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【再生可能エネルギー特集】海洋エネルギー利用  
 

欧米における潮力・波力発電技術の 新状況 
 
本テーマについては、約 1 年前の 977 号（2006 年 4 月 26 日発行）1で報告している

が、その後の 1 年間の 新情報を中心に報告する。 
 

目    次 
1. 概 要 
2. 潮力発電 
3. 波力発電 
4.  潮力および波力発電の 近の開発状況 

(1)  欧州 
(2)  米国およびカナダ 

  
1. 概 要 
 

欧米においては、波力および潮力エネルギー技術への関心は引き続き増加している。

特に欧州における波力・潮力エネルギーの実証プロジェクトでは、地域の送配電網への

接続が行われている。現在、海洋エネルギー利用分野では、スコットランド（イギリス

の北部地域）とポルトガルが中心的な役割を担っている。スコットランドは、この新興

産業の育成をリードする意欲を持っている。 
 
米国での資源調査結果によると、米国の海岸線は波力・潮力エネルギー開発の大きな

ポテンシャルを持っていることが示されている。しかし、米国では商業化に向けての取

組は遅れている状況にあり、送配電網に接続するような海洋エネルギープロジェクトは

未だ実施されていない。その理由は、認可プロセスに時間と費用がかかることと、米国

政府による研究開発資金が少ないことである。 
 
現状の技術の延長線上で、大規模な設備が商業的に成立しうるかについては疑問が残

されているものの、潮力・波力資源は 2010 年以降の重要なエネルギー源になる可能性

がある。また海洋発電設備は、設置が進んでいる洋上風力発電設備ほど目障りではない

という長所を持っている。 
  

海洋エネルギー利用技術の開発者達は、海洋エネルギーシステムのパフォーマンスと

信頼性と有効性の改善に取り組んでいる。潮力・波力エネルギー資源は、断続的だが予

測可能であり、かなりの高エネルギー密度である。潮力エネルギー利用技術には風力発

電の技術を利用できる面が多い。例えば、風車の羽根やタービン設計においてパフォー

マンスや低コスト化を改善させた複合材料、沖合設置技術などである。水は空気の 830
                                                  
1 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/977/977-04.pdf 
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倍も高密度であるため、海流タービンブレードの水理学的な損失を 小化するために、

高強度で丈夫な材料は特に重要である。設置やメンテナンスのコストの低減のためには、

耐食性の軽量材料が必要である。海洋エネルギー利用技術に関して、引き続き取り組む

べき課題としては、海洋エネルギー利用のトータルコスト（含む発電機、係留、設置、

運転時のメンテナンスのコスト）の低減、環境への影響の評価、過酷な海洋環境下にお

ける長期間(25 年以上)の設備寿命の実証などがある。 
 
国際エネルギー機関(IEA)は海洋エネルギーシステムに関するウェブサイトを開設2 

しており、日本や欧米諸国を含む多くの国の海洋エネルギープログラムのレビューを

掲載している。 
 

2. 潮力発電 
 

潮力発電は、海洋の潮汐（含む海流）のエネルギーを利用して発電を行うものであ

り、原理は水力発電と同様である。潮力発電プロジェクトでは、沖合（オフショア）

の水平軸タービンや垂直軸タービンを用いて、（水面下のウインドファームのように）

潮力発電を行う。ほとんどの潮力発電設備は 4―5 ノットの流速において もよく稼働

する。もう一つの潮力発電技術は潮の満干差のエネルギー－潮の干満によって起こさ

れる海面の垂直方向の上下動－に基づいている。潮流バラージ（堰）またはダム－例

えば河川の河口を横切る堰－に設置されたタービンを海水が出入りすることで、発電

機を動かす。潮汐バラージプロジェクトはフランスなどにおいて商業運転が行われて

いるが、高い資本費と環境への影響の問題があるため、今後さらに商用開発が進めら

れる可能性は少ないようである。 

 
欧州海洋エネルギー協会3 は、海流資源、費用、技術に関する基本情報を web 上で

提供している。例えば、Rotech 式潮流タービン (RTT)は 2 方向性の水平軸タービンが

対称のベンチュリーダクトに収納されている。エネルギーを捉えて発電するために、

ベンチュリーが海流を RTT に導く。パワージェン(Powergen)を運営する企業であるル

ナ・エナジー・アンド・イーオン・ユーケー（Lunar Energy and E.ON UK）社は、

近 RTT 設備を用い、英国西海岸の沖合で 8MW までの潮流発電プロジェクトを行う

ことを発表した。 
 

前回（977 号）でも報告したストラッチサイド大学は、エネルギーシステム研究ユニ

ット(ESRU)サイトを維持しており、多くの海流技術についての基礎情報を提供してい

る4。例えば、開発中の海流エネルギー捕捉に関する主な概念の解説を掲載している5。 

                                                  
2 www.iea-oceans.org/presentations/index.asp?id=2 
3 The European Ocean Energy Association (www.eu-oea.com/)  
4 www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/03-04/marine/index2.htm 
5 www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/03-04/marine/tech_concepts.htm 
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3. 波力発電 
 

波力エネルギーの変換には 3 つの基本的なシステムが存在する。波を貯留槽（リザ

ーバー）に集中させるチャネルシステム、水圧ポンプを作動させるフロートシステム、

コンテナ中の空気を圧縮するために波を用いる周期振動水柱(OWC6)システムである。

これらのシステムから産み出される機械的な力で、直接発電機を作動させたり、作動

流体や水や空気へエネルギーを変換した後にタービンや発電機を作動させたりする。 
 
一方、欧州海洋エネルギー協会では、波力エネルギー利用システムを、設備の設置場

所の観点から。以下の 3 グループに分類している。 
 

「海岸装置（Shoreline devices）」は、容易に設置やメンテナンスを行うために海

岸に固定または埋め込まれている。海岸装置は、深い水中での係留や長い水中電線が

不要である。不利な点は、海岸装置ではパワフルな波をあまり受けないことである。

海岸装置の も有利な型式は OWC である。例えば大西洋上のピコ島のプラント7（図

1 参照）は、400kW の海岸 OWC 装置で、ウェルズ・タービンを備えており、1995
年～1999 年に建設された。2003 年には、ポルトガルの波力エネルギーセンター(Wave 
Energy Centre)がプラントを改造し、2005 年 9 月から海洋試験を行っている。波力

エネルギー防波堤プロジェクト8が、ポルトガルのポルト県のドーロ川河口において

実施中である。その他の防波堤に組み込まれた波力エネルギー利用システムとしては、

ノルウェーのスタベンガーでウエイブエネジー（WAVEenergy AS）社9によって行わ

れている変換機 SSG (Seawave Slot-Cone Generator )がある。 
 

 
 
 

(出典 www.pico-owc.net/) 
 
図 1  

ピコ島のプラントの概念図 

 
 
 
 

 

                                                  
6 oscillating water-column (OWC) systems 
7 www.pico-owc.net/。ピコ島は大西洋の中央部に位置するポルトガル領アゾレス諸島の島の一つ。 
8 wave-energy–breakwater project 
9 www.waveenergy.no/ 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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「近海岸装置（Near-shore devices）」は海岸から 500ｍ以内の距離の、20～25ｍ程

度の水深の地点に設置される。海岸装置とほとんど同様な長所を持っており、より高

パワーの波を受ける。いくつかの点集中式吸収システム（ポイント・アブソーバー・

システム）は近海岸装置である。 
 

「沖合装置（Offshore devices）」は、水深 25m 以上のより深い海域で、よりパワフ

ルな波を利用できる。 近の沖合装置では、高出力で小規模なモジュール式の装置を

列上に多数配列した設計が行われる。アクアエナジー・グループのアクアブイシステ

ム AquaBuOY 10は、沖合波力エネルギー装置の一例である（図 2 参照）。アクアブイ

システムは、水で満たされた沈水性のチューブの動きに反動する、浮遊式うねり点吸

収システム11である。その他の沖合式装置の例としては、越波（オーバートッピング）

の原理に基づくウェイブドラゴン12がある（図 3 参照）。 
 
 
 

(http://www.finavera.com/en/ 

wavetech/advantages より） 

 
 

図 2  
アクアブイシステムの設置イメージ図 
 
 
 

 
 

 

(wavedragon.net/より) 

 
図 3  

ウェイブドラゴンの概念図 

 
 

注）越波(吸収)→貯留（貯留池）→発電（タービン） 

 

                                                  
10 www.finavera.com/en/wavetech。同 Web サイトにはアクアボーイの作動原理を占める動画（アニメ

ーション）が掲載されている。 
11 heaving-point–absorber system。 
12 wavedragon.net/ 
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4.  潮力および波力発電の 近の開発状況 
 
(1) 欧 州 

欧州で、海洋エネルギー利用技術の開発を主として支えているものは積極的な政府

の政策－地球温暖化対策として再生可能エネルギーを指向し、経済成長の機会を提供

するクリーン技術のリーダーシップの達成を願望する政府の政策―である。特にイギ

リスにおいて潮力・波力発電技術の開発が活発である。 
スコットランドは、海洋発電装置開発の促進と加速を行うため、2004 年に欧州海洋

エネルギーセンター(EMEC)をオークニー諸島に設立した。オークニー諸島はスコット

ランド本土北東端から数マイル沖の諸島である。オーシャン・パワー・デリバリー社

（OPD 社、エジンバラ、スコットランド）は、EMEC の潮流・波力技術の試験セン

ターで、同社のペラミス(Pelamis)技術（図 4 参照）の試験を行った。同社はポルトガ

ルでの商業用の設置を目指している。2007 年に欧州の実海洋条件下において、大規模

な試作機が設置・試験される予定である。さらに商用の波力エネルギープロジェクト

が建設中である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（港での荷積み風景。装置の大きさが把握できる） （ペラミスを多数設置した波力ファームのイメージ図） 

（www.oceanpd.com より）  

図 4   ペラミス(Pelamis)装置  
 
・OPD 社は 2006 年 3 月に波力エネルギー装置の商用販売を初めて行った。３基のペ

ラミス波力装置(各 750 kW)を、エネシス(Enersis)社が主導するポルトガルのコンソ

ーシアムに対して出荷した。2007 年春に北ポルトガルの 5km 沖にペラミス装置が設

置されることを OPD 社は期待している。第一段階では 24MW 分が設置され、世界で

初の商用波力ファームになる。他のプロジェクトでは、OPD 社とスコティシュパ

ワー社が 近スコットランド沖合のオークニー諸島での波力ファーム計画を発表し

た。予算 1,000 万ポンドのプラントが 2007 年に建設され、2008 年に 3MW 規模の発

電が始まる計画である。その他に提案されているプロジェクトでは、ウエストウェー

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1001号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1001/
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（www.oceanpowertechnologies.com より）

図 5 パワーブイ (OPT 社） 
 

ブ・ウィズ・イーオン・ユーケー（WestWave with E.ON UK）社とオーシャン・プ

ロスペクト社－後者はウインドプロスペクトグループの子会社―のイングランドの

コーンウェルの沖合の 5MW の波力サイトがある。ここでは７基のペラミス装置が使

用される。エネルギー市場での主要なプレイヤーである GE コマーシャルファイナン

ス社は OPD 社の商用海洋エネルギーベンチャーに投資を続けている。 
 
・2007 年 2 月に、スコットランド政府は９つの波力・潮力の開発者に対して 1,300 万

ポンド（2,500 万ドル）以上の海洋エネルギー(基金)助成金を与えると発表した。ほ

とんどのプロジェクトでは、2007 年に EMEC の波力・潮力試験設備に一つの装置ま

たは小規模の配列（複数基）を設置する。採択者は以下の通り。 
 
－CRE エネルギー社（スコットランド電力社の 100％子会社）。４基の OPD 社のペラ

ミス装置（出力 3MW の単列波力アレイ）を設置するために 410 万ポンドを受領。 
－AWS オーシャン・エネルギー社（スコットランド）。欧州波力エネルギーセンター

における、500kW の AWS (Archimedes Wave Swing)波力エネルギー変換機の設

計・設置・実証のために 210 万ポンドを受領。 
－スコットリニューアブル社（スコットランド）。水面下のナセル内の発電機を動かす

二重水平軸ローターを用いた SRTT 浮遊潮流エネルギー変換機を使用するために

180 万ポンドを受領。 
－オープン・ハイドロ・グループ社（アイルランド）。EMEC の潮流サイトの海底に

設置される 250kW のオープンセンター式のタービンを使用するために 120 万ポン

ドを受領。 
－オーシャン・パワー・テクノロジー社（OPT 社、

米国ニュージャージー）。EMEC の波力テストサ

イトでパワーブイ（PowerBuoy）装置（図 5 参照）

を設置するために 60 万ポンドを受領。 
－アクアマリン・パワー社（スコットランド）。沿

岸の波力資源を利用する装置を設置するために

30 万ポンドを受領。沿岸環境は沖合よりも利点が

ある。なぜなら、波は十分なパワーを保つ一方、

水深が浅いため設備に損害を与えるほどの大規

模な波は限られている。沿岸立地は、波力エネル

ギー装置の資本費および運転費を減少させる。 
－クリーンテックコム社。同社はウッドシェッド・

テクノロジーPty 社（豪州）の一部門。オークニ

ー諸島のラムホルン島の防波堤（ランドバリ

ア）を通る 2 本の直径 1m のサイフォン管の設

置に 30 万ポンドを受領。 
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－ウエーブジェン社（スコットランド）。アウター・ヘブリディーズ諸島の波力エネル

ギープロジェクトに用いる先進的ウェル式タービンシステムの開発と試験のため 15
万ドルを受領。これはエヌパワー・リニューアブル（Npower Renewables）社 (イ
ングランド)と共同で開発中のものである。プロジェクトでは、アイラ島のリンペッ

ト・サイトのウエーブジェン社の既存の OWC を使用予定。 
－タイダル・ジェネレーション社（ブリストル、イングランド）。潮流発電機が設置さ

れる予定の海域の海底のコアサンプルを採取するために 10 万ポンドを受領。 
－EMEC（前出）。３つの新しい波力・潮力設備を設置する試験サイトの改修に使用す

るため 250 万ドルを受領。 
 
・潮力エネルギーに関しては、マリン・カレント・タービン社（MCT 社：イングラン

ド）のみが、海底固定型試験を実施した（他の研究実施者達は、はしけ式や曳航装

置で実施）。MCT 社は 2003 年にイングランドのデボン沖に、世界で 初の潮力発

電装置―SeaFlow 300-kW 装置―を設置した。同社は初期の研究開発を終えようと

しており、現在 10MW、12 基の潮力エネルギーファーム(the Lynmouth SeaGen 
Array)の実現可能性の調査を行っている。このプロジェクトでは研究開発を続けつ

つ、売電により一部資金回収を行う予定である。同社はさらに、新しい市場におけ

る技術の確立を促進するために、北米、東南アジア、オーストラリア、ニュージー

ランドなどの世界各地でこの設備を設置することを計画している。MCT 社は 2010
年までに約 300MW の設置を目指している。 

 
・2006 年、イングランド南西地域開発局(サウスウエスト RDA)は、同局が提案してい

る 2,600 万ドルのウェーブハブ・プロジェクト（Wave Hub project）の第一段階実

施のために 3 社の開発パートナーを指名した。ウェーブハブは、コーンウェル海岸

の 10 マイル沖の海底に設置されて発電し、電気は海中ケーブルを通じてイングラン

ドの国内送配電網に接続される。新たなパートナーは、オーシャン・プロスペクト

社（同社は OPD 社製の 10 基のペラミス装置を試験する）、オーシャン・パワー・

テクノロジー社（同社は緩やかに繋がれたパワーブイ波力変換機による 5MW プロ

ジェクトを行う予定）、フレッド・オールセン社（ノルウェー、浮遊構造プラットフ

ォームに浮遊したブイを装着したシステムに多重式ポイント・アブソーバー・シス

テムを保有している）。波力変換装置がウェーブハブに接続される。このプロジェク

トにより設備の製造者は商用生産に移行する以前に、大規模な試験を行うことがで

きる。サウスウエスト RDA は南西地域で環境技術を開発するという戦略の一部とし

て 350 万ポンドをウェーブハブ・プロジェクトに提供することを約束し、ウェーブ

ハブを保有し運転する民間のパートナーを探している。 
 
(2)米国およびカナダ 

許認可に時間がかかるため、米国のプロジェクトの進展は遅いが、公共および民間

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1001号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1001/
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の支援は増加している。電力研究所（EPRI：カリフォルニア）は政府および産業界の

参加を得て、実現可能性研究を数年間行った。EPRI はオレゴン、ワシントン、ハワイ、

メインの各州において波力資源の評価を行い、これらの州およびカリフォルニア州と

マサチューセッツ州において、波力エネルギー利用施設の概念設計を行った。EPRI
はまた潮力エネルギーの評価も行っており、米国のメイン、ワシントン、マサチュー

セッツ、カリフォルニアの各州およびカナダのファンディ湾13での潮力エネルギーのポ

テンシャルを明らかにした。 
2007 年に米国内でいくつかの波力および潮力のパイロット実証プロジェクトが開

始される見込みである。米国連邦エネルギー規制委員会(FERC)が、EPRI が発表した

実現可能性研究結果の報告書の中に明示されている潮力エネルギーサイトでの研究の

実施に関して、2006 年に約 40 件の許可の申請を受けているためである（FERC はま

だ開発許可のための申請は受領していない）。いくつかの EPRI の海洋エネルギープロ

グラムに関する説明資料は web サイト14で見ることができる。 
 

海洋エネルギー協議会は、ワシントン DC の支援団体であるが、現在進行中の海洋エ

ネルギー活動に取り組む企業や政府機関のリストをオンライン図書館で提供している15。 
 

カナダのオーシャン・リニューアブル・エナジー・グループは、海洋エネルギー開

発に関する産業、学会、政府の情報を提供している。例えば、2006 年 10 月のカーボ

ントラストのために用意された「費用低減研究開発のための主要な海洋エネルギー構

成技術」など技術、政策、戦略文書のライブラリーを掲載している16。 
 

いくつかの民間企業－顕著な所はオーシャン・パワー・テクノロジー社、アクアエ

ナジー・グループ社、フィナベラ・リニューアブル社（カナダ）の一部門、バーダン

ト・パワーLLC 社（バージニア）など－が、米国においてこの分野の技術を進展させ

ている。 
 
・ アクアエナジー（AquaEnergy）社が提案したワシントン州マカー湾の沖合波力パ

イロットプロジェクト17は、米国で も進んでいる波力エネルギープロジェクトの

一つである。同社は 2006 年 11 月に予備的環境評価（アセスメント）を終了した。

この環境アセスメント結果では、このプロジェクトによりマカー湾に「重大な環境

への影響を及ぼさない」と結論づけている。この結論により、このプロジェクトが

FERC から認可を受ける可能性が高まった。1MW の実証用発電プラントから地元

電力会社の送配電網に電気を供給する予定である。アクアエナジー社のアクアブイ

                                                  
13 世界で も満干差が大きいことで著名な湾 
14 Electric Power Research Institute  www.epri.com/oceanenergy/oceanenergy.html. 
15 The Ocean Energy Council  (www.oceanenergycouncil.com/library.html) 
16 The Ocean Renewable Energy Group in Canada (www.oreg.ca/docs/Carbon%20Trust%20Report/K

eyComponentTechnologies_CostReduction_PublicRev1.pdf) 
17 http://finavera.com/en/wave/makah_bay 
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波力変換機は小さなモジュール型式の装置で、海岸から数マイル沖の波力資源が

大の場所に係留される。マカー湾のロケーションは、好ましい水深、海岸への近接

性、非常に良好な波力資源、海岸線、海岸沿いの地域の電力需要、電力会社の参加、

協力的な土地所有者が揃っている。 
 
• オーシャン・パワー・テクノロジー社（OPT 社）は、 近、オレゴン州のリードス

ポートの 50MW の波力パーク建設に対して予備的な認可を FERC から受けた。 こ
こでは同社の パワーブイ波力装置（前出図 5 参照）を使用する。実用規模でのこの

ような発電プロジェクトの 初の申請である。2.5 マイル沖合の水深 50m の地点に 
パワーブイを設置し、当初は 2MW の発電を行う予定である。実規模の 50MW の波

力プラントの承認が引き続きなされる予定である。OPT 社は地元の電力会社と電力

販売の合意を行っている。OPT 社はこれまでに、ハワイのオアフ島の海兵隊基地や

ニュージャージー州のアトランティックシティのニュージャージー電力公社で

40kW の実証プロジェクトを行っている。 
 
 • ニューヨークのバーダント・パワー社のイーストリバー・プロジェクトは も米国

で進んだ潮流エネルギープロジェクトである。2007 年に.同社は小規模な試験的プ

ロジェクトでマンハッタン地区とクイーンズ地区の間を流れるイーストリバーに二

つの水中タービンを設置することを計画している。そしてさらに 4 つのタービンを

追加する前に、18 ヵ月に亘り魚への影響を研究する。もし問題がなければ、同社は

300 基の水中タービンをイーストリバーに追加設置することができ、2008 年に

10MW の発電容量に達する。ニューヨーク州エネルギー研究・開発局はこのプロジ

ェクトに対しこれまでに 200 万ドル以上を投資している。 
 
・ カリフォルニア州のサンフランシスコ市では、もう一つの重要な潮力エネルギーサ

イトがある。同市は、ゴールデン・ゲート・ブリッジ（金門橋）の下を流れる潮流

を利用して発電する 35MW のプロジェクトの実現可能性を検討している。2006 年

の 9 月末には、市は 15 万ドルの実現可能性調査を開始し、2007 年後半か 2008 年

頭に終了する予定である。 
 
・ ブルーエナジー(BE)社18の  オーシャン・タービン(Ocean Turbine、図 6 参照)は

水中垂直軸風車である。現在まで、カナダ国家研究会議19の支援で６つの試作ター

ビンが設置され試験が行われた。2006 年 9 月に、BE 社はブリティシュコロンビ

ア大学で、タービンの試作機の試験が完了したと発表した。同社は現在、カナダの

ブリティシュコロンビアの沖合で前商業化段階の実証プロジェクトを行っている。 
 
                                                  
18 www.bluenergy.com 
19 the National Research Council of Canada (www.bluenergy.com/davisTurbinesptypes.html#proto) 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1001号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1001/
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（www.bluenergy.com より）  

 
図 6  
オーシャン・タービン（ブルーエナジー社） 
 
 
 
 

 
 
・ オーシャン・リニューアブルパワー社20（ORPC 社、フロリダ）は OCGen モジュ

ールタービン（図 7 参照）の特許を保有している。これは海流の方向にかかわらず

一方向のみに回転する。ORPC 社はフロリダの東海岸の沖のフロリダ海流で 6 ヵ所

の海流プロジェクトを開発している。同社は、パサマクオディ湾の潮力エネルギー

プロジェクトも計画している。この湾はカナダのニューブランズウィック州と米国

メイン州に囲まれたファンディ湾の入り口に位置する。ファンディ湾は、世界の中

でも潮力エネルギーの 高のサイトの一つである。試作機の運転は 2009 年に始ま

る予定である。 
 

 (www.oceanrenewablepower.com/ti_ogenmodule.htm より) 

図 7 OCGen モジュールの概念図 

 

• アンダーウォーター・エレクトリック・カイト社21はフィッリペ・バウサー氏が起

業した小さな企業であり、ファンディ湾において潮流エネルギープロジェクトを実

施している。ATEC パワー社は、10 億ドルを提供するとともに、現在潮力エネルギ

                                                  
20 www.oceanrenewablepower.com/ti_ogenmodule.htm 
21  Underwater Electric Kites (www.uekus.com) 
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ーに関する規制を立案する地方政府に働きかけを行っている。海洋試験は 2007 年に

始まる予定である。 
 

 
 
 
 
 
（www.uekus.com より） 

 

図 8  
アンダーウォーター・エレクトリック・カイト社 の

水中タービン             
 
 
 
 

 
  

翻訳・編集： NEDO情報・システム部  
 

（出典： SRI Consult ing Business  Inte l l igence  Explorer  Program）  
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【再生可能エネルギー特集】海洋エネルギー利用  
 

欧州におけるエネルギー研究の現状と展望―海洋エネルギー 
 

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

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

告書を発表した。この報告書では、原子力を除く全てのエネルギー研究領域（10領域）

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

の比較分析を行っている。 
NEDO 海外レポートでは、これまでに「水素・燃料電池」(993 号)、「バイオエネ

ルギー」(994 号)、「風力エネルギー」「太陽光発電」「集光型太陽熱利用」(以上 995
号)、「CO2 回収・貯蔵」(998 号)を紹介してきたが、本稿では「海洋エネルギー」を

取り上げその全文を紹介する。 
このレポートでは、海洋エネルギー利用は将来の重要な選択肢の一つであること、

米国や日本では現在は政府レベルでの取組がほとんど行われておらず、欧州が今後も

引き続き世界をリードしていくことなどの分析がなされている。 
 
 
 
 
 
 
 
1．概要：主な研究領域と主要国 
  海洋システム 
研究開発領域 波力(wave)、潮力(tidal)、海水濃度差(salinity) 

商業化 
海洋エネルギーシステムは前商業化段階にある。既存の成

熟した従来型／再生可能発電技術に拮抗するほどの競争

力はまだない。 

主要国 日本 2、デンマーク、イギリス 
期待される EU エネルギ

ー政策目標への貢献 2010 年までに推定 1GW 未満。貢献度はわずか。 

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

Non-Member States R&D Portfolios” 
2 編集部注 ここで日本が「主要国」として挙がっているのは、（独）海洋研究開発機構（旧海洋科学

技術センター）が 1998 年～2002 年に「マイティ・ホエール・プロジェクト」を実施したためである。

しかし、本文中にも記述されているように、このプロジェクト終了後は、日本では大規模な海洋エネ

ルギー関連のプロジェクトは実施されておらず、ここで「主要国」として掲載されるのは適切ではな

いと思われるが、原文献の記載内容をそのまま掲載した。 

― 目 次 ― 
 

1．概要：主な研究領域と主要国 
2．EC、加盟諸国およびその他の国の研究目的 
3．海洋エネルギーの研究資金 
4．評価と結論 
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EU の政策による後押し 再生可能エネルギー指令(2001/77/EC)、各国の固定価格買

取制度(Feed-in tariffs)3 

主要加盟国 
デンマーク、イギリス、ポルトガル 
(加盟国の海洋への研究開発(RTD)への資金拠出額のうち

推定 95％までを占める) 
 
欧州委員会(EC)の「未来のエネルギー(Energy for the Future)」と題する白書では、

少数派の再生可能エネルギー技術（太陽熱、高温岩体など）と同様に、海流や潮力、

波力などの技術の利用可能性についての試算も行われたが、2010年までに多くても

1GW未満との試算結果であった。 
 

海洋エネルギーは理論上では世界の電力消費量の半分に相当する。しかし実際には

海洋システムはごく少数稼動しているだけで、まだその大半は未熟な形態である。こ

のため、商業的に成り立つためには、厳しい学習段階を経ることが必要である。二つ

の主要課題―エネルギー変換のポテンシャルがあることを証明することと、厳しい環

境4 における大変高い技術的リスクを克服すること―が同時に解決されなければなら

ない。 
 

現在、波力、潮力、海流、海水濃度差及び海水温度差システム5 の様々な研究が行

われている。システムの種類によって研究の進み具合には差があり、まだ研究開発

(RTD)段階のシステムもあれば、前商業化実証段階にあるシステムもある。どのシス

テムが成功する技術として台頭してくるかは定かではない。波力変換技術のパフォー

マンスを向上させ、世界のエネルギー市場における競争力を確立するためには、基礎

段階と実用段階の両方において、大規模な研究開発(RTD)活動を持続的に行っていく

ことが必要である。 
 

研究開発の包括的目標は、国際エネルギー機関(IEA)の「海洋エネルギーシステムに

係る実施協定6」に基づき、以下のように述べられる： 
 
・様々なシステムの実現可能性についての研究と、各システムの比較方法についての

研究。 
・既に有望な結果が出ている、多数の装置を設置する「農場(farm)」的プロジェクト

について、実規模の試作機開発を促進する。 
・波力技術が商業的に実現可能であることを示すために、長期的なパフォーマンス、信

                                                  
3 編集部注 FIT (feed-in tariffs): 電力会社（もしくは系統管理者）に自然エネルギー由来の電力を、法

で定める一定の価格で買い取ることを義務づけた制度。 
4 IEA (2005)、p. 29。 
5 詳細については、AEAの技術やWaveNet参照。"European Thematic Network on Wave Energy, 

Brussels 2003”の研究結果。 
6 “Implementing Agreement on Ocean Energy Systems”。 
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頼性、機能性、アクセシビリティと受容性、及びコスト削減についての実証を行う。 
 

石油産業、ガス産業及び洋上風力産業で用いられている既存の手法で得られている

知識を共有して応用することは、プロセスを加速させコストを削減する上での重要な

要素の一つであると考えられる。 
 
 

2．EC、加盟国およびその他の国の研究目的 
 

ECの研究戦略は、様々な利用法の開発・テストを行うことと、成功した場合に、コ

ストの大幅な削減を実現させるために、その利用法の機能を高める（＝資金を増額す

る）ことである。ECの研究の中でいくつかの研究分野（単独利用など）は環境上の問

題を有すると判断されたため終了となった。また、期待されたコスト削減目標を達成

できないと評価された研究分野も打ち切られた。 
 

この分野でECが実施している戦略的アプローチの良い例はWave Dragonプロジェ

クトである。 
 

Wave Dragonは海洋分野の代表的な支援計画プロジェクトである。様々な段階にお

いて期待の持てる成果が出たことに基づき、ベンチャー・キャピタルの投資などを含

めて資金拠出も増えた。Wave Dragonプロジェクトは、EUの支援が240万ユーロ、総

資金拠出額1,470万ユーロで、4年にわたって実施される予定である。 
 

以前の 1/50 スケールモデル 7 の研究開発プログラムの計画は EU の助成金

(Exploratory Award)を受けた。Wave Dragonチームは実質この時に設立された。欧

州委員会は、JOULE IIIプログラム8の枠組み内で、1/50スケールのテスト装置と1/3.5
スケールモデルのタービンの大規模なテスト計画を支援した。そして再びEC(FP59)の
支援を受け、これらの成果が現在の1/4.5スケールの試作機の設計に反映された。 
 

このプログラムでは、1/3.5スケールのタービンがテスト装置に使用された。さらに

2003年5月、Wave Dragonは地域送配電網へ送る電力を生産する、世界で初の沖合波

力エネルギー変換機となった。この時の変換機には、以前EUのCraftプロジェクトで

                                                  
7 スケールモデル: 実物を忠実に縮小して再現した、より正確な模型の意。 
8 編集部注  EU の非核エネルギーの研究開発計画 (Joint Opportunities for Unconventional or 

Long-term Energy Supply): 1995-1998 年。エネルギー・環境に関するモデル、エネルギーの合理的

使用、化石燃料の高効率利用及び再生可能エネルギーの研究分野のプロジェクト費用の通常 50％を支

援するもの。 
9 編集部注 FP5：第 5 次欧州研究開発フレームワーク計画（期間：1998～2002 年）。その次が FP6（期

間：2002～2006 年）で、FP7 が 2007 年 1 月より始まっている。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1001,  2007.6.6 

15  

用いられたテストタービンが使用された。 
 
主要な目標は波力エネルギーの利用率を16％まで引き上げることと、システムを更

に開発して運用効率を改善することである。商業用に開発されたプラントのパフォー

マンスの目標値は0.04 ユーロ／kWhである。 
 

Wave Dragonの概念を発展させる構想は、1987年に始まった後、ECとデンマーク

の支援を受けて継続的な段階を経て発展した。Wave Dragonの原理は次のとおりであ

る：二つの水路を通して波を傾斜面にそって遡上させる。波が斜面に打ち寄せると、

広い貯水池が海水で満たされる。この貯水池の水面は海面よりも高い位置にあり、こ

の高さの違いによって、発電機に動力を供給するタービンに水が誘導される10。 
 
2003年から送配電網に電力を供給する1/4.5スケールモデル（57m幅、7タービン）

がデンマークの北海沿岸でテストが続けられている。次の段階では沖合でフルスケー

ルの装置が開始される予定である。 
 

参加加盟国は多数である（デンマーク、イギリス、オーストリア、ドイツ、イタリ

ア、スペイン）。研究所だけでなく、海洋の強い伝統を持った、様々な国の小規模な

エンジニアリング企業や製造業者も参加している。 
 
ECの研究の重点は以下のとおりである。 
 
・実験室段階を越えた波力エネルギー変換器の開発を行う。FP6では異なる3つのシス

テムが研究されている：(1) 沖合点集中型吸収装置(SEEWEC)、(2)沖合越波利用式

(WAVE DRAGON)、(3) 防波堤併設型越波利用式(WAVESSG)。 
・実現可能で送配電網に接続できる資源の評価を行うとともに、しっかりと海洋資源

（手法とモデル）の評価を行う。 
 

後者は、海洋環境で生じる負荷の大きさの研究だけではなく、波の作用や資源の特

徴付けの方法についてもさらに研究を重ねることを意味する。このため第5次研究開発

フレームワーク計画(FP5)と第6次研究開発フレームワーク計画(FP6)では、情報の共有

促進と、調整と協力の可能な分野の特定を目的としたプロジェクトが創られた。 
 

ECはこれまでのプログラム11との一貫性を持つように、欧州内における研究開発の

調整を行った。FP6では、波力／潮力に関する調整活動12として、情報の交換と、将来

                                                  
10 編集部注 Wave Dragon（ウェイブドラゴン）の基本原理（概念図）については、本号の別記事「欧

米における潮力・波力発電技術の 新状況」を参照。 
11 FP5 の WaveNet。 
12 “RAMBOLL DANMARK A/S”による調整が行われた。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1001号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1001/
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の研究の必要性や調整・協力の可能性を推測するために必要な共通の知識基盤を築く

ことを目的として、研究界と主に中小のベンチャー企業から約40のパートナーが一同

に会した。ここでは、主要な装置の技術的な面から、全分野が直面している経済や環

境の問題に至るまでの議論が行われた。様々な国の多数の企業が、日々の運用レベル

での、焦点が大変絞り込まれた特定の専門的知識についての協力と共有を行っている。 
 
FP6では、競争力のある海の波力エネルギーシステムに重点を置いた訓練ネットワ

ークであるWAVETRAIN13(マリー・キュリー活動)が設立された。これには、海洋の

研究開発を支援している全ての主要国の研究所が参加している。 
 

基本的に、ギリシャやイタリアのように地中海に面した国々や、北海や大西洋に面す

る欧州の大半の国々は、この分野の技術開発を支援している。しかし加盟国の海洋エネ

ルギーシステムの研究が非原子力エネルギー(NNE)研究開発ポートフォリオで占める

割合は、EU加盟国以外の国々と同様に大変小さい。また、デンマークとイギリスなど

少数の国々で取り組まれているが、海洋エネルギーシステムに的を絞った政策や目標は

作られていない。海洋エネルギーシステムの研究開発の大部分は、新エネルギー技術を

支援することを目的とした共通のフレームワーク内で資金拠出されている14。ある国が

技術の選択や優先順位付けを行う際には、これまでのその地域での研究の伝統や、学界

と産業界がもたらした経験が、非常に大きな判断要素となっていると考えられる。 
 

顕著な例はスコットランド（イギリスの北部）である。スコットランドの産業界と

学界が集い、「海洋エネルギーコンソーシアム15」を結成した。このコンソーシアムは、

「持続可能な発電と供給（SuperGen）16」に関するイギリスの多技術研究プログラム

内の9つのコンソーシアムの1つである。 
 

デンマークの波力エネルギープログラムの目標は、集中して長期的な開発に取り組

む候補として、一つ以上の波力エネルギー変換機の概念を確立することである。点集

中型吸収装置や“Wave Dragon”などの様々な概念に、このエネルギープログラム内で

資金提供が行われてきた。ポルトガルの主な注目分野は振動水柱型(OWC: Oscillating 
Water Column)である。アソーレス諸島のピコ島では実環境下で本格的規模の試作機

がテストされている。 
 

                                                  
13 編集部注 The Research Training Network (RTN) WAVETRAIN：海の波力エネルギー利用の前商

業段階における科学的・技術的課題を克服するために設立。研究機関、大学、企業などが、波力エネ

ルギー装置を開発している。このプロジェクトの中核として、他の国から来た経験豊かな研究者達の

アーリーステージの研究に、研究助成金などを提供している。 
14 「International Energy Agency (2003), pp 29-38」と比較されたい。 
15 Forum for Renewable Energy Development in Scotland, Report 2004 
16 SuperGen: Sustainable Power Generation and Supply 
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EU加盟国が波力技術や潮力技術に重点を置いていることに加えて、ノルウェーは

2003年から海水濃度差プロジェクトを支援している。ノルウェーのフィヨルドは水力

発電と海水濃度差発電の複合的な利用のポテンシャルが高いため、このプロジェクト

は大変高い将来性が見込まれている。 
 
1970年代から日本では、特に試作機( 初の振動水柱型)の構築、開発に重点を置い

た幅広い研究が行われてきた。その代表例に「マイティ・ホエール(Mighty Whale)」
がある。これは長さ50m、幅30m、奥行12mの試作機であり、1998年代半ばに三重県

の五ヶ所湾沖合に係留されて運転された17。日本の研究開発で注目度が低い分野は海洋

温度差システムである。しかし海洋エネルギーシステム研究は、もう日本の新エネル

ギー資源に係る促進計画のもとでは支援されていない。 
 

カナダには主に潮流技術に取り組んでいる技術開発者が10以上いる。さらにカナダ

は、過去20年間にわたり稼動を続けている世界 大規模の潮力プラント(20MW)を保

有している。 
 
 
3．海洋エネルギーシステムの研究資金 
 
ECが資金拠出する研究 

再生可能エネルギーの総予算のうちの3％の中で、ごくわずかな数のプロジェクトが

FP5内での資金提供を受けた。FP6では多くのプロジェクト数は現状維持であったが、

予算は倍額以上になった。プロジェクトの平均予算がこのように増額されたのは、こ

れまでのフレームワーク計画で資金提供を受けて成功した優良技術をグレードアップ

（＝予算を増加）していくという段階的アプローチの直接的な結果である。たとえば、

SEEWEC (持続可能で経済的且つ効率的な波力エネルギー変換装置 )がある。

SEEWECは、1/3スケールの実験装置と第一世代の実物大装置のモニタリングを行う

ことによって、実際の海洋でのパフォーマンスの知識を得ることを目標としたもので

ある。Wave Dragon（前述）は沖合において実規模でテストされる予定である。次期

フレームワーク計画（FP7）では全体の予算が大幅に増額されるため、海洋システム

への次期予算も増額されることが期待される。 
 

様々なエネルギー資源の選択肢があることと、海洋システムの貢献度への期待の低

さの反映から、海洋の研究開発への大幅な経済支援を行ってきたのは欧州のわずかな

国だけであった。 
 
 

                                                  
17 編集部注 2002 年に終了。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1001号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1001/
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EU加盟国レベルの研究 
EUの加盟国のうち、イギリス、デンマーク及びポルトガルの3ヵ国の研究開発予算

は、EU15ヵ国の海洋エネルギーシステム研究開発の総資金拠出額の95％近くを占める。

イギリスは2000年～2004年期に毎年240万ユーロの支援を海洋システムに対して行っ

た。さらにここ数年で予算は除々に増額されてきている。政府のこのような支援レベ

ルや、大変精力的な海洋関連企業との連携のおかげで、イギリスは技術開発の点で世

界のリーダーとして台頭している。2004年にオークニー州で 初の「Pelamis18」の海

上試運転が行われ、試験的に全国的な送配電網に接続された19。 
 

FP5の期間中のデンマークの資金拠出平均額は年間120万ユーロであった。ECの支援も

受けているWave Dragonプロジェクトは、1980年代後半に開始されて以降デンマークか

ら760万ユーロの資金を提供されており、これは、この分野のプロジェクトへの単独の資

金拠出額としては 大のものである20。このプロジェクトの目的は国際的に第一線の能力

を築くことである。ポルトガルには海洋エネルギーシステムを対象とする特定の資金拠出

の枠組みはなく、再生可能エネルギーのプログラムとして扱うことが一般的である。また、

PRIMEプログラム21の予算を、海洋エネルギーの研究開発支援に使用することが可能で

ある。このため、海洋エネルギーシステムへの年間拠出額はばらつきがある。 
 
日本、カナダおよび米国の研究 

日本では、海洋エネルギーは新エネルギーもしくは再生可能エネルギーとして位置

づけされてないため、新エネルギー資源の利用促進に係る計画下での海洋エネルギー

への支援は、もはやなされていない。日本の資金拠出額は激減してきた22。 
 

カナダでの海洋エネルギーの資金拠出は、技術への関心の増加につれて高まると予

測される。4つの州が海洋エネルギーに興味を表明しており、次年以降の資金拠出額の

増加につながるはずである。オーシャン・リニューアブル・エナジー・グループ(OREG)
が海洋技術の開発に取り組むために設立された。OREGは50～60の組織から構成され

ており、その中には海洋技術の卓越した研究拠点(CEO)もある。他にもプロジェクト

                                                  
18 編集部注 Pelamis のより詳しい情報は、本号の別記事「欧米における潮力・波力発電技術の 新状

況」を参照。 
19 2005 年、ポルトガルのコンソーシアムは、海の波力から再生可能エネルギーを生産することを目的と

して、世界で初となる商業的な波力ファームの第一段階のためにスコットランドのオーシャン・パワ

ー・デリバリー社に 3 基の Pelamis P-750 装置を発注した。もし 初の装置が期待に沿うものであれ

ば、沖合海洋ファームは 20MW まで拡大される予定である。このプロジェクトはポルトガル政府から

特別の固定価格制度の取り計らいを受けた。 
20 Danish Energy Authority (2003) 
21 編集部注 ポルトガルの経済近代化支援プログラム((PRIME) Incentive Programme for the 

Modernisation of the Economy)：PPCE(生産および経済の成長プログラム)の範囲で 2003 年に欧州

委員会により承認される。ポルトガルの企業の生産性と競争力を促進することをその主な目的として

いる。 
22 IEA/OES 2003、p. 30。 
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があり、例えばブリティッシュコロンビア州での実証プロジェクトでは、プロジェク

トのコストの80％までが産業界からの出資でまかなわれている。 
 

米国での波力エネルギーへの関心は低い23。現行の米国エネルギープログラムの中で

は、海洋システムは重要事項として挙がっていない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図2:  EC、加盟国および欧州以外の主要国における海洋エネルギー技術開発への 
年間資金投資額(2000年～2004年 単位百万ユーロ) 

データ出典：IEA データベース。カナダのデータは入手不可能であった。 
(注)日本の資金拠出の平均は、2000-2001 年のみを使用したもの 24。 

 
 
4. 評価と結論 
 
中心的技術 

下記の表は EC、日本、カナダ、及び資金拠出額が多い EU 加盟国（イギリス、デン

マーク、ポルトガル）の、海洋システムエネルギー研究開発ポートフォリオにおける

特定の技術パスについての重要度を、予算の優先事項の観点から相対的に表したもの

である。また、高額の資金提供を受けているプロジェクトについても表記した。 
 
 

                                                  
23 Compare Clément, Alain et. al. (2003) 「Clément, Alain (2003)」等と比較。 
24 編集部注 本文中で記述されているように、2002 年以降はマイティ・ホエール・プロジェクト終了の

ため大幅に予算が減っており、この図で日本が EC に次いで大きな金額になっているように見えるの

は問題があるが、原本の図をそのまま転載した。 

アイル

ランド 
デン 

マーク 
イギリス EC 欧州 日本 韓国 

海洋エネルギーの技術開発への年間平均拠出額（2000～2004 年） 

百
万
ユ
ー
ロ 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1001号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1001/
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重要領域 EC 日本 カナダ イギリス デンマーク ポルトガル

波力と潮力 
Wave 

Dragon 
マイティ・

ホエール Tidal Pelamis Wave 
Dragon Pico 

その他（海水濃度差）             

関連する研究開発

（送配電網、係留） 
            

支援活動             

■高比率(風力エネルギーへの資金拠出額の 30％以上) ■中比率(15％以上) ■限定的(15％以下) 

1  ECのポートフォリオは、第3次募集までのFP6に基づく。 

2 2002年以降、学術研究への資金提供はそのほとんどが小額であった。 

 
 

ECは一部の加盟国とともに、世界的なレベルで海洋システム研究のリーダー的役割

を果たしている。同分野は多くの技術的パス(波力、潮力、海洋温度差、海水濃度差)
が実現可能であるが、ECレベルの研究開発の技術的な重点は、少数の有望な波力エネ

ルギーシステム技術に集中している。資金提供を受けた技術はこれまでの研究期間の

中で、信頼性、メンテナンス、そしてコスト削減の点において、期待の持てる結果を

残し、さらに欧州の大西洋岸の自然の海洋地形に も適しているとの推定がなされた。

また、欧州では優先度が低いが、長期的な観点での研究開発の見通しがある海水濃度

差システムや海洋温度差システムなどのその他の技術的パスについての研究も行われ

ている。例えばノルウェーでは、水力と海水濃度差の複合的な利用を目標にした研究

が進められている。 
 

実証活動は民間の投資に強く支えられており、この技術の有望性への信頼が高まっ

ていることを示している。国際エネルギー機関 (IEA)の実施協定 (Implementing 
Agreement)を通じた海洋エネルギーシステムへの協力に、カナダや日本などの国々が

関心を表明していることは、海洋エネルギーの技術を中期的な将来におけるエネルギ

ーの重要な選択肢にすること25が広く認められていることの指標であるだけでなく、欧

州の波力技術の成果が世界的に受け入れられていることの証とも考えられる。海洋の

研究開発は主に中長期的効果があるプロジェクトに照準が合わせられている。構想か

ら商業段階までプロセスに時間と費用がかかるために、この分野の研究は難しい。装

置、係留、そして送配電網へ接続するためには、かなりの投資が必要である。いくつ

かのシステムは実験段階で有望な見通しを見せているが、堅固な結果と広範囲にわた

る経験は、実規模での運用を通してのみ得ることができる。したがって、実現可能性

                                                  
25 International Energy Agency (2003)  
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調査や海洋環境下での小規模な試作機での試験による実験室の研究から、実規模での

導入に至るまでの、段階を経たアプローチによって革新プロセスの特徴が決められて

いく。全段階において、次段階に進む前に所定の基準を満たさなければならない。こ

の戦略には継続的な研究支援が必要である。 
 

海洋システムはいまだ新興分野であり、研究コミュニティは他の研究分野に比べて

限られてはいるが、知識の共有が必要である。海洋システムエネルギーへの予算配分

においては、欧州は研究者達の交流支援だけでなく、調整行動についても大変力を入

れている。海洋エネルギーシステムには、洋上風力部門と類似する課題（特に、送配

電網への接続と統合、掘削、メンテナンス及び環境問題）があることが多い。さらに、

これらの共通する研究開発課題は、適切に調整された研究と同様に、知識の共有が必

要である。 
 
資金拠出 

欧州とそれ以外の国々とでは、公的資金の拠出に大きな違いが二つある。 
一つ目は資金提供のレベルである。欧州は海洋エネルギーシステムの研究のために

多額の公的資金の拠出が行われている唯一の地域である。海洋エネルギーシステムへ

の総予算額は他の再生可能エネルギーへの資金拠出額と比較して小額ではあるが、EC
は2000年～2004年期に平均年間650万ユーロの資金拠出を行った。これは再生可能エ

ネルギーの総予算の2％に当たる。 
二つ目は、おそらくより大きな違いであるが、欧州で海洋システムエネルギー研究

が受け取っている資金拠出の継続性である。日本は2001年までは欧州に匹敵する資金

拠出レベルであったが、その後大規模に減額され、この分野の公的な研究活動は次第

に減ってきている。一方米国では、海洋システムエネルギーの研究開発への公的な資

金拠出について、これまで重要事項に挙がったことがない。 
 
研究と技術開発 

海洋エネルギーシステムは、継続的な研究と開発が必要な技術的課題に今なお直面

している。いくつかの構想では既にその実現可能性が示されてきたが、これらの技術

は商業的に成立しうるかを示すために、長期的に存続できるパフォーマンス、信頼性、

コスト削減を実証する必要がある。ごく限られた技術開発プロジェクトに集中するこ

とは高リスクである。その一方、欧州の少数精鋭の国々や企業と連携して、分野の整

備を行い、成功する技術を明確に選び出すという戦略は、風力エネルギー部門に匹敵

するようなサクセスストーリーが始まる可能性を開く。 
 

次期実施計画内での商業化に関する分野の重大な進展を期待する専門家もいる。こ

の理由は以下のとおりである： 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1001号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1001/
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・信頼性、メンテナンス、コスト削減の点での目覚しい進歩。 
・この分野の限られた数のステークホルダー(中小企業、研究界、国)が、協調活動

(Coordinated Action)と研究者同士の交流を通してプールされてきていること。 
・産業界や運営者達の参画が過去数年の間に増えてきていること。ならびに投資家達

が技術により高い信頼を示していること。 
・各国政府がエネルギー政策目標に関する分野のみへの支援だけでなく、海洋領域で

の経験を持つ既存企業の強化についても支援していること。 
 

これらの特色により、欧州がこの分野での主導的な位置を維持する堅固な基盤を形

成している。風力分野と同じような地位を得るかどうかは、関係する国や産業からの

支援の継続に加え、技術開発の成果にもかかっている。 
 
出典：The State and Prospects of European Energy Research 

http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/portfolios_report_en.pdf (p58-p64) 
 

編集：NEDO 情報・システム部、翻訳：大釜 みどり 
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【再生可能エネルギー特集】地熱エネルギー利用  
 

欧米における地熱エネルギー利用の新技術の開発状況 
 
本稿では二つの地熱発電技術、高温岩体(HDR1。深部の地熱資源を開発する技術)、

およびバイナリ・サイクル発電（低温の地熱エネルギーを電気に変換するために用いる

ための設備設計）の開発状況、特に欧米における商用化を視野に入れた研究開発状況を

紹介する。本テーマについては、約 1 年前の 977 号（2006 年 4 月 26 日発行）2 で報告

しているが、その後の 新情報を中心に報告する。 
 
1. 高温岩体技術 
 

HDR システムは未だ実験段階にある。高温

岩体という用語は、そもそも米国ロスアラモス

国立研究所（ニューメキシコ州）が 1974 年か

ら 1990 年代にかけて開発したプロセスに対し

て名付けられたものである。研究者達はさらに

これらの深部の地熱資源を開発するプロセス

を説明するために追加的な用語群を生み出し

た。米国エネルギー省(DOE)の地熱技術プログ

ラムでは、一連の非伝統的な熱水資源について

「強化地熱システムまたは EGS 技術 3」という

言葉を用いた。全ての EGS 資源には、以下に

示す伝統的な熱水資源の特性の少なくとも一

つが欠けている。 
・ 高い平均温度勾配 
・ 高い岩盤透水性および多孔性 

・ 所定の場所での十分な流体量 

・ 貯留層での十分な量の流体の涵養 

 
HDR 技術は米国および日本において実証されたが、今日では主にオーストラリアお

よびフランスで も活発的に開発が行われている。フランスでの取組はスイスでのプ

ログラムと併せ後述（7. 高温岩体技術の研究開発および商業化(欧州)）する。オース

トラリアでは、現在ジオダイナミックス社 4 が、クーパー盆地の HDR サイトで開発を

続けている。2006 年中盤頃に、堅くて高温の花崗岩の掘削に関する問題のため、同社

                                                  
1 hot dry rock 
2 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/977/977-02.pdf 
3 enhanced geothermal systems or EGS technologies 
4 Milton, Queensland; http://www.geodynamics.com.au 

（出典：NEDO 資料）

図 1 高温岩体発電のイメージ図例 
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は一時的に掘削活動を中止する必要が生じた。多くの掘削井において、ドリル・スト

リング 5 の破損やドリル・パイプの詰まりが生じた。同社は独自の掘削技術を使用し

てきたが、伝統的な掘削装置へ変更することを決定した。同社は 2007 年 2 月に、米

国のテキサスから 新の掘削装置を入手し、同年中頃から新しい掘削井を掘る計画を

発表した 6。同社は、2007 年末までにオーストラリアで 初の実行可能な HDR 貯留

を確立することを目指している。 
 

2. バイナリ・サイクル発電 
 
バイナリ・サイクル発電は、

低温の地熱水（90°～175°C）の

熱を、閉ループの熱交換器を通

して循環させる流体に移動させ

ることにより発電を行うもので

ある。熱交換器では作動流体（通

常はブタンのような低沸点の炭

化水素ベースの液体）が暖めら

れる。地熱水（塩水）の熱は作

動流体に移動し、それが気化す

る。気化したガスはタービンに

導かれて発電を行う。バイナリ

設備は、低温の貯留層から発電

ができるため、通常の高温蒸気

設備よりはるかに適用範囲が広い。 
 

3. 米国での地熱研究開発プログラム 
 

商用地熱発電の分野で、米国は世界のリーダーである。現在、この産業部門は政府支援

政策の結果によって生じた復興を享受しんでいる。政府の支援政策には州の RPS 制度 7

や連邦の再生可能エネルギー・プロダクション・タックス・クレジット(PTC)8 が含まれ

ている。米国地熱エネルギー協会(GEO9)は、2007 年 2 月段階で 61 の新規の地熱プロジ

                                                  
5 ビット（先端部分）、ドリル・パイプ（掘り管）などをつないで掘削するために坑井内に降ろされた

一連のパイプ。パイプの直径と全体の長さとを比較すると、まるで糸のように細長いのでストリング

（糸）という言葉が使われる。 
6 プレスリリース資料 http://www.geodynamics.com.au/IRM/content/report_pressrelease.html 
7 RPS（Renewable Portfolio Standard）：電気事業者等に一定比率の再生可能エネルギーの供給を義務

付ける制度。 
8 連邦政府が指定した再生可能エネルギーによって発電を行った事業者に対する税優遇政策。 
9 the Geothermal Energy Association (GEO, Washington, DC; http://www.geo-energy.org/) 

（出典：NEDO 資料）

図 2 バイナリ・サイクル発電のイメージ図例 
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ェクト（2,142MW～2,377MW の発電能力）が取り組まれていることを明らかにした 10。 
 
また、研究開発については、DOE は地熱エネルギーに対する研究資金の段階的削減

を選択している。これまでは年間平均で約 2,300 万ドルが投じられてきたが、2007 年

度予算では 500 万ドル割り当てられただけであり、2008 年度予算では全く予算要求が

なされていない 11。DOE は 2005 年エネルギー政策法の条項で「連邦からの研究助成

金を求めずに、さらなるコスト低減を進めて」地熱資源の商用開発を進めるべきと述

べている。一方、DOE の地熱技術プログラム(GTP)12 では、米国のエネルギー供給へ

貢献するため、経済的に競争力のある地熱エネルギーを確立することを目指し、産業

界と協力したパートナーシップに引き続き取り組んでいる。GTP の研究開発プログラ

ムの主要領域は以下の通り。 
・国立再生可能エネルギー研究所(NREL)13によって主導されるエネルギーシステム

の研究と試験（地熱エネルギーの熱や電気への変換を強化することに取り組む） 
・サンディア国立研究所 14 によって主導される掘削技術の研究（ハードウェアと

診断ツールの両者） 
・アイダホ国立研究所 15 によって主導される地学と支援技術研究（探査および資

源管理） 
 
連邦政府予算の段階的削減に伴い、米国の地熱への研究開発は、オーマット・テク

ノロジー社（ネバダ州）など地熱発電産業の主要企業の資金の下で続けられるとみら

れる。オーマット・テクノロジー社による 近の米国の地熱開発に関するプレゼンテ

ーション 16 では、新しい技術や様々な米国政府機関との共同研究プログラムに関する

議論が含まれている。 
 

4. 高温岩体研究開発および技術の商用化(米国) 
 
地熱エネルギー利用への米国の研究開発資金は、EGS（や HDR）技術に焦点を絞っ

て、将来増加される可能性がある。2006 年の終盤、DOE が資金提供し、マサチュー

セッツ工科大学（MIT）が実施した重要な報告書「地熱エネルギーの将来：21 世紀の

米国での EGS のインパクト 17」が発表された。この報告書では、EGS 技術を用いる

                                                  
10 ”POWER-GEN Renewable Energy & Fuels 2007”, Alyssa Kagel, Geothermal Energy Association 

www.geo-energy.org  
11 http://www.energy.gov/media/FY2007OperatingPlanForDOE.pdf 
12 Geothermal Technologies Program (GTP; http://www1.eere.energy.gov/geothermal/index.html) 
13 the National Renewable Energy Laboratory (NREL; Golden, Colorado) 
14 Sandia National Laboratories (SNL; Albuquerque, New Mexico) 
15 the Idaho National Laboratory (INL; Idaho Falls, Idaho). 
16 “U.S. Geothermal Development Technology and Market Forces -The Reality of Today, and the 

Promise of Tomorrow” Ormat Technologies, Inc. 
17 “The Future of Geothermal EnergyThe Future of Geothermal EnergyImpact of Enhanced 

Geothermal Systems (EGS) on the United States in the 21st Century” MIT, 2006,  

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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ことにより、50 年以内に米国内で利用できる地熱発電のポテンシャルが 100GW ある

と記述されている。ただし、それを実現するためには、研究開発に 大十億ドルの費

用と、15 年以上の期間が必要と見積られている。この研究で示された地熱エネルギー

に関する新しい見解は、過去約 30 年間の米国内での研究で初めてのものである。エネ

ルギー専門家、地学者、掘削専門家などを含む 18 人からなる委員会では次のように結

論づけている。「我々は、既存の地熱システムの世界的な分析、米国全体の資源の評価、

深部掘削や貯留層刺激技術の継続的改良の見通しなどに基づき、地熱採取が短期間の

内に経済的に成り立ちうるとの判断を下した」。委員会の勧告には、米国の地熱資源に

関し、より詳細で地点を特定した評価や今後 10 年以内での商業規模の EGS の実証を

行うために、複数年にわたる連邦政府の関与の必要性などが含まれている。（MIT のプ

レスリリース資料は web 上 18 で閲覧可能。） 
 

5. バイナリ発電の研究開発と技術の商業化（米国） 
 

2006 年 11 月に国立再生可能エネルギー研究所（NREL）は米国地熱資源評価の再調

査結果を発表した 19。評価結果では、米国の地熱エネルギー資源が膨大なポテンシャル

を持っていることが示されている。特に、新しい低温バイナリ設備技術により、経済的

に開発できる資源量を大幅に増加させることができる。一例を紹介すると、 近アラス

カで、新しい低温バイナリ設備の商用運転が開始した。2006 年 7 月、ユナイテッド・

テクノロジー社（UTRC 社、コネチカット州）20 と DOE によって開発された新しい低

温バイナリ地熱実証設備が、アラスカのチェナスプリングスにおいて運転が開始された。

この設備は、200kW のオーガニック・ランキン装置 21 で、74℃の低温資源を電気に変

換できる。UTRC 社はチェナに 2 ユニットを設置して、実証システム 22 の信頼性試験

を行っており、2007 年に商用の発電所を建設することを目指している。この新技術は、

油井やガス井で発生する廃温水から発電を行う際に特に有効である。石油会社は通常、

廃水を地下に再注入することで捨ててきた。しかし、この廃水を利用して発電するため

に UTRC 社の設備を使うことができるようになるだろう。MIT が行った 近の DOE
の研究（前出）でも、地熱発電の拡大の短期的な選択肢として、石油やガスの生産に関

連する温水の利用についても言及している。 
オーマット・テクノロジー社もまた低温バイナリ設備技術の開発に積極的である。本

年 1 月末に、同社は石油生産段階で発生する温水に、オーガニック・ランキンサイクル

(ORC)技術 23 を適用するために、DOE と費用分担式研究開発協力合意（cost-shared 

                                                                                                                                                       
http://geothermal.inel.gov and http://www1.eere.energy.gov/geothermal/egs_technology.html 

18 http://web.mit.edu/newsoffice/2007/geothermal.html. 
19 “Geothermal— The Energy Under Our FeetGeothermal Resource Estimates for the United 

States”,  NREL, November 2006 
20 http://www.utrc.utc.com 
21 organic-rankine device。オーガニック・ランキンサイクルについては脚注 23 を参照。 
22 http://www.yourownpower.com/Power/ 
23 Organic Rankine Cycle technology：二次作動流体として有機媒体 (ノルマルペンタン等) が使用され
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CRADA24）を行ったと発表した。同社はワイオミングの DOE ロッキーマウンテン石油

試験センターへ発電設備を提供する。掘削井は 200kW を発電するために十分な 88℃の

温水を生産する 25。 
 
米国では多くのバイナリ発電所が既に稼働している。地熱エネルギー協会 26 は所有

者（プラント名）、立地点、運転開始日、公称出力を記したバイナリ・プラントのリス

トを作成しており、それを次表に示す。 
 
表１ 米国で稼働中のバイナリ発電所（前回よりの追加分を太字で示す） 
州 所有者（プラント名） 立地点 開始年

出力
(MW)

アラスカ シェナホットスプリングス フェアバンク
ス近郊 2006 0.45

アマディ・ジオサーマル・ベンチャー (AMEDEE) アマディ 1988 1.6 
コンステレーション・パワー・アンド・オー
マット(MAMMOTH PACIFIC I) 

シェラネバダ
マウンテン／
モノ 

1984 10 

コンステレーション・パワー・アンド・オー
マット (MAMMOTH PACIFIC Ⅱ) 

シェラネバダ
マウンテン／
モノ 

1990 15 

オーマット (GEM RESOURCES II)  インペリアル 1986 18 
オーマット (ORMESA I, IE, IH) インペリアル  不詳 44 
オーマット (ORMESA II) インペリアル 1986 18 

カリフォ
ルニア 

オーマット（SIGC BINARY) インペリアル 1992 42 
ハワイ 
 

プナ・ジオサーマル・ベンチャー パオア 1993 10  
(注) 

オーマットグループ／ブラディパワーパ－トナーズ チャーチル 1992 27 
コンステレーション・エナジー (SODA LAKE I) ファロン 1987 5.1 
コンステレーション・エナジー(SODA LAKE II) ファロン 1990 18 
オーマット(GALENA) レノ 2005 30 
ホーム・ストレッチ・ジオサーマル
（WABUSKA) 

ワブスカ 1984 2.2 

エンパイア・エナジー LLC (SAN EMIDIO) サンエミディオ 1987 4.8 
スチームボート・デベロップメント社 
(STEAMBOAT II) 

ワシュー 1992 24 

スチームボート・デベロップメント社 
(STEAMBOAT III);  

ワシュー 1992 24 

US エナジー・システム (STEAMBOAT I) ワシュー 1986 8.4 

ネバダ 
 

US エナジー・システム (STEAMBOAT IA)  ワシュー 1988 2.95 
ユタ 
 

リカレント・リソースズ (Cove Fort)  
LLC (COVE FORT 2) 

コブフォート 1990 2.25 

（注）このプラントはシングルフラシュとバイナリのハイブリッド方式 
 

                                                                                                                                                       
る蒸気サイクル。有機(オーガニック)媒体は水と比べて沸点が低く、低温で蒸発するので、低温の利用

が可能となる。 
24 cost-shared Cooperative Research and Development Agreement 
25 The Ormat press release is at http://www.ormat.com/news.php?did=134.  
26 Washington, DC; http://www.geo-energy.org/information/plants.asp 
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6. 欧州の地熱研究開発プログラム 
 

2007 年 3 月、EU は温室効果ガスの排出の低減の新たな合意を発表した。この合意

には 2020 年までに再生可能エネルギー使用率 20％達成の目標を含んでいる。EU の

27 加盟国の広域エネルギー目標、特定の種類の再生可能エネルギー（地熱その他）は

現在交渉中である（注：新しい目標は意欲的であるが、地熱発電を 2010 年までに

1,000MW にするという目標は達成する見込みであるにもかかわらず、2010 年までに

エネルギー需要全体の 12％を再生可能エネルギーでまかなうという現在の目標は達成

できそうにない。EU1527 内では、設置された地熱発電の発電能力は 800MW で、98％
がイタリアである。地熱発電による発電量は、EU の再生可能エネルギーによる発電

の 1.2％を占めている 28。） 
 
欧州再生可能エネルギー協議会は 近「2020 年までの再生可能エネルギー技術のロ

ードマップ 29」を発表した。この報告書の地熱技術のロードマップでは、地熱発電産

業のために期待される新たな開発項目を記載している。 
・ オーガニック・ランキンサイクル、カリーナサイクル 30 などと同様に伝統的なター

ビンについての地熱発電のエネルギー変換効率の向上。 
・ フランスのソウルツ・ソ・フォレ（後出）のような重要なサイトにおける EGS／

HDR の実証の成功、および他のサイトや地域への技術の拡大 
・ 地熱 CHP（熱電併給）での総合効率の向上 
・ 探査手法、設置技術、システム構成設備（ポンプ、パイプ、タービン等）の改良 
 

欧州地熱エネルギー協議会 31 は、地熱利用分野での研究開発の推進および欧州にお

ける地熱エネルギーの使用の 大化に焦点を当てている。 
 

7. 高温岩体技術の研究開発および商業化（欧州） 
 

欧州では 2 つの HDR プロジェクトが進行中である。一つはフランスで、もう一つ

はスイスで行われている。 
 
①ソルツ・ソ・フォレツ（フランス） 

ソルツプロジェクトでは HDR 技術を開発中である。このプロジェクトは、EU と

フランス、ドイツ、イタリア政府、およびエネルギー関連企業のコンソーシアムや

                                                  
27 2000 年以前からの加盟国 15 ヵ国。西欧諸国にほぼ該当。 
28 http://energy.eu/#renewable-section 
29 “Renewable Energy Technology Roadmap Up to 2020”、The European Renewable Energy Council, 

www.erec.org 
30 水とアンモニアの混合物を作動流体として利用する新しいバイナリ発電システム。 
31 The European Geothermal Energy Council (EGEC; http://www.egec.org/) 
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いくつかの欧州の研究機関との共同事業である。このプロジェクトは 1987 年に開始

された。実施地点は、過去に原油が産出されたことがある地質学的に良好とされる

地域である。現在の開発フェイズの期間は 2005 年から 2008 年であり、5～6MW の

パイロットプラントの建設を支援する計画である。もし、パイロット運転が計画通

りに進めば、25MW の商業用試作機が 2010 年に建設されるかもしれない。（さらな

る情報は欧州 HDR の web32 を参照。） 
 

②バーゼルおよびジュネーブ（スイス） 
スイスのバーゼルとジュネーブで行われている、深部熱鉱山(DHM)33 プロジェク

トは、民と官の支援を受け、HDR 型のコジェネレーション（熱電併給）プラント技

術の確立を目指している。バーゼルのサイトでは、地域熱供給システムのための電

力 3MW と熱 20MW を生産する能力のある深度 5,000m 地点での貯留槽の開発を提

唱している。バーゼルのプロジェクトは、 近発生した地震 34 のため中断状態にあ

る。2006 年 12 月 8 日―水の注入が開始した 8 日後―HDR の掘削孔の底部において

マグニチュード 3.4 の強度の地震が発生した。揺れが千回以上発生し、地域住民へ

の緊急避難を促し、いくつかの建物に小さな構造的な損傷を与えた。水注入は直ち

に中断されたが、小さな地震が継続した。2007 年 1 月 16 日には、マグニチュード

3.1～3.2 を記録した。バーゼルは地震地帯として知られている。（なおプロジェクト

は web35 を開設している。） 
 
8. バイナリ・プラント研究開発および技術の商業化（欧州） 
 

欧州で稼働中のバイナリ・プラントは以下の通り。 
国 名 概   要 

オーストリア ・アルセイム：2002 年：1MW 
・ブルモー：2001 年：0.2MW 

ポルトガル 
 

・リベラグランデ・プラント、サンミゲール島、アゾレ：1998 年に 
4 基のバイナリが完成： 計13MW 

 
 

翻訳・編集： NEDO情報・システム部  
（出典： SRI Consult ing Business  Intel l igence Explorer Program）  
                                                  
32 http://www.soultz.net. 
33 the Deep Heat Mining (DHM) project 
34 参照 

ttp://www.swissinfo.org/eng/search/detail/Man_made_tremor_shakes_Basel.html?siteSect=881&si
d=7334248&cKey=1165839658000 および  
http://www.smh.com.au/news/Business/Hot-rock-firm-looks-at-earthquake-risk/2007/01/02/116750
0096355.html) 

35 http://www.dhm.ch/dhm.html 
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【再生可能エネルギー特集】地熱エネルギー利用  

 
欧州におけるエネルギー研究の現状と展望－地熱エネルギー 

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

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

報告書を発表した。この報告書では、原子力を除く全てのエネルギー研究領域（10領
域）における、EC、EU加盟諸国の公的資金を受けた研究のマップ作りや、米国や日

本との比較分析を行っている。 
本稿では、「地熱エネルギー」を取り上げ、その全文を紹介する。 

 
－ 目次 － 

 
1. 概要：主な研究領域と主要国 
2. EC、加盟国及びその他の国の研究目標 
3. 地熱エネルギーの研究資金 
4. 評価と結論 
 

 
1. 概要：主な研究領域と主要国 

 
  地熱エネルギー 

研究開発領域 掘削、刺激および貯留層の管理 

商業化 風力、水力、バイオマスよりも高コストであり、 

  唯一 PV（太陽光発電）のみがさらに高コストである。 

主要国 米国、アイスランド 

期待される EU エネルギー 2030 年までに欧州の電力供給の 1%以上 
政策目標への貢献 2050 年以降、適切な貢献 
EC の政策による後押し   

主要加盟国 ドイツ、フランス（加盟諸国の PV 研究開発費の 80%相当）

 
地熱を利用した発電または熱電併給を全体のシステムに統合するために必要な技術

要素の開発状況は実に様々である。例えば、石油産業と天然ガス産業の主要技術であ

る掘削技術は既に成熟の域に達しているが、坑井刺激技術は今なお実験段階にある。

坑井刺激技術の開発をさらに進めて地熱貯留層の生産性を高めることができれば、結

晶質岩石（高温岩体技術）等から莫大なエネルギーを引き出すことが可能になるだろ

う。したがって、坑井刺激技術の開発は 重要課題である。また、坑井刺激技術は帯

水層や断層帯を掘削する際に生じるリスクを軽減する上でも重要である。プラント設

計の 適化と発電装置のさらなる開発には今なお大きな可能性が残されている。 
 
現在、個々の要素を全体のシステムに統合するための様々な試験プロジェクトが進
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められている。このシステムで得られた電力は、今後数年で送電網に供給される見通

しである。 
 
EU は高温岩体（HDR：hot dry rock）の研究開発で世界を主導している。フランス

の地質・鉱山研究所（BRGM）、ドイツの BEO、英国の CSM Associates などは、こ

の領域に関する豊富な専門知識を有している。また、EU の計画と英国で過去に行わ

れた計画で開発された技術を従来の地熱技術に直接適用することができる。 
 
2. EC、加盟国およびその他の国の研究目標 

EC は、地熱資源による発電を常に戦略上の重要事項としてきた。特に重点が置かれ

ているのは欧州の多くの地域で利用可能な地熱井涵養技術（EGS：Enhanced 
Geothermal Systems）である。 

 
現在、次の研究が重点的に進められている。  

・ より費用効果的な掘削、坑井刺激および坑井仕上げ技術の開発 
・ リアルタイムの貯留層評価とモニタリング技術の改善（高温トレーサーなど） 
・ 貯留層の数値モデリング改善による工学的な地熱システムの設計 
・ 貯留層管理技術の改善とより費用効果的な発電サイクル 
・ EGSが準備または検討されている様々なサイトにおける EGS技術の導入と活動の

連携 
 
EGS の特徴は、深部の貯留層を刺激して電力と熱を生産する点にあり、基本的に二

つの異なる技術的アプローチからなる。その一つは高温岩体（HDR）システムであり、

もう一つは含水地熱システム（Water Bearing Geothermal System）である。 
 
冷暖房用の大地結合型ヒートポンプ(ground-coupled heat pumps)も、EC が取り組

む研究領域の一つである。 
 
FP71 において、EC は技術要素の調整とシステムの改善などを通じて引き続き地熱

技術を支援する。また、長期的には 大 600℃（超臨界流体）の高温システムも重点

研究領域とされる可能性がある。複合システム（暖房と冷房）及び消費者により近い

立地でのプラント設置に焦点を合わせた実証プロジェクトが行われるだろう。 
 
1987 年 以降 、 国レベ ルの HDR 研 究 計 画 の幾つ か がフラ ン ス のソ ルツ

（Soultz-sous-Forêts）試験場で行われている欧州のプログラムに統合されている。こ

の HDR プロジェクトは、EC とフランス、ドイツ、スイス、英国などの研究当局が共

                                                  
1  編集部注 FP7：第 7 次欧州研究開発フレームワーク計画（期間：2007～2013 年）。そ

の前が FP6（期間：2002～2006 年）。その前が FP5（期間：1998～2002 年）。 
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同で財政支援を行う事例である。EC が一連のフレームワーク計画に投入した支援額の

平均は、総費用のおよそ 40%を占めており、プロジェクトのインフラ管理（サイト管

理、掘削、揚水コスト等）に利用されている。また、複数の国で構成される小規模な

管理チームが試験場に常駐している。実際の研究は、各国のチームがそれぞれの省庁

の資金提供を受けて行っている 2。 
 
欧州 HDR プロジェクトは、この技術に関する欧州諸国の主要な国内活動を一つの

試験場に統合している。その結果、技術の導入促進に繋がるコストや知識の共有とい

った相乗効果が生み出されている。欧州の研究者達が世界を主導するに至った背景に

は HDR 技術への取り組みが挙げられる。 
 
欧州の中でもイタリア（Larderello）やアイスランドなどの高エンタルピー資源を

有する独特な地形の国々を除き、エネルギー戦略の一環として地熱研究に取り組んで

いる加盟国はごく僅かである。新規加盟諸国は、主に地熱エネルギーを利用した地域

暖房のノウハウを持っている。 
 
2004 年、フランスの産業、研究、環境および運輸の各省庁は、研究開発の優先事項

を見直すよう命じた。これは、フランスのエネルギー部門の競争力を維持しながら

2050 年までに温室効果ガスの排出を 4 分の 1 に削減するという野心的な目標を達成す

るための決定である。その結果、研究開発の優先事項が明らかにされ、フランスが世

界で主導的立場を維持または獲得するために取り組むべき領域が絞り込まれた。その

領域の一つは、地熱エネルギーである。 
 
ドイツでは、コスト削減と市場導入の促進が研究・技術開発の全体的な目標とされて

いる。技術的な優先研究領域は EGS であり、次のシステム両方に重点が置かれている。 
・ ソルツでの研究協力によって推進されている HDR システム 
・ ドイツ北部の盆地やそれに類する様々な地域に適用可能な含水熱水システム

（Water -bearing hydrothermal systems） 
 
Gross Schönebeck3 の掘削調査プロジェクトは、注目に値する実例である。 
 

近、ドイツ連邦教育・研究省（German Ministry for Education and Research）
はポツダムにあるドイツ国立地球科学研究センター（German National Research 
Centre for Geosciences）と共同で Gross Schönebeck での研究実証プロジェクトを開

始した。プロジェクト資金は 1,100 万ユーロであり、そのうち 100 万ユーロは産業界

の事業者から提供された。 

                                                  
2 http://ec.europa.eu/research/energy/nn/nn_rt/nn_rt_geo/article_1136_en.htm 
3 GeoForschungsZentrum (2005) 
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このプロジェクトは、資金規模が 大であることに加えて重要な意義を持っている。も

し成功すれば、欧州中部および東部の広大な地域に見られる同様の地質を活用する道を開

くことができる。 
 
以下は、このプロジェクトの全体的な目標である。 

・ 計画の信頼性を向上させる。 
・ 水分を含む貯留層を 大限に活用することにより大幅なコスト削減を達成する。 

 
これらの目標を達成する上で重要な鍵を握るのは、水圧刺激による地層の改善である。 
 
このプロジェクトは、3 年を費やして、基本的な実現可能性の実証、長期的な経験の収

集および持続可能な資源の利用可能性を立証することを目指している。成功すれば、2007
年には電力事業者の Vattenfall 社により ORC 方式の発電所が建設される予定である。 

 
発電コストは 20～30 セント／kWh になる見通しである。 
 
EGEC（European Geothermal Energy Council：欧州地熱エネルギー協議会）4 が

掲げる優先事項の中には、伝統的な地熱発電、低温／中温の発電、地域暖房などの他

に、EGS 技術を他のサイトや地域に普及させることも含まれている。EGEC は、EC
の研究ポートフォリオの拡大に熱心に取り組んでいる。 

 
EGS 技術に重点を置く欧州の戦略は、主な競争相手である米国の戦略と多くの点で

共通している。但し、米国では EC のワーク・プログラムよりも詳細な研究目標が立

てられている。米国の活動は、資源開発を含む技術開発、EGS などのシステム開発、

技術の立証と配置を含む技術適用に大別される。 
 
火山の多い日本は、地熱エネルギーの利用に適した条件を備えている。日本の地熱

発電の総設備容量は 535MWe を超える。しかし、地熱エネルギーは 1997 年に施行さ

れた新エネルギーの利用促進に関する法律の下で保護される「新エネルギー」に分類

されていない。「日本のエネルギー需給展望」は、地熱エネルギー部門の将来的な伸び

は小さいと予測している。このため、経済産業省は地熱エネルギーの研究・技術開発

の全予算を削ることを決定した。日本における既存の地熱研究 5 は、地熱資源が存在

する可能性が高く尚且つ開発調査が行われていない地域を中心に行われている。 
 
現在、国際エネルギー機関（IEA）による「地熱エネルギー研究技術協力プログラ

ム実施協定（Implementing Agreement for a Cooperative Programme）」または「地

                                                  
4 EGEC2005：Priorities for Geothermal Energies in FP7, Brussels (1.3.2005)  
5 IEA (2005)：Geothermal Energy Annual Report 2004, Paris; NEDO 2004, p. 107 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1001号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1001/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1001,  2007.6.6 

34  

熱実施協定（Geothermal Implementing Agreement：GIA）」6 は、地熱開発の環境イ

ンパクト、EGS、深部地熱資源、高度な地熱掘削技術、地熱エネルギー直接利用の 5
つの課題を扱っている。 
 
3. 地熱エネルギーの研究資金 

EC が資金拠出する研究 

地熱研究に対する EC の資金拠出は FP5 から FP6 にかけて倍増している。しかし、

それでもこの領域が受領している研究予算は再生可能エネルギー全体の中で 2 番目に

小さい。過去のフレームワーク計画と同様に、FP6 でも EGS が重点研究領域とされて

いる。EC の支援額の 70%以上が EGS または関連する研究に投入されている。中でも

フランスのソルツ（Soultz-sous-Forêts）における欧州 HDR プロジェクトへの投資額

は大きく、このプロジェクトだけで地熱研究予算の約 37%を占めている。 
 
EU 加盟国レベルの研究 

ドイツとフランスの研究開発予算は、EU15 ヵ国の地熱研究資金のおよそ 80%を占

める。ドイツの資金拠出額は、2004 年に 810 万ユーロ、2005 年に 1,080 万ユーロ、

2006 年に 1,120 万ユーロであった。予算は HDR と含水システムの研究にほぼ均等に

配分されている。過去数年間（2001 年～2004 年）、地熱エネルギーは研究開発予算の

13.4%を占めた。フランスが地熱研究に投入した資金は 2001 年に 400 万ユーロ、2002
年に 240 万ユーロであった。これはフランスの再生可能エネルギー研究開発予算の

13%に相当する。 
 
その他の国の研究 

米国の資金投入は過去数年で若干減少している。実際の拠出額は、2004 年に 2,070
万ユーロ、2005 年に 2,130 万ユーロ、2006 年に 1,960 万ユーロであった 7。地熱研究

予算の減少傾向は続いており、全体の 3 分の 2 以上が中長期の研究に投入されている 8。

公的機関と産業界の費用分担は、研究の関連リスクと不確実性によって決められる。米

国エネルギー省（DOE）は、研究者達がプロジェクトの初期段階から産業界と連携する

よう働きかけている。これは、経験上その方が研究を迅速に展開できるためである。 
 
日本は 2003 年に地熱エネルギーに対する支援を終了している。地熱の開発促進を目

的とした調査などの小規模な取り組みが現在も行われている。 
 
 

                                                  
6 http://www.iea-gia.org/ 
7 DoE 2005, p.16 
8 DOE 地熱プログラム責任者 Roy Mink による。 
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図 欧州及びその他の主要国における地熱エネルギー研究開発費の年間平均（2000～2004 年） 
注記：日本のデータは 2000 年～2002 年までのものである。この領域に対する研究・技術開発費は 

2003 年以降徐々に縮小している。 

 
4. 評価と結論 

中心的技術 

次の表は、EC、ドイツ、米国および日本における地熱研究予算の配分を示したもの

であり、技術領域ごとの資金の割合を表している。 
 

重要な領域 EC 米国 日本 ドイツ 

HDR        EGS 
含水システム       

大地結合型ヒートポンプ     

2003 年以降

段階的縮小 
  

■高比率（地熱エネルギー研究資金の 30%以上）■中比率（同じく 15%以上）■低比率（同じく 15%以下） 

 
欧州は EGS 技術に研究・技術開発の重点を置いており、この点において主要な競争

相手である米国の優先事項と共通している。いずれも HDR と含水システムの両方に

取り組んでいるが、EC と加盟国の大半は HDR に力を入れており、米国とドイツは

HDR と含水技術にほぼ均等に力を入れている。特有の地質環境を持つイタリアやアイ

スランドなどの国々は、付加的な技術的選択肢として高エンタルピー資源に取り組ん

でいる。 
 
EGS の研究に関しては、探査、キャラクタリゼーション、地熱資源評価または経済

的な水量または浸水性を得るための貯留層涵養などが重要課題とされている。EU は

HDR の研究で主導的な位置づけにあるが、米国は予算の減少傾向にも関わらず比較的

大きな資金をこの領域に投入している。 
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資金拠出 

2000 年から 2004 年の間、米国は地熱システムの研究開発に 2,190 万ユーロを投入

した。予算が徐々に減少しているとはいえ、米国の資金投入は欧州の 1,600 万ユーロ

や日本の 970 万ユーロを遙かに上回っている。米国の「地熱プログラム」の責任者は、

近年の予算配分が水素や燃料電池に移行していることに加えて、水力や地熱などの伝

統的な代替技術に対する予算枠が削られていることが減少傾向の大きな要因であると

述べている。米国の傾向と異なり、EC やドイツ、フランスなどの加盟国では予算が増

えている。欧州では再生可能エネルギーの研究開発予算のおよそ 5%が地熱エネルギー

に割り当てられている。一方、米国では 11.2%である。 
 
日本では、将来的に地熱エネルギーの役割が大きくなる可能性は低いことが予想さ

れており、2003 年以降地熱研究への資金投入は徐々に減少している。 
 
研究と技術開発 

EGS の商業化を実現させるためには未だ多くの研究を要するため、この領域の研究

開発は中長期的な方向性を持っている。 
 
この技術に競争力を持たせるためには、大幅なコスト削減と同時に予測リスクの軽

減と投資リスク対策の強化をさらに進めなければならず、研究を継続して行うことが

極めて重要となる。電力事業者が十分な自信を持ってこれらのシステムを活用できる

ようになるには、これらのシステムが数年にわたり順調に稼働したという実績が必要

である。 
 
出典：The State and Prospects of European Energy Research 

http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/portfolios_report_en.pdf（p73-p77） 
 

翻訳：山本 かおり 
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【再生可能エネルギー特集】バイオ燃料 

 
EU におけるバイオ燃料の普及状況 

－欧州委員会の提言－ 

 

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

発表した（998 号「欧州の気候変動とエネルギーの総合政策」参照）。これら一連の政

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

では「再生可能エネルギー特集(2)」として、このうち「EU におけるバイオ燃料の普

及状況」を取り上げて紹介する。 
 

 
目次 
1. バイオ燃料による利益 
2. バイオ燃料指令 
3. 進捗状況の評価 
4. 運輸部門の石油依存を軽減するための EU の決意表明 
5.  バイオ燃料政策における効率の必要性 
6.  バイオ燃料の推進が経済と環境に与える影響 
7.  前進への道 
8.  バイオ燃料指令の改正案 

 
本稿では、第 1～5 章の概要を紹介のうえ、第 6～8 章の全文を紹介する。 

 
1. バイオ燃料による利益 

・ バイオ燃料は、運輸部門の石油代替として当面唯一有力なもの。 
・ 石油依存の低下は EU のエネルギーの安全保障につながる。 
・ また、バイオ燃料の普及は温室効果ガス(CO2)の排出削減につながる。 
 

2. バイオ燃料指令 
 2003 年の指令が目標とする輸送用燃料中のバイオ燃料シェアは、2010 年に 5.75%、

2005 年に 2%（中間目標）であるが、義務的なものではなかった。 
 
3. 進捗状況の評価 

① 2005 年のバイオ燃料シェアは 1%（別表 1 参照） 
・  指令の中間目標未達。各国目標の積み上げ値 1.4%も未達。 
・設定した国別目標に達したのはドイツとスウェーデンだけ。 

② 2010 年の各国目標の積み上げ値は 5.45%（別表 2 参照） 
・指令の目標 5.75%には未達。 
・このままでは EU の 2010 年目標が達成される見込みはほとんどない。 
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③ ドイツ（主にバイオディーゼル）とスウェーデン(主にエタノール)の例 
・ バイオ燃料の単体使用、高濃度または低濃度の混合使用、およびそうした使用 

形態に対応した設備や車両の開発を促進した。 
・ 税の減免を実施。 
・ 国産と輸入の併用（スウェーデンはブラジル産エタノール、ドイツは他の EU 

加盟国産バイオディーゼル）。 
④ 税制インセンティブに加えて（あるいはこれに換えて）一定量のバイオ燃料使用

を義務づけた国もある（フランス、オーストリアは 2005 年から実施）。 
 
4. 運輸部門の石油依存を軽減するための EU の決意表明 

・ 任意では無く、義務的な目標が必要。また加盟各国の個別の取組ではなく、EU
としての統一的な取組が必要。 

・ 目標は「再生可能エネルギーロードマップ」に示したとおり、2020 年に 10%が

適切。 
 

5. バイオ燃料政策における効率の必要性 
・ 投資家に確信を与え、自動車メーカーに対し必要とされる燃料の情報を提供する

フレームワークの構築。 
・ 事務的な負担の 小化。 
・ 温室効果ガス削減と環境に優しいバイオ燃料生産方法の奨励。 
世界のパーム油生産量は 2001/02（収穫年度）から 2005/06（収穫年度）の間に約 1,000

万トン増加している。これらは、バイオ燃料市場ではなく食料市場の需要に起因している。 
 
6. バイオ燃料の推進が経済と環境に与える影響 

バイオ燃料が経済と環境に与える影響について、不正確な情報が広まっている。例

えば、1990 年代にはバイオ燃料の生産によって排出される温室効果ガスを二酸化炭素

の排出量だけで評価する傾向があった。化学肥料の使用や耕作による亜酸化窒素の排

出は考慮されていなかった。亜酸化窒素の地球温暖化係数（GWP）は、同質量の二酸

化炭素の約 300 倍である。これらの排出量が考慮されなかったことにより、バイオ燃

料の利点である温室効果ガスの削減量が誇張される結果となった。 
 

より 近では、欧州のバイオディーゼル消費はインドネシアとマレーシアでパーム

油の生産を加速化させており、森林破壊と自然環境の破壊を引き起こしているという

主張も広く行われている。実際は、バイオディーゼルの生産に使用されるパーム油は

微々たるものであり、2005 年の推計は 3 万トンである 1。一方、世界のパーム油生産

量は 2001/02（収穫年度）から 2005/06（収穫年度）の間に約 1,000 万トン増加してい

                                                  
1 Stéphane Delodder (Rabobank), Increased demand for EU rapeseed, presentation to 
Agra   Informa conference, Brussels 24-25th October 2006. 
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る。これらは、バイオ燃料市場ではなく食料市場の需要に起因している。 
 

過去のバイオ燃料の普及がこれら 2 つの地域の森林破壊に影響を与えていないにせ

よ、とりわけバイオ燃料の利用が大幅に増加する見通しの下では、持続可能な未来に

貢献するバイオ燃料促進政策が不可欠であることは明らかである。 
 

そのため、欧州委員会はこの報告書の作成にあたりバイオ燃料の使用が経済と環境

に与える影響を公正に評価することに努めた。その詳細は付随する調査報告書“Staff 
Working document”2 で述べられている。これを基に、バイオ燃料の推進が経済と環

境に与える影響について以下の結論が導き出された。 
 
コスト 

バイオ燃料使用の追加コストは、石油価格、輸入比率および農業市場の競争力によ

って決まる。石油価格を欧州委員会がベースラインとする＄48/バレルとすると、バイ

オ燃料の市場シェア 14%の達成に要する直接的な追加コストは（従来型燃料との比較

で）2020 年に推計 115～172 億ユーロとなる。石油価格を＄70/バレルとすると、52
～114 億ユーロまで下がることが予想される。しかし、 先端の技術を用いたとして

も、EU で生産されたバイオ燃料が化石燃料と価格面で競合することは、少なくとも

短中期的には難しいであろう。「EU バイオ燃料戦略 3」は、現在の技術を用いて EU
で生産されたバイオディーゼルはおよそ€60/バレルで石油価格に並ぶと予測している。

一方、バイオエタノールはおよそ€90/バレルで石油価格と競合できるようになる。こ

の報告書と一緒に採択された調査報告書（Staff Working document）によると、バイ

オディーゼルとバイオエタノールの損益分岐点はそれぞれ€69～76 と€63～85 である。

なお、この調査報告書は欧州委員会の共同研究センター（JRC）による Well to Wheel
分析 4 に基づいている。 
 

第二世代バイオ燃料は商業化には至っておらず（2010～2015 年に商業化される見通

しである）、第一世代バイオ燃料よりも割高である。2020 年にはコストが下がる見通

しである。この年には、第一世代と第二世代のバイオ燃料が共に市場に流通する可能

性がある。 
 
安定供給の確保 

バイオ燃料は短期的なエネルギー安定供給に貢献する。これは石油の備蓄によって

混乱を回避する必要性が軽減される為である。その利益を金額に換算すると年間およ

                                                  
2 http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/08_biofuels_progress_report_annex_en.pdf 
3 EU Strategy for Biofuel COM(2006) 34 
4 「一次エネルギーの採掘から車両走行による消費まで」の意で、自動車を利用するために必

要な燃料の生産から消費までのいわゆるエネルギーチェーンサイクル全体を評価する手法。 
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そ 10 億ユーロになると推計される（バイオ燃料の比率を 14%と仮定）。 
 
長期的な安定供給を確保する 善の方法は、エネルギー源の多様化である。運輸部

門はどちらかというとエネルギーの多様性に乏しい。バイオ燃料を導入すると、燃料

の種類と生産地域が多様化し、エネルギーの多様化が促進される。その恩恵をどのよ

うに貨幣換算するかは定まっていない。 
 

バイオ燃料は様々な原料から作ることができる。安定供給の恩恵を 大限に得るた

めには幅広い原料を使用できる状態にしておくことが望ましい。域内のバイオ燃料と

様々な地域から輸入されたバイオ燃料を広く用いる方が、 もコストの低い生産国（サ

トウキビはブラジル、パーム油はマレーシアとインドネシア）に全面的に依存するよ

り多くの恩恵を得ることができる。また、第二世代バイオ燃料を市場に導入して利用

可能な原料をさらに増やすことが望ましい。 
 
その他の経済的影響 

主に域内生産によって2020年までにバイオ燃料比率14%を達成する場合、それ以外

の方法によって達成する場合と比較して、EUの雇用は 大144,000人増加し、EUの

GDPは 大0.23%増加することが予想される5。 
 

欧州におけるバイオ燃料の輸入需要は、EU の貿易相手国との関係改善に貢献する

ものであり、バイオ燃料を低価格で生産・輸出できる可能性を持つ発展途上国に新た

な機会を提供することにも繋がる。 
 

通商政策によって拡大する EU バイオ燃料市場へのアクセスを促進することは、現

在の自由貿易交渉を成功に導くことにも役立つ可能性がある。 
 

EUは一部のバイオ燃料を大幅に輸入制限している。中でもエタノールはおよそ 45%
の従価税という関税で保護されている。バイオディーゼルや植物油等のその他のバイ

オ燃料に対する輸入税は 0～5%と遙かに低い。WTO のドーハラウンドを取り巻く情

勢が不透明なことから、近いうちに世界的な自由化によってこのような保護が緩和さ

れるか否かは現時点では明らかでない。ドーハラウンドと平行してメルコスール（南

米南部共同市場）等との自由貿易地域交渉が行われており、競争力のあるエタノール

生産者の EU 市場へのアクセス改善に関する交渉が行われている。ACP 諸国（アフリ

カ、カリブ、太平洋地域の国々）、後発発展途上諸国および EU の「GSP6 プラス制度」

                                                  
5 雇用数は、農業部門で 190,000 人、バイオ燃料の生産と流通で 46,000 人、食品産業で 14,000

人増加する見通しである。一方、サービス部門で 35,000 人、従来の燃料部門で 21,000 人、

運輸部門で 16,000 人、エネルギー部門で 14,000 人、その他の産業部門で 22,000 人が減少

する見通しであり、結果として増加分は相殺されることが予想される。 
6 GSP：Generalized System of Preferences（一般特恵関税） 
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の恩恵を受ける国々は、欧州市場に対する無税のアクセスが無制限に認められている。

持続可能なバイオ燃料の EU への供給が制限される見通しとなった場合、EU は追加

的な市場へのアクセスが市場の発展 7 を促す選択肢になりうるか否かを直ちに検討す

る必要がある。 
 

研究・技術開発とその他の施策による第二世代バイオ燃料の開発は、イノベーショ

ンを後押しし、再生可能エネルギー部門における欧州の優位な立場を維持することに

貢献する。 
 
温室効果ガス排出 

も経済性に優れた方法を使って欧州で生産した第一世代バイオ燃料は、Well-to-
wheel評価8によると、温室効果ガスの排出が従来の燃料より35～50%少ない。他の生

産方法を使った場合の温室効果ガス排出は、これよりも大きい場合と小さい場合に分

かれる。一例として、石炭を燃料とした工場でのエタノール生産（副産物を動物飼料

として利用）は、従来の燃料と比べて温室効果ガスの排出が多いと試算されている。 
 

ブラジルにおけるサトウキビを原料とするエタノール生産は、約 90%の温室効果ガ

ス削減に繋がる。パーム油と大豆を原料とするバイオディーゼル生産は、それぞれ約

50%と約 30%の温室効果ガス削減に繋がる。 
 

第二世代バイオ燃料の製造工程は、市場導入の準備が整った段階において、約 90%
の排出削減をもたらすことが予想される。 
 

バイオ燃料の生産を目的とした干拓は、蓄積された炭素の損失を伴う。これをバイ

オ燃料による温室効果ガスの排出削減で補うためには数百年を要する。 
 
バイオ燃料の市場シェアが 14%に達すれば、現在と比べて CO2 換算で年間 1.01～

1.03 億トンの温室効果ガス排出削減が見込まれる。 
 
その他の環境面の影響 

バイオ燃料作物の栽培が適切な土地で行われれば、バイオ燃料の比率が14%に達す

ることによる環境面の影響（温室効果ガス以外）は管理可能なものになるだろう。 

                                                  
7 EU の貿易政策上の重要課題は、温室効果ガス削減と熱帯雨林の破壊防止への貢献が明白な

バイオ燃料の輸出を促進するための方策を見いだすことである。この点で、本文の「前進へ

の道 4)」で述べるインセンティブ又は支援システムを補完するために輸出相手国又は生産業

者と共に認証システムを作り上げることが前進への道となりうる。しかし、それにはさらな

る研究と議論を要する。 
8 Well-to-wheel 評価による輸送用燃料の算定はライフサイクル分析と似ているが、製造プラン

トと設備の建設に伴う排出量は除外される。実際にはごく僅かな差である。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1001号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1001/
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バイオ燃料の利用拡大が熱帯雨林や大きな価値を持つ動植物の生息地など不適切な

土地での原料栽培に結びつけば、環境に大きな影響が及ぶ恐れがある。14%のバイオ

燃料比率を達成するためにこのような土地を利用する必要はない。 
 
EU は燃料品質と乗用車の排出量に関して厳しい基準を定めており、バイオ燃料の

使用量が変化しても汚染物質の排出量に大きな影響を与えないことが予想される。 
 

燃料品質に関する EU 指令を改正し、2020 年までに普通乗用車エンジンへのバイオ

燃料混合比率を大幅に高めるための段階的な取り組み方法を決める必要がある。 
 
7. 前進への道 

以下はこのレビューの結論である。 
1) このレポートはバイオ燃料指令4(2)9に関連して欧州議会と欧州理事会に報告する

ものであるが、2010年目標の達成が困難な理由を「十分な根拠がある」或いは「新

たな科学的証拠に基づいている」として正当化することはできない。 
2) 欧州理事会と欧州議会は、バイオ燃料の利用拡大がエネルギー安定供給の確保と温

室効果ガスの削減に大きく貢献することを確信して然るべきである。バイオ燃料の

利用拡大は、運輸部門のほぼ全面的な石油依存を軽減する唯一の方法であり、運輸

部門の温室効果ガス排出を大幅に削減できる数少ない方法の一つでもある。 
3) 運輸部門の石油依存を軽減する考えを明確に打ち出すため、EUはバイオ燃料推進

政策によって新たな一歩を踏み出す必要がある。 
4) バイオ燃料政策から温室効果ガス削減の恩恵をさらに引き出し、環境面のリスクを

小限にすることは、インセンティブまたは支援策などの単純なシステムにより可

能である。例えば、生物多様性に富む土地をバイオ燃料作物の栽培用に転換しない

ように働きかけたり、不適切な手順によるバイオ燃料の生産に歯止めをかけたり、

或いは第二世代バイオ燃料の製造工程の普及を促すことである。このシステムは、

域内生産と輸入を差別するものであってはならず、また貿易の障壁となるものであ

ってはならない。このシステムが与える影響を評価し、運用を監視しながら、内容

の充実を図っていく必要がある。 
5) このシステムは、安定供給の確保で得られる恩恵を減じることのないように策定さ

れなければならない。その恩恵は、エネルギー源、バイオマスの種類および輸入地

域の多様性から得られるものである。したがって、このシステムは一種類のバイオ

燃料または作物を優遇するのではなく、環境に優しいバイオ燃料の製造法を広く奨

励するものでなければならない。域外の国々も含めあらゆる種類のバイオ燃料また

                                                  
9 指令のこの規定に従えば、EC は欧州議会と欧州理事会に対してバイオ燃料使用の進捗状況

を報告し、必要に応じて指令 3(1)が規定する目標体系（2005 年に 2%、2010 年に 5.75%）

の見直しを提案することになっている。この報告書で目標達成が困難な理由を「正当な根拠

がない」或いは「新たな科学的証拠に基づいていない」と結論づけた場合、導入可能な義務

的目標を含めた国別目標を適切な方法で提示しなければならない。 
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は作物を考慮することが必要である。 
 
現在 1%のバイオ燃料比率を 10%に高めるためには次の施策が必要になるだろう。 

・ 燃料品質指令とディーゼル基準 10 を段階的に修正する。その際、技術進歩と大気質

目標を考慮に入れ、現在の水準を大幅に超える混合比率で日常的にバイオ燃料を使

用することを認める。 
・ より高比率の混合に対応する新車の価格を下げる 11。 
・ 石油産業で蒸気圧の低いガソリンをベースストックとして販売する。或いは、少量

のエタノールをガソリンに混合することによる蒸気圧の変化を考慮に入れ、燃料品

質指令を修正する 12。 
・ 第二世代バイオ燃料の利用可能性（EU の乗用車が今後もガソリンからディーゼル

に移行し続ければ、BTL13 の商業化が特に大きな重要性を持つことになる） 
・ EU 及び東方近隣諸国で植林を行い、菜種の栽培をさらに進める。 
・ バイオ燃料の環境上の安全を確実に保証することのできる施策を行う。この中には、

温室効果ガスの排出がむしろ増えたり、或いは生物多様性の大きな損失に繋がった

りするようなバイオ燃料の使用を防ぐことが含まれる。また、欧州委員会による定

期的な監視を実施し、バイオ燃料の生産と利用が環境に与える影響を

well-to-wheel 評価に基づいて報告する必要がある。 
・ 輸出国と国内生産者の双方が欧州市場の拡大がもたらす機会に確信を持って投資

することができるよう、引き続きバイオ燃料の国際取引に対して均衡のとれたアプ

ローチをとる。 
 

再生可能エネルギーロードマップの影響評価書が示すように、2020 年までにバイオ

燃料比率 10%を達成するためには、第二世代バイオ燃料に部分的に依存するだけで足

りる。しかしながら、第二世代バイオ燃料を開発すれば、この比率を達成することで

得られる温室効果ガス削減と安定供給の確保という効果をより大きくすることができ、

さらにはより高い比率の達成も容易にすることができるだろう。また、第二世代バイ

オ燃料の開発は、EC 及び各国の研究開発計画による支援に加えて、市場を基盤とする

インセンティブとバイオ燃料推進のための中期的な枠組みの構築を必要とする。 
バイオ燃料指令の改正は、それ自体でこれらを実現させるものではない。EU 及び

産業界、農業部門、加盟諸国の持続的な取り組みが必要である。しかし、指令改正に

                                                  
10 Standard EN590 
11 例えば、スウェーデンでは 大 85%のエタノール混合に対応できる乗用車が普通の乗用車

と同じ価格帯で販売されている。また、ブラジルでは 0～100%のエタノール混合に対応でき

る乗用車が普通の乗用車と殆ど変わらない価格で販売されており、これらが 2006 年に販売

された新車の約 80%を占めている。 
12 ガソリンにエタノールを混合すると蒸気圧が上昇し、大気中への炭化水素排出が増加する。

このため、光化学スモッグの発生が増大する懸念がある。 
13 Biomass To Liquids：ガス化合成液体燃料（バイオマスからのガスを合成して製造した液体

燃料。軽油に性状が近い。） 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1001号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1001/
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よって新たな枠組みを構築しない限り、これらが実現する可能性は殆どないか或いは

皆無であろう。 
 
8. バイオ燃料指令の改正案 

EUはバイオ燃料指令を次のように改正する必要がある。 
・ 運輸部門の石油依存を軽減し、低炭素経済に移行する決意を表明する。 
・ 2020年のバイオ燃料比率に 低基準を設ける（10%）。 
・ 不適切なバイオ燃料の使用を確実に抑制し、環境に優しく安定的な供給に繋がるバ

イオ燃料の使用を奨励する。 
 

欧州委員会はこの提案を 2007 年中に行う予定である。 
 

出典：COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND 
THE EUROPEAN PARLIAMENT－Biofuels Progress Report 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0845en01.pdf 

 
翻訳・編集：山本 かおり 
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別表 1 EU 加盟国におけるバイオ燃料の普及状況（2003～2005 年） 
国名 バイオ燃料比率 バイオ燃料比率 バイオ燃料比率 国別目標値

  2003（%） 2004（%） 2005（%） 2005（%） 
オーストリア 0.06  0.06  0.93  2.50  
ベルギー 0.00  0.00  0.00  2.00  
キプロス 0.00  0.00  0.00  1.00  
チェコ共和国 1.09  1.00  0.05  3.70 注 1 

デンマーク 0.00  0.00  該当データなし 0.10  
エストニア 0.00  0.00  0.00  2.00  
フィンランド 0.11  0.11  該当データなし 0.10  
フランス 0.67  0.67  0.97  2.00  
ドイツ 1.21  1.72  3.75  2.00  
ギリシャ 0.00  0.00  該当データなし 0.70  
ハンガリー 0.00  0.00  0.07  0.60  
アイルランド 0.00  0.00  0.05  0.06  
イタリア 0.50  0.50  0.51  1.00  
ラトビア 0.22  0.07  0.33  2.00  
リトアニア 0.00  0.02  0.72  2.00  
ルクセンブルグ 0.00  0.02  0.02  0.00  
マルタ 0.02  0.10  0.52  0.30  
オランダ 0.03  0.01  0.02  2.00 注 2 

ポーランド 0.49  0.30  0.48  0.50  
ポルトガル 0.00  0.00  0.00  2.00  
スロバキア 0.14  0.15  該当データなし 2.00  
スロベニア 0.00  0.06  0.35  0.65  
スペイン 0.35  0.38  0.44  2.00  
スウェーデン 1.32  2.28  2.23  3.00  
英国 0.026 注 3 0.04  0.18  0.19 注 4 
EU25 ヵ国 0.5% 0.7% 1.0%注 5 1.4% 

注記：12006 
   22006 
   3 容量で 0.03%、エネルギー含有率 0.026%に相当、バイオディーゼルの比率を 100%と仮定 
   4 容量で 0.3%、エネルギー含有率 0.19%に相当、バイオディーゼルとバイオエタノールの比率を

各 50%と仮定 
   5 推計 
出典：バイオ燃料指令に基づく国別報告 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1001号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1001/
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別表 2 バイオ燃料比率の国別目標値（2006～2010 年） 
% 2006 2007 2008 2009 2010 

オーストリア 2.50  4.30  5.75  5.75  5.75  
ベルギー 2.75  3.50  4.25  5.00  5.75  
キプロス           
チェコ共和国 1.78  1.63  2.45  2.71  3.27  
デンマーク 0.10          
エストニア 2.00        5.75  
フィンランド           
フランス     5.75    7.00  
ドイツ 2.00        5.75  
ギリシャ 2.50  3.00  4.00  5.00  5.75  
ハンガリー         5.75  
アイルランド 1.14  1.75  2.24      
イタリア 2.00  2.00  3.00  4.00  5.00  
ラトビア 2.75  3.50  4.25  5.00  5.75  
リトアニア         5.75  
ルクセンブルグ 2.75        5.75  
マルタ           
オランダ 2.00  2.00      5.75  
ポーランド 1.50  2.30  注 1 注 2 5.75  
ポルトガル 2.00  3.00  5.75  5.75  5.75  
スロバキア 2.50  3.20  4.00  4.90  5.75  
スロベニア 1.20  2.00  3.00  4.00  5.00  
スペイン           
スウェーデン         5.75  
英国     2.00 注 3 2.80 注 4 3.50 注 5 

EU 全体         5.45 注 6 
注記：12007 年 6 月 17 日までに設定される予定 

21 に同じ  
3 容量で 2.5%、バイオ燃料の販売に占めるバイオディーゼルの割合を 100%と仮定 
4 容量で 3.75%、バイオ燃料の販売に占めるバイオディーゼルの割合を 66%と仮定 
5 容量で 5% 
62010 年の目標を報告した加盟諸国に関する数字 

出典：バイオ燃料指令に基づく国別報告 
（但し、フランスに関してはバイオ燃料指令見直しに関する公開審議会への回答） 
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【再生可能エネルギー特集】  電力網   
 

欧州におけるエネルギー研究の現状と展望―電力網 
 

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

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

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

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

分析を行っている。 
本稿では、「電力網」を取り上げ、その全文を紹介する。なお、電力網は、再生可

能エネルギーと直接関係するものではないが、太陽光発電、風力発電といった再生可

能エネルギーを利用した発電システムを運用する場合、発電出力が変動するため、燃

料電池、小型ガスタービン発電機、電力貯蔵設備等と組み合わせて出力を安定させ、

電力系統に連系させる事が多い。そこで、今回の特集で取り上げるものである。 
 
 
 
 
 
 
1．概要：主な研究領域と主要国 

 
  電力網 

研究開発領域 分散型電源、送電、蓄電、高温超電導体、そ

の他の統合プロジェクト 
商業化の状況 技術開発・実証 
主要国 アメリカ、日本、カナダ 
期待される EU エネルギー政策

目標への貢献 
欧州全域にわたる単一の開かれた電力市場を

発展させるために重要 
EC の政策による後押し EU 指令 
主要加盟国 フィンランド、ドイツ、オランダ、イタリア

 
欧州の電力産業はまだ改革中である。卸売・小売の両部門で競争が促されている。

単一の開かれた電力市場を発展させる前提条件として、EU加盟国が各国の電力網を相

互接続する必要がある。電力供給における地理的な制約を取り除けば、競争が増え、

品質や信頼性、セキュリティ、安全性の強化につながるだろう。しかし、欧州全域に

わたる共通な電力網を開発するには大規模な技術変革と規制の変更が必要である。 
 
分散型電源は欧州共通の統一電力市場を発展させる上でも重要な役割を果たすだろ

－ 目次 － 
１． 概要：主な研究領域と主要国 
２． EC、加盟国及びその他の国の研究目標 
３． 電力網技術の研究資金 
４． 評価と結論 
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う。また、高信頼・高品質で費用対効果の高い、家庭や企業向けの電力の選択肢の一

つである。さらに、電力系統の停電中にも継続して確実に需要家に電力を供給するこ

とを可能にする。分散型電源を電力網に相互接続することは、統一電力市場を発展さ

せるための重要課題である。 
 
2．EC、加盟国およびその他の国の研究目的 
 
FP61でECが行う電力網分野の主な研究領域は以下のとおりである： 
・分散型エネルギーの大規模な推進 
・系統連系アプリケーション用のエネルギー貯蔵技術とシステム 
・実現技術 
 

欧州レベルでの電力網研究や分散型電源の研究分野において、的を絞った調整と協

力が行われた秀例として「EU-DEEPプロジェクト」がある。 
 

EU-DEEPプロジェクトは、2004年1月～2009年7月まで実施される、総額2,890万ユ

ーロ、ECの資金拠出額1,500万ユーロのプロジェクトである。 
 
このプロジェクトは技術基準と規格の改善を推し進めるとともに、欧州における分散

型電源技術の受容を促進しており、注目に値するプロジェクトである。同プロジェクト

は、分散型電源の発展に役立ち、既存の電力網へ組み入れることを促進するだろう。 
 
EU-DEEPプロジェクトの一環として、欧州における分散型電源インフラの発展を促

進することを目的に、欧州の15の国々（加盟国9、新加盟国5、トルコ）から39の参加

者（産業界、銀行、公共機関、研究機関、政府機関）が集った。このプロジェクトで

は、分散型エネルギーにより恩恵を享受しうる5つの市場区分が規定され、これらの市

場区分の需要を満たすのに必要な研究開発を振興することを目指している。 
 
このプロジェクトの主な技術目標は以下のとおりである： 
・8,000万の需要家の統計データーベース（少なくとも8ヵ国が含まれる）を基にした

欧州の需要モデルをつくる。 
・分散型エネルギーを、既存、将来の配電網にスムーズに組み込むことを可能にする

ための重要な要素技術と制御手法を特定する。 
・分散型エネルギー技術と市場機会についての研究を専門とする欧州能力グループ

（ECG: European Competence Group）を創設する。 
 

                                                  
1 編集部注 FP6：第 6 次欧州研究開発フレームワーク計画（期間：2002～2006 年）。その前が FP5。

なお、FP7 が 2007 年 1 月から始まっている。 
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ECによる開発のもうひとつの重要なプロジェクトには、「エネルギーの進化を組み

込んだ柔軟な電力ネットワーク(FENIX: Flexible Electricity Networks to Integrate 
the Expected Energy Evolution)」がある。このプロジェクトの目的は、分散型エネ

ルギーを大規模仮想発電所(LSVPP: Large-Scale Virtual Power Plants)へ集約し、管

理を分散化することによって、分散型エネルギーの電力システムへの貢献度を 大化

し、後押しすることである。 
 
 FENIXは2005年10月開始、2009年9月終了予定の、1,400万ユーロのプロジェクト

である。このプロジェクトにより、分散型エネルギーのインフラ開発が促進され、既

存のインフラへの組み込みが促進されることが期待されている。 
 
 FENIXプロジェクトの一環として、欧州諸国から18の参加者（送電／配電システム

の運用関係者、製造業関係者、研究機関関係者など）が集まった。そして分散型エネ

ルギーをベースにしたシステムを将来のコスト効果の高い、安全で持続可能な欧州の

電力供給システムとするため、技術的なアーキテクチャおよび市場の枠組みの概念検

討・設計・実証を行った。 
 

このプロジェクトの目標は以下のとおりである： 
・分散型エネルギーの現実的な普及度を二つの将来計画（EU北部・南部）で評価し、

電力系統への分散型エネルギーの貢献度を分析する。 
・階層化された通信と制御ソリューションの開発を行う。下記がその具体例である： 
 - エネルギー市場やその付帯サービス市場に多種多様なサービスを提供するため

に、柔軟性と制御性を特徴とする大規模仮想発電所を開発する。 
 - 大規模仮想発電所に連系する装置の管理を受け持つ、分散型エネルギー側のロー

カルソリューションを開発する。 
 - 仮想大規模発電所の発電量をネットワーク上で管理できる新しい能力を備えた送

配電サービス運用者用の新世代ツールを開発する。さらに、この電力を評価する

市場を発展させる。 
・二つの大規模なフィールド展開を通じた妥当性の検証： 

(1)国内の熱電供給の集約 
(2)「国際的なネットワークの管理・市場」に統合された大規模仮想発電所内の 

大規模な分散型エネルギー源 
 

同プロジェクトは以下の成果を達成することを主要な目標としている： 
・集中型発電の発電量を減らす 
・送配電網の稼働率を上げる 
・システムのセキュリティ強化 
・総費用の削減とCO2の削減 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1001号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1001/
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FP7では、電力網の研究は、分散型電源と再生可能エネルギーを欧州の電力網に統

合する研究及び実証に重点的に取り組む、「スマート･エネルギー･ネットワーク」の

枠組み内で取り扱われる予定である。 
 

研究予定は以下のとおりである： 
・分散型電源と再生可能エネルギー源の開発のための、全ての障壁を取り除くこと

に努める。 
・セキュリティ、信頼性、及び供給の質の課題に取り組み、欧州の電力市場をスム

ーズに機能させる 
・技術的ソリューションと法規の研究のために、適切な知識を提供する。 

 
既存のFP5とFP6の研究クラスター「再生可能エネルギーと分散型電源の統合

(IRED: Integration of Renewable Energies and Distributed Generation)」により、

「将来の電力ネットワークイニシアティブ」が設立された。このイニシアティブの初

期目標は、欧州の送配電システムの効率性と安全性、信頼性を向上させることと、FP7
の「スマートエネルギーネットワーク」の優先順位案に沿って、分散型エネルギーと

再生可能エネルギーを大規模に統合する上での障害を取り除くことである。 
 

電力系統と分散型電源の間の電力フローを制御できるインテリジェントグリッドの

開発も、今後さらに研究が進められるだろう。 
 
電力網の研究、再生可能エネルギーと分散型電源の電力網への統合についての研究

を行っている欧州の主要国は、フィンランド、ドイツ、イタリア及びオランダである。

しかし、大半の電力網研究は再生可能エネルギー関連技術や分散型電源技術（燃料電

池など）と結び付いている。系統連系は、これらの技術研究の代表的な構成要素の一

つである。このため、この分野の研究を再生可能エネルギー分野や分散型電源分野の

研究から切り離すことは極めて難しく、電力網技術（単独）のための的確な資金拠出

を行うことも困難である。 
 
ドイツは加盟国の中で も電力網研究が盛んな国である。特に風力に重点的に取り

組んできたことから、送電の研究や、系統の安定性関連の研究が活発に行われている。 
 
北欧諸国は再生可能エネルギーの相互接続の研究に重点を置いている。また、イギ

リスも、研究の勢いを増すことが予測される。 
 
フィンランドは、分散型エネルギーシステムの国家単独のプログラム(DENSY2)を有

する、欧州でおそらく唯一の国である。このプログラムは2003年から2007年末まで実

                                                  
2 TEKES 2003: DENSY – Distributed energy systems 2003–2007 
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施されており、分散型電源のシステム統合と商業サービスに焦点を置いている。 
 
米国エネルギー省の統合に関するプログラムは、以下の分野に重点を置いている： 

・予防（Prevention） 
・検知（Detection） 
・応答（Response） 
・現代化（Modernisation） 
・市場の開発にとって重要な非技術的分野 

 
米国では幾つかの注目すべき研究イニシアティブがある： 

・ グリッドワイズ(GridWise3)は、エネルギーインフラやプロセス、デバイス、情報、

および市場を、より効率的な発電・配電・消費が可能な協同機構に統合することを

目的としている。新しい技術が、より高価値な選択肢を従来のインフラにもたらす

場合は、システムに組み入れられることになる。 
・ EPRI（米国の電力会社が資金拠出し運営している大規模な研究機関）のインテリ

グリッド（Intelligrid）は、高度な電力システム運用や需要家サービス機能向上に

つながる可能性があるシステムの効果的な統合を、官民協働で促進している。 
 

2000年～2004年の間、産業界からインテリグリッドに1,260万ユーロの資金提供が

行われた。このプロジェクトは注目に値する。その理由はこのプロジェクトが、シス

テムのアップグレードと近代化を行うことで、電力システムの改善を促進したからで

ある。 
 

インテリグリッドプロジェクトはシステムの幾つかの機能的ギャップに対処し、知

的インフラを構築することを目的としている。重点取組事項は以下のとおりである： 
 
・通信インフラとオープン・アーキテクチャ・インターフェイスの構築。 
・電力インフラをモデル化、分析するための高速且つ適格な計算法の開発。 
・インフラのSQRA（セキュリティ、品質、信頼性及び可用性）要件の特性を明らか

にする。 
・自動化、リアルタイム監視、及び電力供給システムの制御を支援するための、費用

効果の高い技術の開発・構築。 
・分散型エネルギーがエネルギー市場の一翼を担うことを可能にする。 
・電力供給、負荷、及び市場データの効果的な予測ツールの開発。 
・需要家と企業が、環境に優しい形でエネルギー利用の制御や 適化、管理を行うの

に役立つような高価値・高費用効果の製品とサービスの創造。 
 
                                                  
3 http://gridwise.org/ 
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 高速なシミュレーションやモデリングツールのための機能要件、アプリケーション、 
ならびに双方向の需要家ポータルの設計などが、このプロジェクトの主な成果である。 

 
同プロジェクトは、長期にわたる利用で、設備あたり何百万ドルもの節約を達成す

ることを目標にしている。改良型電力供給システムの経済的利益は、全産業ベースで

年間推定6720億ユーロに達する。システム全般のソリューションは信頼性を向上させ

ることが予測され、産業全体で年間269億ユーロの経済的利益をもたらすことが期待さ

れる。オープン・アーキテクチャ仕様を具体化することは設備投資の必要性を減らす

ことになり、産業全体における利用でも数千万ドルの節約ができる。 
 
また、同プログラムは、エネルギー貯蔵や、知的エージェント・知的センサー、詳

細な故障箇所の検出、及びエネルギー効率の分野において、新たな領域の研究や技術

評価を可能にすることも期待されている。 
 

日本の電力網技術や、再生可能エネルギーと分散型電源の統合の技術開発4では、以

下に重点が置かれている：  
・新電力供給網開発プロジェクト―知的ネットワークの開発や、需要家のニーズに

合わせて異なる品質の電力を供給する品質別(multi-quality)供給システムの開発

などの課題に取り組む。 
・集中連系太陽光発電開発プロジェクト―2003年から運用されているプロジェクト

の一つでは、600の住居用太陽光発電システムを、様々な蓄電池やローカル制御／

中央制御の設備を備えた配電線に接続した。 
・統合実証開発プロジェクト―様々な分散型電源の統合による地域コミュニティ内

での電力供給の実証など。この分野の 近のプロジェクトの一例に、2005年愛知

万博で行われた実証プロジェクトがある。 
 

愛知万博の日本パビリオン5での実証プロジェクトは、特筆すべき大規模な実証プロ

ジェクトであった。 
 
日本の「愛・地球博（愛知万博）2005」は、 先端の代替エネルギー技術を用いた分

散型エネルギーシステムとして世界に類を見ない規模で行われた実証試験場となった。 
 
会場の電力は太陽光発電、燃料電池、及びNaS電池を併用して供給された。燃料電

池は、万博の会場建設や運用の際に出た廃材や廃プラスチックを高温ガス化して得た

ガスや、レストランの生ごみなどから生成した発酵メタンガスなどもエネルギー源と

している。この電力システムによって、日本の長久手パビリオンとNEDOパビリオン

                                                  
4 AIST 2004: Japanese Activities on the Integration of Renewable and Distributed Energy Sources 
5 http://www.expo2005.or.jp/ml/en/23/ 
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で消費される全エネルギーが供給された。NaS電池は、太陽光発電で発電された電力

量の変動の調節や、燃料電池で発電した電力の超過分の蓄電など、電力の充放電に使

用された。以上の機能はマイクログリッドエネルギー制御システム6（分散型電力マネ

ジメントシステム）で制御され、電力量の変動調節、さまざまな原材料から生成され

たガスの調節、及びパビリオンへの安定した電力供給などを行っている。 
 

日本の電力網研究の将来的な動向として、分散型電源のネットワーク化、電力系統

との間の潮流の平準化に用いるための二次電池やパワーエレクトロニクス機器などの

技術への取り組みが増えることが予測される。 
 

カナダ7の電力網統合の研究は以下の主要課題に重点が置かれている： 
・電力網（分散型エネルギー源より構成された）の相互接続の規格・基準の開発 
・電力網に安全に相互接続する為の製品基準と認証規定の採用。 
・分散型電源の普及と電力網統合の技術的制約に取り組む。（電力系統の安定性と

制御、分散型電源の電力品質、保全と信頼性の事例研究、電力システム集合モデ

ル、及びアプリケーションとフィールドテストを含む）。 
・電力網統合に向けて技術的支援や法規的支援を行う。優先度の高い分野は、電力

ネットワーク内の分散型電源統合の費用対効果の研究、電力メーター管理機関に

よる電力系統からの電力の計測、電力系統への電力の計測の実施、価格時間帯別

料金（ピークシェイビングなど）の実施、及び標準的な相互接続の手続きや契約

方法の策定などが挙げられる。 
・分散型電源の監視、計測、需給制御のための通信システム開発。 
 
アメリカ、日本、カナダの電力網関連の研究開発ポートフォリオは、欧州のポート

フォリオと全体的に似通った課題を扱っている。主要な研究分野は、再生可能エネル

ギー技術と熱電供給技術の電力網への統合と、さらに高度化・統合化された電力網技

術の開発である。日本のポートフォリオのみにある興味深いことは、品質別電力供給

システムが主要研究分野のひとつと捉えられていることが挙げられる。これは日本が、

種類や品質、サービスの価格を需要家に合わせて供給可能にする研究について、独立

したマイクログリッド関連企業と密接な連携を行っていることを示している。 
 

電力網統合の研究は、各国毎に開発された技術に重点が置かれる傾向がある。例え

ば日本では、太陽光発電、燃料電池、ならびにエネルギー貯蔵（例：NaS電池―名古

屋の日本碍子株式会社、東京電力株式会社8 が先鞭を切って開発）などの統合の研究

                                                  
6 編集者注 マイクログリッドの基本説明 

http://www1.infoc.nedo.go.jp/kaisetsu/egy/ey07/index.html 
7 Natural Resources Canada 2004: 分散型発電に関するカナダのプログラム。 
8 Sodium Sulphur Batteries, Advanced Energy Storage Technologies (Technical Insights), Frost and 

Sullivan, June 2004 
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支援に重点が置かれている。アメリカでは、超電導体9、送電の信頼性、および配電の

研究開発を支える技術に高い比重が置かれている。これらの分野に対する資金は、

Southwire社（ジョージア州、カロルトン）、American Superconductor (AMSC)社（電

力会社向けアプリケーション用の分散型超電導電力貯蔵システム (D-SMES10: 
distributed superconducting magnetic energy storage system)を開発）が主として開

発した高温超電導(HTS：high temperature superconducting)電力装置やHTS送電ケ

ーブル、HTS電力トランスの開発支援に拠出されている。日本にかつて強力な超電導

電力アプリケーションプロジェクトがあったことは興味深いことであるが、これらの

プロジェクトは日本の電力会社が次世代プロジェクトの支援を止めた為にそのほとん

どが終了された。住友電工は現在、生産した製品をアメリカ市場に投入している。 
 
 
3．電力網技術の研究資金 

 
ECが資金拠出する研究 

欧州委員会はFP6の電力網技術研究の一環として、今まで15のプロジェクトに資金

拠出を行ってきた。プロジェクトの総費用は8480万ユーロであり、うち欧州委員会の

拠出額は5,040万ユーロである。 
 
（注：この報告書が書かれた時点では、5 つのプロジェクトのみの詳細情報しか入手でき

なかった。そのため、この章の分析はこれらのプロジェクトに関してのみ言及して

いる。） 
 

FP6（第3回公募迄）の重点は、分散型電源技術の開発に置かれている。欧州委員会

の電力網技術への総資金拠出額のうち72％近くがこの分野に拠出されており、一つの

プロジェクト(EU-DEEP)がその大半を占めている(1500万ユーロ)。電力貯蔵や再生可

能エネルギー統合に関する各プロジェクトもFP6（第3回公募迄）で資金提供を受けて

いる。 
 
EU加盟国レベルの研究 

かなりの割合の電力網研究が、再生可能エネルギー技術や燃料電池などの分散型電

源技術の研究と関連がある。このため、再生可能エネルギーや分散型電源分野の研究

と、電力網研究を切り離すのは大変難しい。 
 

電力網に関する研究、再生可能エネルギーと分散型電源の電力網への統合について

                                                  
9 Superconducting Magnetic Energy Storage, Advanced Energy Storage Technologies (Technical 

Insights), Frost and Sullivan, June 2004 
10 Emerging Energy Storage Technology markets, B125, Frost and Sullivan, 2003 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1001,  2007.6.6 

55  

の研究を行っている欧州の主要国は、フィンランドとドイツ、イタリア、及びオラン

ダである。 
 

フランス：フランス電力庁(EDF)は、電力網関連の課題や、分散型電源と電力網の

相互接続に関して、積極的に研究している。この分野の研究開発予算は約4000万ユー

ロである。 
 
フィンランド： DENSYは5ヵ年の研究計画（2003～2007年）であり、分散型エネ

ルギーシステムの促進を目的としている。予算総額は推定5,000万ユーロに達するとみ

られ、うち2,100万ユーロをTekes（フィンランド技術庁）が資金拠出している。 
 
欧州電気事業者連盟(Eurelectric)も欧州の電力網関連の課題の整合化に取り組んで

いる。 
 

共通電力網への統合を促進する技術開発のために、国レベル及びヨーロッパレベル

での電力網関連課題専用の資金拠出が必要と考えられる。 
 
米国および日本の研究 

米国のEEREプログラム「配電及びエネルギーの信頼性(Electricity Delivery and 
Energy Reliability)：技術」への2005年の総資金拠出額は1億80万ユーロ11であった。

この拠出資金のうち大部分(45％以上)は高温半導体の研究開発に対するものであった。

続いて、送電の信頼性についての研究開発(約13％)、電力再構築の研究開発(約16％)
であった。約5％は、配電、変電、蓄電、及びイニシアティブ（GridwiseやGridworks
など）の各課題に拠出された。残りの資金は計画の指揮や構築などに分配された。2006
年の予算申請額は8,060万ユーロである。 
 

日本では、政府の大半の研究開発資金は、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発

機構)から供与される。2004年のNEDOによる電力網技術への総資金拠出額は約1億
560万ユーロであった。拠出額の大半(約90％)は再生可能エネルギーやその他の分散型

電源技術の電力網統合に関するプロジェクトに分配された。NEDOはこの技術分野で3
つの大きなプロジェクトを抱えている： 
・新エネルギー等地域集中実証研究(2003～2007年)。2004年度のプロジェクト予算

は4580万ユーロ。 
・ 集中連系型太陽光発電システム実証研究(2002～2006年度)。2004年度のプロジェ

クト予算は4280万ユーロ。 

                                                  
11 “Priorities in the Department of Energy Budget for Fiscal Year 2006”, US. House of 

Representatives, Committee on Science, Subcommittee on Energy, Hearing Chapter, April 27, 
2005 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1001号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1001/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1001,  2007.6.6 

56  

・風力発電電力系統安定化等技術開発(2003～2007年)。2004年度のプロジェクト予

算は690万ユーロ。 
 

資金の残りの10％は電力ネットワーク関連に配分された。新電力ネットワークシス

テム実証研究(2004～2007年)（2004年度プロジェクト予算：1010万ユーロ）の目的は

需要家の電力品質ニーズに応える技術の開発を行うことであり、分散型の新エネルギ

ー電源を用い、妥当性テストを通してシステムが有効であるかを確認する。 
 

日本の電力網研究ポートフォリオの主な特徴の一つに、欧州やアメリカの研究重点

分野の一つである風力発電よりも、太陽光発電や燃料電池の電力網への統合について

の研究の方に、より比重が置かれていることが挙げられる。 
 
 
4．評価と結論 
 
(注：この報告書が書かれた時点では、欧州委員会が資金拠出した5つのプロジェクトの詳

細情報しか入手できなかった。そのため、以下の分析はそれら５つのプロジェクトに

関する分析である。) 
 
中心的技術 

電力網技術分野で欧州委員会が資金拠出した研究は、分散型エネルギー源の開発と、

再生可能やその他の分散型電源の電力網統合に、実質的な重点が置かれていた。FP6に
おける欧州委員会の資金拠出額のうち75％近くがこれらの項目に集中しており、残りの

予算は蓄電技術の開発に当てられた。FP5では送電分野と超電導体分野の研究が行われ

ていたが、FP6ではこれらの分野に全く資金が拠出されなかった（ただし、第3回公募迄

の情報に基づく）。 
 
アメリカの研究は欧州と比較すると、送電網開発、自動化技術の開発、ならびに信

頼性向上の研究に、より重点が置かれている。分散型エネルギー源の開発についても

研究されているが、電力網研究と切り離されている。さらに分散型電源の電力網統合

についても研究されているが、その大半が、関連する分散型電源技術の研究と結びつ

いている。 
 

日本では主に、再生可能エネルギーや分散型電源の電力網統合に重点が置かれている。 
 

欧州委員会による電力網研究は、研究分野が重複していることに苦慮してきた。た

とえば、電力網統合は様々な分散型電源技術の研究の中にも含まれている。研究のこ

のような重複は、減らされるべきである。分散型電源を電力網に容易に統合できるこ
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とを可能にする様々な「プラグ＆プレイ」技術の開発を実現するためには、この研究

課題を他の技術と一緒にするのではなく、むしろ切り離すべきである。また、FP6で
は、アメリカで行われているような自動化の新技術研究に対して、あまり明確な焦点

が当てられなかった。欧州はより効率的で高信頼な新しい電力網技術を開発するため

に充分な研究を行っていかなければならない。 
 
資金拠出 

欧州、アメリカ、そして日本における、電力網やその関連技術への資金拠出を比較

することは難しい。その理由として、電力網関連の研究が様々な分散型電源技術への

資金拠出の中に含まれてしまっていることが挙げられる。 
 
欧州では、様々な分散型電源技術への資金拠出と一緒にするよりも、電力網関連の

課題特に電力網統合に専用の資金拠出を行うべきであるとの考えが一般的である。も

しそれが実現されれば、この研究課題は充分に検討され、研究ポートフォリオの欠落

や重複を確実に防ぐために研究の系統立てと調整を進めることができるようになるだ

ろう。また、送電や蓄電、ならびにその他の電力網技術の開発への資金拠出額が増加

することは、高信頼で 新の域内電力ネットワークを発展させる助力となるだろう。

エネルギー貯蔵は、欧州がアメリカや日本と競争を行うために、さらなる投資が必要

な分野の一つである。 
 
研究と技術開発 

電力網技術の研究は、様々な分散型電源技術の開発に合わせて更なる発展が必要で

あると認識されている。更に技術を開発していくためには、欧州域内での連携と、欧

州以外の主要国との連携を、一層深めていくべきである。「再生可能エネルギー源と

分散型エネルギー源の統合についての第一回国際会議」のような機会は、知識の共有

や共同研究の発展をもたらす。また、このような催しは電力網技術への全体的な関心

を高めることにもつながり、その上うまくいけば、電力網技術専用の資金拠出につな

がるかもしれない（例えば、再生可能エネルギー技術や他の分散型電源技術の資金枠

から資金を独立させられるなど）。これは欧州レベルだけでなく、国レベルでも可能

性がある。大規模な統合電力網を発展させる上で、欧州レベルと国際レベルの双方で

より一層の合同研究が必要なもう一つの分野には、市場法規と規則統一化の進展が挙

げられる。 
 
欧州のテクノロジープラットフォーム・イニシアティブは欧州レベルでの共同研究

を更に促進する積極的措置である。課題の一つは、このイニシアティブのさまざまな

関係者間の利害衝突が起こらないよう努めることである。例えば、現有技術の上で業

務を営む会社と、新技術を開発する会社間での利益の相違が起こる可能性がある。こ

のため、あらゆる関係者の利害の均衡をとらなければならない。政治組織、古株／新
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　海外レポート1001号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1001/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1001,  2007.6.6 

58  

興の技術会社、その他全ての関係者は、技術を更に発展させるために団結する必要が

ある。 
 

欧州はアメリカや日本などの国々と科学技術協定を結んでいるが、これらの協定に

よる共同研究はあまり行われてこなかった。この主要因として、電力網の構造が国に

より異なっていることが挙げられ、そしてこのことが共同研究の共同の目標やイニシ

アティブを策定するチャンスを減らしている。しかし、電力網統合の基準だけでなく、

電力網技術の開発や安全規定の策定といった幾つかの共通課題において、欧州以外の

国との共同研究を進展させる必要があることは明らかである。 
 
 
出典：The State and Prospects of European Energy Research 

http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/portfolios_report_en.pdf (p78-p85) 
 

編集：NEDO情報・システム部、翻訳：大釜 みどり 
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【再生可能エネルギー特集】木質バイオマス 

 
ウッドチップを原料とした新しいバイオ燃料（米国） 

 
ジョージア大学の研究チームが、ウッドチップを原料とする新しいバイオ燃料を開

発した。木材を使った従来の燃料と異なり、まだ名前もつけられていないこの燃料は、

バイオディーゼル燃料や石油系ディーゼル燃料と混合して従来型エンジンの動力源に

することができる。 
 
ジョージア大学工学部の Tom Adams は次のように述べる。「この手法の面白い点は、

非常に簡単なところだ。私達はこの手法によってバイオ燃料の製造コストが格段に下

がることを期待している。」 
 
研究の成果は、米国化学会の学術誌“Energy and Fuels”の電子版に掲載されてい

る。Adams は次のように説明する。「長い間、研究者は木材から燃料油を取り出すこ

とには成功してきたが、従来型エンジンに使用できるようにするための処理を安く効

率的に行うことができなかった。今回、研究チームは新しい化学プロセスを開発し、

特許取得を目指している。このプロセスでは、ディーゼル・エンジンを改造せずに使

用できるように或いはバイオディーゼル燃料や石油系ディーゼル燃料と混合できるよ

うにするための燃料油の処理を低コストで行うことができる。」 
 
以下はこのプロセスの流れである。直径 4 分の 1 インチ、長さ 10 分の 6 インチほ

どのウッドチップとペレットを無酸素状態で高温加熱する。これは熱分解として知ら

れるプロセスである。その結果、木材の乾燥重量の 大 3 分の 1 が炭化し、残りはガ

ス化する。ガスの大部分は液体バイオ油に濃縮され、化学的に処理される。プロセス

終了後は、バイオ油の約 34%（または木材の乾燥重量の 15～17%）をエンジンの動力

源に利用することができる。現在、研究チームは木材からさらに多くの燃料を得るこ

とを目指してプロセスの改善に取り組んでいる。 
 
Adams は次のように述べる。「この研究は、ジョージア州の住民に多大な恩恵をも

たらすだろう。また、ランド・グラント大学※の目的にぴったり合致している。ジョー

ジア州には 2,400 万エーカーの森林地がある。この研究によって、雇用と税収の増加

が期待できるだろう。もう一つの大きな利点は、この燃料によって他州や他国から輸

入する燃料が減る可能性があることだ。」 
 

                                                  
※農科・工科などの設置を条件に連邦政府から州に国用地を賦与され、その費用で設立された

大学。1862 年の連邦法(Morrill Act)に基づいて創設され、勤労者階級に古典的な学問と共

に農学など実用的な学問の高等教育を行うことを目的とする。 
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Adams は、環境面の利点も指摘する。この燃料はほぼカーボン・ニュートラルであ

るため、燃料生産に使われる木が新たな植林で補われる限り、温室効果を持つ大気中

の二酸化炭素が大きく増えることはない。 
 
研究チームは、ジョージア州ティフトンに試験場を設け、燃料を作る過程で生成さ

れる木炭を肥料として利用する可能性についても調べている。「木炭の肥料で採算が

とれれば、このバイオ燃料は実質的にカーボン・ネガティブになるだろう」と Adams
は言う。 

 
Adams は次のように説明する。「私達は植物を育てる時に大気中の炭素を使ってい

る。その炭素を全て使わず一部を不活性化して土壌に戻せば、大気中の二酸化炭素は

実質的に減少する。木炭は大部分の土壌の生態系、生産性、肥沃度に極めて良い影響

をもたらすため、私達は明るい見通しを持っている。このバイオ燃料の試験では良好

な結果が得られているが、エンジンへの長期的な影響、排出特性、 適な輸送および

貯蔵方法を評価するためにはさらに試験を行う必要がある。普及にはしばらく時間が

かかりそうだ。私達は、大きな可能性を持つ新技術の開発に乗り出したばかりだ。」 
 

この研究は、米国エネルギー省、ジョージア州伝統産業紙パルプ研究プログラム

（Georgia Traditional Industries Pulp and Paper Research Program）およびジョー

ジア州の資金提供で行われた。ジョージア州の支援は、同州の農業諮問委員会

（Agriculture Advisory Committee）の提案により行われた。 
 
出典：New biofuel from trees developed at UGA: Still-unnamed fuel can be blended 

with biodiesel, petroleum diesel; Has potential to boost Georgia’s economy 
http://www.uga.edu/news/artman/publish/070518_Biofuel.shtml 
Used with permission of University of Georgia. 
 

翻訳：山本 かおり 
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【再生可能エネルギー特集】 太陽光発電  

 

太陽エネルギー基礎研究に対して 
米国エネルギー省が 2,270 万ドルを助成 

 
米国エネルギー省(DOE)は、太陽エネルギーの集光、変換および利用を向上させる

ことを目指した基礎研究プロジェクトに 2,270 万ドルを助成する。この研究は、米国

のエネルギー供給での太陽エネルギーの増加を支援する。 
 
「これらのプロジェクトは、石油と天然ガス資源に匹敵するレベルへ再生可能エネル

ギー資源の費用対効果をもたらす、突破口となる新しい世代の技術の達成を目指して、

我々が変換の科学と呼ぶ、DOE の積極的な自然科学基礎研究の一部である」とレイモ

ンド L.オーバッハ DOE 科学局次長は語る。 
 

DOE 科学局は、太陽エネルギーの向上利用を支援するために、基礎科学に注目した

27 件のプロジェクトを選定した。研究は、18 の州の大学および国立研究所で実施され

る。これらのプロジェクトは、クリーンで豊富なエネルギー源への我々の否応無しの

必要性を満たすために、実行可能な解決策として太陽光の利用を大きく進めることを

目指した基礎および応用研究と技術開発の DOE 全体にわたる包括的で均衡の取れた

ポートフォリオの一部である。 
 

これらのプロジェクトは、「太陽アメリカイニシアティブ」よって資金提供された商

業化プロジェクトに加えて、ブッシュ大統領の先進エネルギーイニシアティブの重要

な構成要素を形成している。DOE は、2008 年度の追加プロジェクトに資金提供する

ことを計画している。 
 

プロジェクトは次の 2 つの優先的技術分野に取り組む： 
 
－太陽エネルギーの電力への変換(14 プロジェクト、3 年間にわたり 990 万ドル) 
 

太陽光を電力に変換する課題は、変換効率を劇的に向上させることにより、得られ

る太陽電力の 1 ワット当たりのコストを大幅に削減することである。太陽から電力へ

の変換の斬新なアプローチについての広範囲の研究は、ナノ構造化無機太陽光発電、

プラズモン変換概念、有機およびハイブリッド無機・有機太陽光発電、変換向上のた

めのエキシトンの多重生成、光電気化学電池の性能向上のためのナノ配列、を含むプ

ロジェクによって取り組まれる。 
 
－太陽エネルギーの化学燃料への変換(13プロジェクト、3年間にわたり 1280万ドル) 
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太陽光の化学燃料への直接変換は、太陽資源の日/夜変動の問題を克服し、輸送、住

宅および工業的応用に役立つ形式の太陽派生エネルギーをもたらすために重要である。

この分野のプロジェクトは、2 つの主な領域へ取り組む：太陽光による水の分割への

生物模倣アプローチを目的とした、自然の光合成システム機構に関する詳細な研究、

ならびに、太陽光の水素または炭化水素燃料への直接変換のための光触媒構想。 
 
太陽エネルギー利用基礎研究新プロジェクトのリスト(機関名と課題) 

 
太陽エネルギーを電力へ： 

 
－アリゾナ州立大学 

有機太陽光発電装置の動力学的拘束、構造破壊および 適化 
－カリフォルニア工科大学 

プラズモン太陽光発電 
－コロラド大学 

新しい多次元分光法によるエキシトン多重生成に関する研究 
－コーネル大学 

理論的有機太陽光発電研究の分野横断的ツール 
－マサチューセッツ工科大学 

単一ナノ結晶範囲でのナノ結晶電子構造と動力学の調査 
－マサチューセッツ工科大学 

高性能バイオ模倣有機太陽電池 
－ミネソタ大学 

単分散酸化亜鉛ナノ粒子色素のダイアドとトライアド： 
色素増感太陽電池の初期変化の特性評価 

－ミネソタ大学 

光励起半導体ナノ結晶からの高速多重電荷キャリアーの抽出 
－オハイオ州立大学 

高効率色素増感太陽電池用電極としてのナノ粒子／ナノワイヤー複合材料 
とナノツリー配列の設計 

－オレゴン大学 

太陽光発電応用の共役アイオノマー：有機接合部での電界駆動の電荷分離 
－ピッツバーグ大学 

太陽光電力変換へのナノ結晶基盤二分色素 
－サウスカロライナ大学 

効率的で廉価な光電子エネルギー変換用のハイブリッド有機・無機複合太陽電池 
－スタンフォード大学 

ナノフォトニクス強化太陽電池 
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－ワシントン大学 

高性能ポリマーとハイブリッド有機/無機太陽電池の分子・ナノスケール工学技術 
 
太陽エネルギーを燃料へ： 

 
－ブルックヘブン国立研究所 

遷移金属錯体触媒による太陽燃料生産 
－シカゴ大学 

光触媒燃料生産用の新しい遷移金属構築ブロックと集合 
－エモリー大学 

太陽エネルギー駆動による水酸化用の強健な多重電子伝達触媒 
－イリノイ大学 

自然プロセス類似の太陽エネルギー変換合成のための斬新な光合成反応中心／ 
単層カーボンナノチューブ複合体の自己組み立てと自己修復 

－ローレンス・バークレー国立研究所 

太陽光派生燃料へのナノ材料とバイオ模倣アプローチ 
－ミシガン大学 

集光性複合体の二次元電子分光法 
－モンタナ州立大学 

光触媒水素生産用タンパク質構造 
－ノースカロライナ州立大学 

光触媒用ヘテロ金属酸化物/有機物の分子レベルでの機構 
－ペンシルバニア大学 

高効率太陽水素生産用の半導体強誘電体と表面ナノ材料 
－ペンシルベニア州立大学 

ナノ構造化光触媒水分割システム 
－レンセラー工科大学 

光合成タンパク質、光化学系 II のプロトン結合電子移動反応を制御する法則の解明

とバイオ模倣光触媒水分割設計のモデル 
－ワシントン大学 

グリーン光合成細菌のクロロソーム触角による太陽エネルギー貯蔵のメカニズム 
－エール大学 

太陽燃料生産のためのオキソマンガン触媒 
 

この太陽エネルギー基礎研究プログラムは、エネルギー省科学局基礎エネルギー科

学オフィスによって運営される。 
 

(出典：http://www.energy.gov/news/5079.htm) 
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【個別特集】NEDO海外事務所報告  
 

気候変動問題をめぐる中国の動きと今後の見通し 
 

NEDO 技術開発機構 
北京事務所 曲 暁光 

1．気候変動に関する国家評価レポート 
 
 近年、国際的な世論の高まりと地球温暖化による自然災害の頻発で中国政府は従来

の公害問題と同様、地球温暖化問題にも真剣に取り組んでおり、IPCC（気候変動に関

する政府間パネル）の活動に積極的に参加するとともに、国家発展改革委員会に事務

局が設置され、複数の関係省庁が加わるタスクフォース「国家気候変動指導グループ」

を設立し、CDM（クリーン開発メカニズム）などを中心とする気候変動問題への取り

組みを横断的に取り扱っている。 
 

上記指導グループの活動の一環として、科学技術部、中国気象局および中国科学院

は 2002 年 12 月から 2006 年 12 月まで四年間をかけ、中国の気候変動に関する基本認

識、取り組み等の集大成となる、「気候変動に関する国家評価レポート（China”s 
National Report on Change）」を作成し、今年 4 月に内容を一般公開した。 

同レポートは以下の順で三部構成となっている。 
(1)これまでの気候変動の推移と将来見通し 
(2) 気候変動の影響と適応 
(3) 気候変動の軽減に関する社会・経済評価 

 
第一部「これまでの気候変動の推移と将来見通し」では主に気候変動の問題提起、こ

れまでの気象データの分析、気候変動問題の原因究明、シミュレーション、21 世紀の世

界と中国における気候変動問題の見通し等、気象学的な内容が多く記述されている。 
 
第二部「気候変動の影響と適応」では気候変動による影響の評価手法の紹介、気候

変動に伴う農業、水資源、沿岸部の環境、森林と自然生態、重点国家プロジェクトと

人の健康への影響、地域別の影響と気候変動への適応と対策等の内容が総花的に述べ

られている。 
 
また、第三部「気候変動の軽減に関する社会・経済評価」では中国及び世界の温室

効果ガスの排出、中国の部門別の温室効果ガス排出削減のポテンシャル、再生可能エ

ネルギーの導入による排出削減、温室効果ガスの吸収源（シンク）、マクロ経済への影

響、国際社会の取り組み、国際協力、中国の対策等について詳しく紹介されているが、

気候変動に関する特別な国内対策ではなく、基本的に中国政府が現在取り組んでいる
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省エネルギー、環境対策の枠内で対応する点が重要なポイントとなっている。 
 
特に、気候変動問題に関して中国が果たすべき役割について「共通であるが差異の

ある責任（common but differentiated responsibilities)」という表現がしつこいと言

えるくらい繰り返し強調されている点が非常に注目されている。「共通であるが差異

のある責任」は実際中国に大変都合の良い言葉であり、ポスト京都議定書の国際交渉

時の中国政府の一番基本的なスタンスであると考えられる。つまり、中国は今後とも

途上国の一員として、先進国と同様の二酸化炭素削減義務を負うことには反対し、一

方で先進国は地球温暖化問題の原因に対する責任上、より多くの責務を果たすべきで

あると見なす基本姿勢を堅持する意志表明と受け取られる。すなわち、ポスト京都議

定書の交渉に当たって、先進国は「差異のある責任」を果たす意思表示がなければ、

中国から一切の妥協を引き出すことが出来ない状況にあると言える。 
 

         
  
 
 
 
 
 
2. 中国の省エネルギー努力の効果は将来の地球温暖化防止には限定的 
 

世界 大の石炭産出･消費国の中国では石炭を中心とするエネルギー生産・消費構造

は今後も長期的に続くと思われる。2005 年に、石炭が占める一次エネルギー供給と一

次エネルギー 終消費の割合が他国の水準を遥かに超えて、それぞれ 76.4％、68.9％

昔、チンギスハン率いるモンゴル騎馬軍団が縦横無尽に馬を馳せ

た内モンゴル・シリンホートの草原地帯。近年は地球温暖化等によ

り降雪量、降雨量が激減し、かつて 1ｍ以上の草が見渡す限り生い茂

っていた広大な草原地域は現在見る影もなく、砂漠化が急速に進展

している。 
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に達しており、二酸化炭素の排出量の大半を石炭利用に伴う排出が占めているのが現

状である。今後、再生可能エネルギーなどの導入が拡大されるとしても、一次エネル

ギーにおける石炭への依存度が 5、6 割以上の状況が長期的に続くと予想されている。 
  

また、 終エネルギー消費の70％以上を占めている産業部門では、電力、鉄鋼、非

鉄金属、石油化学、建材、化工、軽工業、繊維等、「エネルギー多消費産業」といわれ

る8分野の2000年時点での平均エネルギー消費原単位は先進技術が導入された場合、4
割改善されることが可能であり、省エネルギーのポテンシャルがきわめて高いと言わ

れている。2006年3月の全国人民代表大会（全人代）において、GDP原単位当たりの

エネルギー消費効率と主要汚染物排出量をそれぞれ20％、10％改善するという政府公

約を打ち出している。中国政府ではその目標達成に向けて、 近新規の電源開発と既

設の小規模発電プラントの廃止を抱き合わせで許可する措置をとっており、更に中央

政府が北京市、河北省、山西省等十の直轄市、省政府と、各地域内の老朽化した製鉄

プラントを無条件で廃止する内容の誓約書を締結したことに代表される、中央政府の

強権発動とも呼べるような、本格的な省エネルギー対策が実施されている。このよう

な政府主導による省エネルギー活動を通じて、今後エネルギー利用効率の改善、二酸

化炭素の排出削減等に係る大きな効果が期待されている。 

  
GDP 当たりのエネルギー消費原単位の改善を政府の目標設定のベースとすること

は中国政府にとって、非常に都合の良い基準である。老朽化したプラントが多数稼動

している中国では設備更新、マネージメントの強化等によるエネルギー消費量の原単

位改善は先進国等より比較的に容易に達成できる一方、経済の活性化に伴うエネルギ

ー消費の増加に制限を加える「総量規制」のような制約措置も回避できる利点がある。

また、中国政府は国際社会に対し、上述した省エネルギー、地球温暖化防止に向けた

自助努力を大いにアピールすることにより、気候変動に関する新たな国際的な枠組み

作りの際の主導権を確保することも目指している。 
 
一方、2020 年の GDP を 2000 年比で 4 倍に増やすことを目標とする中国では、目

標達成のため、2005 年から 2020 年までの平均年間経済成長率を 7.2％維持しなけれ

ばならない。その場合、経済成長を支えるためのエネルギー消費量を経済成長率に合

わせて想定すると、2020 年に中国の 終エネルギー消費量は標準炭ベースで 56.6 億

トンに達する。2002 年の中国の 終エネルギー消費量は約 15 億トンだったので、計

算上 2020 年に中国の 終エネルギー消費量は 4 倍弱増加することになる。 
 
下表に示すとおり、中国の二酸化炭素排出量は国別排出比で米国に次ぐ第 2 位で、

世界の 14.5％を占めている。先述したとおり、2020 年に 終エネルギー消費量が 2002
年の 4 倍弱に増加する見通しとなり、この場合、仮に省エネルギー努力、クリーン・

コール・テクノロジー利用技術の向上等を考慮に入れても、中国の二酸化炭素排出量
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が数倍増加し、米国への接近、または凌ぐことが避けられないと考えられる。 
これは即ち、中国の省エネルギー努力が地球温暖化防止への効果としては非常に限

定的であると言わざるを得ないことを意味する。 
 
極端な言い方をすれば、中国の一次エネルギーにおける石炭への高い依存度及び高

い経済成長に伴うエネルギー消費量の増加が二酸化炭素の排出増加に繋がるという単

純な図式が変わらない限り、日本、ヨーロッパ等先進各国がいくら二酸化炭素排出削

減に努力めようとも、その成果が中国の二酸化炭素の排出増加によって相殺されてし

まいかねない状況にある。 
 

世界の二酸化炭素排出量に占める主要国の排出割合および 

各国の一人当たりの排出量の比較(2002 年) 

国名 国別排出量比
一人当たり排

出量（トン） 

アメリカ 23.9 20.0 

中国 14.5 2.7 

ロシア 6.4 10.7 

日本 4.9 9.4 

インド 4.4 1.0 

ドイツ 3.5 10.3 

イギリス 2.3 9.4 

アフリカ計 3.5 1.0 

出所）EDMC／エネルギー・経済統計要覧 2005 年版 

 
3. 中国における二酸化炭素回収貯留技術（CCS）の普及可能性 
 
 2005 年に、中国の発電プラントの設備容量は 5 億 kW を超えた。その内、石炭火力

発電プラントは全設備容量の 75％以上を占めている。二酸化炭素の排出削減を図る上

で、二酸化炭素回収貯留技術(CCS:Carbon-dioxide Capture and Storage)は中国での

導入にもっとも適した技術の一つと言われている。特に、陸上油田を多数有する中国

では発電所から回収した二酸化炭素を油層に注入することにより、石油の採掘率を大

幅に高めることが可能な「増進回収法（EOR: Enhanced Oil Recovery）」を活用する

ことが考えられる。 
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2006 年 11 月下旬に、北京で科学技術部を中心とする中国政府と EU 委員会の共催

による「中欧二酸化炭素回収貯留化協力（Cooperation Action within CCS China-EU, 
COACH）」事業のキックオフ会議が開催され、その結果として、イギリス政府は中国

政府と 2014 年までに、三つのフェイズを通じて CCS 分野での協力を行うことで合意

した。   
 
特に、2010 年から 2014 年までの第三フェイズ期間中に石炭利用ゼロエミッション

のデモンストレーション事業を行うことにより、中国での CCS 展開のシナリオを 終

的に確立させることを狙いとしている。現在、中国での CCS 可能性調査が開始されて

いる。 
 一方で、1990 年代からこの分野での調査･研究をスタートさせた日本としても、様々

な知見を蓄積しており、EU 諸国の動きに遅れをとる前に、CCS の 大ポテンシャル

を持つ中国との積極的な協力展開を図ることが望ましいと言える。 
 
4．その他 
 
 2007 年 5 月 10 日までに、中国政府は 446 件の CDM(クリーン開発メカニズム)案件

を承認し、世界 大の CDM 事業の承認国となっている。現在中国では CDM スキー

ムが企業のみならず、関係政府機関、大学、研究機関等関係者に大きな利益をもたら

すものと認識されており、CDM に関わるステークホルダーも沢山存在し、CDM ビジ

ネスで利益を享受している。 
  

このような状況の下、CDM が中国の国益に合致するものであり、また現状において

は、CDM 以上に目に見える利益をもたらす国際間の新しい枠組みが短期間に作られる

見通しがないため、今後ポスト京都議定書の国際交渉の際に、CDM の効果を強調し、

CDM の存続を主張することが実利を重視する中国にとって得策であると言える。 
  

今後、CDM の長期的な存続を望む中国と、中国に二酸化炭素削減義務を課すること

を考える先進国との間の、見解の違いがより顕在化していくものと思われる。しかし一

方で、中国政府が 近、省エネルギー重視の観点から APP（クリーン開発と気候に関す

るアジア太平洋パートナーシップ）の動向に関心を持ち、APP 活動に積極的に参加して

いることが示すように、地球温暖化防止という崇高な目標を達成するためには、中国

をはじめとする途上国に対して、単に二酸化炭素排出削減義務を要求する「正面突破」

ではなく、CDM を含む、中国などが比較的容易に参加できる複数の制度を選択肢とし

て提示することが、先進国、途上国双方にとって有効であると考えられる。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1001,  2007.6.6 

69  

【エネルギー】次世代ハイブリッド電気自動車 要素技術開発  
 

米国エネルギー省は先進車輌技術に 1,900 万ドルを助成 
－プロジェクト費用合計の 3,380 万ドルは政府と産業界とで分担－ 

 
米国エネルギー省(DOE)は、5 件の次世代車輌研究プロジェクトの選定を発表した。

プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)、ハイブリッド電気自動車(HEV)および燃

料電池車(FCV)の開発を促進するために、次世代車輌研究プロジェクは DOE 資金から

1,900 万ドルが助成される。産業界の費用分担と合わせて、選定されたプロジェクトの

2007～2010 年の合計費用は 3,380 万ドルになる。 
 
この 5 件のプロジェクトは、ブッシュ大統領の 10 年以内に 20％石油使用を削減す

る計画(Twenty in Ten plan：トウェンティ・イン・テン計画)を支援して、市場に先進

PHEV、HEV および FCV 応用をもたらすために、高度なパワーエレクトロニクスや

電動モータ技術に支援する。 
 
トウェンティ・イン・テン計画は、代替および再生可能エネルギー資源の使用を増

加させ、また現在の企業平均燃料効率(CAFE)基準を改革することにより、10 年間内

に米国のガソリン消費を 20％削減することに取り組んでいる。 
 
「これらのプロジェクトは、我々の石油への依存を緩和するのを支援するだけでな

く、商業化を加速し、よりクリーンで効率的な代替車輌を消費者に利用可能にする際

に重要な役割を果たす。さらに、道路上により多くの代替車輌をもたらすことは、輸

入エネルギー源に対する我々の依存度を減らすのを助けるだけではなく、直面してい

る気候変動に対して重要である」と DOE のカースナー次官補は述べた。 
 
プロジェクトは、車輌効率をあげる一方で、電気駆動装置と電力変換装置のコスト、

重量および寸法を縮小することに注目する。選定されたプロジェクトは、高温三相イ

ンバータ、高速電動機、統合牽引駆動系、そして、双方向 DC/DC コンバータの 4 つ

の分野についての研究を進めることに集中する。 
 
選定されたプロジェクトは以下のとおりである： 
 

－ デルファイ・オートモーティブ・システムズ社(トロイ、ミシガン州) 

高温三相インバータ研究に対する 490 万ドルの資金提供。三相インバータは、電動

機の速度を制御し調整する。他のチームメンバーは、ダウコーニング社、GE グローバ

ルリサーチ社、GeneSiC 社、アルゴンヌ国立研究所およびオークリッジ国立研究所を

含む。 
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－ バージニア工科大学(ブラックスバーグ、バージニア州) 

スイッチングと電力損失を縮小するための高度ソフトスイッチングインバータの開

発に注目するプロジェクトに対する 170 万ドルの助成。他のチームメンバーは、アズ

ーラダイナミックス社、パワーレックス社および米国立標準技術研究所を含む。 
 

－ GE グローバルリサーチ・ニスカユナ社(ニューヨーク州) 
高速電動機の開発研究に対して 340 万ドルの助成。特にこの研究は、少なくとも

55kW のピーク出力を持つ電動機の開発により、PHEV、HEV および FCV の廉価な

コストで主電動機駆動出力密度と効率を増加させること、そして、少なくとも毎分

14,000 回転(RPM)の目標を持って高速走行性能に注目する。チームメンバーは、GE
モーターズおよびウィスコンシン大学マディソン校を含んでいる。 

 
－ ゼネラル・モーターズ(トランス、カリフォルニア州) 

PHEV、HEV および FCV のための、統合主電動機とパワー電子インバータの開発

に対して 790 万ドルの資金提供。これは、コスト、重量およびパッケージ寸法を減ら

し効率を増加させることを目標とする。チームメンバーは、オークリッジ国立研究所、

エームズ国立研究所、アーノルドマグネティクス社、エンキャップテクノロジーズ社、

イソサーマルシステムリサーチ社および AVX 社を含んでいる。 
 

－ 米国ハイブリッド・コーポレーション(トランス、カリフォルニア州) 

PHEV のための双方向 DC/DC コンバータに対する 130 万ドルの助成を獲得。この

研究は、 適な運用バッテリーと DC リンク電圧を決定するための車両システム研究

を含み、より高い効率と低コストを可能にする。チームメンバーは、イリノイ大学、

オークリッジ国立研究所および SiCED 社を含んでいる。 
 
先進車輌技術は、DOE の車輌技術プログラムの大きな部分を占め、石油の需要を劇

的に削減し、大気汚染物質と温室効果ガスの排出を減少させ、また、米国の運送業が、

国内・国際市場で強い競争力を保持することを可能とする車輌技術および代替燃料の

開発を目標としている。 
 
(出典：http://www.energy.gov/news/5078.htm ) 
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【エネルギー】  政 策   
 

韓国のエネルギーに関する 近の動向（韓国） 
 

近の韓国政府のエネルギーに関する主な政策の変化などについて紹介する。 
 
1．国家エネルギー委員会の発足  
 

韓国政府は、2006 年 11 月 28 日に「国家エネルギー委員会」を発足させ、第 1 回会

議を開催した。本委員会の発足は、今後の韓国のエネルギー政策策定に画期的な契機

になるものと見られている。本委員会は、大統領を委員長として国務総理や産業資源

部、財政経済部、環境部など、7 つの関連省庁や市民団体からの推薦委員 5 名、民間

の専門家 11 名など総勢 25 名で構成されている。本委員会は、2006 年 2 月 9 日に制定

されたエネルギー基本法に則り構成されており、韓国におけるエネルギー政策に関す

る 高意思決定機関としての役割を果たすことになる。ちなみに、その中で特徴と言

えるのが、市民団体から推薦された委員がエネルギーに関する様々な摩擦などの問題

を本格的に取り扱う点である。 
 

国家エネルギー委員会で議論される主な内容は以下の 4 項目である。 
・国家エネルギー基本計画と非常時のエネルギー需給計画策定 
・国内外エネルギーの開発と原子力発電政策 
・エネルギー政策及び事業の調整、エネルギーをめぐる社会的摩擦の予防 

及び解決策 
・エネルギーに関する交通∙ 物流計画及び予算の効率的な使用、気候変動に関す

る国連枠組条約に対する対策のうち、エネルギーに関する事項など 
 

国家エネルギー委員会は委員会の下に、①エネルギー政策、②エネルギー技術基盤、 
③資源開発、④核等管理委員会など 4 つの専門委員会を設けて運営する計画である。 
 
2．海外資源開発の強化 
 

韓国政府は、 近各国が熾烈な争いを繰り広げている資源確保の問題と原油高に対

応するため、海外資源開発に積極的に取り組んでいる。また、政府は海外資源開発に

積極的に取り組むため、予算の拡大や資源外交の強化、新制度の導入などを推進して

いる。 
 
国内外における資源開発を支援するため、予算を 2006 年の 6,641 億ウォン(約 860

億円)から 2007 年には 1 兆 602 億ウォン(約 1,380 億円)へ大幅に増額した。そのうち、
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国内外における油田開発に 2006 年の 1,648 億ウォン(約 210 億円)の倍増となる 3,550
億ウォン(約 460 億円)、鉱物、新再生可能エネルギーなどその他の資源開発に 7,052
億ウォン(約 920 億円)を盛込んだ。 
 

2006 年には、資源協力チャンネルを拡大して産油国との協力関係を強化した。特に、

ナイジェリアなど 5 ヵ国と共同で資源協力委員会を新たに設置した結果、韓国が２国

間の資源協力チャンネルを構築した国は合わせて 24 ヵ国となった。また、ロシアやオ

ーストラリアなどの資源国と 14 回に渡る資源協力委員会を開催した。 
 

海外資源開発の財源を確保するための新しい制度として、2006 年 9 月に海外資源開発

事業法を改正して油田開発ファンド制度を導入した。そして同年 11 月、第 1 号となる油

田開発ファンドを立ち上げ、2,000 億ウォン(約 260 億円)規模の資金確保に成功した。 
 

海外資源開発を効率的に推進するため、資源開発事業とエネルギーインフラ産業の

構築を連携させたパッケージ型資源開発モデルを開発した。2006 年にナイジェリアに

おいて発電所建設支援と鉱区探査権確保を連携させた事業は、同モデルとして資源開

発協力を成功させた事例である。 
 

参考文献  
 産業資源部の報道資料 8836 番 http://www.mocie.go.kr/index2.html 
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【エネルギー】水素経済社会 

 

世界エネルギー技術の展望 WETO H2 報告書（EU） 
－水素技術のブレークスルーと研究の優先順位－ 

 
EU の「世界エネルギー技術の展望報告書(WETO-H2)」は、2050 年までの世界エネ

ルギー、エネルギー展開および CO2 排出の加速要因と制約を分析するために整合性あ

る枠組みを提供しており、2050 年までの将来の世界エネルギーシステムの 3 つの異な

るシナリオ、標準的ケース、カーボン固定化ケースと水素ケースを示している。同報

告書は、新しいクリーンエネルギー技術を進展させる間に、競争力を維持し続けるた

めに欧州が直面する、主要な将来のエネルギー、環境および技術的挑戦に取り組んで

いる。 
 
水素は、未来のエネルギー・キャリアー(運搬体)として、しばしば提案されている。

WETO-H2 プロジェクトの目標は、世界のエネルギーシステムに水素を組入れる可能な

方法を例証するために、技術的・社会経済的な代替経路を設計し評価することである。 
 
世界エネルギー技術の展望 WETO H2 報告書の 4 章では水素経済へ向けた様々な問

題を検討している。ここでは、同報告書の第 4 章 3 節の水素技術のブレークスルーと

研究の優先順位の部分を紹介する。 
 
水素技術の現在と将来予測したコストならびに化石燃料価格において、欧州の水素

大規模利用に必要な経済的状況は、短期的には現れないということがこれまでに説明

されている。市場への水素の浸透を妨害する特定の技術的ボトルネックは識別されて

おり、これらの技術のブレークスルーは水素の展開を加速するであろう。いくつかの

技術クラスターは決定力を持っている。水素の生産と配布に関係するある技術クラス

ターが、先に説明した 2 つの経路を特徴づけている。例えば燃料電池技術などは、水

素の使用はコスト効率が良いかどうかを決定し、水素概念全体に関する基本的なもの

である。 
 
 
1．水素の生産 

 
水素生産の問題 

－ 消費者への特にカーボンフリー電力からの水素コストを競合し得るレベル

まで低減する：現在のコストは従来燃料の 3～8 倍である。 
－ 分散化された水素生産コストの低減 
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重要な技術クラスター 

－ CO2 捕捉と貯留 
－ ガス化 
－ 電気分解 
－ 再生可能電力 
－ 水素生産の代替ルート 

初の 2 つの技術クラスターは、集中化化石燃料基盤水素生産経路へ特に関連

している。さらに、2 番目はバイオマスガス化にとって重要である。 後の 3
つは、主として電力に基づいた水素生産経路で必要である。 

 
CO2 の捕捉と貯留 

 
水素が気候変動問題対応の実行可能な部分になるためには、化石燃料からの生産は

CO2 の捕捉・貯留と結びつけなければならず、このことはコストを増加させる。CO2

の捕捉・貯留は石炭や天然ガスから水素の生産コストを約 20%増加させる。 
 
天然ガスの水蒸気改質からの CO2 の捕捉・貯留は、大規模な集中化生産に制限され、

小さな分散化した水素生産や現地でのコンパクトな改質器はコスト効率が良くない。

従って、2015／2020 年頃からの船舶や航空機のための大規模供給には適用可能かもし

れないが、水素燃料補給の基盤設備の初期の立ち上げの経路には適切ではない。 
 
貯蔵可能な CO2 の量は、適切な構造体の入手可能性によって制限される。 良の構

造体は、枯渇した石油やガス層か、地下水層である。欧州では、 も好ましい石油や

ガス田が、ノルウェー、英国、オランダおよびデンマークにある。適した地下水層は

ほとんどのヨーロッパ諸国で存在するだろう。ほとんどの場合、電力セクターからの

毎年の CO2 排出に対して、確認された貯蔵容量の比は、30～100 年分である。 
 
CO2 の輸送・処理コストは、現地の地質に依存するが、捕捉コストに比べて一般に

低い。地質の可能性は、捕捉の費用を除いて、現地への輸送および貯留層への注入を

含むコストの大部分は、3～10Eu/tCO2 になるであろう。捕捉・貯留ルートの現在の全

費用の見積りは、30～50Eu/tCO2 の間にある。欧州委員会によって採用された中期目

標は、この値を 20Eu/tCO2 以下にすることである。もし CO2 が使用されるならば、

CO2 の捕捉・貯留の費用効果は向上する。もし CO2 が生産中の油井に貯蔵される場合、

それは油井の能力を増加させて、原油増進回収(EOR)により経済的利益をもたらすだ

ろう。 
 
CO2 はまた、採掘することができない石炭層にガスを吹き込むことにより炭層メタン

回収に使用できるであろう。CO2 による原油増進回収は、米国とカナダの大きな透水性
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構造体の中で証明されている。しかし、北海のように透水性が低く断層の多い構造での

経済的実現の可能性は、十分には実証されていない。炭層メタン回収のための CO2 使用

の潜在性および経済的実現可能性は、さらに証明されなければならない。どんな場合に

おいても、捕捉必要量と比較して、使用することができる CO2 の量は小さい。 
 

ガス化 

 
石炭からの水素生産は、商業化前の段階で証明されテストされなければならない。

バイオマスや廃棄物からの生産は可能である。しかし、完全な運用システムはまだ実

証されていない。プロセスをよりコスト効率良くするために、変換効率は、供給材料

の単位質量当たりの水素産出および熱力学的効率の点から、増加させなければならな

い。さらに、生産された水素リッチガスの品質を向上させることは重要である。この

ガスの特性は、それ以上の処理を加えずに何に使用することが可能かを決定し、また

それを輸送し配布する方法を決定する。 
 

初の熱分解と 終ガス化処理を行う 2 つのサイトの間でガス化を分割することが、

現実的であるかどうかを明確にすることは重要である。大規模な集中化工場では 初

の処理を行うことができ、小さな分散ユニットで続いてガス化することができる容易

に輸送可能な熱分解油を配送できる。この分離は、水素輸送の問題を低減する。単一

段階プロセスの利用可能性は、水素の輸送および配布のための安全で信頼でき経済的

な技術の入手可能性に依存する。 
 
どのような場合でも、ガス化に基づいた水素生産は、比較的大きな地域設置におい

てのみ経済的に生存可能である。もし種々の供給材料を受け入れることができれば、

これらはより費用対効果が高くなる。その結果、同じ設備で石炭とバイオマスをガス

化することができるかもしれない。 
 
水処理プラント、埋立および食品加工サイト(100～500 kWe)のような施設の廃棄物

から得られたバイオガスで作動する燃料電池は証明されている。水素と電力の現地併

合生産を持った統合アプリケーションは、配布と受け渡しの未発達な基盤設備により

制限されていない初期段階の経済的に生存可能な分散システムの展開を支援するため

に促進されるべきである。 
 

電気分解 

 
水の電気分解は、中・長期での水素生産のよく確立したプロセスである。この方法

は何年にもわたって産業界で使用されてきている。電力の消費が大きく、電力コスト

は全生産費の 70～90%を占める。水素へのこの経路は、原子力あるいは再生可能資源

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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からの廉価な炭素フリー電力に依存する。 
 
資本の年換算コストは電気分解水素の全コストの小さな割合である。資本コストの

大きな削減が達成されても、この経路採用の決定要因にはならないであろう。寿命、

効率および信頼性における改善はさらに重要であり、これらは学習効果によって誘発

される。 
 

再生可能エネルギー 

 
再生可能エネルギー源の主な利点は、その豊富で無尽蔵なまた広範囲な分布である。

特に発電のための欠点は、その多種類で広がった性質にある。電力補助発電はグリッ

ドのための大規模発電に必要とされる。多くの再生可能エネルギー源の持つ断続性の

問題は、水素の生産調節と貯蔵によって管理することができので、再生可能エネルギ

ーが占めるエネルギーセクターにおいて水素は電力に対してエネルギーキャリアとし

ての長所を持っている。 
 
ほとんどの再生可能エネルギー技術は発電に適合する。電気分解による水素の生産

は、再生可能エネルギーを輸送に使用する良い方法である。輸送は世界的に急速に成

長すると予測され、現在石油生成物が大部分を占めているので、輸送は環境のための

重要セクターである。 
 
商用開発が色々な段階にある広範囲の再生可能エネルギー源が存在する。水力発電

は、多くの場合にコスト効率が良く、これまでによく確立している再生可能技術であ

る。他の可能性は、太陽エネルギー、地熱エネルギー、風力エネルギー、バイオマス

および潮流や波からの海洋エネルギーがある。これらの技術の導入は限定されていて

変化しやすい。発電については、これらは、石炭、ガスあるいは原子力とまだ競合し

得ない。長期的に太陽および風力エネルギーは、電気分解用電力の可能な資源で、広

く分布している。 
 
太陽エネルギーからの発電に対する 2 つの主要な選択肢は光起電力発電(PV 電池)と

太陽熱発電である。太陽エネルギーからの発電コストは、変換プラントの低い利用率

と低い効率のために高価である。太陽エネルギーは、夜間や雲によって中断されるの

で、断続的である。装置の効率は設計と自然によって変わるが、一般にわずか 12～16%
である。太陽放射強度は低く、また、変換プラントは、同程度の従来の発電所より大

きくなければならない。この問題は低い効率によって悪化する。結果として、太陽エ

ネルギーは多くの土地を必要とする。 
 
1000MWe の太陽電力は少なくとも 20 平方キロメートルの集光器を必要とする。こ
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の土地利用の問題は、太陽熱と光起電力プラント共に同様である。しかし、光起電力

システムの資本コストはより高い。太陽光起電力電池からの電力コストは、現在 1.0
～1.5Eu/キロワット時の間にある。太陽熱プラントからの電力は、0.18～0.30Eu/キロ

ワット時で生産され、コスト低減の可能性を持っている。世界には 350MWe 太陽熱プ

ラントがあり、現在までに発電された太陽電力の合計の 80%を生産している。 
 
断続性の再生可能エネルギーで動作するスタンドアロンシステムはエネルギー貯蔵

設備を持っている必要がある。エネルギーは、バッテリー内の電力、あるいは水素と

して貯蔵することができる。両方共に、貯蔵装置からのエネルギー出し入れには損失

が伴いシステム全体の純効率は低下し、貯蔵設備の資本コストを増加させる。より安

価でより効率的な太陽電池を開発し、かつ太陽発電システムをより効率的なエネルギ

ー貯蔵装置と連結する研究が進行中である。 
 
風力はまた無風期間に対処するためにバックアップを必要とし、また広い面積の土

地を必要とする。これらの欠点にもかかわらず、世界中で動作し中の 25000MWe の風

力タービン容量がある。風力の電力平均コストは、現在、欧州の平均発電原価のわず

か 10～20%増である。つまり 0.10～0.13Eu/キロワット時の平均発電原価と比較して、

風力発電は 0.12～0.18Eu/キロワット時である。 
 

ほとんどのヨーロッパ諸国はいくらかの風力エネルギーの可能性を持っている。

EU25 ヵ国の有用な海上風力発電資源の容量は、約 900PJ/year と見積られる。2004
年には、8,321MWe の風力発電が世界的に設置されている。これまでで 大の年間設

置の増加である。これらの風力発電はほとんどすべてグリッド電力用である。しかし、

水の電気分解によって水素を生産する 2 つの試験計画が欧州にある。それはギリシャ

およびカナリア諸島にあり、資金は RES2H2欧州プロジェクトの下で提供されている。 
 
他の再生可能エネルギー資源については、異なる国々あるいは地域において利用可

能な資源に依存するので、状況はより異なっている。 
 
水力発電は、電力の 60%が水力発電からであるカナダのような大規模な資源を持った

わずかな国々は別として、世界電力の 17.5%を提供している。水力発電は容易に運転／

停止ができるので、水力発電の能力はピーク負荷要求を満たすために通常使われている。

水力発電の主な利点は、高い季節需要と毎日のピーク負荷を取り扱う能力にある。 
 
約 6,000MWe の地熱エネルギー発電容量が、現在世界中で運転している。高熱マン

トルが地表に近く、電力を生産するために地下への水の注入と水蒸気の回収に見通し

があるいくつかの地域が世界中にある。 
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フランスやロシアのように大きな潮差があるいくつかの海岸線においては、潮流を

ダムによってコントロールし、発電のために使用することができる。環境への影響の

ために、新しい大きな潮流ダムの可能性はほとんどない。大きな沿岸潮流の独立した

タービン設置はより多くの可能性がある。 
 
波力は圧縮された風力である。発電機は浮力装置につなぐか、空洞のコンクリート

構造中の波によって置換えられた空気によって作動させることができる。商業ベース

にのったプロセスを思い描くことができる前には、克服するべき多くの技術的問題が

まだ存在している。 
 
これらの炭素フリー再生可能エネルギー資源は、前節で記述されたような水素経済

の第 2 の経路に沿った動きへの技術的ポテンシャルを提供する。しかし、コストは長

い道のりを越えなければならない。CO2 の捕捉貯留装置を含んでいる場合でさえ、天

然ガスの石油改質からの水素と競合可能な再生可能エネルギーに基づいた電気分解水

素をもたらすためには、1 ケタの平均的コストの低減が必要である。 
 
水素生産の代替手段 

 
水素を生産する代替手段は、現在研究開発中である。熱－化学生産法は、高温で動

作する熱－化学反応において水を水素および酸素へ分割することから成る。温度の選

択は、好ましい反応速度と格納容器の激しい化学腐蝕の間のバランスから決まる。反

応を促進する触媒が高温材料の必要性を減らすかもしれない。 
 
重要な問題は高温での反応生成物を分離することである。有効な膜材料を見つけな

ければならない。これらの問題のために、この技術は商用開発にはほど遠い。また、

これらのトピックに関する息の長い研究開発努力がいまだ必要である。 
 
水素への生物ルートの興味ある可能性が存在する。藻や微生物のようなある種の単

細胞生物は、大気温度で水素を効率的に生産する。この分子プロセスは、ごく 近部

分的に識別された複合タンパク質構造が関係している。この自然のメカニズムが新し

い研究イニシアティブの根拠である。これを工業プロセスに変換することはまだ概念

だけであるが、しかし、もし成功すれば、経済的で環境持続可能な水素生産システム

の多くの可能性を開くであろう。 
 

2．水素の配布と貯蔵 

 
基本的問題は、消費者への 終水素コスト内の配布コストと貯蔵コストの大きな割

合を減らすことである。集中化方式と分散化方式との生産様式は、配布と貯蔵に異な
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ったシステムを要求する。天然ガス・ネットワークに対する信頼性は、特に現地での

石油改質の水素品質が許容できる高温燃料電池の定置応用には十分であろう。もし水

素純度が重要である場合、現地での精製装置が設置されるであろう。この分散化の解

決策は、いくぶんか水素配布コスト問題を出し抜くかもしれない。 
 

大の水素市場は輸送であると予想される。また、輸送は、多くの分散した消費者

からの拡散した要求を提供する非常に密な配布網を必要とする。合理的なコストでか

つ適切な条件の下で、この市場に水素を供給することは、大変な課題である。それは、

基盤設備やネットワーク資産の管理および開発のための新しい手続き開発への大きな

投資を必要とする。 
 
生産地とガソリンスタンドを結び付ける圧縮水素ガス (CGH2)を運ぶパイプライ

ン・ネットワークは、長期的には もコスト効率の良い解決策であろう。資本費用は

巨大で投資が遅れるかもしれない、しかし、規模の経済は、1Eu/GJ 以下にさえも、低

い長期限界配布コストを可能とする。 
 
EC 代替燃料コンタクトグループの結論から作業が進められた HyNet ロードマップ

報告書は次のことを推測している。技術的選択および実施戦略に依存して、500～900
万台の車輌(1 万ヵ所の水素ガソリンスタンド)に供給する全欧州水素ネットワークの

コストは、70～140 億ユーロの間である。 初の実証プロジェクトは、水素ミニグリ

ッドと選ばれた戦略水素軸のまわりで展開されるべきである。 
 
第二の長距離配布オプションは、トラックあるいは鉄道による、タンカーの圧縮あ

るいは液体水素の配布である。これは現在、短距離・中距離での小量の水素ガスを配

布する も安い方法である。液体水素へこの方法を適応させる際に、水素の揮発性と

液化のエネルギー損失の問題がある。しかし、液体の容積あたりのエネルギー密度は

ガスよりも高いので、このプロセスは長距離では経済的になりえる。これら 2 つの長

距離輸送オプションは、短期間の液体水素容器や CGH2 タンクのバッファ貯蔵装置と

組み合わした分散化生産と長期間でさえも共存することができる。 
 

終的に普及する配布方法は、液体か圧縮ガスかのいずれかと、自動車で発展する

搭載貯蔵装置の形式によって強く影響を受ける。次々に、採用される搭載貯蔵装置の

型式は、自動車メーカーが水素自動車群の実証を決定する方法に依存する。貯蔵装置

のための空間は、バスやトラックよりも小型車で大きな拘束である。この様相を変更

するかもしれない技術ブレークスルーは、複合金属水素化物のような代替貯蔵概念の

成功か、現在試験済みの 350 バールを越える 700 バールに到達する安全で手頃な高圧

タンクの開発である。 
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3． 終使用技術 

 
燃料電池 

 
燃料電池は水素経済にとって重要である。燃料電池は、化学エネルギーを中間の熱

力学反応やそれに伴うエネルギー損失無しで電力に変換する。この高い変換効率がエ

ネルギーシステムのパラダイムを変更する。 も大きな障害はコストであり、性能と

耐久性に関して付随する問題がある。 
 

発電と熱電併給(CHP)の定置応用での燃料電池のコストは、かなりの市場参入をも

たらすためには、8,000～10,000Eu/kW から 500Eu/kW までオーダを越えて低減しな

ければならない。いくつかの技術的問題が存続しても、この低減は大量生産によって

達成されるであろう。 
 
固体電解質型燃料電池(SOFC)あるいは溶融炭酸塩型燃料電池(MCFC)のような高温

燃料電池が、分散化電力あるいは熱電併給に適している。これらの高温燃料電池は、

現在、天然ガスで作動し、水素配布基盤設備なしで展開することができる。基本的障

害はコストである。 
 
輸送は長期的に燃料電池の主要市場であり、この応用では、内燃機関やハイブリッ

ド・エンジンと競合できるコスト低減が一層必要である。高分子基盤低温燃料電池

(PEMFC)のコストは、現在 7,000～9,000Eu/kW の間にあり、これは、競合し得るため

には 50～100Eu/kW へとほぼ 2 桁下げなければならない。このタイプの燃料電池では、

コスト低減の も大きな困難さは、燃料電池スタック中の高価な性質の材料である。 
 
コストの約 70%は、プロトン交換膜、貴金属触媒、ガス拡散層およびバイポーラプ

レートである。更に、特に材料が高温運転領域に入ると、自動車燃料電池の繰り返し

条件下の高分子膜の性能は急速に劣化する。現在、劣化メカニズムはごく部分的にし

か理解されていない。燃料電池スタックの寿命は現在 2,000 時間未満であり、これは

少なくとも 2 倍にしなければならない。 
 
高温燃料電池中では、SOFC が有望である。固体酸化物は、カソードから陽極まで

酸素イオンが透過する膜を提供する。高分子基盤燃料電池と比較して、SOFC のより

高い運転温度は長所を持っている、例えば、水素以外に炭化水素のような燃料を使用

する可能性がある。ある条件では長い寿命と恐らく 85%以上の高い効率を持っている。

欠点は、自動車用途に典型的な拡張熱サイクル下では、PEMFC ほど耐久性がないと

いうことである。そのような繰り返しのない応用により適している。 
 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1001,  2007.6.6 

81  

研究ニーズは、燃料電池の部品(カソード、陽極、電池膜、膜電極アセンブリー、バ

イポーラプレート)によって分類して、以下で取り扱う。 
 
カソードと陽極についての優先順位は、酸素減少による過剰電圧の低下と、不純物

に対する耐久性の向上がある。 初のトピックは、酸素減少の好ましくない電気化学

動力学を反映している。それは、電池の適切な電流を得るために、追加駆動力が必要

であることを意味する。2 番目のトピックは、それほど純粋でなく安価な水素を使用

することができるように、不純物に対してより高い耐性を達成することが目標である。 
 
膜の優先順位は、コスト、強度、耐久性およびイオン電導度を向上させることであ

る。PEMFC のような低温燃料電池は、運転のために高分子電解質が水和している必

要がある。複雑な高圧力システム無しでは、水和作用は 80℃以上で失われる、しかし

120℃での運転は電池からの伝熱を促進する。高分子膜も、高出力や熱繰り返し下で容

易に劣化する。さらに、高分子膜は、金属部品の腐食によって生じたイオン不純物の

影響を受ける。 
 
SOFC のような高温燃料電池についての優先順位は、腐食と熱応力を減らすために

低温動作のシステムを開発することである。 
 
膜・電極一体構造(MEA)は、電子、プロトンおよびガスの輸送経路を持った触媒粒

子アレイである。電極の受け入れ可能な能力を作り出すために、これら 3 つの浸透ナ

ノスケール・ネットワークを 適化しなければならない。 
 
カソード触媒層内の質量移動の限界は、今日の燃料電池の基本的制約因子である。

もしよりよい触媒が利用可能になれば、MEA のこの様相を向上させることが、次の重

要な目標になる。 
 

後に、他の新しく現れる燃料電池技術が、斬新な材料の発見によって可能になる

かもしれない。潜在的で斬新な 3 つの技術は次のとおりである： 
 
－中間温度電解質(200-500℃) 

この技術は、低貴金属のあるいは非貴金属触媒の使用ならびに相当量の CO を含ん

でいる燃料の使用を可能とする。その候補材料は、無機プロトンや酸素イオン導電体

あるいはハイブリッド複合膜構造がある。 
 

－アルカリ環境燃料電池 

アルカリ電池は、効率的でかつ強健であると知られている。しかし、不純物に対す

る耐性が低く、酸素源として空気の使用ができない。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1001号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1001/
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－無電池膜燃料電池 

無電池膜燃料電池は、生物環境中の低電力で短期間の使用が実証されている。研究

課題は、電極設計が非常に特殊なので、無電池膜概念が高電力で長寿命のシステム開

発が可能かどうかテストすることである。 
 

水素パワートレインの代替概念 

 
水素動作の内燃機関を持った自動車の広範囲の実証は、輸送用燃料としての水素の

浸透を加速することができる。この技術は今日、技術的・経済的実現可能性が近い。

車輌群の実証は、開発すべき水素チェーンの残りを刺激することができる。 
 
また水素燃料供給内燃機関エンジン車輌にハイブリッド車概念を適用することがで

きるであろう。ハイブリッド化は、水素車輌の効率を増加させて、もし水素の資源が

カーボン集約的でなければ現在のエンジンおよび燃料と比較していくつかの環境的利

益を提供するだろう。その利益は、より効率的な燃料電池車輌ではより大きい。しか

し、ハイブリッド内燃機関エンジン車輌もその利益を提供する。 
 

 

(出典：World Energy Technology Outlook - WETO H2,  
http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/weto-h2_en.pdf , pp94-100) 

 
・世界エネルギー技術の展望 WETO H2 報告書概要（EU） 

－世界エネルギーシステムの３つの異なるシナリオ、 
標準的ケース、カーボン固定化ケースと水素ケースを解析－ 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/993-03.pdf 
・世界エネルギー技術の展望 WETO H2 報告書（EU） 

－2050 年までの世界エネルギーの要因と制約－ 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/994/994-16.pdf 

・世界エネルギー技術の展望 WETO H2 報告書（EU） 
－水素の生産－ 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/998-16.pdf 
・世界エネルギー技術の展望 WETO H2 報告書（EU） 

－水素の輸送と貯蔵－ 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/999/999-16.pdf 

・世界エネルギー技術の展望 WETO H2 報告書（EU） 
－水素技術の経路－ 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1000/1000-11.pdf 
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【エネルギー】  水素経済社会  

 

米国エネルギー省は水素研究に対して 1,120 万ドルを助成 
 

米国エネルギー省(DOE)は、水素の生産、貯蔵および使用に関連した科学的な問題

の克服を目指した研究に対する 1120 万ドルの助成を発表した。「この資金提供は、水

素経済の基礎となる輸送にとって不可欠である水素貯蔵ならびに水素の生産、貯蔵お

よび使用のための触媒の主要問題に取り組む“変換の科学”の研究を支援する」と DOE
科学局次長のレイモンド L.オーバッハは語った。 

 
DOE 科学局は、水素技術を支援する基礎科学に注目する 13 件のプロジェクトを選

定した。10 州とワシントン DC の大学および国立研究所がこの研究を行う。このプロ

ジェクトは、ブッシュ大統領の水素燃料イニシアティブを大きく進展させることを目

指した、DOE 全体にわたる包括的で均衡の取れたポートフォリオの一部である、基礎

および応用研究と技術開発ならびに実証プロジェクトである。 
 
DOE は、価値審査と競争提案プロセスを通じて新しいプロジェクトを選択し、2008

年度の追加プロジェクトで資金提供することを計画している。 
 
このプロジェクトは、以下の 2 つの優先技術分野に取り組む： 
 

－水素貯蔵の斬新な材料(7 プロジェクト、3 年にわたり 560 万ドル) 
全米科学アカデミーと DOE は、水素貯蔵が水素と燃料電池技術の成功実現への重要

技術であると確認している。水素貯蔵における広範囲の研究が、複合水素化物、ナノ

構造化材料と斬新な材料、理論、モデル化およびシミュレーションまた斬新な貯蔵材

料や方式を開発するための 先端の分析や特性評価ツールなどを含んで、これらのプ

ロジェクトにより取り組まれる。 
 

－ナノスケール触媒(6 プロジェクト、3 年にわたり 560 万ドル) 
触媒は水素生産、貯蔵および使用に重大な役割を持っている。特に、触媒は、水か

ら水素の生産にあるいは石炭やバイオマスのような炭素を含む燃料からの水素生産に

必要で、水素貯蔵の反応速度を増加させ、また燃料電池の水素から低価格で電力を生

産させる。研究領域は、革新的な合成技術、斬新な特性評価技術および触媒経路に関

する理論、モデル化およびシミュレーションを含んでいる。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1001号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1001/
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新プロジェクトのリスト 

水素燃料イニシアティブの基礎研究の研究機関とプロジェクトタイトル 
 

－斬新な水素貯蔵合金 

 
オークリッジ国立研究所 

水素燃料の貯蔵と生産のための化学反応の量子調整 
 
ラトガーズ大学 

有機金属フレームワーク材料の水素吸着相互作用の理解と 適化のための斬新な

理論的・実験的アプローチ 
 
ストーニー・ブルック大学 

アンモニアボランとその再水素化物性に対する圧力の影響 
 
カリフォルニア大学デービス校 

周囲条件下での主族分子による水素活性化 
 
カリフォルニア大学サンタバーバラ校 

貯蔵材料と水素相互作用に関する計算機研究 
 
ミズーリ大学コロンビア校 

低圧の可逆的水素貯蔵のためのホウ素ドープ炭素ナノ気孔網状組織 
 
南フロリダ大学 

水素貯蔵用の斬新な多孔性有機金属フレームワーク 
 
－ナノスケール触媒 

 
アルゴンヌ国立研究所 

水素生成用の支持ナノスケール触媒の構造/組成/機能の関連性 
 
ブルックヘブン国立研究所 

金属/酸化物ナノ触媒の水性ガスシフト反応の活性部位とメカニズムに関するその

場(in-situ)研究 
 
ジョージタウン大学 

白金基盤の単金属と 2 元金属ナノスケール電解触媒に対する硫黄被毒影響のその
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場(in-situ)電極電位制御核磁気共鳴の研究  
 
オハイオ州立大学 

酸素還元反応のための異種原子を含む炭素ナノ構造の活性部位の性質に関する研究 
 
パシフィックノースウエスト国立研究所 

水素酸化と水素生産用の新しいバイオ発想分子触媒 
 
バージニア大学 

能動で永続的なナノスケールカソード触媒の理論支援設計 
 
この新しい助成に関する追加情報は、http://www.sc.doe.gov/bes/bes.html 
 
この基礎水素研究プログラムは、DOE 科学局基礎エネルギー科学事務局によって取

り扱われる。DOE 水素プログラムに関する詳細情報は、 
http://www.hydrogen.energy.gov/ 

 
DOE 科学局は、米国の自然科学の基礎研究に関する単一で 大の支援組織であり、

広範囲の科学分野に渡り米国が世界のリーダーシップたることを確実にすることを支

援する。科学局は、300 校を越えるカレッジおよび大学での研究の多様なポートフォ

リオを全米的に支援し、複雑で学際的な科学的問題の解決に対して比類なき能力を持

つ 10 ヵ所の世界一流の国立研究所を管理しており、世界の科学の全分野のフロンティ

アを拡張するために、19,000 人を越える研究者によって毎年使用される科学設備や機

器の も素晴らしい施設を構築し運営している。 
 
(出典：http://www.energy.gov/news/5064.htm) 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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【環境】地球温暖化対策 

 
英国が EU 排出枠取引制度の 2006 年の結果を公表 

 
5 月 17 日、英国は欧州連合排出枠取引制度（EU ETS）の開始から 2 年目となる 2006

年の結果を公表した。この制度は、欧州の産業部門が排出する CO2 に上限を定めている。 
 
ETS の適用を受ける英国の施設が排出する CO2 は 2006 年に 2 億 5,110 万トンに達

し、2005 年を 880 万トン（3.6%）上回った。電力部門の排出量は 930 万トン増加し

たが、その他の部門では 50 万トン減少した。2006 年の英国の排出枠は 2 億 1,730 万

トンだったため、枠超過分 3,380 万トンは全体の排出枠を守るために排出枠取引を通

じて購入された。 
 
この制度では、割当量を上回る CO2 を排出する対象施設は超過分の排出枠を買う必

要がある。また、割当量を下回る CO2 を排出する対象施設は排出枠を売ることができ

る。この仕組みにより、産業界に排出削減とエネルギー効率化のインセンティブがも

たらされている。 
 
英国の対象施設の総排出量増加は、3 月に発表された CO2 排出量の暫定的な統計に

反映され、この結果 ETS 対象外の部門を含む英国の総排出量は 1.25%の増加を示した。

増加の主な要因は、国際的なガス価格が著しく高騰し、石炭火力発電への切り替えが

進んだことにある。石炭火力発電所はガス火力発電所と比べて単位電力あたり約 2 倍

の CO2 を排出する。 
 
政府が試算した 2006 年の CO2 排出量は、1990 年の水準を約 5.3%下回っている。

しかし、ETS の結果を考慮に入れると、英国の排出量は 2005 年と同じく 1990 年の水

準を約 11.0%下回ることになる。 
 

この結果は、英国の事業者がこの制度の義務を 100%遵守し、排出量の報告とこれに

見合う排出枠の引き渡しを行ったことを示している。 
 

気候変動・環境担当大臣の Ian Pearson は次のように述べる。「英国は今後も活力の

ある効率的な炭素市場を柱に据えて気候変動に取り組んでいく。ETS の第一期間は試

行的な段階として位置づけられており、そこで得られた教訓は第二期間で活かされる。

これらの数字は、排出枠取引のメカニズムが効果的に機能していることを表している。

EU 全体の 2006 年の結果は、炭素市場における割当量の希少性を高める必要があるこ

とを浮き彫りにしている。我々は、加盟国の第二期国内割当計画（National Allocation 
Plans：NAP）に関する欧州委員会の決定に大いに励まされている。この計画には、
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真に希少性のある炭素市場を確立し、ETS の活用によって EU の京都議定書目標に沿

った CO2 排出削減を進めようとする決意が明確に打ち出されている。この制度の要件

が 100%遵守されたことは特筆に値する点である。これはまた、事業者、検証機関およ

び監督機関が定められた期限の遵守に努め、2005 年に要件を満たさなかった事業者に

対し監督機関が迅速な対応を行ったことを反映している。」 
 
2006 年の EU 全体の結果は、他の加盟国の排出枠が実際の排出量を上回っていたこ

とを示している。このことは、第二期に向けて市場の希少性を高め、費用効果的な排

出削減を進める必要があることを改めて示している。現在、欧州委員会はこの点を踏

まえて第二期 NAP の決定を行っている。 
 
2006 年の英国の部門別データの概要は次に示すウェブサイトを参照されたい。 

www.defra.gov.uk/environment/climatechange/trading/eu/results/ 
 

英国環境・食料・農村地域省（Defra：Department for Environment，Food and Rural 
Affairs）は今後数ヵ月をかけて概略レポートを作成し、より詳細に結果を検証する予

定である。 
 
（注記） 
1. 欧州連合排出枠取引制度（EU ETS）は、産業界のコスト負担を 小限にしながら

二酸化炭素を削減することを目指している。対象施設には取引可能な排出枠が割

り当てられ、それぞれの削減目標を達成するために排出枠を売買することが認め

られている。 
2. この制度は 2005 年 1 月に開始された。第一期間は 2005 年から 2007 年まで、第

二期間は京都議定書の第一約束期間と同じ 2008 年から 2012 年である。 
3. この制度はキャップ・アンドトレード方式に基づいている。加盟国の政府は、制度

の対象施設全体の排出上限を設定しなければならない。各施設には特定の約束期間

に対する排出枠 1 が割り当てられる。各施設の割当量は、国内割当計画（NAP）と

呼ばれる文書に記録される。制度の適用を受けない事業者は、登録簿（レジストリ

ー）にアカウントを開設して排出枠を売買することが認められる見通しである。 
4. 制度の対象となる施設は、温室効果ガス取引許可証（事業活動と二酸化炭素排出

を許可する証明書）を保有しなければならない。許可証の交付を受けた施設には

排出枠が割り当てられる。加盟国は、毎年 4 月 30 日までに各対象施設の運営者が

当該施設の前暦年の総排出量に相当する排出枠を引き渡す 2 ようにさせなければ

ならない。また、各施設は第三者機関による年間排出量の検証が義務づけられて

                                                  
1 第一期間（2005～2007 年）または第二期間（2008～2012 年）という複数年トータルの枠。 
2 複数年分の枠として割り当てられた総枠から一年間に使った枠を引き落とす。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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いる。検証済みの排出枠は登録簿から外される 3。施設には次に述べる三つの選択

肢がある。 
① その年に割り当てられた排出枠まで年間排出量を削減する。 
② 排出枠を下回る水準まで年間排出量を削減し、余った排出枠を他社に売却ま  

たは貯蓄する（蓄えて将来使用する）。 
③ 年間排出量を排出枠以上の水準に保ち、市場から排出枠を購入して排出枠と

の差を埋める。 
5. 年間排出量に見合う十分な排出枠を引き渡さなかった施設には罰金が適用される（現

時点で 40 ユーロ/1 トン）。また、不足分の引き渡し義務は翌年に繰り越される 4。 
 
出典：UK publishes second year EU ETS results 

http://www.defra.gov.uk/news/2007/070517b.htm 
 

翻訳：山本 かおり 

                                                  
3 その結果、約束期間の残りの期間の排出枠が確定する。 
4 例えば、年間排出枠を超過し、かつ市場から排出権を購入しなかった場合は、罰金の対象と

なると同時に、超過分だけ翌年度の排出枠が削減される。 
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【産業技術】ライフサイエンス  
 

初の有袋類のゲノム配列が発表される（米国） 
ヒトゲノムとの比較の結果「ジャンク DNA」が遺伝的革新を起こしたことが判明 

 
ブロード研究所（マサチューセッツ工科大学／ハーバード大学）の研究者達が主導

する、米国国立衛生研究所(NIH)の支援を受けた国際研究チームが、有袋類 1 としては

初めてとなる、南米生息のオポッサム(opossum)2 のゲノムを発表した。 
サイエンス誌 5 月 10 日号に発表された論文によると、有袋類のゲノムと非有袋類の

ゲノム（ヒトを含む）を比較した結果、ヒトのゲノム配列ができるに至った遺伝的革

新の殆どは、タンパク質コード遺伝子 3 に

因るものではなく、 近まで「ジャンク」

DNA4 だと考えられていた領域が原因であ

ったことがこの研究チームによって発見さ

れた。 
 
南米に生息するハイイロジネズミオポッサム 
写真提供：Paul Samollow、米サウスウエスト 

生物医学研究基金（サンアントニオ） 

 

 
南米に生息するハイイロジネズミオポッサム（Monodelphis domestica）の高精度

ゲノム配列解析を行う取組みは 2003 年に始まり、およそ 2,500 万ドルの研究費用がか

かった。この取組みは NIH 傘下の米国立ヒトゲノム研究所(NHGRI)によって資金提供

され、NHGRI 大規模配列解析研究ネットワークのメンバーである、ブロード研究所

ゲノム配列解析プラットフォームによって実施された。 
 
 「オポッサムのゲノムは系統樹の中で独特の位置に在る。今回の解析は、私達ヒト

を含む哺乳類のゲノムがどのようにして、何百万年にわたって進化を遂げてきたかを

                                                  
1 有袋類： 哺乳綱フクロネズミ目(有袋目)の動物。オーストラリアではカンガルーやコアラなど多様な

有袋類が生息していることが著名であるが、その周辺地域以外に、この論文のオポッサムのように南

北米大陸にも生息している。有袋類の動物は、現生(有胎盤)哺乳類と異なり、胎盤をもたないため、子

宮内で子どもを育てることができない。このため、未熟な状態で生まれた子どもを、育児嚢（のう）

と呼ばれる腹部の袋で育てる。 
2 オポッサム： 有袋目オポッサム科に属する哺乳類の総称である。ネズミに似た外見をしていることか

ら、フクロネズミとも呼ばれる。オポッサムは北アメリカ大陸から南アメリカ大陸にかけて生息する。 
3 protein coding gene： 遺伝子のうち、タンパク質をコード（遺伝子からタンパク質へ翻訳すること）

しているもの。ヒトの場合、全遺伝子のうちタンパク質コード遺伝子は 1%以下。 
4 ジャンク DNA (junk DNA)： 染色体あるいはゲノム上の機能が特定されていないような DNA 領域の

こと。ゲノム DNA 上で何の遺伝情報も担っていないと考えられる部分。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1001号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1001/
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理解する際の重大なギャップを埋めてくれる」と NHGRI 局長のフランシス・コリン

ズ医学博士は話す。「これらの新しい発見は、タンパク質をコードしている遺伝子を含

む領域だけの理解ではなく、ヒトのゲノム全てを理解することが、いかに重要である

かを示している。もし私達が、ヒト生物学の研究や人々の健康を向上させることが可

能な、完璧なツールボックスを得たいのであれば、私達はゲノムの機能的な要素全て

を特定しなければならない」 
 
 有袋類は哺乳類の中でも独特である。有袋類の赤ちゃんは大変未熟な状態で生まれ

てきて、母親の袋の中にいる間に、袋内の乳首に吸い付いたままその後の発育を完了

する。このことから、有袋類の子どもは初期発生研究に利用しやすい。 
 
 ジネズミオポッサム属（Monodelphis）がモデルとして役立つバイオ医療研究分野

は、他にも数多くある。例えば、ジネズミオポッサム属は、紫外線の照射だけでメラ

ノーマ（皮膚ガンの一種で、人間も太陽の紫外線を浴び過ぎると罹患の恐れがある）

になる可能性がある唯一の実験動物である。オポッサムのゲノム配列解析結果があれ

ば、研究者達はメラノーマの分子基盤やその進行についてより詳しく学ぶことができ

るようになるだけでなく、新しい治療法や予防的治療法の開発を探ることも可能とな

るだろう。 
 
 オポッサムのゲノム配列はさらに、ヒトゲノムの進化の起源について、研究者達に

新しい展望をもたらした。有胎盤哺乳類（ヒト、マウス、イヌなど）と有袋類（オポ

ッサム、カンガルーなど）の間の遺伝的差異が解明されたのである。 
 
 「有袋類は有胎盤哺乳類に も近い生きた親戚である。両者はこのような近縁関係

であるため、私達ヒトのゲノムの進化は、オポッサムのゲノムを通して考察すること

ができる」とブロード研究所のゲノム配列解析・分析プログラムの共同指揮者であり

この研究の主席著者である Kirstin Lindblad-Toh 博士は述べている。 
 
 有袋類と有胎盤哺乳類の祖先は 1 億 8 千年前に分岐した。オポッサムとヒトのゲノ

ムを比較することによって、研究者達は有胎盤哺乳類にあって有袋類にはない遺伝要

素―すなわち、この二つの哺乳類間の多くの差異の元となっている可能性がある遺伝

要素―を正確に特定することができた。 
 
 興味深いことに、ヒトゲノムの主要な機能的要素のうち約 5 分の 1 は、比較的 近

の進化期間に生じている。この 近の遺伝的革新に焦点を絞った結果、研究者達は下

記の二つの大きな発見をした： 
 
 一つ目の発見は、 近の遺伝的革新の大部分（約 95％）が、タンパク質コード遺伝
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子に因って起きたものではなく、遺伝子を含んでいないゲノム領域や、 近までその

殆どがジャンク DNA だと考えられていたゲノム領域が原因で起きたものであったと

いうことである。現在研究者達は、ジャンク DNA が、遺伝子近傍の活動に影響を与

える調節要素を含んでいる可能性があることを知っている。しかし、これらの非遺伝

子領域の重要度についてはまだ調査段階である。この新しい研究成果は、哺乳類は新

種のタンパク質が作り出されて進化したというよりはむしろ、タンパク質が作られる

時や場所を決定する分子制御を微調整することによって進化したということを示唆し

ている。 
 
 二つ目の発見は、新 DNA ができる元となった原因の多くは、トランスポゾン 5、す

なわち「ジャンピング遺伝子」に由来するらしいということである。これらもまた、

ジャンク DNA とこれまで考えられてきた領域に位置している。 
 
 「トランスポゾンは一つの場所に定まることなく、頻繁に染色体間を移動する」と、

この研究の筆頭著者であるブロード研究所の研究者 Tarjei Mikkelsen は話す。「トラ

ンスポゾンが転移していく中で、ゲノムの重要な遺伝的革新が数多く引き起こされて

いるということが、現在でははっきりしている」 
 
 オポッサムのゲノム解析から判明したその他の重要な発見には、以下のようなもの

がある： 
 ・オポッサムは免疫に関する遺伝子を多く有していた。これは有袋類が原始的な免

疫機構しか持っていないという考えに相反する結果である。 
  

・オポッサムのゲノムは特異な構造である。染色体数はヒトゲノムよりも少ないが

（オポッサム：染色体 9 対、ヒト：23 対）、総長はオポッサムの方が長い（オポ

ッサム：塩基対 34 億基、ヒト：30 億基）。 
  

・オポッサムとヒトのゲノム配列は、他の様々な生物のゲノム（マウス、ラット、

イヌ、チンパンジー、アカゲザル、オランウータン、雌ウシ、ミツバチ、ショウ

ジョウバエ、回虫、酵母菌など）と同じく、以下の公共ゲノムブラウザからアク

セスすることができる： 
- NIH 全米バイオテクノロジー情報センター(NCBI)： 

GenBank (www.ncbi.nih.gov/Genbank) 
- カリフォルニア大学サンタクルーズ校： 

UCSC Genome Browser (www.genome.ucsc.edu)  
                                                  
5 細胞内でゲノム上の位置を転移 (transposition) することのできる塩基配列。動く遺伝子、転移因子 

(Transposable element) とも呼ばれる。転移性に富み、染色体のさまざまな部位に転移できる可動性

因子。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1001号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1001/
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- ウェルカムトラストサンガー研究所・欧州バイオインフォマティクス研究所

（ヨーロッパ分子生物学研究所(EMBL)）：  
Ensembl Genome Browser (www.ensembl.org) 

- 日本 DNA データバンク (www.ddbj.nig.ac.jp)  
- ヨーロッパ分子生物学研究所ヌクレオチド配列データベース： 

EMBL-Bank (www.ebi.ac.uk/embl/index.html)  
 
出典：http://www.genome.gov/pfv.cfm?pageID=25521146 

翻訳：大釜 みどり 
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【産業技術】 ナノテクノロジー  

 

ナノスケール紫外線 LED をもたらす新しい製作技術（米国） 

 
米国立標準技術研究所(NIST)の研究者が、メリーランド大学とハワード大学の科学

者と共同で、ナノワイヤーから非常に効率的な小さな発光ダイオード(LED)を作成す

る技術を開発した。 
 

近の論文*で報告しているように、作成されたこの LED は、データ記憶装置を含

む、多くの光基盤ナノテクノロジーに必須の重要な波長帯である紫外線の光を放射し、

またその製作技術は商業生産への拡大にも適している。 
 
LED のような光基盤ナノスケール素子は、センサーおよび光通信装置を含む、新し

い世代の超小型で廉価な技術の重要な構築ブロックである。紫外線 LED は、データ記

憶装置や空気中に浮遊する病原体検出器のような生物学的センサー装置にとって特に

重要である。 
 
窒化アルミニウム、窒化ガリウムおよび窒化インジウムなどの特別なクラスの半導

体で作られたナノワイヤーは、ナノスケール LED の も有望な候補である。しかし、

「現在のナノワイヤーLED は、単調で飽き飽きするナノワイヤー操作により、一個ず

つの製作技術で作成されている。そのことが商用化実現に適さなくしている」と NIST
の研究者アブヒスク・モタイドは述べる。 

 
NIST チームは、写真のように光を使って材料へパターン印刷するフォトリソグラフ、

ウェットエッチングおよび金属蒸着のようなバッチ製造技術を使用している。また、

NIST チームは、電界を使用してナノワイヤーを整列させ、各ナノワイヤーを離して置

くという微妙で時間を消費する作業を取り除いた。 
 
この新しいナノワイヤーLED の主な特長は、窒化ガリウム(GaN)の単一化合物から

作られており、各々の LED は、P 型の GaN 薄膜の表面に置かれた N 型 GaN ナノワ

イヤーから構成されている。N 型と P 型は、それぞれ、豊富な電子を持った半導体な

らびにホール(空孔)と呼ばれる正電荷の電子空孔の多い半導体を意味する。 
 
この基盤化合物から作られた PN 接合は、他の種々の化合物で作られた LED よりも

さらに効率的な LED を作り出す。したがって、より低い電力で動作することができる。 
 
適切な電圧を加えた時、この接合は、紫外線領域に入る 365 ナノメートルの中心波

長を持った光を放射する。NIST チームは、これらの LED を 40 個以上作りテストし、

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1001号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1001/
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すべての LED は非常に似た特性を持っていることを示した。 
 
さらに、この LED は、優れた熱安定性、750℃までの耐熱性および安定な動作特性

を示し、室温での連続的な 2 時間の運転の後でさえ劣化の徴候を示していない。これ

らの特性は、この LED の製造方法が信頼できる安定した素子を産出することを示して

いる。 
 
この NIST の方法は、大面積のナノスケール光源を必要とする応用と同様に、他の

ナノワイヤー構造を作り上げるためにも使用することができる、と NIST の研究者は

述べている。 
 
*A. Motayed, A. Davydov, M. He, S. N. Mohammed and J. Melngailis. 365 nm 

operation of n-nanowire/p-gallium nitride homojunction light emitting diodes. 
Applied Physics Letters 90, 183120 (2007) 

 
(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2007_0524.htm#led ) 
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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(05/18/07-05/31/07) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
5 月／ 
1：エネルギー省、小規模セルロース系エタノール精製所の開発に 2 億ドルを提供すると発表 

エネルギー省（DOE）Samuel Bodman 長官は 5 月 1 日、ブッシュ大統領の Twenty in ten イニシ
アティブ（2012 年までに米国のガソリン消費量を 10 年間で 20%削減）の一環として、小規模セル
ロース系エタノール精製所の開発に 高 2 億ドルの資金を提供する用意がある旨発表。今回の資金
調達告示では、リグノセルロース系原料を使って輸送用液化燃料やバイオ化学製品、及び石油燃料・
石油関連製品の代替品を生産する総合バイオ精製実証施設の設計・建設・運転プロジェクト提案を
公募。DOE では、この小規模実証施設を 3～4 年以内にフル稼動、その後商業規模施設の実証を開
始、との目論み。2007 年度予算見込みは 高 1,500 万ドル、残りの 1.85 億ドルは 2008－2011 年
度の間に計上。今回公募では、5～10 件のプロジェクトが選定され、各プロジェクト参加者は 低
50%のコストを負担。今次プロジェクトは、今年 2 月に DOE が発表した 6 ヵ所のフルスケール・
バイオ精製所開発プロジェクト（総予算は 4 年間で 3.85 億ドル）を補完。(DOE News Release) 

 
21：エネルギー省、概念的石炭液化施設に関するフィージビリティ調査報告書を発表 

エネルギー省（DOE）の国立エネルギー技術研究所（NETL）が 5 月 21 日、イリノイ石炭堆積盆
に日量 5 万バレルの商業的石炭液化(CTL)施設を建設する可能性を検討する報告書を発表。報告書
『商業規模フィッシャー・トロプシュ液化施設の技術的・経済的な基礎評価』で取り上げている概
念的な施設では、鉄触媒を用いるフィッシャー・トロプシュ反応（FT 反応）炉と石炭ガス化技術
を取り入れることを想定し、100％稼動状態では一日に 24,533 トンの高硫黄瀝青炭を使って、日量
27,819 バレルのディーゼル燃料、日量 22,173 バレルのナフサ製品、124MW の電気の生産を予想。
硫黄、亜酸化窒素、粒状物質及び水銀の「 良管理技術」指針に準拠するほか、二酸化炭素は回収・
圧縮されてパイプラインへ注入。同報告書は、CTL 施設のもつ有望な経済的ベネフィットを称賛し、
石炭が国内で も豊富なエネルギー源であること、プラント設備投資に対して 20%の収益が見込め
ること、炭素回収・隔離という環境面でのおまけがつくこと、等を強調。（DOE Fossil Energy 
Techline）  

 
 
 
Ⅱ 環境関連 
5 月／ 
21：EPA、気候変動による大気質調査研究でワシントン州立大に約 90 万ドルのグラントを給付 

環境保護庁（EPA）は 5 月 21 日、太平洋岸北西部における世界気候変動の影響を調査するため、ワ
シントン州立大学（WSU）に約 90 万ドルのグラントを授与する旨発表。現行の EPA 支援調査に対
する追加支援。WSU の研究チームは、世界気候変動が将来の大気質にもたらし得る影響（土地被覆
（land cover）の変化、都市化、自然源からの排出や火災が原因の排出）についての理解を深めるた
めにモデルを活用する意向であり、重点をオゾンや粒状物質にあて、環境濃度と沈積の双方を取り
上げていく予定。EPA では、WSU の調査結果から生まれる多数の排出シナリオによって、大気質
への影響、及び、モデリング誤差や排出シナリオに関連する不確実さの数量化が可能になると期待。
（EPA Press Release） 

 
 
 
Ⅲ 産業技術関連 
5 月／ 
14：全米科学財団、銀ナノ粒子の廃水処理システムへの影響調査でミズーリ大にグラント授与 

ミズーリ大学コロンビア校の研究者等は、銀ナノ粒子が廃水処理システムに問題を呈する可能性を
調べる研究で、全米科学財団（NSF）から 8.4 万ドルのグラントを受領したと発表。銀ナノ粒子は、
強力な抗菌剤として知られており、洗剤や石鹸や化粧品、包帯や衣類、自動車用ワックスや玩具等、
一般家庭用品に幅広く応用されている。現在は、人の健康には殆ど悪影響を及ぼすことはないと考
えられているが、廃棄物の分解にバクテリアを利用する廃水処理施設の管理者にとっては問題とな
る可能性がある。ミズーリ大学コロンビア校では、ナノテク製品を扱う人間・浄水フィルタ・洗濯
機などから下水に流れ込む銀ナノ粒子が、廃水処理用のバクテリアとどのような相互作用を起こす
のかを判定し、銀ナノ粒子が廃水処理システムに及ぼし得る影響を調査する予定。(Environment 
News Service) 
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15：ハワイ州議会、一連のイノベーション政策を可決 
Linda Lingle ハワイ州知事（共和）は 7.32 億ドルという州財政黒字をイノベーション・起業精神
等の育成・奨励に投資する「ハワイのイノベーション・イニシアティブ」と 20 以上の関連施策を
今年 1 月 12 日に発表。ハワイ州議会は 2007 年州議会の閉会に先立ち、同州知事が提案していたイ
ノベーション施策の一部を採用した法案を数本可決。主要な法案は、ハイテク系キャリアへの興味
を沸かせるための「経験学習を通した環境・宇宙技術プロジェクト」の州全体への拡大（下院第 1630
議案）、ハワイ教育省内へのキャリア教育・技術教育プログラムの設置（上院第 885 議案、2 年間計
500 万ドル ）、ハワイ大学ハワイ自然エネルギー研の設立（下院第 1003 議案）、宇宙産業部の宇宙
開発部への改組と同州航空関連産業の拡張・多様化推進（上院第 907 議案、50 万ドル）等。ハワ
イ州議会ではこの他に、①温室効果ガス（GHG）排出を 2020 年までに 1990 年水準まで削減する
ことを義務付け、GHG 排出削減タスクフォースを創設する下院第 226 議案、及び、②ハイテク事
業投資税額控除の有効性を判定するためハイテク企業に会社の商号と現状の開示を義務付ける下院
第 1631 議案も可決して、5 月 7 日に Lingle 州知事へ送付。これら施策の法制化には、同知事の署
名が 7 月 10 日までに必要。(SSTI Weekly) 

 
24：有機合成化学品協会、ナノテク中小企業同盟を結成 

有機合成化学品協会（SOCMA）が 5 月 24 日に、新たなナノテクノロジー・アドボカシー・グルー
プ「ナノテク中小企業（SME）同盟」の結成を発表。新同盟は、ナノテクのスタートアップ企業や
中小企業の利益を代表するロビー団体で、ナノテクの環境・衛生・安全面における側面（問題）に
関する中小企業の見解を、環境保護庁（EPA）、職業安全衛生管理局（OSHA）、食品医薬品局（FDA）
等の政府機関に提供。ワシントン（政治家）の態度が変化する現在、ナノテク事業を立ち上げる企
業が規制担当省庁と協力していくことが一層重要との見地から、新同盟は先頃、同盟を紹介すると
ともに、EPA のナノテク・イニシアティブについて学ぶために、EPA 高官と会談を実施。EPA 側
も、新同盟を情報源・専門知識源として認識。同盟は、SOCMA のメンバー如何によらず、すべて
のスタートアップ企業や中小企業に門戸を開放。（AzoNano.com） 

 
 
 
Ⅳ 議会・その他 
5 月／ 
16：Nick Rahall 下院議員、気候変動とエネルギーに関する包括的な法案を提出 

下院天然資源委員会の Nick Rahall 委員長（民主、ウェストバージニア州）が 5 月 16 日、「2007
年エネルギー政策改正・再活性化法案：下院第 2337 号議案）」を提案。同法案は、連邦政府のエネ
ルギー資源管理アカウンタビリティを強化し、革新的なエネルギー源の開発を推進し、炭素隔離の
課題や気候変動の影響に取り組むことを目的とする広範・包括的な内容。同法案の主な条項は、（1）
エネルギー開発関連では、①センシティブな野生生物生息地での石油・天然ガスの探査・開発活動
に「国家環境政策法」の一括免責適用(2005 年エネルギー政策法の措置)する条項を撤回、②送電線
新設場所の決定(エネルギー省（DOE）)やオフショア石油・天然ガス掘削許可（内務省国土管理局
（BLM）)プロセスに課された申請検討時間の制限（DOE は 2 年間、BLM は 30 日間）の撤回、③
オイルシェールとタールサンドのリース・開発戦略準備等；(2)気候変動関連では、①米国地質調査
所に対し潜在的な二酸化炭素（CO2）貯留地の全米目録作成を委任、②内務省に対し国有地におけ
る炭素地中隔離活動実施の為の規制枠組み作成を義務付け、③内務省やその他省庁に対し気候変動
が野生生物に及ぼす影響を緩和する国家プログラムを設置するよう義務付け、④全国沿岸観測制度
の正式発足、⑤温暖化が国有地・海洋・連邦政府水資源基盤に及ぼす影響に取り組む省庁間パネル
の設置等。（E&E PM News; House Resources Committee press Release） 

 
17：環境保護庁、カープール車線（HOV 車線）を利用できるクリーンカー35 車種を提案 

2005 年 8 月 10 日に成立した「2005 年陸上交通法（SAFETEA-LU 法）」の規定（「低公害で良燃費」
と認定された車を、カープール車線（HOV 車線）利用の必要要件（乗員 2 名または 3 名以上の車
に限定）から免除する規定。環境保護庁(EPA)に認定規制の発行を義務付け。）に従い、EPA は 5
月 17 日に、運転手 1 人であってもカープール（HOV）車線を使用できる「低公害で燃費の優れた」
自動車 35 車種のリストを発表。6 月 16 日までの 30 日間、一般市民からのコメントを受け付け。
選定車種は全て 2003 年型以降の重量 8,500 ポンド未満の軽自動車で、連邦政府の Tier 2 Bin 5 基
準またはカリフォルにア州の LEV II 排出基準を満たす、①代替燃料専用車（圧縮天然ガス車のよ
うに代替燃料だけを使用する車）；②同型のガソリン車よりも市内走行燃費が 50%以上優れたハイ
ブリッド車；③同型ガソリン車よりも市内／高速道路の総合燃費が 25%以上優れたハイブリッド車。
ハイブリッド自動車や代替燃料車向けの HOV プログラムを導入する州政府は、この EPA 基準より
も更に厳格な基準の採用はできるが、連邦政府基準の弱体化は認められない。（E&E PM News; 
Draft List of Eligible Low Emission and Energy-Efficient Vehicles, (5/15) 

 
23：下院科学技術委員会、エネルギー研究担当局を新設する法案を承認 

下院科学技術委員会が 5 月 23 日、エネルギー省（DOE）に新たな研究機関（ARPA-E）を創設す
る「エネルギー先端研究計画局設置法案（下院第 364 号議案）」を 25 対 12 で可決。Bart Gordon
科学技術委員長（民主党、テネシー）が今年 1 月 10 日に提案した同法案では、国防省の防衛先端
研究計画局（DARPA）を模範として、DOE 傘下にエネルギー先端研究計画局（ARPA-E）の設置
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を要請。法案の概要は、(1)海外からのエネルギー輸入を今後 10 年間で 20%削減することを目標と
する ARPA-E を DOE に設置、(2)エネルギー自立推進基金を設置（2008 年度に 3 億ドル、2009 年
に 3.75 億ドル、2010 年に 4.68 億ドル、2011 年に 5.85 億ドル、2012 年に 7.32 億ドル、2013 年
に 9.15 億ドルを認可）、(3)ARPA-E 局長が同基金を管理し、目標達成のため、高等教育機関・企業・
コンソーシアムに、競争公募型グラントや共同研究開発協定（CRADA）及びコントラクトを授与、
(4)ARPA-E の活動が 54 ヵ月を経過したところで、大統領の科学技術諮問委員会（PCAST）が、
ARPA-E の目標及びミッション達成状況を評価する作業に着手、等。（H.R. 364 Text; E&E PM 
News） 

 
25：下院科学技術委員会、「グリーン・エネルギー教育法案」を可決 

下院科学技術委員会が 5 月 23 日、「グリーン・エネルギー教育法案（下院第 1716 号議案）」を可決。
Michael McCaul 下院議員（共和、テキサス州）が 3 月 27 日に提出した同法案は、先進エネルギ
ー技術及び環境調和型ビルディング技術の分野における高等教育カリキュラムの策定と大学院課程
の認可を目的。同法案に基づき、エネルギー省（DOE）長官は、エネルギー研究開発分野の大学院
課程履修を推進するために、全米科学財団（NSF）の統合的大学院教育・研究奨学金プログラムに
資金拠出が認められる。同法案はまた、DOE 長官に対し、エネルギー面・経済面・環境面の性能が
標準的なビルディングよりも大幅に優れた高性能ビルディング設計の分野に関連する工学・建築学
の大学院及び学部プログラムを改善するための NSF への資金拠出を許可。法案の第一目的は、先
進エネルギー技術を高性能ビルディングの設計・建築へ統合・導入することについて、建築家、エ
ンジニア、施設計画者等の間での調整を促進すること。（H.R. 1716 Text） 
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