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（資料 1） 
 
【再生可能エネルギー(バイオマス)】セルロース エタノールプラント 

 
仮訳 
 
米国初の商業規模セルロース系バイオリファイナリー(アイオワ州) 

での実証支援に DOE が 1 億 500 万ドルの融資保証（米国） 
200人超の雇用創出と年間推定1,350万ガロン(約51,100kL)のガソリン相当の燃料を生産 

 
米エネルギー省(DOE)のスティーブン・チュー長官は2011年7月7日、米国初の商業規模

のセルロース系エタノールプラントの建設を支援するため、1億500万ドルの融資保証を行

うと発表した。POET注1社が資金提供を行うLIBERTYプロジェクトでは、アイオワ州

Emmetsburgを拠点とし、年間最大2,500万ガロン(約94,600kL)のエタノールを生産する予

定である。POET社は、同プロジェクトで、プラント建設時に約200人分、建設後の正規

職員として40人分の雇用を創出するだろうと推定しており、同プロジェクトはこの地域の

農業従事者に、新たに約1,400万ドルの収益をもたらすものと推定される。 
 
｢このプロジェクトで米国は、石油への依存を減らし、雇用を創出し、国内で生産され

るクリーンな再生可能エネルギーへの移行を進めていく。また、このプロジェクトによる

改革が新たなビジネスチャンスを生み出し、これは、クリーンエネルギーの未来を勝ち取

るもう一つの実例なのだ｣と、チュー長官は述べた。 
 
Vilsack農務長官は、｢今日発表したようなプロジェクトは、次世代バイオ燃料への投資

の成果が上がっていることを示している。LIBERTYプロジェクトは、年間最大2,500万ガ

ロン(約94,600kL)のエタノールを生産し、200人を超える雇用を創出し、地域経済に何百

万ドルもの収益をもたらすだろう。このプロジェクトは、米国が持続することのできない

海外石油への依存を断ち、クリーンエネルギー経済へと移行するというオバマ政権の政策

において重要なステップなのだ｣と述べている。 
 
また、上院農業委員会のシニアメンバーであり、前委員長でもあるTom Harkin(アイオ

ワ州、民主党員)上院議員はこう述べた。｢POET社はこのイニシアティブに対しLIBERTY
プロジェクトという実にふさわしいネーミングを行った。独立記念日に非常に近いこの時

期にこの公表が行われるのも妥当なことだ。｣また同氏は、｢この活動の目的はすべて、政

治的に不安定かつ敵対することの多い海外諸国からの原油輸入への米国の依存度を減らす

ことにある。そして、この先駆的な施設は、穀物残渣、 野草、木質材料等の豊富な原料か

                                                 
注1 http://www.poet.com/ 
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ら先進バイオ燃料を生産する主要な国内産業を推し進め、米国内の地方で何千人もの雇用

を生むだろう。これまで米国が依存してきた輸入石油から、国内生産できるクリーンなバ

イオ燃料へと、できるだけ早くエネルギー依存をシフトさせるように全力を傾けてこられ

たチュー長官とエネルギー省に感謝したい｣と続けた。 
 
従来の多くのコーンエタノール・プラントと異なり、LIBERTYプロジェクトでは、地

元の農家から提供された、飼料用穀物と競合しないトウモロコシの穂軸、葉、殻等の資源

を使用する予定だ。このプロジェクトのイノベーティブなプロセスでは、酵素加水分解を

用いて廃棄物をエタノールへと変換し、（さらにエタノール生産後の有機物残渣を、嫌気

性微生物により嫌気性消化させることによって、）このLIBERTYプロジェクトのプラン

トや近隣のPOET社の穀物由来のエタノールプラントに電力を供給するのに十分な量のバ

イオガス(メタンガスを主成分とする可燃性の消化ガス)を生産する。LIBERTYプロジェク

トにより、年間1,350万ガロン(約51,100kL)超のガソリンに相当するエネルギーを生産し、

2013年再生可能燃料基準(2013 Renewable Fuel Standard Requirement)で計画されたバ

イオマス由来のセルロース・エタノールの目標シェア25%を超える予定である。POET社
は、自社が所有するその他27か所のコーンエタノール生産施設ではすべて、同じ特殊なプ

ロセスを用いる計画で、これらを総合したセルロース系エタノールの年間生産量は、10億
ガロン(約3,785,400kL)になるものと推定される。同社は、LIBERTYプロジェクトの85％
は、米国産資源で賄えるものと予測している。 
 

DOEの融資プログラム局は、以下の独立した3つのプログラムを運営管理している。 
・タイトルXVIIのセクション1703 
・セクション1705の融資保証プログラム 
・先進自動車製造 (Advanced Technology Vehicle Manufacturing：ATVM)融資プログラ

ム   
ローン保証プログラムは、温室効果ガスの回避、減少、隔離を行う革新的な技術に準じた

商業用技術の採用を支援しており、一方ATVMは、先進自動車技術の開発を支援している。 
 
 DOEは、合計3つのプログラムの下、全米で41件のクリーンエネルギープロジェクトを

支援するため、総額380億ドル超の融資、融資保証、または融資保証を行うための条件付

き融資予約を提示した。DOEは、世界最大規模の太陽光発電施設、3つの地熱プロジェク

ト、世界最大規模のウィンドファーム、また、過去30年で初の新しい原子力発電所など、

数多くのプロジェクトを支援するため、条件付き融資予約または融資保証を発行した。 
 
詳細については、DOEの融資プログラム局注2のサイトを参照のこと。 

                                                 
注2 http://loanprograms.energy.gov/ 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
 
出典：本資料は、DOE の以下の記事を翻訳したものである。 
”DOE Offers Conditional Commitment for a $105 Million Loan Guarantee for 
First-of-its-Kind Cellulosic Bio-Refinery in Iowa”            
http://www.energy.gov/news/10413.htm 
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（関連詳細資料 1-(1)） 
 

【再生可能エネルギー(バイオマス)】リグノセルロース系エタノール 
 
仮訳 

 
POET 社の LIBERTY プロジェクト(米国) 

バイオリファイナリーの一環である商業規模の処理工場を設計・建築・運営 
主にトウモロコシの穂軸からリグノセルロース系エタノールの生産を目指す 

 

バイオリファイナリーと統合した POET 社 LIBERTY プロジェクト 

（アイオワ州エメッツバーグ近郊） 

POET 社の LIBERTY
プロジェクトでは、商業

的に実現可能な規模のセ

ルロース系エタノールの

生産と乾燥・粉砕したト

ウモロコシ精製処理を一

体化する事業をアイオワ

州エメッツバーグ近郊で

行う。 
www.poet.com 
 

プロジェクトの概要 

このプロジェクトにより、革新的なリグノセルロース系エタノールのバイオ化学プロセ

スを、既存の乾燥・粉砕したトウモロコシの精製プロセスのインフラと、商業規模で統合

させる効果を実証する。1 日あたり乾燥重量で 700 トンのリグノセルロース（主にトウモ

ロコシの穂軸から）が、年間 2500 万ガロンのリグノセルロース系エタノールを生産する

ため処理される予定である。加えて、トウモロコシ乾燥製粉機の既存の天然ガスの使用の

うち 大 80%が、代替エネルギーである再生可能エネルギーに置き代わる予定である。 
 
このプロジェクトの目標は、リグノセルロース系エタノールプロセスの商業的可能性を

実証することである。さらに目標の中には、元来の機器製造業による商業的に適した方法

や設備のオプションを活性化させ、農業従事者がトウモロコシの穂軸原料を持続的に収

穫・輸送・貯蔵することも含まれている。 
 

大能力での試運転に続き、設備は少なくとも 3 年間操業され、メンテナンスや操業デ

ータを取得することと設備設計の耐久性を実証する。POET 社は工場で得られた操業デー

タを使用し、このプロジェクトで使用されるコア技術を使用していくかどうかという商業

上の合理性の決定をする。 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1077, 2011.9.15

4



潜在的影響 

POET 社は創業 22 年になる企業で、アメリカ中西部を拠点とする国内 大のエタノー

ル生産会社であり、近年では米国の 26 カ所で生産工場を操業している。そして、POET
社により年間で 15 億ガロンを超えるエタノールと 400 万メトリックトンのアルコール蒸

留用穀物がそれぞれ生産され、売買されている。この技術は POET 社の 26 カ所の工場だ

けでなく、米国で現在操業中の他の工場においても展開される可能性がある。 
 
成功すれば、バイオリファイナリーに関する LIBERTY 技術の普及が進み、米国のバイ

オ燃料政策が急速に前進する。そして何千名もの雇用が創出されるとともに何百万ガロン

もの米国産エタノール燃料が生産されることにより、輸入石油への依存が縮小されること

が予想される。 
 
他の参加企業 

このプロジェクトには、POET 社および POET 設計施工社、POET リサーチ社、そし

て POET バイオマス社など様々な POET グループ企業が参加している。POET 社は

Novozymes 社と提携し、本プロセスに適した市販酵素の供給を行う。国立再生可能エネル

ギー研究所は、分析にもとづく専門技術や研修を提供する。さらに AGCO 社、Case IH 社、

John Deere 社、そして Vermeer 社といった農業機器製造業者が参加している。 
 
上位プロジェクト POET社 LIBERTYプロジェクト 

場所 アイオワ州エメッツバーグ 

原料 主にトウモロコシの穂軸 

規模 1日あたり乾燥重量で700トン 

主要産品 リグノセルロース系エタノールと再生可能熱（天然ガスの代替） 

容量 年間2500万ガロンのリグノセルロース系エタノール 

資金受給日 2008年9月30日 

温室効果ガス削減 化石燃料に対し131%の削減 

雇用創出 35名の常勤雇用および200名の建設ピーク時の雇用 

企業連絡先 James Sturdevant: james.sturdevant@poet.com, (605) 965-2368 

 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
出典：本資料は、米国エネルギー省の以下の記事を翻訳したものである。 
 “POET Project LIBERTY” 
http://www1.eere.energy.gov/biomass/pdfs/ibr_commercial_poet.pdf 
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（関連詳細資料 1-(2)） 
 
【再生可能エネルギー（バイオマス）】商業化 エメッツバーグ 
 
仮訳 

セルロース系エタノール開発計画の概要(米国) 

 
 未来の再生可能エネルギーの展望に目を向けると、「セルロース」という世界に最も豊富

に存在する有機化合物に期待が寄せられる。セルロースは樹木や草など全ての有機物の細

胞構造を形作り、私たちの自動車に燃料を与えてくれる。 
. 
 
再生可能燃料規準(RFS: Renewable Fuels Standard) により、2022 年までに年間の再生

可能燃料使用義務量を 360 億ガロンとする目標が設定されているが、このうち 160 億ガロ

ンはセルロース系エタノールの使用を義務づけている。POET社は、その目標の達成に向

けて努力している。POET社は合衆国内の様々なセルロース原料を利用して、2022 年まで

に年間設備能力を 3.5 億ガロンとする計画である。 
 
 
セルロース系エタノールのポテンシャルは非常に大きい。エタノール生産用に入手可能

な1.3 億トン以上のバイオマスによって、輸入した石油で生産されるガソリン分を全て賄

うことが可能である。それによる環境面および経済的利益は、同等に素晴らしいものとな

る。 
 
 
 POET社は、セルロース系エタノールの開発に多大なリソースを投入している。POET
社の研究者は、日々エタノールの価格を下げるための努力を怠らない。POET社による過

去 10 年間のセルロース研究への投資額は 4 千万ドルであり、アイオワ州のエメッツバー

グに建設開始予定の、年間 2 千 5 百万ガロンを生産するPOET社初のセルロース系エタノ

ールの商業プラントには、それを上回る投資をする予定である。 
 

 
セルロース系エタノールには、トウモロコシの穂軸、葉、殻や茎など収穫時にコンバイ

ンをすり抜けてしまうようなものが利用される。POET 社の工程では、それら原料の約

25%が使用され、浸食の防御、栄養分の補充やその他農場経営に必要なもののために、残

りの 75%は土地に戻される。 
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 セルロース系エタノール開発のキーとなるものは、酵素である。POET 社では、スイッ

チグラスや木くずを含む他の原料を燃料に転換するための、現在開発中の技術を利用する

予定である。 
 

 
POET社は、燃料以外のものも作る予定である。エタノールが生産された後の残渣は、嫌

気性消化装置(酸素を使わない嫌気性微生物による発酵で分解し、消化ガスを発生させる装

置) へとフィードし、（同装置で発生したメタンガスを主成分とする可燃性ガスである消化

ガスを）発電に利用する。これにより、化石燃料を使用することなく、セルロース系エタ

ノール生産プラントと近隣の穀物由来エタノール生産プラントの両方を稼働するのに十分

な電力が生産される。 
 
 

POETによるセルロース系エタノール商業化の進捗については、Project LIBERTY blog 
およびProject LIBERTY news を参照のこと。 
 
 

 

 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 

 
出典：本資料は以下の記事を翻訳したものである。 
Cellulosic Ethanol Overview 
（http://www.poet.com/innovation/cellulosic/） 
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（資料 2） 
 
【再生可能エネルギー（バイオマス）】分子構造モデル 
 
仮訳 

 

バイオマスエネルギーの解明となる鍵を研究者が発見（米国） 

LANL の分子構造モデルがセルロースの弱点を明かす 
 

2011 年 7 月 20 日 ニューメキ

シコ州ロスアラモス ― 米国エネ

ルギー省（DOE）ロスアラモス国

立研究所（Los Alamos National 
Laboratory：LANL）および同省

グレートレイク・バイオエネルギ

ー研究センター（Great Lakes 
Bioenergy Research Center ：

GLBRC）の研究者により、トウ

モロコシの葉や茎、またはスイッ

チグラスなどの非食用バイオマス

から潜在するエネルギーを取り出す鍵が発見された。7 月 20 日の米国化学学会（ACS）ジ

ャーナルに掲載されている研究論文の中で、ロスアラモスの研究者の S. Gnanakaran 氏、

Giovanni Bellesia 氏、そして Paul Langan 氏が、ミシガン州立大学の Shishir Chundawat
氏と Bruce Dale 氏やグレートレイク・バイオエネルギー研究センターの共同研究者と協

力し、セルロースを実用的な燃料であるエタノールに転換する酵素によって、植物性セル

ロースの分解効率を 5 倍以上に増加させる可能性のある前処理方法を述べた。 
 
バイオマスは魅力的な再生可能エネルギー資源である。植物細胞のセルロース・ネット

ワークにある発酵性糖を酵素を用いて抽出し、エタノールに変換できるからである－もし

そのことが容易であれば。植物からバイオ燃料を生産する上で最も困難な課題の 1 つは、

セルロースが高秩序で配列した高密度な分子からなるシート状のネットワーク組織で構成

されていることを見いだすという点である。これらのシートは水素原子間の相互作用によ

り、積み重なり、非常に堅く結合している（金網が、積み重ねられ結束用のベーリングワ

イヤーで固定されたように）。この積み重なりや結合の配列のため、酵素は個々のセルロー

ス分子の多くを直接攻撃したり、糖鎖を分断できなくなる。 
 
現在、エタノールはバイオマスを高価で有害な化学物質を用いてエネルギー多消費プロ
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セスで前処理をした場合のみ、利用可能な量を抽出することが可能である。しかし研究チ

ームの発見により、バイオ燃料の分野において経済的に実現可能な候補となるコスト効率

の良い前処理法を開発する 1 つの方法を見い出したことになる。 
 
研究論文の共同研究者により提供された最近の実験データを用いて、Gnanakaran 氏と

ロスアラモスの研究員が最先端のコンピューター手法や分子モデリングを使用し、セルロ

ースがアンモニアで前処理されたとき酵素が反応できる中間的な形態への構造的な変化過

程を調査した。 
 
「我々のモデルにより、前処理によりセルロース・ネットワーク内の水素結合の強度を

低下させたということが見い出され、かつ実験の証拠として確認された。例えるならば、

金網を縛っていたベーリングワイヤーが取り外され、さらにゆるい繊維と置き換えられた

ような状態である。」と、Gnanakaran 氏は語る。これにより次々とセルロース・ネット

ワークの結合が大幅に緩まり、菌類に由来するセルロース分解性の酵素によって糖に変化

しやすい状態となった。 
 
最終的な成果は、セルロースとの反応性を 5 倍に引き上げる低コストでエネルギー消費

の少ない前処理法のレジメである。 
 
「この研究は、バイオ燃料におけるバイオマスの使用に関するコスト的障害への対処に

役立っている。」と、Gnanakaran は語る。 
 

LANL や GLBRC、そしてミシガン州立大学に加え、この論文にはアメリカン大学やウ

ィスコンシン州マディソンにある米国農務省の林産業研究所（Forest Products 
Laboratory）の共同研究者も加わっている。 
 

LANL の研究は、研究所指定研究開発プログラム（Laboratory-Directed Research and 
Development Program）から一部資金提供を受けている。研究で使用されるコンピュータ

ーはロスアラモスに在り、LANL のコンピューターとして提供される。 
 
ロスアラモス国立研究所について 

 
ロスアラモス国立研究所は、国家安全保障のための戦略的な科学に従事する多くの専門

分野をもつ研究所であり、ロスアラモス国立セキュリティー社（Bechtel National 社やカ

リフォルニア大学、Babcock & Wilcox Company 社、そして DOE 国家核安全保障庁の研

究連合サービスなどで構成されるチーム）により運営されている。ロスアラモスは、米国

の核貯蔵の安全や信頼性を確実にすること、大量破壊兵器がもたらす脅威を削減する技術

を展開すること、そしてエネルギーや環境、インフラ、衛生、そして世界規模の安全への
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保障に関連する問題を解決することにより、国の安全保障を高めている。 
 
グレートレイク・バイオエネルギー研究センターについて 

 
グレートレイク・バイオエネルギーセンターは、新セルロース系バイオ燃料の基盤を形

成のため革新的ブレークスルーを成し遂げるために資金提供を受ける 3 つの DOE バイオ

エネルギー研究センターのうちの 1 つである。GLBRC はウィスコンシン大学マディソン

校が中心となり研究を行うほか、主要な研究パートナーとしてミシガン州立大学がいる。

他に、DOE 国立研究所や他大学、そしてバイオテクノロジー関連企業が研究パートナー

として協力する。さらなる GLBRC の情報は www.glbrc.org で参照できる。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、Los Alamos NATIONAL LABORATORY の以下の記事を翻訳したもの

である。 
 “Researchers find potential key for unlocking biomass energy” 
http://www.lanl.gov/news/releases/researchers_find_potential_key_for_unlocking_biom
ass_energy.html 
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（関連詳細資料 2-(1)） 
 
【再生可能エネルギー（バイオマス）】 セルロース系 前処理 
 
仮訳 

 

セルロース系燃料の精製（米国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当面の課題 

 
セルロース系バイオマ

ス、すなわち植物に含ま

れる繊維状のマテリアル

は、未来のバイオリファ

イナリーで用いられる、

クリーンで再生可能かつ、

食糧用と競合しない原材

料になり得る。 

世界全体の燃料需要は増加している。この需要を満たす手段のひとつ

が、バイオマス、すなわち植物に含まれる繊維状のマテリアルを変換

し、クリーンで再生可能な液体燃料に変える方法かもしれない。 

植物は、太陽エネルギーを利用して、温室効果ガス(CO2)を高エネルギー糖分

子へと変換する。これらの糖は、発酵させてエタノールやブタノールなどの

バイオ燃料に変えるには理想的である。しかしながら植物の細胞壁内には、

結晶セルロース繊維に糖が閉じ込められており、これが強度の高い補強材の

働きをしている。セルロースは、グルコース糖分子を結合することで生合成

されて長いポリマー鎖となり、これが集まって複数の棒状の結晶構造となっ

ている。そしてこれらの棒状の構造は、ヘミセルロースと呼ばれる、より秩

序性の低いポリマー層で覆われている。このヘミセルロースの大部分の成分

はキシロースという糖で、リグニンという、絡み合ったポリマーで外皮が形

成された複雑な構造になっているため、分離し難い。この特徴により、植物

の構造は形成されているのである。 

 
エネルギー源としてバ

イオマスを用いることは、
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けして新しい試みではない。これまでに、木片を燃やす際の火は熱を提供し、サトウキビ、

穀物、トウモロコシなどの糖や澱粉は、エタノール燃料の生産に用いられてきた。 

 

 初期の自動車は、エタノールを

動力源として走行することを前提

に設計されていた。そして現在で

は、米国内の輸送用燃料総量の約

半分には、トウモロコシ由来のバ

イオエタノールが混合されている。

また、輸送用燃料には、大豆やそ

の他の植物性油から精製されたバ

イオディーゼル燃料も混合されて

いる。しかし、これらの穀物は食

糧資源でもあるため、燃料向けに

転用することで、望ましくない結

果をもたらす可能性がある。ロス

アラモス国立研究所の科学者たち

は、例えばトウモロコシの茎など

のセルロース系バイオマスが持つ、

手つかずのままの莫大なエネルギ

ーの宝庫を利用すべく、 新技術

の開発に取り組んでいる。ここで

は、バイオマスを液体燃料に変換

する効率的な方法を発見すること

が、努力目標となっている。 

未来型の大規模なセルロース系エタノール生産施設 
(1) 木片、草、農業廃棄物由来のバイオマスが取り込まれ、 

バイオリファイナリーへと運ばれる。 
(2) バイオマスがすりつぶされて、均一に細かい微粒子になる。前処

理では、バイオマスを切開し、セルロース表面を酵素が反応しや

すい状態にする。 
(3) 酵素の混合物を加えてセルロースを破壊し、単糖に変える。 
(4) 微生物が、セルロースやその他のバイオマス炭水化物から採取し

た糖を発酵させ、エタノールを生成する。 
(5) エタノールは、水やその他の発酵培養液の成分から分離、蒸留さ

れ、精製される。 

 

イノベーションの詳細 
 
我々は、｢前処理｣に対する新たな研究アプローチを優先して実施している。前処理を行

うことで、より簡単に発酵性糖に変換できるようバイオマスの複雑な構造を壊す。これま

では、アミンやイオン液体のような化学物質が研究されてきたが、菌類由来の酵素や小酵

素分子を用いた生物学的なアプローチにも我々は注目してきた。酵素は、バイオマスの化

学結合破壊のような化学反応を助けるタンパク質である。たとえば白色腐朽菌の中には、

小分子と共にペルオキシダーゼと呼ばれる酵素を分泌し、リグニンを破壊して、セルロー

スを含む糖類へのアクセスを可能にするものがいくつかある。我々は、バイオマス変換を

極めて詳細に特性評価し、かつ 適化する革新的なプログラムを作成するための理論を基

に、いくつかの異なる実験技術を組み合わせた。それらの技術には、顕微鏡による画像化、

中性子と X 線の回折、合成化学、酵素学、質量分析など、さまざまな技術が含まれる。 
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これまでの研究成果 
 

 我々の共同研究者であるニューメキシコ大学の研究員の支援を得て、菌類由来の酵

素を用いれば、他の酵素よりも簡単にリグニン内のある種の化学結合を壊せるとい

うことがわかった。この情報をもとに、前処理を容易にするためにあらかじめ 適

化されたリグニンを含む植物を作ることができると考えられる。 

 
 我々は、セルロースを非常に安定した状態にし、発酵性糖に分解され難くしている

重要な要因について研究を行ってきた。これにより得られた見識から、セルロース

がどのように変化すれば、糖への変換効率が高まるのか、ということについて手掛

かりが得られる。 

 
 
 

白色腐朽菌 P. Chrysosporium は、酵素と小酵素分子を分泌し、リグニンを破壊

し始める。我々研究チームは、この要因を特定し、分解プロセス中のこれらの働

きの特性評価を行う。そして、 適化し、統合されたバイオマス変換プロセスで、

酵素を解重合するセルロースとヘミセルロースの合成のための主な要素を適合

させる。 
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 アンモニア繊維爆砕(Ammonia 
fiber explosion :AFEX)は、バ

イオ燃料を生産するためのよく

知られたアルカリ性の前処理技

術である。我々は、グレートレ

イクスバイオエネルギー研究セ

ンターの共同研究者とともに、

AFEX 技術の 適化方法を特定

し、それによりセルロース構造

を変え、バイオマス変換のコス

ト効率を大幅に改善した。  
 

結晶セルロース内の糖鎖間の水素結合パターンをどのように変

化させれば、セルロースから糖への変換効率が著しく高まるの

かを割り出すため、さまざまなタイプの酵素と混合酵素の働き

について研究が進められている。中性子と X 線繊維の回折によ

り、セルロース基質の構造が確認でき、前処理によってこれら

がどう変わるかが解る。 

 前処理技術として用いるイオ

ン液体は、トレド大学の我々

の共同研究グループが開発中

である。現在イオン液体には、

コストが高くつく高温処理が

必要である。我々は、室温でのイオン液体の前処理について研究を行ってきた。室

温では、バイオマスを完全に分解することはできないが、ある方法を用いればバイ

オマスを膨張させることができる。この方法は、その他の処理にも利用できるもの

である。 
 

 菌類由来の酵素と小分子を前処理に用いることは、経済的レベルの量産が難しいた

め、非現実的であるということが分かった。しかし、これらの菌の酵素と分子が、

リグニンの化学結合を破壊するのと同様のプロセスを再現できる化学物質がある。

これらのプロセスを開発すれば、コスト効率の良い前処理工程が実現するものと、

我々は楽観視している。 

 
 
米国にとってのイノベーションの重要性 
 
バイオ燃料は、従来のエネルギーの代替エネルギーであり、石油輸入への依存を劇的に

減らすことで、このバイオ燃料が米国の安全保障を高める。 

 
米エネルギー省(DOE)と米農務省(USDA)は、以下の 2 つのゴールを設定して、オバマ

大統領の先進エネルギーイニシアティブへの集中的な取り組みに対応している。 

１） 2012 年までに、ガソリンと競合できるバイオマス由来のバイオエタノールを作る。 

２） 2030 年までに輸送用燃料の 30%をこのバイオマス由来のバイオエタノールで賄う。 
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米国内で高まりつつあるバイオエタノール産業の大部分は、トウモロコシのような穀物に

含まれる澱粉の活用をベースとしている。セルロース系バイオマス、すなわち植物細胞壁

から採取した非食用の繊維質マテリアルには、バイオ燃料の生産に用いられる澱粉よりも

優れた、次のような利点がある。 

 
1. セルロース系バイオ燃料は、カーボンネガティブな燃料サイクルで製造できる。つま

り、エコシステムにおける CO2隔離量が、バイオ燃料製造中の CO2排出量を上回る。 

 
2. セルロース系バイオ燃料は、貴重な食糧用穀物に依存しない。 

 
3. セルロース系バイオマスは比較的豊富であり、DOE と USDA の目標達成を実現でき

る可能性がある。 
 
 

詳細情報については、以下のサイトを参照のこと。 

http://biofuels.lanl.gov 
 
Paul Langan(Principal Investigator/研究責任者), A.Asztalos, G.Bellesia, and 
A.Bradbury 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
 
出典：本資料は、以下”Making Fuels from Plants”の記事を翻訳したものである。 
http://www.lanl.gov/science/ldrd/ldrdday/posters/Langan.pdf 
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（関連詳細資料 2-(2)） 
 
【再生可能エネルギー（バイオマス）】バイオ燃料 セルロース 
 
仮訳 

 
セルロース系バイオ燃料精製コストを削減できる 
ミシガン州立大学特許の前処理プロセス（米国） 

 

ミシガン州 East Lansing のミシガン州立大学

(MSU)が特許を持つ、エタノールへの変換前のト

ウモロコシ藁の前処理プロセスは、余分な栄養素

を加える必要はないため、セルロースからバイオ

燃料を生産する際のコストが削減できるというこ

とを意味している。 
 

セルロース系エタノール研究者の 
Bruce Dale 氏(写真提供: Kurt Stepnitz)

AFEX(アンモニア繊維爆砕)の前処理プロセス

は、化学工学材料機能工学(chemical engineering 
and materials science)の Bruce Dale 特別教授が

開発した方法であるが、植物に含まれるセルロースとヘミセルロースを破壊するために従

来の酵素のみを使用する代わりにアンモニアを用いれば、75％も変換効率を上げることが

できるのである。植物に含まれるセルロースは、バイオ燃料へと変わる前に、組織が破壊

され、発酵性糖へと変わる必要がある。 
 
｢博士課程の生徒の Ming Lau と私は、AFEX 法を用いてトウモロコシの茎葉(穂軸、茎、

葉)を前処理後、加水分解し、葉茎に栄養素を加えることなく、商業目的レベルのエタノー

ルに発酵させることが可能であることを示した。トウモロコシの茎葉のような農業残渣に

は、発酵作用に必要な十分な栄養がないとされてきたが、そうではないということを我々

は証明したのだ｣と Dale 氏は言う。 
 
Lau 氏はこうつけ加えた。｢この研究はまた、AFEX プロセスで葉茎を処理して作られ

た化合物により、発酵プロセス全体を改善できるということも示している。これらの化合

物は健康に有害で、除去すべきであるという一般的な認識に反するものだ」 
この研究成果は、全米科学アカデミー会報の最新号に掲載されている。 

 
現在では、酸を用いたセルロースの前処理は、マテリアル組織を壊して発酵性糖に変え

る一般的な方法であるが、酸による前処理後のマテリアルは、洗浄し、無害にしなければ

ならない。これにより栄養素が無くなり、これが、穀物残渣には必要な栄養素がないとい

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1077, 2011.9.15

16



った間違った考えにつながっている。 
AFEX プロセスで前処理されたセルロース系のマテリアルには、洗浄や無害化の必要が

ないため、追加栄養素やその他のステップなしで、セルロースからエタノールを作ること

が可能になる。 
 
「前処理されたセルロースの洗浄、無毒化、栄養素の添加は、独立した 3 つのステップ

である。それぞれのステップは、コストが高くつき、バイオ燃料コストも付加される。コ

スト効率よくセルロースを壊して発酵性糖に変えることは、セルロース系エタノールの生

産を遅らせることで、主な課題となっていた。前処理プロセスとして AFEX プロセスを使

用することで、セルロース系バイオ燃料の生産コストを劇的に削減することができるのだ」

と Dale 氏は述べる。 
 
次のステップはおそらく、MBI International で計画されているパイロットプラントだ

ろうと同氏は言う。ミシガン州立大学財団(MSU Foundation)の傘下にある MBI は、技術

を商業化するため、大学や企業とパートナーシップを結んでいる。 
「このミシガンでは、Mascoma社注1など数社が、国内初のクラスのセルロース系エタノー

ルプラント開設を計画しており、この技術を用いることには前向きだろう。我々は、AFEX
技術がこれらの企業のニーズに合うよう努力している」と、Dale氏は述べる。同氏は、ミ

シガン州立大学バイオベース技術研究所のアソシエイト・ディレクターであり、グレート

レイク・バイオエネルギー・リサーチセンター(GLBRC)において指導的役割を担っている。

同センターは、DOEからの資金援助を受けており、ミシガン州立大学とウィスコンシン大

学マジソン校が共同で、天然材料をエネルギーに変換する上で最も複雑ないくつかの問題

解決を目的に、ベーシックな研究を行っている。 
 
この研究は、GLBRC とミシガン州立大学研究財団により支援されている。Dale 氏の研

究もまた、ミシガン農業試験場(Michigan Agricultural Experiment Station)により支援さ

れている。 
 
ミシガン州立大学のバイオ燃料とバイオエネルギー研究の詳細情報については、以下の

サイトを参照のこと。  
www.bioeconomy.msu.edu. 
                  

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
出典：本資料は、以下” MSU-patented process can reduce the cost of making cellulosic 
biofuels”の記事を翻訳したものである。          
http://news.msu.edu/story/5847/ 
                                                 
注1 http://www.mascoma.com/pages/index.php 
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（資料 3） 
 
【エネルギー・ナノテク(蓄電池)】グラフェン ナノ複合材 
 
仮訳 

 
グラフェンナノ複合材：より優れたバッテリー開発へのかけ橋（米国） 

大容量エネルギー貯蔵のためのグラフェンナノ複合材をバークレー研究所が開発 

 

米エネルギー省(DOE)ローレンスバークレー国立研究所(バークレーラボ)の研究者は、

再生(再生バッテリー化)が可能なリチウムイオンバッテリーの大容量エネルギー貯蔵のた

めの、グラフェンとスズのナノスケール複合材を開発した。研究者たちは、2 枚のグラフ

ェンシートの間にスズを封入することで、新規の軽い｢サンドイッチ｣構造材を製作した。

この構造体は、バッテリー性能を強化すると考えられる。 
 

｢電気自動車向けに急速充電でき、充電を繰り返した後も本来の充電容

量を維持できる軽量バッテリーが必要なのだ｣ 
｢このように我々は、ナノスケール構造体の合理的なデザインを示した。

これには、バッテリーの性能を上げるために添加剤や結合剤も投じる

必要がないのだ｣と、バークレー研究所内の無機質ナノ構造体研究セン

ター(Inorganic Nanostructures Facility)である Molecular Foundary
の研究員で、この研究を先頭に立って推し進めてきた Yuegang Zhang
氏は言う。 
 
グラフェンは、炭素原子が｢鳥小屋の金網｣状に構成する六角格子で、

シリコンなど、従来の半導体材料よりもはるかに優れた電気特性やメ

カニカル特性を有している。Zhang 氏が同僚の研究者とともに行った

グラフェンに関する前回の研究では、電子デバイス向けに重点を置い

ていた。 
 

バークレー国立研究所の研究者たちは、グラフェンとスズの各層を互い違いに

組み合わせ、ナノスケールの複合材を作った。まず、スズ薄膜がグラフェンの

上に重ねられ、次に、もう１枚のグラフェンシートが、スズ薄膜の上に重ねら

れる。このプロセスを繰り返し、複合材材料が熱され、スズ薄膜が重なり柱状

になる。グラフェン層間の厚みを変えることで、電極性能を高め、バッテリー

を劣化させることなく、繰り返し急速充電できるようになる。 

今回の研究では、同研究チームは、グラフェンとスズの層を互い違

いに重ね、ナノスケールの複合材を作った。複合材を作るには、薄い

スズ薄膜をグラフェン上

に析出させ、次に、新た

にグラフェンシートをス

ズ薄膜上に乗せる。この

プロセスを繰り返して複

合材料を作り、その後、
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水素とアルゴンが混合する環境下で 300℃(572°F)に加熱する。この熱処理中に、スズ薄

膜が連続した柱へと形を変え、スズ層が直角方向に厚みを増すのである。 
｢薄膜から形成された、これらのナノスケールのスズの柱は、極めてこのシステム特有

のものであり、スズ層の厚みの変化にともない、グラフェン層のトップ層とボトム層間の

厚みも変化することがわかったのだ｣と Molecular Foundry のポスドク研究員である

Liwen Ji 氏は言う。同氏は、Energy and Environmental Science 誌に掲載した研究論文

の主執筆者であり、Zhang 氏はその責任著者となっている。 
 
これらの新しいナノ複合材のグラフェン層間の厚みが変わること

により、バッテリーの電気化学的サイクル中にスズの体積が変化す

ることにより、電極性能が向上するようになる。 さらに、このよう

な調整作用により、バッテリーを劣化させることなく、急速に繰り

返し充電できる。これは、電気自動車向け充電式バッテリーにとっ

ては極めて重要なことなのである。 
 

写真上から、Molecular Foundary の研究員の

Yuegang Zhang 氏と、エネルギー環境技術部門の

プログラムマネジャーの Vincent Battaglia 氏。彼

らは同じグループの研究員たちとともに、グラフ

ェンベースのナノ複合材を、再生可能リチウムイ

オンバッテリーでの高性能蓄電向けに開発した。 

｢ここバークレー国立研究所には、サイクル寿命の長い電池を作る

ことができる大規模なバッテリープログラム Carbon Cycle 2.0 が

ある。このプログラムでの情報交換を通して、材料科学部の研究者

たちは、より優れた電極を作るために何が必要かという見識を得る

とともに、高品質のバッテリー研究設備や人材の恩恵を受けている｣ 
｢見返りに我々バークレー研究所は、このような要件を、次世代マテ

リアルを開発する科学者に伝えるパイプを持っ

ている｣と、バークレー国立研究所の環境エネル

ギー技術部門、先進エネルギー技術部の共著者

Battaglia 氏は言う。 
 

Liwen Ji、Zhongkui Tan、Tevye Kuykendall、Eun Ji An、Yanbao Fu、Vincent Battaglia、  
Yuegang Zhang 共著の｢グラフェン層に挟まれたスズ・ナノ柱アレイの多層ナノアセンブ

リ／リチウム電池に大容量エネルギーを貯蔵｣は、科学誌｢Energy and Environmental 
Science｣に掲載されており、以下のサイトからオンラインで閲覧が可能となっている。 
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2011/EE/C1EE01592C 
Molecular Foundry におけるこの研究の一部は、DOE 科学局の支援を受けていた。 
 
ローレンスバークレー国立研究所は、再生可能エネルギーの研究を進め、人々の健康を

守り、新素材を作り、宇宙の起源と終焉を明らかにするという、世界的に最も差し迫った

課題に取り組んでいる。1931 年の設立以来、バークレー国立研究所の科学的専門性の高さ

は、12 個のノーベル賞受賞によって認められている。カリフォルニア大学は、DOE の科

学局(DOE Office of Science)に代わり、バークレー研究所を管理している。 
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詳細情報は、以下のサイトを参照のこと。 
www.lbl.gov 
 
追加情報 

 
Molecular Foundry は 、 DOE 傘 下 の 5 つ の Nanoscale Science Research 

Centers(NSRCs)の１つである。NSRC とは、ナノスケールの学術的研究を行うための国

立のユーザ施設であり、 DOE Office of Science の支援を受けている。総合して NSRC は、

一連の補完的施設を構成している。これらの施設は、研究者に対して、ナノスケールマテ

リアルの加工、処理、特性評価、モデリングを行うための最先端の機能を提供し、国家ナ

ノテクノロジーイニシアティブの最も大きなインフラ投資を受けている。NSRC はそれぞ

れ、アルゴンヌ、ブルックヘブン、ローレンスバークレー、オークリッジ、サンディア、

ロスアラモス国立研究所にある DOE 所管の研究所である。 
 
DOE NSRCに関する詳細は、以下のサイトを参照のこと。 
http://science.energy.gov 
Molecular Foundry に関する詳細は、以下のサイトを参照のこと。 
http://foundry.lbl.gov/ 
 
Zhang 氏が前回行った、ナノスケール電子デバイスのためのグラフェン研究に関する情報

は、以下の 2 つのサイトより参照できる。 
http://newscenter.lbl.gov/news-releases/2010/08/06/noise-in-graphene/ 
http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2010/10/15/the-noise-about-graphene/ 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
 
出典：本資料は、以下 ”Graphene Nanocomposite a Bridge to Better Batteries 
Berkeley Lab researchers create graphene nanocomposite for high energy storage” 
の記事を翻訳したものである。

http://newscenter.lbl.gov/news-releases/2011/07/27/graphene-sandwich/ 
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（詳細関連資料 3-(1)） 
 
【エネルギー・ナノテク（蓄電池）】スズ グラフェン リチウムイオン電池 
 
仮訳 

 
リチウムイオンバッテリー用のアノード材料として 

優れたSn@C/グラフェンナノ複合体のサイクル性能（中国） 
 
研究者：Shuzhao Liang(a注1)  Xuefeng Zhu(b注2)  Peichao Lian(a)  

Weishen Yang(b)  Haihui Wanga(a) 
投稿：2010/12/15 改訂：2011/3/24 承認：2011/3/29 オンライン掲載：2011/4/13 
 
概要 

 

リチウムイオンバッテリー用の新しいアノード材料、グラフェン(Sn@C/グラフェン)内の

カーボンで被覆されたスズ・ナノ粒子が、熱水合成とその後のアニーリングにより製造さ

れた。ナノ複合体のこの構造と形態は、X 線回折や走査電子顕微鏡法、そして透過電子顕

微鏡法により明らかになった。Sn@C のナノ粒子の大きさはおよそ 50～200 ナノメートル

である。ナノ複合体の可逆的な単位重量当たりの容量は、100 サイクル後に 100mA g−1の

電流値で 662mAh g−1となり、1000mA g−1という高い電流では実に 417mAh g−1となる。

これらの結果が示すことは、Sn@C/グラフェンは優れたサイクル性能と高電流特性を持ち

合わせているということである。この高度な電気化学的性能は、グラフェンおよび被覆カ

ーボンを有するナノ複合体の特徴のある構造によるものであり、これによりまた金属スズ

の体積変化のバッファとなり、粉状スズの分離や凝集を阻止する。 
 
グラフィカル･アブストラクト 

 
グラフェン内のカーボンで被

覆されたスズ・ナノ粒子が、熱

水合成とその後のアニーリング

によりうまく製造された。リチ

ウムイオンバッテリーのための

アノード材料として、このナノ

複合体はより優れたサイクル性

                                                 
注1 (a) School of Chemistry & Chemical Engineering, South China University of Technology, Wushan 
Road, Guangzhou 510640, PR China 
注2 (b) State Key Laboratory of Catalysis, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of 
Sciences, Dalian 116023, PR China 
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能を見せる。 
 
ハイライト 

► リチウムイオンバッテリーのためのアノード材としての斬新な Sn@C/グラフェンナノ

複合体 
► カーボン被覆とグラフェンがスズアノード材料のサイクル性能を向上させる 
► 大容量、優れたサイクル性能、そして高機能性を持ち合わせる 
 

キーワード：スズ･カーボン被覆･グラフェン･アノード材料･リチウムイオンバッテリー 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、SciVerse Hub に掲載された以下の論文の概略を翻訳したものである。 
Journal of Solid State Chemistry Volume 184, Issue 6, June 2011, Pages 1400-1404 
 “Superior cycle performance of Sn@C/graphene nanocomposite as an anode material 
for lithium-ion batteries” 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022459611001630 
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（資料 4） （資料 4） 
  
【バイオ・医療技術 (医療機器)】医療機器 【バイオ・医療技術 (医療機器)】医療機器 
 
仮訳 
 

普及しているマンモグラフィーツールは 
浸潤性の乳がん発見に有効ではない（米国） 

 
UC Davis (カリフォルニア大学デービス校) Health System からのニュース   

2011 年 7 月 27 日 
 
 

 (カリフォルニア州 サクラメント) — UC Davis による大規模な調査によると、コンピ

ューター支援検出(computer-aided detection: CAD)技術は乳がんの発見に有効ではなく、

マンモグラフィー(乳房 X 線撮影)による診断後、患者が追加検査のため不必要に病院へと

呼び戻されるリスクを増加させているようであることがわかった。 
 

7 つの州における 160 万件のマンモグラム(乳房 X
線像)の分析により、普及しているマンモグラフィー

ツールが乳がん発見支援に役立つかどうかに関する

最も明確な調査結果が発表された。 
 
「CAD は、実際の診察で、偽陽性結果のため患者が

不必要に再検査に呼び戻されてしまう危険性を高く

する。女性にとって何の特にもならない。」と、UC 
Davis Department of Family and Community 
Medicine の Joshua Fenton 助教授は語る。「放射線

科医による CAD 使用の有無に拘わらず、乳がんが

同様な病期(ステージ)に同様なサイズで検出されて

いたのだ。」 Joshua Fenton 助教授 

 
 この調査では、米国の 7 つの州にある 90 ヶ所のマンモグラフィー施設において、1998
年から 2006 年の間に 68 万人を超える女性が受診したマンモグラム検診を対象とした。そ

の結果 CAD 導入前に 8.1%であった偽陽性率は、調査のための施設への CAD 導入後で

8.6%に上昇した。また、乳がんの検出率および乳がん腫瘍の病期とサイズは、CAD の利

用の有無に拘わらず同様であった。この「マンモグラフィーによる診察における CAD 利
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用の有効性」と題される調査は、現在、国立がん研究所会誌(Journal of the National 
Cancer Institute)にオンライン掲載されており、乳がんサーベイランス・コンソーシアム

(BCSC: Breast Cancer Surveillance Consortium)によるデータを使用している。 
 

1998 年に米国食品医薬品局(FDA: Food and Drug Administration)により認可された

CAD ソフトウェアは、マンモグラム画像を分析し、放射線科医が検査できるよう疑いのあ

る部分を表示する。2001 年にメディケア(Medicare: 高齢者向け医療保険制度)による補償

の開始以来、近年ではこのソフトウェアの利用は飛躍的に増加した。米国放射線学会誌 
(Journal of the American College of Radiology)の 2010 年の調査によると、現在ではアメ

リカにおいてほとんどのマンモグラム検診に CAD が導入されており、メディケアの直接

経費は年間 3,000 万ドルを超えている。 
 
2009 年のメディケアのデータによると、メディケアを含む保険業者は、マンモグラムの

費用(フィルムマンモグラフィーに81ドル、デジタルマンモグラフィーに130ドル)に加え、

CAD によるマンモグラムの検診に 12 ドルを支払っており、CAD 利用により 9～15%の追

加負担となっている。 
 
 現在の調査は、2007 年に New England Journal of Medicine に発表された Fenton 助

教授による技術の最初の評価に基づいている。CAD を利用した 7 ヶ所を含む 43 ヶ所の施

設においてマンモグラフィーによる検診結果を調査したそのレポートによると、CAD はマ

ンモグラム検診の検出精度の低下と関連があるが、浸潤性の乳がんの発見率においては違

いが見られなかった。 
 
 New England Journal of Medicine の研究結果の批評者らは、調査は古い種類の CAD
技術を使用したものに基づいていたため、その有効性を正確に示さなかったとしている。

Fenton 助教授は、「現在の調査は、より大規模なサンプルと長期間をかけてより新しい技

術を評価している。また、死亡率など CAD が長期乳がんの転帰にどのように影響するの

かを理解するのに重要である、がん腫瘍の病期とサイズについて私達は初めて調査をした

のだ。」と述べた。 
 
 （調査した）著者らは、CAD の実際の調査結果は、前臨床調査結果とは異なる可能性が

あるとしている。臨床診療に従事する放射線科医は、手順通りの調査を行う放射線科医と

は違い、常に設計された通りに厳密に技術を使用するわけではないため、そのような違い

が起こる可能性があることを示唆している。 
 
 Fenton 助教授の共著者らは以下の組織に属している : シアトル :Group Health 
Research Institute、Cancer Research and Biostatistics、University of Washington、ベ
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セスダ(メリーランド州): 国立がん研究所(National Cancer Institute)、バーリントン: 
University of Vermont、ポートランド: Oregon Health and Science University、アトラ

ンタ: Emory University 
 
本研究は、国立がん研究所が資金を提供する BCSC の範囲内で実施された。追加的な支

援は米国全土の州公衆衛生局およびがん登録組織に加えて、アメリカがん協会(ACS: 
American Cancer Society)より提供された。 
 
 
 
 
乳がんサーベイランス・コンソーシアム (Breast Cancer Surveillance Consortium) 
 
 乳がんサーベイランス・コンソーシアム (BCSC: Breast Cancer Surveillance 
Consortium)は、米国における乳がん検診の提供とそのクオリティ、および関連する患者

予後を評価する調査のための研究リソースである。BCSCは、国立がん研究所が支援する

腫瘍および/または病理学登録組織との繋がりを持つ 7 件のマンモグラフィー登録組織の

共同ネットワークである。このネットワークは、統計調整センター (Statistical 
Coordinating Center)により支援されている。現在、BCSCのデータベースには 800 万件

を超えるマンモグラフィーによる検査件数、女性 230 万人、乳ガン患者 10 万人(浸潤性が

ん 8 万 5 千人、非浸潤性乳管がん(DCIS: ductal carcinomas in situ)1 万 7 千人)が登録さ

れている。より詳しい情報はウェブサイトhttp://breastscreening.cancer.gov を参照のこ

と。 
 

The Center for Health Policy Research（旧Center for Health Services Research in 
Primary Care）は、医療活動、特に初期医療の組織、クオリティ、有効性を改善するため

に、ヘルスケアへのアクセス、提供、費用、転帰および関連する健康政策に関する調査を

実施している。このセンターは、大学や医療組織にとって有効性比較分析調査のリソース

となっている。センター職員は、新たな調査、公共・民間部門へのコンサルティングサー

ビス、フェローや大学院生、若手職員への研究トレーニングなどを実施している。学際的

な団体として創設されたこのセンターには、ビジネスマネジメント、精神医学から予防医

学、疫学、統計学までの学問分野を代表する 80 人を超えるヘルスケア研究者が所属して

いる。センターに関するより詳しい情報はウェブサイトwww.ucdmc.ucdavis.edu/chpr を
参照のこと。 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
出典：本資料は以下の記事を翻訳したものである。 
News from UC Davis Health System 
Popular mammography tool not effective for finding invasive breast cancer 
(http://www.ucdmc.ucdavis.edu/newsroom/newsdetail.html?key=5556&expired=no&W
T.rss_f=UC+Davis+Health+System+News+Releases&WT.rss_ev=a&WT.rss_a=Popula
r+mammography+tool+not+effective+for+finding+invasive+breast+cancer） 
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（資料 5） 
 
【環境（地球温暖化）】石炭火力発電 二酸化炭素回収・貯蔵 
 
仮訳 

 
EPAが二酸化炭素回収・貯蔵技術の障壁を削減（米国） 

クリーンエネルギーの安全な使用に向けた国の枠組みを支援 
 

ワシントン－2011 年 8 月 4 日、米国環境保護庁（EPA）は米国民の健康や環境を保護

するとともに、二酸化炭素回収・貯蔵（CCS）技術の利用を推進する規則案を提案する。

CCS 技術では、二酸化炭素（CO2）が石炭火力発電所や大規模な生産工程のような固定発

生源にて回収され、長期にわたる保管のために地中貯蔵というプロセスで地下に圧入され

る。この提案は、オバマ大統領の省庁間タスクフォースによる CO2貯蔵に関する勧告と一

致しており、国家の一貫性のある枠組みを支援し、米国がクリーンエネルギーの世界的競

争においてリーダーとしての地位を確保できる安全で効果的な技術の普及を確実にする。 
 
 今回の提案により、飲料水安全法の下でこの目的のために指定された井戸への地中貯蔵

に向け圧入される CO2ガス流が EPA の有害廃棄物規制から除外される。EPA は CCS 技

術の利用への障壁を削減する取り組みの一環として、この除外を提案している。EPA は、

規則案に関して出されたコメントが、物理的・化学的特性を含めた回収 CO2ガス流の全体

的成分に関する分析データを共有しており、CCS 技術利用の安全確保のため追加の措置の

必要性を EPA が判断できることを求めている。 
 

EPA の提案は、既存の規制プログラムの見直しに基いており、その提案された条件下で

の CO2 ガス流の管理により人々の健康や環境を著しく脅かすことはなく、CCS 技術の利

用を考えている産業に規制の信頼性を提供し、さらに安全かつ環境保護もできるやり方で

CCS 技術の普及を促進すると結論づけている。 
 
 提案された規則案はこれまでに EPA に制定された規則の補完的なものであり、CO2 ガ

ス流の回収または圧入を行う施設による報告を義務づけている大気浄化法に基づく規則や、

CO2地中貯蔵に利用される井戸が適切に配置され、建設され、テストされ、監視され、そ

して閉鎖されるのを確実に行うための飲料水安全法の規則を含んでいる。EPA は米国連邦

官報においての公開後、60 日間提案に関するパブリックコメントを受け付ける。 
 
提案された規則に関する詳細情報： 
http://www.epa.gov/epawaste/nonhaz/industrial/geo-sequester/index.htm 
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二酸化炭素の地中貯蔵に関する詳細情報： 
http://water.epa.gov/type/groundwater/uic/wells_sequestration.cfm 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、EPA（米国環境保護庁）の以下の記事を翻訳したものである。 
“EPA Takes Action on Reducing Barriers to the Use of Carbon Capture and 
Sequestration Technologies / Action supports national framework for the safe use of 
clean energy technology” 
http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/d0cf6618525a9efb85257359003fb69d/fde8d0
83af16268e852578e10080f49b!OpenDocument 
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（関連詳細資料 5-(1)） 
 
【環境（地球温暖化）】二酸化炭素貯蔵 
 
仮訳 

 
資源保護回復法(RCRA)の有害廃棄物制度（米国） 

貯蔵される二酸化炭素（CO2）ガス流について 

 
EPAは飲料水安全法で規制されている特定の井戸へ

の地中貯蔵（Geologic Sequestration：GS）のための圧

入等、一定の条件を満たせば、CO2ガス流をEPAの有害

廃棄物規制から除外することを提案している。EPAの結

論は、提案された条件下でのCO2ガス流の管理が人々の

健康や環境に著しいリスクを及ぼすことはなく、安全か

つ 環 境 を 保 護 す る 方 法 で 、 地 下 飲 料 水 資 源

（Underground Sources of Drinking Water：USDW）

の保護も確保しながら、二酸化炭素回収・貯蔵（Carbon 
Capture and Storage：CCS）技術を普及させるという

ものである。 

地中貯蔵 

地中貯蔵(GS)とは、工業（例：鉄鋼

やセメントの生産）やエネルギー関

連（例：発電所や天然ガス再処理施

設）の発生源から回収された二酸化

炭素(CO2)を長期貯蔵するため、深

部地下の岩石層に圧入するプロセ

スである。 

関連リンク 

地中貯蔵－気候変動(EPA) 

地中貯蔵－水管理(EPA) 

農林業における二酸化炭素貯

蔵(EPA) 

米国エネルギー省(DOE)二酸化炭

素貯蔵プログラム 

米国地質調査所－二酸化炭素貯

蔵(USGS) 

 
提案されたこの規則は、近年まとめられた地中貯蔵の

要件を定めている飲料水安全法の規則を補完するもので

ある。この中には、EPAの地下圧入規制（Underground 
Injection Control：UIC）プログラムの下に設けられた

Class VIと呼ばれる新しい分類の圧入井戸の展開につい

ても含まれている。UICのClass VIに要求されることは、

CO2 ガス流の地中貯蔵に利用される井戸が確実に

USDWを保護できる方法で、適切に配置され、建設され、

テストされ、監視され、そして閉鎖されるよう設計され

ることである。 
 

この提案は、今回のテーマに関するオバマ大統領の省庁間タスクフォースによる勧告と

一致しており、国家の一貫性のある枠組み構築を支援し、米国がクリーンエネルギーの世

界的競争においてリーダーとしての地位を確保できる安全で効果的な技術の普及を確実に

するものである。 
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米国連邦官報告示 – 公布前原稿(PDF) (08/01/11 サイン) (79 pp, 765K, PDＦについて)－
この非公式な公布前原稿を公共の参考資料として提供する。この文書は米国連邦官報では

公布されておらず、公式の最終完成版の規則ではない。公式の規則は米国連邦官報により

公布され次第、閲覧できる予定である。 
 
この規則に対するサポート資料と提案に対して EPA が受けたパブリックコメントは、

オンラインで公開されたレビューを閲覧できる（下記の説明参照）。提案された規則のサポ

ート資料は、米国連邦官報で法律が公布されるまでは Regulations.gov から閲覧できない

ことに注意を要する。 
 
Regulations.govの使い方： 
キーボードまたは ID 検索ボックスに摘要番号（EPA-HQ-RCRA-2011-xxxx）を打ち込み、

Enter を押せば検索結果が表示される。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、EPA（米国環境保護庁）の以下の記事を翻訳したものである。 
 “RCRA Hazardous Waste Systems: Carbon Dioxide (CO2) Streams Being Sequestered” 
http://www.epa.gov/epawaste/nonhaz/industrial/geo-sequester/index.htm 
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（関連詳細資料 5-(2)） 
 
【環境（地球温暖化)】CO2地中貯蔵 
 
仮訳 

 
有害廃棄物管理(CO2地中貯蔵)に係わる資源保護回復法(RCRA)改正案

に対するパブリックコメントの提出要請（米国） 
 

米国環境保護庁 

40 CFR Parts 260 and 261 

[EPA-HQ-RCRA-2010-0695; FRL_XXXX-X] 

RIN： 2050-AG60 

有害廃棄物管理システム：有害性の同定とリスト 

廃棄物：地中貯蔵活動における二酸化炭素（CO2） 

機関：環境保護庁 

取り組み：規則の提案 

概要：米国環境保護庁（EPA）は資源保護回復法（RCRA）の下、有害廃棄物管理に対す

る規則の改正を提案します。この改正は、有害廃棄物の定義から有害な CO2ガス流を条件

付きで除外するというものであり、条件として、有害性の CO2ガス流が排出源から回収さ

れること、地中貯蔵用の地下圧入規制 ClassⅣの井戸に圧入されること、そしてその他一

定の条件を満たすことが求められます。EPA がこの措置を取る理由は、提案された条件下

で CO2ガス流を管理すれば、人間の健康や環境に著しいリスクを及ぼすことはなく、それ

ゆえ RCRA の有害廃棄物規制に準じた追加規制は不要であると考えるためです。この改正

は、RCRA サブタイトル C の下で CO2ガス流に関する同定の不確実性を大幅に低減し、

またより確実に規制を行うことで地中貯蔵の普及を促進すると EPA は予測しています。 
 
期日：コメントは、期日またはそれ以前に提出されなければならない[期日は米国連邦官

報の公示後 60 日間]。文書業務削減法に基づく情報収集対策に関するコメントは行政管理

予算局に期日またはそれ以前に提出されなければならない[期日は米国連邦官報の公示後

30 日間]。 

 
【以下略】 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 

 
 
出典：本資料は、EPA（米国環境保護庁）の“Federal Register Notice – Pre-publication 
Version”（米国連邦官報公告－公布前原稿）中の一部（概要のみ）を翻訳したものである。 
http://www.epa.gov/epawaste/nonhaz/industrial/geo-sequester/gs-fr.pdf 
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（関連詳細資料 5-(3)） 
 
【環境（地球温暖化）】CO2回収・貯留  
 
仮訳 

 
大統領覚書：CO2回収・貯留に関する包括的な連邦戦略（米国） 

 
ホワイトハウス 報道官室 

2010 年 2 月 3 日 即日発表 
 
覚書の対象者： 

国務長官 

財務長官 

司法長官 

内務長官 

農務長官 

商務長官 

労働長官 

運輸長官 

エネルギー長官 

行政管理予算局長 

環境保護庁長官 

連邦エネルギー規制委員長 

科学技術政策局長 

環境諮問委員会会長 

 
主題：CO2回収・貯留に関する包括的な連邦戦略 

 
 何十年もの間、石炭産業は報酬の高い仕事を米国内の労働者に提供しており、また石炭

は、信頼性があり価格も手ごろな、国内の重要なエネルギー資源として使用されている。

一方で、米国内の温室効果ガス排出量の内、石炭火力発電所からの排出量が最も大きな割

合を占めており、石炭は世界の温室効果ガス排出の 40%を占める。クリーンコールの提供

や国民の雇用支援、CO2排出量の削減といった政府の掲げる目標を達成するには、クリー

ンコールへの道筋を立てることが必須である。クリーンコールテクノロジーの中でも、特

に CO2回収・貯留（CCS）の商業開発や展開を迅速に行えば、世界のクリーンエネルギー

の競争において米国はリーダーとしての地位を得られるだろう。 
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 米国政府は、CCS 技術を安全で手頃に、そして幅広く展開し、商業ベースでの発展を加

速させるため、すでに一連の明確な戦略を推し進めている。政府は過去において国の CCS
に最大限の投資を行っており、これらの投資は民間資本により釣り合いが取られている。

エネルギー省（DOE）は、CCS 技術の研究・開発・実証といった包括的なクリーンコー

ルテクノロジー事業を実施しており、世界的な協調態勢で CCS の実証や展開を促進する

重要な戦略に取り組んでいる。環境保護庁（EPA）は、CO2の地下圧入・貯留の安全性や

有効性、また環境への配慮を検討する規制改革を行っている。内務省は DOE と協力し、

国の CO2地中貯留量の評価や、国有地における地中貯留を実証する事業を行っている。こ

うした取り組みはすべて、CCS 技術の実現に向け、現在の確固たる科学的根拠を基に築か

れる。 
 
こうした取り組みを促進し、包括的で協調的な連邦戦略を展開し、クリーンコールテク

ノロジーの商業的な開発・展開を加速するため、ここに省庁間 CCS タスクフォースを設

置する。このタスクフォースは、それぞれの庁から政府高官が指名され、その中から DOE
と EPA の被指名人が共同で議長を務める。 
 
このタスクフォースにより、覚書の日付から 180 日以内に計画案が立てられる。この計

画案は、2016 年までに 5 件から 10 件の商業規模の実証プロジェクトを稼働させるという

目標を掲げ、10 年以内にコスト効率の良い CCS 技術を幅広く展開していく上での障壁を

打開するというものである。これにより、CCS を商業ベースで導入するための刺激策が調

査され、展開における財政や経済、技術、法律、制度、社会的な障壁などの課題が対処さ

れる。タスクフォースは、CCS に関する国際協力の構築などを既に行っている管理機関や

プログラムをまとめる最善策を考慮するとともに、必要な追加すべき機関を特定する。共

同議長は、環境諮問委員会会長を通じ、大統領に定期的に経過を報告する。 
 
最後に、CO2汚染に上限を設ける包括的な気候・エネルギー法案は、CCS にとって最大

のインセンティブとなる。なぜなら、この法により市場を基盤とした安定的で長期的な刺

激策が創出され、民間の低炭素テクノロジーへの投資の道が開かれるからである。政府の

新しい CCS 戦略は、商業的展開に立ちはだかる障壁の特定と排除を急速に行い、さらに

法規制の透明性を増すことで、エネルギー変遷の道筋を切り開く。これは、近いうちに CCS
への民間投資、つまりは良い雇用を創出し、社会全体に利益をもたらす投資に拍車を掛け

る助けとなる。 
 
 この覚書は、適用法令や予算支出に則って実行されるべきである。この覚書は、アメリ

カ合衆国、その連邦政府機関（department, agencies）、団体、公務員、労働者や他のいか

なる者に対する、どの関係者によるコモンロー（普通法）またはエクィティ（衡平法）に

おける実体上の、手続き上の、法的強制力のある権利または利益を創ることを意図してお

らず、また創ることはない。 
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ここで、エネルギー省長官に米国連邦官報にてこの覚書を交付する権限および指示を与

える。 
 

バラク・オバマ 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、THE WHITE HOUSE ウェブサイト内の以下の記事を翻訳したものであ

る。 “Presidential Memorandum -- A Comprehensive Federal Strategy on Carbon 
Capture and Storage” 
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/presidential-memorandum-a-comprehensiv
e-federal-strategy-carbon-capture-and-storage 
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（関連詳細資料 5-(4)） 
 
【環境（地球温暖化）】CCS 温室効果ガス 
 
仮訳 

 
CO2 回収・貯留に関する省庁間タスクフォース活動報告書概要（米国） 

(2010 年 8 月付)  
 

 
報告書概要 

はじめに 

 
CO2 回収・貯留(CCS)とは、新設および既設の石炭火力発電所やガス火力発電所、産業

工程、その他の CO2 固定発生源から発生する CO2 排出量を大幅に削減できる一連の技術

を指す。CCS 技術を発電に用いた場合、全米および世界レベルでの温室効果ガス(GHG)
削減という目標達成に重要な役割を果たすと考えられる。 
 
 しかし、CCS 技術を高いコスト効率で広範囲に展開できるのは、その技術が商業レベル

で有益で、かつこれを支える国策の枠組みが整っている場合に限られる。こうしたゴール

を踏まえて、オバマ大統領は 2010 年 2 月 3 日、担当する 14 の省庁で構成される CCS 省

庁間タスクフォースを設立した。 
 
 DOE (米エネルギー省) と EPA (環境保護庁) が共同議長を務めるこの CCS タスクフォ

ースでは、2016 年までに 5～10 件の商業規模の実証プロジェクトを稼働させるという目

標を掲げ、10 年以内にコスト効率の良い CCS 技術を幅広く展開していく上での障壁を打

開する計画の提案を担っている。 
 

CCS タスクフォースは、100 人以上の連邦政府職員で構成されており、初期の CCS プ

ロジェクトに対する課題のほか、CCS 技術の商業レベルでの広域展開を阻むと考えられる

要因についても調査した。このレポートにまとめられた調査結果や推奨事項を検討するに

あたって、同タスクフォースは、すでに出版されている資料や 100 人以上の専門家や株主

からの個々のコメント、このほか、タスクフォース宛てに届いたパブリックコメントを参

照した。 
 
さらに同タスクフォースは、大規模なパブリックミーティングを開き、的を絞った株主

向け説明会を数回行った。CCS 技術はさまざまな CO2 固定発生源に利用できるが、石炭

火力発電所から排出される CO2に用いることで、温室効果ガス削減において 大の可能性

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1077, 2011.9.15

36



が示される。石炭は、信頼性があり価格も手頃な、国内の重要なエネルギー資源として、

何十年も使用されてきており、また石炭産業は、報酬の高い安定した仕事を、米国内の労

働者に提供してきた。 
 
一方、米国内の温室効果ガス排出量の内、石炭火力発電所からの排出量が も大きな割

合を占めており、世界のエネルギー消費による CO2排出量の 40%が、石炭燃焼によるもの

である。環境保護庁(EPA)とエネルギー情報局(EIA)が行った、近年の気候・エネルギー法

案に関する評価によると、高いコスト効率で CCS 技術を利用できれば、国内 CO2排出量

の削減目標を達成するのにかかる全体コストを下げるという、大きな役割を果たすことが

できる。 
 
米国は、温室効果ガス排出削減のための CCS 技術開発・展開政策において主導的な役

割を果たすことにより、豊富で価格も手頃な国内エネルギー資源を利用するという選択肢

を維持でき、これが、国家セキュリティの向上につながる。また、石油増進回収(EOR) を
行うことにより既存の油田の生産量を 大限に伸ばし、輸出可能な新しい技術の開発をサ

ポートする。 
 

CCS 技術による温室効果ガス排出削減を阻む、技術、法律、制度、規制面、その他の障

壁で、克服できないものはないが、初期の CCS プロジェクトは、気候変動政策が不確か

であることに関係した経済的な問題、 先端技術を初めて用いるリスク、CCS コストが他

の技術と比べて割高であるといった問題に直面している。政府による気候変動法の分析結

果は、CO2の予想価格を補う金銭的なインセンティブがない限り、今後 20 年、CCS 技術

の広域展開は期待できないと示唆している。 
 
これらのプロジェクトには、コストに関する努力目標に加え、現在検討中の規制基準を

満たすことが必要になるだろう。長期的な規制プログラムは、CCS技術の展開状況に見合

ったものになっているが、連邦および州レベル注1での経験や制度面の力が乏しいために、

CCS特有の要件の導入を妨げる可能性がある。 
 
長期債務や財産権など、重要な法的問題の解決も必要である。米国内の温室効果ガス削

減のために策定された気候変動政策は、CCS などの低炭素化技術を商業ベースで展開する

ためには、 も重要なステップである。というのも、こうした政策によって、民間投資の

ための、安定した、長期的枠組みが作られることになるからである。 
 
総力を挙げて、財政、経済、技術、法律、制度、社会的な障壁に対し適切に対処するこ

とで、CCS 技術を実行可能な気候変動対策とすることができる。国内および世界の排出量

                                                 
注1  ｢州政府｣には、先住民族政府も含まれる。 
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削減目標実現に要する全体コストを削減する上で、この対策は、長期間にわたって重要な

役割を果たすことができる。 
環境や国民の健康、安全を守るために適切な保護政策が確実に適用される一方で、連邦

および州政府機関は、従来の政府当局やプログラムを利用して、これらの障壁に対する政

策を開始することができる。  
 
 
CCS 技術の状況 

 
CCS 技術は、次の 3 段階のプロセスで構成される。 
1) 発電プラントまたは工業プロセスから排出された CO2の回収および圧縮 
2) 回収した CO2の輸送 (通常パイプラインで輸送) 
3) 回収した CO2の地中への貯留 

例) 深層岩塩層、石油およびガスの貯留層、採掘不可能な石炭層 
CCS 技術の 3 つのプロセスすべてに、技術が存在する。 

 
産業排ガスからの CO2回収は、その他のガスからのさまざまな CO2分離方法で 1930 年

代以降実施されている。これらの CO2回収プロセスは、天然ガス産業でも用いられてきて

おり、食品用と化学用の CO2が生産されている。従来の回収技術は膨大なエネルギーを消

費するため、石炭火力発電所やその他の産業プロセスの CO2発生源にこの技術を用いても、

結果的にコスト高となってしまう。 
              
米国では 40 年近くにわたって、パイプラインでの CO2輸送が行われてきた。従来の CO2 

パイプライン(全長 3,600 マイル)で毎年約 5,000 万トンの CO2 が輸送されている。 
 

 世界全域には、商業ベースの 4 つのCCS設備があり、ここに回収されたCO2を深地層構

造に貯留し、一連の技術を用いて、貯留されたCO2について監視、検証を行う注2注3。これ

らの 4 つのCCS設備には、適切な深地層構造にCO2の人為的貯留を安全かつ効果的に行っ

てきた 25 年間の実績がある(Dooley他、2009)。DOEは、北米で同様の方法を用いてCO2

の地中貯留を行う場合、何百～何千年間貯留が可能であると見込んでいる。 
 
同様に、DOI 傘下の米国地質調査所(U.S. Geological Survey: USGS)は、CO2貯留先と

して期待できる米国全土の深地層構造について DOE がまとめた総合目録を活用している。 
従来の CCS 技術プロセスをそのまま｢スケールアップ｣して石炭火力発電と統合した場合、

技術、経済、調整面の問題が生じる。電力セクターでは、CCS 技術を備えた新設石炭火力

                                                 
注2 1970 年代以降、石油増進回収(EOR)を目的に、地中の貯留層への CO2の圧入が、計画実施され、結果的

に、安全かつ大規模な CO2 の圧入と地中貯留に必要な、貯留層の管理と運用について、多面的に整備がな

されることとなった。 
注3 北海の Sleipner、バレンツ海の Snøhvit、アルジェリアの Salah(サラーレフ)、カナダのウェーバーン 
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発電所の増分コスト見積もりを従来型の新設石炭火力発電所と比較すると、一般的に回収

CO21 トンあたり 60～95 ドルの幅がみられる(2010a 年 DOE)。 
 
コストの約 70～90%は、CO2の回収や圧縮に関連するコストである。このコストの内一

部は、既に市場がある石油増進回収(EOR)に CO2を用いることで相殺できるものものある

が、石油増進回収技術は、多くのプロジェクトで利用できない可能性がある。現在 DOE
が実施している研究・開発・実証プログラムは、プロジェクトの不確実性を低め、技術コ

ストと性能の改善に役立てることができる。 
 
CCS の研究・開発・実証プログラムは、次の 2 つの要素から成る。 

1) CCS の安全性と信頼性を証明するため、適切な規模に統合された現在の CCS 技

術の運用について実証を行う。 
2) 改善型 CO2回収技術と先進発電技術を開発して CCS 展開コストを大幅に削減し、

2020 年以降に計画されている、コスト効率の良い広域な CCS 展開を促進する。 
 

 

米国の CCS 展開状況 

 
連邦政府はすでに、米国内で安全かつコスト的にも無理のない CCS 展開を可能にする

CCS 技術を、商業ベースで開発することを促進するため、一連の具体的なイニシアティブ

を推し進めている。このイニシアティブの内訳は、CCS 技術の研究・開発・実証、すなわ

ち CO2 を地中に貯留する際の安全性、有効性、環境面での安定性に取り組む規制の整備、

CO2を地中に貯留する上での国内の地理的収容能力の評価などである。この取り組みすべ

て、しっかりとした科学的な根拠の上に基づいており、今では CCS 技術の実行可能性を

示すものとなっている。 
 
技術、経済、規制面の理由から、長期的な統合テスト・検証プログラムが必要である。

DOEは現在、米国再生・再投資法注4に基づく予算から、前年度予算に 34 億ドルを追加充

当し、多角的実証プロジェクトを進めている。税額控除、借入保証などのさまざまなその

他インセンティブも、多数のプロジェクトに充てることができる。 
 
米国では 2016 年までに、DOE の支援を受けている 大 10 件の統合型 CCS 実証プロジ

ェクトが運用開始予定である。これらが実証されれば、現在の CCS 技術が商業規模の発

電プラントや産業プラントに統合され、許可を得て、安全かつ確実に運用できるようにな

ることが判っている。新型発電プラントでは、燃焼前 CO2回収技術、輸送方法、貯留方法

を、ガス化複合発電(IGCC)技術と統合することに焦点を置いている。 
 
                                                 
注4 公法 111-5 
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CCS の発電プラントへの追加導入や産業への応用が、統合型燃焼後 CO2 回収技術を実

証することになる。これらのプロジェクトに加え、連邦政府の借入保証、税制上の優遇措

置、国家(州)レベルの監督により支援されているその他のプロジェクトが、CCS 導入が見

込まれる大きなグループをカバーしている。しかし、提案された実証プロジェクトの中に

は、経済的またはその他の理由で計画が進まないものが出てくる可能性もある。 
長期的な展開を目指すには、市場の失敗への取り組みとともに、気候変動対策の展開が

不確かであることや、現在使用可能な CCS 技術の適用コストが高いといった、問題克服

のための追加的取り組みが求められるだろう。 
 
 
CCS 展開に対する障壁 
 
 包括的な気候変動法案が存在しないことは、CCS を展開する上での主な障壁となる。新

技術に対して CO2 価格や適切な金銭的優遇措置が設定されなければ、CCS のような低炭

素化技術への投資に対するしっかりとした枠組みはありえない。CCS を早期展開した場合

には、連邦政府による多額のインセンティブが実施され、これには、CCS 技術開発を推し

進める研究・開発・実証活動、税額控除や借入保証などの市場プル型メカニズムなどがあ

る。 
 
しかし、これらのプロジェクトの多くは、温室効果ガスの削減の必要性を見越して、プ

ライベートセクターによって計画されたものであり、これらのプロジェクトに対する も

重要な経済的課題は、温室効果ガス削減の価値に関する持続的な方針が不安定である点で

ある。経済的な支援を得ても、法律や規制が確実でないといった問題が、CCS プロジェク

トの開発を妨げる可能性がある。規制が不安定であることは、CCS 展開に対する障壁とし

て広く認識されてきた。 
 
早期の CCS プロジェクトは、従来の法律の下で進めることができるが、これまでに、

CCS に対して連邦および州政府レベルの規制枠組みが適用されたことはほとんどない。現

行の EPA の取り組みにより CCS 向けの要件を整備検討することで、従来の規制枠組みが

明確化されると予想される。これにより、初期プロジェクトの不確実性を低下させ、安全

かつ効果的な CCS 展開を確かなものにする。 初に実施された 5～10 件の CCS プロジェ

クトの規制・許可の経験から、広範囲な CCS 展開向けに、従来の要件に対して今後見込

まれる変更と、規制枠組みのための必要性が報告されるだろう。 
 
このタスクフォースは、長期的に可能性のある債務(民法上の義務)に関係する範囲(例: 

CO2 貯留場所を閉鎖後に生じる)と、広範囲な展開にあたって見込まれる影響範囲につい

て確認した。CCS プロジェクトを計画する多くの州は、CO2の地中貯留に関連する長期的

な債務に取り組むための策を講じている。同タスクフォースの初期評価によると、従来の
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連邦および州政府の法的枠組みは、少なくとも 5～10 件の初期プロジェクトグループであ

る商業規模プロジェクトにとって適切なものでなければならない。 
 
 しかし、この主題には多岐にわたる見方があり、かつ複雑な一連の基本的な問題や要因

を分析する時間は限られているため、CCS の広範囲な展開に関係する、長期的に可能性の

ある債務に取り組むための 適な法的構造すなわち規制構造を決定するには、さらなる分

析が必要である。空隙の集合体やこれに関連する所有権もまた、CCS プロジェクトにとっ

ては重要なのである。 
 
空隙の問題については、これまで州が対処してきており、いくつかの州は、私有地に地

中貯留を行う上で、空隙の集合体に対処するための対策を行っている。これまでの経験に

基づいて、同タスクフォースは、私有地の隙間問題の対処には、州政府が 適の立場にあ

ると考えている。国民の認識と支援は、新エネルギー技術の開発には不可欠であり、CCS
プロジェクト(2005 年 IPCC、2008 年 CRS、2008 年 IEA、2009c 年 IEA)にとって極めて

重要であると、一般的に見られている。 
 
商業規模の CCS プロジェクトを世論が支持するかどうかについては、大部分は不明で

あり(2010 年 Malone 他)、世論の反応はプロジェクト毎に異なる。しかし、強化された協

調的な民間の広報活動により、温室効果ガスの排出を削減する一つの方法として CCS の

役割を、国民に認識させていくだろう。情報公開、教育、CCS プロジェクトのライフサイ

クルを通じて広報活動を統合することが、主な課題を特定し、世論の理解を育み、コミュ

ニティとプロジェクトデベロッパーの間の信頼を築く上で役立つことになる。 
 
 

障壁を乗り越えるための計画 

 
技術開発支援 

 
2016 年までに予定される 5～10 件の商業規模の実証プロジェクトなど、初期 CCS プロ

ジェクトの成功を築くため、DOE と EPA は、連邦政府の懇談会(ラウンドテーブル)を設

け、計画されているプロジェクト、または既存のプロジェクトに対する、財政、技術、規

制、社会面での障壁を乗り越えるために支援を求めるプロジェクトデベロッパーと連絡を

とる１つの接点としての役割をしている。 
 
この懇談会では、必要に応じ、州や連邦政府の許認可担当者や許可申請者に、技術的サ

ポートを提供する必要がある。この懇談会ではまた、電力セクターや産業セクター、NGO、

州当局、研究団体で構成される技術委員会を設ける必要がある。 
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技術委員会は、DOE(エネルギー省)と EPA(環境保護庁)とともに CCS 実証プロジェクト

の定期的審査を行い、その進捗具合を監視し、追加的調査、リスクマネジメント、規制に

関するニーズがないかどうか広域にわたり確認を行う。同委員会ではまた、DOE や EPA
の要求に応じ、CCS の技術、経済、政策上の問題について情報提供を行うこともある。 

DOE はひき続き、安全かつ高いコスト効率で 10 年以内に CCS 展開を実現する CO2回

収技術や、貯留層の規制分類が十分かどうかを検討しなければならない。上述の技術委員

会からの情報に基づいた、この進行中の評価により、残存する技術のギャップを設定する

のを援助できる。連邦政府の連携が増えることにより、これらのプロジェクトを支援する

連邦政府の能力が高まり、より効果的なインセンティブと、障害への対処を提供すること

ができるだろう。 
 

DOE は、EPA、財務省、USDA(農務省)と共同で、CCS プロジェクトに対する連邦政

府からの財政支援の活用とその効果について追跡調査を行わなければならない。これらの

連携を高めることで、各プロジェクトの市場状況に対する連邦政府の補助金と支援を調整

する政府の力を拡大し、連邦政府の支援を受け取ることのできるプロジェクトの資格基準

をより明瞭化し、効率的にリソースを分配する。これにより政府は、連邦議会や州政府と、

従来のインセンティブの効果について、より効率的に協議できるようになる。 
 
 米国政府は、国際協力を支え続け、これにより国内の CCS 展開の取り組みを補い、世

界レベルでの CCS 展開を促進しなければならない。ほとんどの CCS 技術の研究・開発・

実証プロジェクトは、米国やその他の先進国からの支援を受けている。これらの国々とリ

ソースを活用し、研究結果を共有することで、CCS 展開の実行可能性を高め、世界レベル

で商業化速度を早める可能性がある。エネルギーと経済の関係のモデル化により、石炭依

存型の新興経済における CCS 展開が、気候変動対策の目標を達成する上での、将来的な

方針や経済的なシナリオの下、重要な役割を果たすことを示唆している。 
 
米国は、急速に拡大する発電セクターを有する石炭依存度の大きい新興経済国との協 

力関係を続け、建設的な対話を促すことで、非効率で温室効果ガスを排出量の多い、発電

所が数十年にわたり固定されるのを回避すべく、支援を行わなければならない。それがう

まくいかなければ、その後の CCS 展開はさらに難しくなり、気候変動対策コストが増加

する可能性がある。 
 
法規制の明確化と支援 

 
連邦政府機関は共に協力し、補完的なやり方で既存当局を利用して、CCS 展開のための

要件の策定に取り組まなければならない。EPA は、2010 年末頃までに、飲料水安全法(Safe 
Drinking Water Act :SDWA) の下で地中貯留井戸、また排ガス規制法(Clean Air Act: 
CAA)の下で CO2 貯留施設の温室効果ガス排出量報告を法制化し、貯留目的に排出源から
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回収された CO2 に適用する規則として、資源保全再生法(Resource Conservation and 
Recovery Act :RCRA)を提案しなければならない。 

 
同時に、これらの規則の導入をサポートする EPA によるガイダンスもまた提供されな

ければならない。2011 年末頃までには、EPA は RCRA の適用規則を決定しなくてはなら

ない。また EPA と DOI(内務省)は、すぐにも連携を組み、陸上と沖合両方の CCS 規制枠

組みを開発する戦略を立てなければならない。ロンドンプロトコル(LP)の批准と、これに

関連する海洋・保護・研究・聖域法 (Marine Protection, Research, and Sanctuaries Act : 
MPRSA)、連邦大陸棚領域法（Outer Continental Shelf Lands Act : OCSLA）を変更する

ことにより、連邦大陸棚へのCO2 貯留に関する包括的な法的枠組みを確実なものにする。 
 
連邦および州政府機関は共同で取り組みを行い、安全かつ効率的な CCS 展開のための

規制面と技術面の能力を向上させなければならない。特に、EPA が DOE、DOI、州政府

機関と連携して、地下への CO2圧入制御レギュレーターの能力強化プログラムを展開しな

ければならない。許可書の発行者やその他の主な職員を教育することにより、技術的に信

頼できる許可証を発行・実施する際の能力や効率を大幅に高めることができるだろう。こ

れらのプログラムは、DOE の地域間 CO2 回収パートナーシップ( Regional Carbon 
Sequestration Partnerships:RCSP)のような従来の取り組みを活用しなければならない。

DOE と EPA はまた、規制の整備、許可、プロジェクト開発をサポートする情報ニーズと

ツールを明確にしなければならない。 
このタスクフォースは、CCS 運営を確実に統合し、持続可能な CCS 産業を実現し、国

民の信頼の強固の土台を確実にするために、CCS 活動について適切な監視、管理、会計責

任が不可欠となるだろう。DOE と EPA は、他の機関と協議して、初期の CCS 実証プロ

ジェクトの規制実施について追跡調査し、追加的な法令見直しが必要かどうか検討しなけ

ればならない。 
 
これにより、従来の枠組みが有効でないと判明した場合には、政府が連邦議会や州と、

より有効な協議ができるようになる。連邦政府関係機関は、国家環境政策法(National 
Environmental and Policy Act: NEPA)の分析をできるだけ早く開始すべきであり、これ

により、強固で包括的な環境の見直しが、必ずタイムリーに終わるようサポートされる。

連邦政府の政策決定に見合えば、行政機関は、段階的な NEPA 分析に使用する環境影響評

価(Programmatic Environmental Impact Statements)の作成を検討し、このプロセスを

開始しなければならない。また、環境諮問委員会(Council on Environmental Quality: 
CEQ)は、CCS に特化した NEPA ガイダンスの作成について検討しなければならない。 
 
長期的な債務と社会的な責務の枠組みを改善する取り組みは継続すべきである。2011

年後半までには、EPA、DOE、DOJ(司法省)、DOI、財務省とで、従来の規制枠組み、お

よび計画された規制枠組みに照らして長期的な債務および社会的な責務についてさらに評
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価を行い、提言を行わなければならない。タスクフォースによって特定された７つの選択

肢の内、次の 4 つの方法、あるいはこれらの組み合わせの進め方が検討されなければなら

ない。 
(1) 長期的な債務および社会的な責務に関する従来の枠組みへの依存 
(2) 当然の権利に対しての要求、請求に対する実質的あるいは手続き上の制限の導入 
(3) 長期的な社会的責務の活動を支援し、サイト閉鎖後に発生したあらゆるタイプ、形

態の損失または損害について団体を補償するための、資金提供の受け取り、信託基金

の立ち上げ。 
(4) サイト閉鎖後(不測の事態による)、連邦政府に対する債務振替。制限のない連邦 

政府の賠償金は、CO2貯留関連の長期債務を処理するために用いられるべきではない。 
 

 
パブリック・アウトリーチ(一般社会への広報活動) 

 
CCS 技術の社会への普及拡大とその調整を行うため、DOE と EPA は、米国内のさまざ

まな地域において CCS 関連情報を集めるため、連邦政府機関、州、産業界、NGO 間での

調整を促進する従来からの取り組みをテコ入れすべきであり、発生する可能性のある重要

な問題について評価を行わなければならない。この取り組みで得られた情報を用いて、

DOE と EPA は、連邦政府、州、産業界、NGO 間で、包括的なパブリック・アウトリー

チ戦略を立てなければならない。この戦略は、以下の 2 つの要素で構成され、環境正義な

どの課題に取り組む。 
 1) 一般市民や政策決定者を対象とした、パブリック・アウトリーチのための幅広い戦略 
  2) CCS プロジェクト候補のコミュニティとの、より焦点を置いた契約 
１つめのステップとして、公平で質の高い CCS 関連情報に一般市民がアクセスできる情

報センターを迅速に設立しなければならない。その後、DOE、EPA、DOT(運輸省)、DOI
からの意見を取り入れ、プロジェクトデベロッパーと規制当局向けにアウトリーチのため

のツールが開発されなければならない。 
 
 
まとめ 

 
CCS 技術は、豊富な国内の化石燃料資源を利用するという選択肢を保持しつつ、国内の

温室効果ガス排出量の削減における、重要な役割を果たすことができる。しかし、CCS 技

術の短期的または長期的な実証および展開は、いくつかの障壁によって妨げられている。

これらの障壁の内 も大きな問題は、連邦政府による温室効果ガス削減するための政策が

存在しないということであるが、同タスクフォースは、これらの障壁に取り組む既存の権

限とリソースの下で、連邦政府が対応できる具体的な対策についてまとめた。CCS 技術を、

広域にコスト効率良く展開するには、長期的な債務や社会的な責務などの、具体的な障壁
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に取り組むための追加的対策が必要と考えられる。 
 
コスト効率の良い CCS 技術をタイムリーに展開することで、米国の気候変動目標達成

に要するコストを削減できる。CCS 技術はまた、地球全体の温室効果ガスを減らす上で重

要な役割を果たすこともできる。気候変動への取り組みの一環として、ひき続き主導的に

CCS 技術を開発、展開していくことで、米国を、気候変動対応技術やこの市場におけるリ

ーダーとして位置づけることになるだろう。しかし、広域でコスト効率の良い CCS 展開

は、CCS の技術が、経済的にも競争力を有する価格で、商業ベースで適用され、かつ、こ

れを支える国策枠組みが導入されている場合に限り実現されるだろう。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
 

出典：本資料は、以下、DOE Fossil Energy の記事を翻訳したものである。 
”Executive Summary: Report of the Interagency Task Force on Carbon Capture and 
Storage” 
http://fossil.energy.gov/programs/sequestration/ccstf/es_ccstf_2010.pdf 
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（資料 6） 
 
【政策(ロボット)】ロボットイニシアティブ 
 
仮訳 

 

オバマ大統領の国家ロボットイニシアティブをサポート(米国) 
 
 

6 月 24 日、オバマ大統領はカーネギーメロン大学における演説にて、先端製造パートナ

ーシップ (Advanced Manufacturing Partnership: AMP)を通した米国の製造業の復興を

促進するための広範囲な活動の一環である国家ロボットイニシアティブ (National 
Robotics Initiative) を発表した。国立科学財団(the National Science Foundation)、国立

衛生研究所(the National Institutes of Health)、航空宇宙局(NASA)および農務省(USDA)
の４組織が、次世代ロボット開発の研究費を提供する共同提案公募を発表した。 

 
「国家ロボットイニシアティブ」は、人間の能力の増強を目的として、人間とロボット

の強さの違いを利用した、人間と一緒に、また人間の傍らで働くロボットの開発に力を入

れている。次世代ロボット開発に必要な中核技術への投資に加え、このイニシアティブは

以下のような能力を持つロボットなどのアプリケーションをサポートする： 

• 製造業部門の労働者の生産性を高める 

• 危険かつ高価な任務において宇宙飛行士をサポートする 

• 科学者による新規の救命薬品発見の加速を手助けする 

• 微生物による汚染を急速に検出して食品の安全性を高める 

 
 本日、国防総省(Department of Defense)もまた、the Defense University Research 
Instrumentation Program (DURIP)を通して「国家ロボットイニシアティブ」をサポート

することを発表した。the Army Research Office (陸軍研究事務所)、the Office of Naval 
Research (海軍研究所)、the Air Force Office of Scientific Research (空軍科学調査室)、お

よびthe Office of the Secretary of Defense (国防長官府)によって支援されるこの 4 千万ド

ル規模のプログラムは、国家防衛にとって重要な分野における大学の研究能力や、科学者

およびエンジニアの教育を強化するものである。2012 年度の公募では、「無人の地上用、

空中用、海洋用および海底用の車輌と自律システムを含む、広範囲に渡る防衛技術とアプ

リケーションに対するそのような研究分野の継続的な優先度を踏まえて」特にロボット工
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学の研究を支援する機材の調達への提案を呼び掛ける。 
この国防総省による同上のイニシアティブサポートの発表は、研究者による次世代アプ

リケーションの開発を可能にする機材の担う役割を考慮すると「国家ロボットイニシアテ

ィブ」の成功にとって重要なものである。国防総省によるそのような投資が、ロボット産

業と学術的な研究コミュニティー間の追加的なパートナーシップを促進させるよう機能す

ることが望まれる。 
 

 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 

 
出典：本資料は以下の記事を翻訳したものである。 
Supporting the President’s National Robotics Initiative 
（http://www.whitehouse.gov/blog/2011/08/03/supporting-president-s-national-robotics
-initiative） 
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(関連詳細資料 6-(1)) 
 
【政策(ロボット)】ロボットイニシアティブ 
 
仮訳 

 

国立科学財団(NSF)が省庁連携の先端的ロボット開発を先導(米国) 

NASA、NIH、NSF、USDA の協力体制で人間と共に働くロボットの開発と利用を加速 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
スネークロボットは捜索、救命、検査、さらに外科手術にも利用できる。 
クレジットと高解像度イメージ 
 
 
2011 年 6 月 24 日 
 

国立科学財団(the National Science Foundation: NSF)は、連邦政府 3 機関を先導して

オバマ政権の国家ロボットイニシアティブ (National Robotics Initiative: NRI)を支援す

る。本日その提案の公募情報が公開された。 
 
NRI は、オバマ政権の先進製造イニシアティブ(Advanced Manufacturing Initiative)

と技術移転を補完して、米国において人間と共に、また人間の傍らで働き、人間の能力、

パフォーマンスや安全性を増強するロボットの開発と利用を支援するものである。 
 
 「新しい知識を創造する最前線にあって、米国の生産性、最終的には米国人の生活のク

オリティを向上させるスマート・テクノロジーの開発を促進する役割を担えることに、大
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変嬉しく思います。」と、NSF の所長である Subra Suresh 氏は語る。「また、大きな課題

に挑戦し、クリエイティブな科学と米国の経済を強化するために、政府機関に所属してい

る私たちの同僚の専門性を役立てる機会となります。NSF がこのような取り組みを先導す

ることを誇りに思います。」 
 
イニシアティブにある通り、NSF は、NASA(航空宇宙局)、NIH(国立衛生研究所)、

USDA(農務省)と共に、日常的な作業や危険を伴ったり精度を要したりする作業、また高

価な作業をするために、人間の近くで人間と安全に共存できるロボットシステム

(co-robotic system)の科学と技術を進展させる。 
 
 過去 5 年間では、ロボット技術の顕著な進歩により、製造業、物流、医薬、農業や消費

者製品など幅広い分野における支援システムやデバイスの新規創出が可能となっている。 
 
 例えば、Intuitive Surgical daVinci ロボットなどの最先端の技術システムは、すでに複

雑な外科手術で医師の支援を開始している。Independence Technology iBot は歩道の縁石

や階段で車椅子を押し上げて、Cyberdyne の HAL は装着型のロボットスーツで建設現場

の作業員の身体の動作と強さを増幅する。 
 
 NRI の支援により、これらのシステムが人工知能およびワイヤレスネットワークと結合

されて、その機能とパフォーマンスが倍増される。 
 
 「省庁横断的なこのイニシアティブの第一の目的は、次世代ロボティクスの開発を目指

した科学、技術研究、そして教育におけるアメリカのリーダーシップを発揮することです。」

と NSF のコンピュータ・情報科学工学局(Directorate for Computer and Information 
Science and Engineering (CISE))の Assistant Director である Farnam Jahanian 氏は語

る。「工場やオフィスでの作業から、緊急時や自然災害時の捜索、救援、復興活動の管理や

遂行に関わる仕事において、人間の機動性、操作性、知覚力や認知力を増強するようなデ

バイスやインスツルメント化された環境利用の可能性はほとんど未開発の状態なのです。」 
 
 これらのような初期の次世代製品が、今後 10 年間において発展が見込まれる数多くの

大規模で世界的なロボット技術のマーケットの先駆となることが、次第に明白となってい

る。学界と産業界による基礎研究と教育に特に重点を置いている NRI は、新しい世界の技

術経済に不可欠な分野への次世代の科学者やエンジニアの参加を求めている。 
 
 NSF の CISE、 教育・人的資源局(EHR: Directorate for Education and Human 
Resources)および社会・行動・経済科学局(SBE: Directorate for Social, Behavioral, and 
Economic Sciences)は、他の省庁と連携して NRI のメリットレビュープロセスを管理し、
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提案の選択をする。 
 「省庁横断的、また内部部各局横断的な私たちのアプローチは、ロボット工学共通の領

域横断的な性質に対応するものです。」と、NSF の Engineering Assistant Director であ

る Tom Peterson 氏は語る。「科学とエンジニアリング技術の開発はもちろん大切ですが、

目標とする労働力の生産性を獲得するためには、人間と機械の共生関係を生かせるような

研究もまた重要です。」 
 
 NRI の目的は、このクラスの人間支援型ロボットの製造における最も重要で困難な課題

に取り組むために、コンピュータとシステム科学を機械、電子、材料エンジニアリング、

社会、行動、経済科学と組合せた革新的な共同研究を後押しすることである。 
 
 イニシアティブの目標の一つは、人間の能力を増強する作業において新しい計算アルゴ

リズム、モデリング、分析技術を活性化することである。また、領域横断的な新しい共同

研究の確立を促進することも目標としている。さらに、学習の科学と併せたロボット科学

と技術は、科学、技術、工学、数学教育において、基礎科学、応用工学、そして創造的思

考を結集させる、独特で統合的な分野として大変重要な役割を担う可能性を持っている。 
 
 研究に適した科学分野は、参加する資金調達機関の任務と戦略的目標に資する一方で、

私たちの産業と社会の多数の部門に利益をもたらす基礎研究とトランスレーショナルリサ

ーチの両方に関連した分野である。  
 
 他機関や産業界のパートナーの参入による資金の増加も期待される中、NASA、NIH、

NSF および USDA による NRI への投資額は、初年度は 4 千万から 5 千万ドルに達するだ

ろう。 
 
 「NASA は、10 年以上もの間、人間とロボットの相互作用に注目しており、新規の乗

組員が搭乗した国際宇宙ステーション(International Space Station)の Robonaut2 の飛行

を達成しました。」と、NASA の Chief Technologist である Bobby Braun 氏は語る。「目

下の課題は、宇宙空間で人間の作業効率性と安全性を高めて、最先端の科学をもたらすよ

うなロボット技術を開発することです。NASA は、NRI へと参加することによって、地球

の生命全般に利益をもたらしながら、将来の宇宙におけるミッションに必要な新しい知識、

技術、そして能力を創造します。」 
 
 NIH は、DNA 塩基配列決定、新薬開発潜在性のある薬剤の高速スクリーニング、その

結果生じる新規創薬にロボット技術を利用している。NIH は、近い将来ロボット技術がリ

ハビリ、在宅介護や高度なロボット外科手術において重要な役割を担うと考えている。 
 USDA では、動物・植物製品の検査、選別または出荷作業のための自動システムや改良
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されたロボット技術、また欠陥、熟成度、物理的な損傷、微生物汚染、サイズ、形状や動

植物製品のその他の属性を検出する複合的で高速なシステムを推進している。 
 
 参加する全ての連邦政府機関は、パートナーと共に活動し、現在から将来に渡り米国の

利益に直接的に資するアイデアや技術の交換を促進する。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 

 
出典：本資料は以下の記事を翻訳したものである。 
NSF Leads Interagency Collaboration to Develop Advanced Robotics
（http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=119911&org=NSF&from=news） 
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（資料 7） 
 
【環境 (CCS/クリーンコール)】 インテリジェント火力発電システム 
 
仮訳 
 

最新鋭石炭火力発電所の効率的な運営をサポートする 
革新的なセンサーと制御(米国) 

 
計算機技術、「スマート」なマテリアル、先進センサーに注力した 

研究開発プロジェクト 
 
 

 
2011 年 8 月 9 日 
 
 
ワシントン D.C. – 米国エネルギー省(the Department of Energy: DOE)の化石エネル

ギー局(Office of Fossil Energy: FE)は、高度なゼロエミッションパワーシステムの効率的

な運転と既存の石炭火力発電所での運転の改善を目指した新しいセンサーと制御技術の開

発のために 3 件のプロジェクトを採択した。これらのプロジェクト費用合計の約 490 万ド

ルのうち、390 万ドルは DOE による資金で、100 万ドルはプロジェクト実施者（DOE 資

金の受け手）が負担する。 
 
これらのプロジェクトは、米国内の資源を利用する完全に統合されたインテリジェント

火力発電システム用のセンサーと制御技術の開発を先導しようとする、化石エネルギー局

の Advanced Research Program による取り組みを支援するものである。 
 
高度な燃焼、ガス化、タービン、ガスクリーニングおよび CO2分離・回収技術の進展に

よって、Advanced Research Program のセンサーと制御技術分野に課題がもたらされて

いる。低 CO2 排出の下で高効率を目指す新しいシステムでは、温度や圧力条件が極端で、

(よって)プロセス条件として反応性や腐食性が高いという厳しい環境が避けられない。ま

た、これらのシステムは複雑で、運転上の制約や、従来のプロセス制御の限界を押し広げ

るシステム・インテグレーションの課題を有している。高耐用性素材と高度に自動化され

たプロセス制御を含め、これらの高度なシステムの運転と性能を最適化するための新しく

堅牢なセンサーが必要とされている。 
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選択されたプロジェクトのうちの 1 件は、データを情報に変換し、ネットワークレベル

での認知計算を可能とする並列されたセンサーやノードとのインターフェースが可能な計

算機技術の開発に重点を置く。ベンチスケールの取り組みである残りの 2 件は、システム

やコンポーネントのリアルタイムなオンライン評価を可能にする埋め込み式センサーおよ

び「スマートな」材料を開発する。 
 
これらのプロジェクトは、 化石エネルギー局の国立エネルギー技術研究所(National 

Energy Technology Laboratory: NETL)が管理する。 
 
 
以下はプロジェクトの説明： 
 

 オハイオ州クリーブランド、ケース・ウェスタン・リザーブ大学(Case Western 
Reserve University) – マサチューセッツ州ケンブリッジにあるチャールズ・スター

ク・ドレイパー研究所(Charles Stark Draper Laboratories)と共に、最新鋭の火力発

電所の運転を支援することを目的に、異種のセンサーネットワークからのデータの取

得、処理、結合、利用の系統的なコンテキストを提供するために、制御、概算、信号

処理と通信理論の間のコネクションを利用する理論センサーと制御フレームワークを

開発する(DOE の負担分: 150 万ドル、プロジェクト実施者負担分: 43 万 4,827 ドル、

プロジェクト実施期間: 36 ヶ月間)。 
 

 バージニア州ブラックスバーグ、バージニア工科大学(Virginia Polytechnic Institute 
and State University) – バージニア工科大学は、「remote fiber optic generation」と、

構造健全性モニタリング用の音響波検知のための、前例のない技術を開発する。この

技術は、モニタリングサイトで電力を必要とせず、検知された音波特性や追加的な帰

還光信号は、気温、歪み、腐食、亀裂を含む材料の多様な状態に関する情報を抽出す

る(DOE の負担分: 119 万 5,770 ドル、プロジェクト実施者負担分: 29 万 8,944 ドル、

プロジェクト実施期間: 36 ヶ月間)。 
 

 メイン州オロノ、メイン大学(University of Maine) – メイン大学は、メイン州オロノ

にある Environetix と共に、高温度の厳しい環境に耐える新しい薄膜の電極、圧電ス

マートマイクロ波音響センシング要素、1200℃で長時間機能するよう加工されたセン

サー封入材料、および高温度の厳しい環境の外に設置される高周波(radio-frequency: 
RF)ワイヤレス監視電子ユニットを開発する(DOE の負担分: 119 万 8,738 ドル、プロ

ジェクト実施者負担分: 31 万 4,937 ドル、プロジェクト実施期間: 36 ヶ月間) 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
出典：本資料は以下の記事を翻訳したものである。 
Innovative Sensors and Controls to Support Efficient Operation of State-of-the-Art 
Power Plants 
(http://www.fossil.energy.gov/news/techlines/2011/11041-DOE_Selects_Sensors_and_C
ontrols_P.html） 
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（資料 8） 
 
【環境 (CCS/クリーンコール)】CCS/クリーンコール 
 
仮訳 
 

 
石炭火力発電所の最先端CO2回収技術を高める 

研究開発プロジェクト(米国) 
 
 
 
2011 年 8 月 15 日 
 

 
ワシントン D.C.—  米国エネルギー省(the Department of Energy: DOE)の化石エネル

ギー局(Office of Fossil Energy: FE)は、火力発電所に適用される高度な CO2回収システム

のエネルギー消費量とコストの削減を目的とするプロジェクト 4 件を採択した。 
 
 4年間をかけた約6,700万ドル(連邦政府の負担ではない1,500万ドルを含む)の研究の全

体的な目標は、35%の増加を上回らない電力コストで、少なくとも 90%の CO2を除去する

ための CO2回収・貯留技術を開発することである。これにより、既存の技術を利用して予

測される電力コストの増加を著しく抑えることになる。 
 
火力発電所の最新鋭の CO2 回収システムは、CO2 回収、利用、貯留(carbon capture, 

utilization, and storage: CCUS)技術における重要な要素であり、エネルギー専門家らに

よれば、気候変動と関連する可能性が考えられる温暖化ガスを削減するための重要な選択

肢の一つである。既存の CO2回収システムは、現時点では運転に大量のエネルギー消費を

必要とし、CCUS 技術を導入していない発電所に比較した場合、効率性に劣り、総エネル

ギー出力量が低減されてしまう。これらの不利な点により、新規の微粉炭プラントでは

80%もの電力コスト増となってしまう。 
 
 この度の採択は、スリップストリームレベルの開発(0.5 から 5MWe)および高品質な溶媒

ベースの燃焼後の CO2回収技術の試験に焦点を当てる。CO2の燃焼後回収技術は、既存の

発電所に追加的に導入できるため、電力部門の CO2排出を削減する短期的に大きな可能性

を有している。 
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化石エネルギー局の国立エネルギー技術研究所 (National Energy Technology 
Laboratory: NETL)が管理するプロジェクトには以下が含まれる： 

 Linde LLC(ニュージャージー州、マレーヒル) – CO2の新規アミン塩基燃焼後処理技

術のスリップストリームパイロットスケール実証研究 (Slipstream Pilot Scale 
Demonstration of a Novel Amine-Based Post-Combustion Process Technology for 
CO2 Capture from Coal-Fired Power Plant Flue Gas) 
このプロジェクトでは、国立 CO2回収センター (National Carbon Capture Center: 
NCCC)の 1MWe 相当のスリップストリームパイロットプラントにて、BASF 社の新

規アミン塩基による処理を取り入れた CO2の燃焼後回収技術を利用する。この技術は

石炭火力発電プラントのガス供給条件下で、安定した新規溶媒を利用して再生に必要

なエネルギー（CO2を吸収したアミンベース溶媒を再生するためのエネルギー）の削

減を目指しているため大きな利益をもたらす。DOE はこのプロジェクトに 1,500 万

ドルを投入する。 
 

 Neumann Systems Group, Inc.(NSG)(コロラド州、コロラドスプリング) – 
炭素吸収装置(Carbon Absorber Retrofit Equipment (CARE)) 
コロラドスプリングドレイク 7 号火力発電プラントで実施されるこのプロジェクトは、

特許を取得している NeuStream TM 吸収装置の設計、建設および試験をする。この

吸収装置は、最近終了した 20 メガワットの NeuStream-S 燃焼排ガス脱硫パイロッ

トプラントにて確認済みのノズル技術と、CO2 を効率的に回収する高品質な溶媒を利

用している。この吸収技術は多様な溶媒に適用可能であり、既存の微粉炭火力発電所

により低いコストと少ない設置面積にて設置することができる。NeuStream 技術のモ

ジュール構造のため、より大きなシステムへと迅速にスケールアップが可能であり、

リスク無く既存の発電所に組み込むことができる。DOE はこのプロジェクトに 716
万 5,423 万ドルを投入する。 

 
 Southern Company (ジョージア州、アトランタ) – 

より効率的に石炭火力燃焼排ガスからのCO2 を除去するための溶媒処理と排熱の統合

の開発と実証 (Development and Demonstration of Waste Heat Integration with 
Solvent Process for More Efficient CO2 Removal from Coal-Fired Flue Gas) 
Southern Company は、排熱回収技術である High Efficiency System を使って、微

粉炭の燃焼から発生する CO2の回収のための実現可能な熱統合方法を開発する。この

技術は、Southern Company の Plant Barry に既存する 25 メガワットのパイロット

アミン塩基 CO2回収プロセス(KM-CDR)に統合される。米三菱重工業のモデリングに

より、完全に熱統合された High Efficiency System は統合された KM-CDR とプラン

ト運転の熱エネルギー性能を 26%向上させる。DOE はこのプロジェクトに 1,500 万

ドルを投入する。 
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 University of Kentucky Research Foundation (ケンタッキー州、レキシントン) – 
既存の火力発電プラントへの日立製高品質溶媒と熱統合CO2 燃焼後回収システムの適

用 (Application of a Heat Integrated Post-Combustion CO2 Capture System with 
Hitachi Advanced Solvent into Existing Coal-Fired Power Plant) 
このプロジェクトでは、スチームタービンの効率を改善しながら、日立製 H3-1 高品

質溶媒CO2回収システムからの排熱を利用する革新的な熱統合方法を使用する。また、

溶媒の能力と CO2 洗浄装置の回収率を向上するプロセスコンセプト(熱統合方法を併

せて)を実施する。この研究で採用する新しいコンセプトと高品質の溶媒は、CO2回収

システムが統合されるとプラント全体の効率性を大幅に向上させ、既存の石炭火力発

電プラントへの適用が可能となる。DOE はこのプロジェクトに 1,450 万 2,144 ドルを

投入する。 
 

 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 

 
出典：本資料は以下の記事を翻訳したものである。 
Projects Aimed at Advancing State-of-the-Art Carbon Capture from Coal Power Plants 
Selected for Further Development 
（ http://www.fossil.energy.gov/news/techlines/2011/11043-Carbon_Capture_Projects_S
elected.html） 
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（資料 9） 
 
【環境（CCS／クリーンコール）】ガスタービン 
 
仮訳 

 
DOE研究助成金がガスタービンの改良を先導（米国） 

 
ワシントン D.C.－米国エネルギー省（DOE）の化石エネルギー局（FE）が資金援助を

している研究が、新たなライセンス契約の締結に至った。これは、最新型ガスタービンの

性能を改良し、結果としてよりクリーンで信頼性があり、手頃な価格のエネルギーもたら

すというものである。Mikro Systems 社と Siemens Energy 社に結ばれたこの共同技術ラ

イセンス契約は、米国における製造ノウハウの発展や、最先端技術の開発および迅速な実

施における指導力をもたらす。 
 
ガスタービンは、圧縮機、燃焼器、そしてタービンという一連の要素で構成され、産業

発電または集中型発電設備で使用されている。流入した気体は圧縮機で高圧に圧縮され、

次に燃焼器で燃料の燃焼により高温に加熱される。その後、高温高圧のガスはタービンに

おいて、直列に配列されたローター搭載のタービン翼を通過して膨張し、ガスのエネルギ

ーが機械的運動量に変換される。FE が資金援助をする Mikro System 社の研究の焦点で

あるタービン翼の改良により、さらに高いガスの温度域での使用が可能となり、あるいは

／そして冷却の必要性がほとんどなくなる。この結果、エネルギー効率が向上される。 
 

Mikro Systems 社は、自社の特許取得済みの Tomo-Lithographic Molding (TOMOSM)
技術をガスタービン翼に適用するにあたり、中小企業技術革新研究の助成金を受けた。 
 

TOMO とは、金属、セラミック、ポリマー、そして複合系材料から作られる高性能な製

品を迅速でコスト効率良く開発し、生産することを可能にする製造プラットフォームのこ

とである。これをガスタービンに適用することで、冷却特性を改良した高性能なタービン

翼を設計でき、結果として運転温度も高くなり、効率も向上する。 
 
この技術によって、以前は製造が不可能であった設計が可能になることに加え、機械設

備費の削減や生産リードタイムの減少、さらに製造プロセスの効率の向上などにより、将

来の設計強化に向けた市場化期間も削減される。 
 
新たなライセンス契約の下で、Siemens Energy 社と Mikro Systems 社は共同で、動翼

と静翼の商業生産に向け TOMO 技術の有効性を確認してゆく。この中には、試作や特定

用途向けの部品試験も含まれている。Siemens Energy 社は、Mikro Systems 社の施設の

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1077, 2011.9.15

58



近くに現地事務所を構え、Mikro Systems 社の商業化取り組みへの支援や米国内の雇用の

拡大を目指す。この新技術の商業化を成功させれば、ハイテク産業界における雇用拡大に

つながる。 
 

Mikro Systems 社の戦略は、商業用および軍事用航空機のエンジンや、石炭ガス化複合

発電（IGCC）や天然ガスコンバインドサイクル発電所で用いられる次世代ガスタービン

など、ガスタービンの幅広い用途にこの技術を適用させることである。 
 

また、TOMO 技術は Siemens Energy 社の ARRA（米国再生・再投資法）出資プロジ

ェクトにも貢献している。これは、石炭ベースの IGCC で用いられる水素タービンを開発

するもので、効率性の向上やガス排出量の削減、コストの低減、そして二酸化炭素回収・

貯留を可能にする。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、2011 年 8 月 16 日に発表された米国エネルギー省の以下の記事を翻訳し

たものである。 
 “DOE Research Grant Leads to Gas Turbine Manufacturing Improvements” 
http://www.netl.doe.gov/publications/press/2011/PrinterFriendlyHTML_1_161188_161
188.html 
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（資料 10） 
 
【環境(CCS/クリーンコール)】IGCC  シミュレーション 
 

仮訳 

 
DOE が国際レベルのバーチャルエネルギーシミュレーション 

訓練・研究（AVESTAR™)センターを開設（米国） 
IGCC プラントの職員教育に役立つダイナミックシミュレータ 

 
 
米国エネルギー省 (DOE)の支援を受け、クリーンな石炭ガス化複合サイクル 

(Integrated Gasification Combined Cycle : IGCC) 発電プラントの操作方法の個人向け教

育が可能な新設のトレーニングセンターが、現在、本格的に運営できるまでになっている。 
 
バーチャルエネルギーシミュレーション訓練・研究センター（以下、AVESTARA™セン

ターという。）は、2 つの同等の研究施設から成り、その 1 つは、化石エネルギー局（Office 
of Fossil Energy）傘下の国立エネルギー技術研究所（NETL）にあり、もう１つは、ウェ

ストバージニア大学内の石炭エネルギー国立研究センターにある。この研究施設は、DOE
のイニシアティブの一環として、発電に用いる最新のクリーンコール技術の開発を推進す

るために設立され、今後 IGCC プラントの運用に必要な職員のトレーニングを目標として

いる。 
 
従来の石炭火力発電所と異なり、IGCC プラントでは、石炭をそのまま燃焼させない。

その代わりこれらの最新型の発電プラントは、熱、圧力、蒸気によって、石炭を合成ガス

に変換する。この合成ガスの成分は、主に水素と一酸化炭素である。合成ガスはその後、

不純物が取り除かれてガスタービンに送られ、ここでガスを燃焼させて電力を発生させる。

ガスタービンから排出される高温ガスを使用して蒸気を発生させ、この蒸気が蒸気タービ

ンに供給されて、さらに発電が行われる。 
 
 従来の発電プラントと比較すると、IGCC プラントには、発電効率を向上させるなど多

くの利点があり、結果的に消費者にとっての電力価格が低く抑えられるようになる。高温

高圧下でわずかな酸素を使用してガス化が起きるため、環境汚染物質は、燃料ガスから容

易に取り除くことができる。このシステムはまた、CO2の濃縮を可能にし、温室効果ガス

排出量削減にとって重要となる、より効率的な除去が出来る。エネルギー専門家は、この

プロセスがクリーンコール技術の未来を代表するものになるだろうと予測する。 
 
現在、世界で商業的に運用されている石炭ガス化プラントの数はひと握りに過ぎないが、
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このほかに計画段階または建設段階にあるプラント施設がある。包括的な IGCC オペレー

ター・トレーニングシステムを提供することで、AVESTARA™センターは、これらの新設

発電プラントの運用および管理を任せられる職員の教育に必要な、トレーニングの実施に

役立つだろう。NETL と地域の大学連合（Regional University Alliance）の追加支援を受

け、AVESTARA™センターは、実践的に｢操作することで学ぶ｣経験を提供することで、工

学部の学生や研究者の教育に利用されるだろう。同センターは、トレーニングや教育に加

え、さまざまな独自の共同研究開発の機会を提供する予定である。 
 
 NETL は、ダイナミックシミュレータ、没入型 (実体験のように感じる) トレーニング

システム、最先端の研究能力といった AVESTARA™センターのポートフォリオを、今後

も構築し続ける計画であり、これにより、発電効率が高く、ほぼゼロエミッションに近い

発電プラントでのオペレーション、管理の体験やトレーニングに対して日々高まる企業の

ニーズを満たす。 
 
米国や海外で消費されるエネルギーの大半は、石炭、石油、天然ガスである。これらの

化石燃料は、国内および世界のエネルギー生産量の約 80％を占めており、石炭火力発電所

は、米国内の発電量の半分以上を占めている。世界的なエネルギー需要の増加につれて、

石炭は将来の需要を満たす上で、主要な役割を果たし続けるであろうと予想される。 
 
 
                   

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
 
出典：本資料は、以下 DOE Fossil Energy の記事を翻訳したものである。    
“DOE Launches World-Class Virtual Energy Simulation Training and Research 
Center”          
http://www.fossil.energy.gov/news/techlines/2011/11046-DOE_Launches_AVESTAR_Ce
nter.html 
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（関連詳細資料 10-(1)） 
 
【環境(CCS/クリーンコール)】IGCC シミュレーター 

 
仮訳 

 
先進型バーチャルエネルギーシミュレーション訓練・研究 

(AVESTAR)センターの概要(1)（米国） 
 
 
米国エネルギー省所管の国立エネルギー技術研究所(National Energy Technology 

Laboratory : NETL)は、産・学界の専門家と協力し、世界レベルの先進型バーチャルエネ

ルギーシミュレーション訓練・研究(Advanced Virtual Energy Simulation Training And 
Research : AVESTAR™)センターを立ち上げた。 

 
研究施設とその機能 

 2 つの訓練・研究センターは、ウェストバージニア州の Morgantown にある。 
 ハイファイかつリアルタイムなダイナミック・シミュレーター 

 CO2 回収機能を備えた石炭ガス化複合サイクル(Integrated Gasification Combined 
Cycle : IGCC)発電プラント 

 実際の制御室環境下の全機能を備えたオペレーター・トレーニングシステム(OTS) 
 3D バーチャルリアリティプラント技術による没入型(実体験のように感じる)トレー

ニングシステム(ITS) 
 
サービス提供内容 

 オペレーター、エンジニア、マネジャー向けの包括的なトレーニング 

 エネルギー専門家と共同での最先端研究プログラムへの取り組み 
 プラント向けシミュレーターのカスタム開発の促進 

 

 

                   
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 

 
 
出典：本資料は、以下の AVESTER のホームページ(トップページ)を翻訳したものである。       

http://www.netl.doe.gov/avestar/index.html 
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（関連詳細資料 10-(2)） 
 
【環境(CCS/クリーンコール)】シミュレータ バーチャルリアリティ  

 
仮訳 

 
AVESTAR™センターの概要(2)（米国） 

共同開発によるエネルギーの浄化力 

 
AVESTAR™センターは、

先端のダイナミック・シミ

ュレータ、バーチャルリアリ

ティ技術、環境保護にも配慮

した先進型発電システムの、

安全で、信頼性があり、効率

的な運転の研究に専念するエ

ネルギー分野の専門家の力を

結束することで、包括的なト

レーニングと革新的なエネル

ギーに関する、共同研究の機

会を提供できるよう模索して

いる。 
AVESTAR™センターの専門家、研究施設、シミュレータに

より、クリーンエネルギーに関するトレーニング、研究、教

育の共同開発が促進される。 
 

同センターは、DOE のイニシアティブの一環として、 先端エネルギー技術の商業ベ

ースでの広域展開を早めるために設立された。この技術は、効率性や信頼性、操作上の柔

軟性、制御性を高め、安全性を強化し、環境への影響を減少させた。 

 

AVESTAR™センターは、フルスコープかつハイファイかつリアルタイムの、ダイナミ

ック・シミュレータを提供している。これには、石炭コークス、バイオマスコークス、ま

たは石油コークスを燃料とする、ガス化複合サイクル(Integrated Gasification Combined 
Cycle:IGCC)技術を用いた発電プラント向けのオペレーター・トレーニングシステム

(OTS)が備えられており、さらに、硫黄、水銀、窒素酸化物(NOx)の排出量を低く抑え、

90％の燃焼前 CO2 回収技術も備えられている。この IGCC ダイナミック・シミュレータ

は、通常の電力需要でのオペレーション、プラントの運転開始および停止、電源負荷の切

離、燃料の切り替えのほか、装置の故障や不具合などの異常な状況下での対応に関する、

実際の状況に非常に近い形のトレーニングを提供する。 

 
同センターは、実践型シミュレーションに基づいたトレーニングを提供することで、複
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雑な大規模装置の操作、商業ベースの発電プラントの管理に十分な力を備えた職員の育成

を目指している。また、米エネルギー省国立エネルギー技術研究所・地域大学連合

（NETL-Regional University Alliance : NETL-RUA）の支援を受け、NETL による教育

と応用研究の共同実施の任務についても推進する。NETL-RUA パートナーシップは、

AVESTAR™センターの研究施設、ダイナミック・シミュレータ、その他のリソースを、

研究者、大学生が利用できるようにすることで活用し、個々の機関が単独で得る成果より

も大きな成果を生んでいる。 

 

 

                   
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 

 
 
出典：本資料は、以下の AVESTER の記事を翻訳したものである。    
“Cleaner Power through Collaboration”          
http://www.netl.doe.gov/avestar/about.html 
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（資料 11） 
 
【環境(CCS/クリーンコール)】 CCS 
 
仮訳 

 

商用大型CCSプラントの建設がスタート（米国） 

米国再生・再投資法の資金援助によるプロジェクトで年間 100 万トンの CO2を貯留 

 
 

CCS の実証が予定されているイリノイ州のエタノールプラントで建設がスタートした。

DOE 所管の化石エネルギー局（Office of Fossil Energy）が支援するこのプロジェクトは、

建設段階に移行するために米国再生・再投資法の資金援助を受けた初の統合的な大型 CCS
実証プロジェクトである。 
 

DOE の中西部地中貯留コンソーシアム（ Midwest Geological Sequestration 
Consortium）のメンバーである、アーチャー・ダニエルズ・ ミッドランド社（Archer 
Daniels Midland Company: ADM、以下 ADM 社という。）が主導するイリノイ州の ICCS
プロジェクトは、深さ約 7,000 フィート(約 2.13km)の、塩分を含んだ Mount Simon 
Sandstone 層（含塩層）に、1 日あたり約 2,500 メトリックトンの CO2を貯留するよう計

画されている。研究者たちは、Sandstone 層には数 10 億トンの CO2を貯留できる可能性

があり、全体で、イリノイ州の Basin 地方の企業(産業界)が毎年排出する 2 億 5,000 万ト

ン以上の CO2をすべて貯留できる可能性があると推定している。 
 
 圧入される CO2 は、イリノイ州、ジケーター（Decatur）にある貯留場所に隣接する

ADM 社のバイオ燃料プラントで、トウモロコシを処理して燃料品質のエタノールを生産

する際の副産物から排出される。回収されるCO2 はすべてバイオ発酵により生じるため、

このプロジェクトの重要な特徴は、｢カーボンネガティブ｣である。すなわち、CO2を貯留

することで大気への CO2排出量が全体として減少する。 

 
2009 年 10 月、DOE は、大規模産業向けの CCS 技術のテストを目的とする、ICCS プ

ログラムのフェーズ１に属する 12 プロジェクトの１つを実施するため、ADM 社のチーム

を選出した。これには、イリノイ州の地質調査会社、Schlumberger Carbon Services、
Richland Community College が含まれる。その後 DOE は 2010 年 6 月、継続して(フェ

ーズ 2)の資金を受領する 3 プロジェクトの 1 つとして、このプロジェクトを選出した。化

石エネルギー局傘下の米国立エネルギー技術研究所が、イリノイ州の ICCS プロジェクト

を管理しており、米国再生・再投資法(ARRA)資金からの 1 億 4,140 万ドルのほか、民間
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企業が共同負担金 6,650 万ドルを分担している。現時点では、ADM 社に、石油増進回収

など、その地域で可能な CO2の再活用の選択肢を持たないため、連邦政府からの補助金に

よって、技術面や経済面で生じる可能性のあるリスクが相殺され、CO2回収の要求に先立

って、ADM 社やそのパートナーに、極めて重要な科学や技術のデータを集める機会が提

供される。 
 

イリノイ州の ICCS プロジェクトには、CO2の圧入および CO2貯留の前段階としての脱

水設備の設計、建設、実証、そしてその後に行われる、貯留された CO2 のモニタリング、

検証、会計報告が含まれる。プロジェクトの運用フェーズ(CO2の回収および貯留)は、2013
年夏の後半に開始されると予測されている。この運用フェーズは、約 260 名の雇用を創出

し、含塩層への長期的な CO2貯留の理解を高めるだろう。 
 
同プロジェクトは、CCS 技術を商業展開に近づけるものと期待されている。大気への

CO2排出量を減らす先進技術をうまく展開させることが、オバマ政権が取り組む気候変動

対策の主な目的である。 
 
ジケーターにあるリチャードコミュニティカレッジ（Richland Community College）

のすぐ近くに建設予定の教育・トレーニング施設、米国立 CO2回収教育センターを設立す

ることが、このプロジェクトには不可欠となるだろう。同センターは、教室、トレーニン

グ施設、研究施設を備え、学生に対して、CO2貯留技術の準学士を与える予定である。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
 
出典：本資料は、以下” Large-Scale Industrial Carbon Capture, Storage Plant Begins 
Construction”の記事を翻訳したものである。

http://www.fossil.energy.gov/news/techlines/2011/11047-Industrial_CCS_Plant_Begins
_Constr.html 
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（資料 12） 
 
【エネルギー（政策）】再生可能エネルギー 
 
仮訳 

 
ドイツ連邦政府が第6次エネルギー研究プログラムを採択（独） 

 
2011 年 8 月 3 日 

ドイツ連邦経済技術省、環境自然保護原子炉安全省、食糧農業消費者保護省、教育研究省

による共同プレスリリース 

 
2011 年 8 月 3 日、ドイツ連邦政府は『環境に優し

く、安定した、手頃な価格のエネルギー供給のための

研究』と題した第 6 次エネルギー研究プログラムを採

択した。このプログラムは各省の共同プロジェクトで

あり、経済技術省がリーダーとしての責務を負うほか、

環境自然保護原子炉安全省、食糧農業消費者保護省、

年間、ドイツ政府の革新的なエネルギー技術の分野にお

ける支援策の基本方針や優先事項が設定され、その結果

ドイツのエネルギー供給を環境に優しく安全で、経済的

に改革するための基盤が構築される。 

教育研究省が加わる。このプログラムによって今後数

連邦経済技術大臣は、次のように述べている。「エネルギー問題は、政策

課題の最優先事項である。我々は新しいエネルギー研究プログラムに沿って、エネル

連邦環境大臣の は、次のように述べる。「エネルギー研究は再生可

能エネルギーのさらなる発展へのキーポイントである。革新的な技術の発展に向けた

経済技術大臣の Dr.Philipp Rösler

が第 6 次エネルギー研究プログラ

ムを発表する 

○C  BMWi 

 
Philipp Rösler

ギー

構想に関する施策を実施し、ドイツの新たなエネルギー政策の加速に向け大いに貢献して

ゆく。安全で経済的な方法で再生可能エネルギーへの移行を確実に行うためには、革新的

で効率の良いエネルギー技術が必要である。我々の新しいプログラムは、研究開発に向け

た確実な政策環境を提供する。また同時に、21 世紀の大きな課題に挑む企業や研究団体の

支援も行ってゆく。」 
 

Dr. Norbert Röttgen
支援

を促進し、適切な研究助成を提供することによって、エネルギー供給の転換を効率的に加

速できる。ドイツ政府の第 6 次エネルギー研究プログラムが焦点を当てているのは、明ら

かに優先すべき 2 分野、つまりは再生可能エネルギーとエネルギー効率である。連邦環境

省は、再生可能エネルギーの全ての領域における技術開発を促進するために充てられた資
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金を利用する予定である。我々は、風力発電や太陽光・太陽熱発電所、地熱エネルギーな

どに重点を置く支援を提供する予定である。また、エネルギー貯蔵やグリッド技術、複合

再生可能エネルギー発電所への研究支援もここで優先される。」 
 
連邦農業大臣の Ilse Aigner は、次のように語る。「エネルギー研究は、再生可能エネル

ギーを迅速に、持続的に、環境に配慮して拡大するにあたっての基盤である。農業は、最

も多く貢献する必要がある。それゆえ、将来的にこの分野の研究の必要は大きくなるであ

ろう。理にかなった効率的な方法で、様々な再生可能エネルギー技術を組み合わせるため

に、優れた構想や発想が必要とされる。そのために、連邦農林省は 2011 年から 2014 年ま

での期間に、約 1億 8000万ユーロに相当する財政支援をバイオエネルギー研究に充てる。

新しく財政支援がされる優先分野はエネルギー効率の向上や、バイオエネルギーのエネル

ギー貯蔵容量の増加、分散型のエネルギー供給構造の拡大などで、この支援によりバイオ

エネルギーはさらに促進されるだろう。」 
 
連邦研究大臣の Prof. Dr. Annette Schavan は、次のように述べる。「エネルギー供給の

転換は、科学や研究の進歩には必要である。様々な選択肢を残しておくために、幅広い技

術の発展が求められる。連邦研究省は、再生可能エネルギーとエネルギー効率の基礎研究

に対する支援を強化してゆく。そして新たなエネルギー貯蔵技術の発展や気候ニュートラ

ルな都市への移行の支援を行う。これにより、ドイツの科学が世界の牽引する役割を果た

せるように研究指針は立てられている。」 
 
ドイツ政府は、第 6 次エネルギー研究プログラムとともに、エネルギー気候政策への新

しい戦略的アプローチも加えてゆく。このアプローチが重視するのは、将来的なエネルギ

ー技術の研究開発への支援向上である。2011 年から 2014 年の期間、エネルギー研究が利

用できる資金を約 34 億ユーロも充てているという点から、政府が深く関与していること

がエネルギー研究予算において明らかに反映されている。2006 年から 2009 年の期間と比

較し、約 75%も大幅に増加した財政支援は、主に新設された『エネルギー気候基金』に利

用される予定である。この基金が利用される先は、ドイツのエネルギー供給をスピーディ

ーに転換するにあたり不可欠な戦略的重点分野であり、再生可能エネルギー、エネルギー

効率、エネルギー貯蔵、グリッド技術や再生可能エネルギーのエネルギー供給システムへ

の統合などである。 
 

関連省による共同の財政支援イニシアチブとともに、ドイツ政府はエネルギー展望への

新たな刺激を提供し、研究団体の中核的な能力を主要なエネルギー政策課題へ集中させ、

そして国際的な研究協力をさらに拡大させてゆく。この意味で、EU 圏内の研究活動をよ

り一層結びつけることが特に重要となる。最終的に、ドイツ政府は『エネルギー研究の協

調プラットフォーム』を拡大することによって、すべてのエネルギー研究活動の調整を強

化してゆく。 
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さらなる第 6 次エネルギー研究プログラムに関する情報は、ドイツ連邦政府のウェブサ

イトにて閲覧できる。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、ドイツ連邦経済技術省（Federal Ministry of Economics and Technology）
の以下の記事を翻訳したものである。 
 “Federal cabinet adopts 6th Energy Research Programme” 
http://www.bmwi.de/English/Navigation/Press/press-releases,did=428778.html?view=r
enderPrint 
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