー効率の向上のための

新種のナノ構造やナノ材料を開発。 
 
再生可能かつ環境上クリーンなエネルギー源を開発する上での難題に取り組み、この分

野の現状を向上させるため、テネシー大学ノックスビル校、ヴァンダービルト大学、オー

クリッジ国立研究所で使用されている設備が活用されている。 
 

 

ウェストバージニア州 (高等教育政策委員会) 

 

ウェストバージニア州の「RII Track1」アワードは、バイオテクノロジーの分野で、あ

る程度の成長が見込めるレベルへ同州を位置づけることを目的とした、総合対策のための

戦略フレームワークを提示している。このフレームワークの構想として、バイオナノテク

ノロジー分野で国家が承認した持続可能な施設を設立する。これにより、同州の経済を活

性化する一方で、研究と教育を統合し、一般のセキュリティや環境上の安全性に配慮をし

ながら、革新的な共同研究を通じて知識を高める。分野横断的な研究活動は、ウェストバ

ージニア大学、マーシャル大学、ウェストバージニア州立大学主導で行われている。また、

研究および雇用訓練活動に従事している団体は、州の主な学部機関、コミュニティカレッ

NEDO海外レポート　NO.1069, 2010.12.24

66



ウェストバージニア州 EPSCoR プロ

グラムのナノ構造研究の様子。 
ウェストバージニア大学の電気工学

大学院生助手、Ting Liu 氏が、ナノ構

造を成長させるための分子線エピタ

キシャル成長法の用い方を、学部生の

Kirk Pirlo 氏に説明している。NSF の

EPSCoR プログラムの一環として、前

回の RII 助成金交付時に、ウェストバ

ージニア州 EPSCoR プログラムから

の財源をもとに、設備のアップグレー

ドを行った。 
Credit: West Virginia University - 
WVNano

ジ、テクニカルカレッジである。 
 
この「RII」プログラムは、国家安全保障にとっ

て重要な技術の向上を約束するほか、州内の学生、

ポスドク研究員、高校教師、研究機関といった多

種多様な人員で構成されるグループに、研究や教

育の経験を提供する。特定の重金属、病原体、そ

の他の環境上の脅威を、リアルタイムでモニタリ

ングできる設置可能なセンサーによって発見され

たこの分野の研究結果は、この教育開発プログラ

ムや労働力開発プログラムと組み合わせて、ます

ます知識集約型経済へと移行する環境に市民が対

応できるようにすることで、同州および国がさら

に繁栄するものと期待されている。 
 

EPSCoR  
 

EPSCoRは、全国レベルで科学の発展を推進す

るという基金の目的を実現するために策定された

プログラムである。同プログラムは、これまでに

NSFから受け取った研究開発助成金額が少ない自

治体を対象としており、現在では、米本土の27州、

プエルトリコ自治領、米領バージン諸島にその参加資格がある。このプログラムを通して、

NSFは、政府機関、高等教育機関、産業界とともに、州内または地域の研究インフラ、研

究開発能力を持続的に改善することが出来るパートナーシップを築き、その結果として、

国の研究開発の競争力を確立する。 
 

                   
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 

 
 
出典：“NSF Research Dollars Boost Science and Engineering Infrastructure in Regions 
in Need of Support”  
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=117384&org=NSF&from=news  
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