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【再生可能エネルギー特集】太陽光発電 
 

太陽光発電・バロメータ2007年(EU) 
EUの太陽光発電設備の累積容量は3.4GWp1に 

 
オブザーバー社は毎年、欧州の再生可能エネルギーに関する報告を「ユーロバロメータ」

として発表している。NEDO 海外レポートでは本年これまでに、バイオマス特集として

1007号(2007.9.19発行)でバイオマス・エネルギーに関する 3つのバロメータを、また 1010
号(2007.10.31 発行)では「再生可能エネルギー特集」として「風力エネルギー・バロメー

タ 2007 年」を紹介した。本号では、「再生可能エネルギー特集」の続きとして本年 4 月に

発行された「太陽光発電エネルギー・バロメータ 2007 年」を紹介し、その全訳を掲載す

る（なお本号では「太陽熱・バロメータ 2007 年」も紹介）。 
＊ 

ドイツ市場の活況の影響により、欧州の太陽光発電市場は2006年に 高記録を塗り替え

た。入手した 初の試算によると2006年単年で増設された容量は1,245.7MWpであり、こ

れによりEU(欧州連合)の総設備容量は3,000MWpを大きく上回った。白書2の目標はスケ

ジュールの4年前倒しで達成された。 
しかし、欧州の太陽光発電部門の内訳は依然として大変偏ったものである。2006年単年

の導入容量でもドイツが推定1,150MWpと圧倒的大勢を占める一方で、それ以外のEU加

盟国は数kWp～数10MWp程であった。 
 
原料シリコンの供給が需要に対応できずに、成長が制限されたにもかかわらず、EUの

太陽光発電市場は安定した上向きの成長率を維持することに成功してきた。 
入手した 初の試算では、2006年単年で新たに導入された容量は1,245.7MWpであり(表

1参照)、2006年のEUの累積容量は3,418.5MWp(表2参照)に到達することが可能との予測

が報告されている。これは11万世帯(電気暖房なし)の電力供給量に相当する。 
系統連系型での利用は依然としてEU市場の大半を占めており、推計では2006年は

99.4％であった(図1-2参照)。また、EU市民一人あたりの容量は、2005年の4.7Wpから2006
年に7.4Wpへと上昇した(表3参照)。 

 
 
 

                                                 
1 Watt Peak：ワット・ピーク。太陽電池モジュール（パネル）の 大出力の単位で基準状態に換算したもの。

基準状態は、①日射強度 1,000W/m2、②太陽電池モジュール温度 25℃（温度が上がると発電電圧が低下）③

AM1.5 と規定される。AM（Air Mass：エアマス）とは太陽光の大気通過量（太陽光は大気圏を通過するこ

とにより大気中のオゾンや水蒸気などにより、光の一部が吸収される）のことで、AM1.0 とは光の入射角が

90 度（真上）から入射した光を意味し、AM1.5 はその通過量が 1.5 倍（入射角 41.8 度）での到達光を表し

ている。 
2 COM(97) 599 final: White Paper: Energy for the future - renewable sources of energy 
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表1 EUで2005年、2006年*に導入された太陽光発電の設備容量（MWp） 
    2005 年     2006 年*   
 国名 系統連系 独立型 総容量 系統連系 独立型 総容量 
ドイツ** 863.000 3.000 866.000 1,150.000 3.000 1,153.000 
スペイン 13.700 0.800 14.500 59.500 1.000 60.500 
イタリア 15.300 0.300 15.600 11.000 0.600 11.600 
フランス 3.553 1.776 5.329 6.114 0.300 6.414 
オーストリア 4.633 0.208 4.841 4.785 0.215 5.000 
イギリス 2.567 0.146 2.713 2.600 0.150 2.750 
ベルギー 0.795 0.000 0.795 2.103 0.000 2.103 
ギリシャ 0.156 0.745 0.900 0.201 1.049 1.250 
スウェーデン 0.060 0.311 0.371 0.400 0.250 0.650 
キプロス n.a. n.a. n.a. 0.440 0.080 0.520 
ポルトガル 0.073 0.215 0.288 0.227 0.250 0.477 
オランダ 1.547 0.150 1.697 0.300 0.150 0.450 
アイルランド 0.000 0.200 0.200 n.a. n.a. n.a.
チェコ共和国 0.111 0.003 0.114 0.241 0.000 0.241 
デンマーク 0.320 0.040 0.360 0.200 0.030 0.230 
スロベニア 0.076 0.004 0.080 0.183 0.000 0.183 
ポーランド 0.016 0.067 0.083 0.087 0.027 0.114 
フィンランド 0.030 0.270 0.300 0.064 n.a. 0.064 
ルクセンブルグ 0.044 0.000 0.044 0.042 0.000 0.042 
ハンガリー 0.010 0.007 0.017 n.a. n.a. n.a.
マルタ 0.009 0.000 0.009 0.033 0.000 0.033 
リトアニア 0.000 0.000 0.000 0.000 0.023 0.023 
エストニア 0.000 0.001 0.001 0.000 0.005 0.005 
スロバキア 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.004 
ラトビア 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 
EU 全体 905.999 8.243 914.242 1,238.520 7.134 1,245.654 

出典：EurObserv’ER 2007 
*2006年に関しては予測値。 

**BSW（ドイツソーラー産業連盟）は2006年のドイツ市場をおよそ750MWpと予測。 
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表2 2005年末、2006年*末時点でのEUの太陽光発電の累積容量（MWp） 
    2005 年     2006 年*   
国名 系統連系 独立型 総容量 系統連系 独立型 総容量 
ドイツ** 1,881.000 29.000 1,910.000 3,031.000 32.000 3,063.000 
スペイン 43.400 14.200 57.600 102.900 15.200 118.100 
イタリア 34.000 12.300 46.300 45.000 12.900 57.900 
オランダ 45.857 4.919 50.776 46.157 5.069 51.226 
フランス 6.197 20.076 26.273 12.311 20.376 32.687 
オーストリア 21.126 2.895 24.021 25.911 3.110 29.021 
ルクセンブルグ 23.561 0.000 23.561 23.603 0.000 23.603 
イギリス 9.953 0.924 10.877 12.553 1.074 13.627 
ギリシャ 1.412 4.032 5.444 1.613 5.081 6.694 
スウェーデン 0.254 3.983 4.237 0.654 4.233 4.887 
ベルギー 2.005 0.053 2.058 4.108 0.053 4.161 
フィンランド 0.223 3.779 4.002 0.287 3.779 4.066 
ポルトガル 0.548 2.441 2.989 0.775 2.691 3.466 
デンマーク 2.355 0.295 2.650 2.555 0.325 2.880 
キプロス 0.086 0.370 0.456 0.526 0.450 0.976 
チェコ共和国 0.380 0.150 0.530 0.621 0.150 0.771 
ポーランド 0.085 0.232 0.317 0.112 0.319 0.431 
スロベニア 0.082 0.098 0.180 0.265 0.098 0.363 
アイルランド 0.000 0.300 0.300 0.000 0.300 0.300 
ハンガリー 0.065 0.090 0.155 0.065 0.090 0.155 
スロバキア 0.000 0.060 0.060 0.000 0.064 0.064 
マルタ 0.015 0.000 0.015 0.048 0.000 0.048 
リトアニア 0.000 0.017 0.017 0.000 0.040 0.040 
エストニア 0.000 0.003 0.003 0.000 0.008 0.008 
ラトビア 0.000 0.005 0.005 0.000 0.006 0.006 
EU 全体 2,072.604 100.222 2,172.826 3,311.064 107.416 3,418.480 

出典：EurObserv’ER 2007 
*2006年に関しては予測値。**ドイツに関しては、2006年の予測値を以下から算出している。 

ドイツ誌Photon “2006 Market”、及び AGEE Stat “cumulated power at the end of 2005”。 
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表3  EU各国の2006年太陽光発電設備容量（Wp/住民一人当たり） 
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国名 Wp/人 国名 Wp/人 
ルクセンブルグ 51.37 ポルトガル 0.33 
ドイツ 37.16 イギリス 0.23 
オーストリア 3.51 スロベニア 0.18 
オランダ 3.14 マルタ 0.12 
スペイン 2.70 チェコ共和国 0.08 
キプロス 1.27 アイルランド 0.07 
イタリア 0.99 ハンガリー 0.02 
フィンランド 0.77 スロバキア 0.01 
ギリシャ 0.60 リトアニア 0.01 
スウェーデン 0.54 ポーランド 0.01 
デンマーク 0.53 エストニア 0.01 
フランス 0.52 ラトビア 0.00 
ベルギー 0.40 EU 合計 7.38 

図 1  
2006 年末時点での EU の系統連系と

独立型の容量の比率 

図 1-2  
2006 年単年で EU に導入された系統

連系と独立型の容量の比率 

独立型 独立型 

系統連系 系統連系 
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1. 欧州各国の太陽光発電設置の状況 
 
世界市場で圧倒的大勢を占めるドイツ 

太陽光発電部門がエネルギー面と経済面において重要な有力部門になる可能性をいま

だ信じない政策決定者もいるかもしれないが、ドイツはそれが現実的に可能であることを

証明している。 
ドイツの統計値は、まず2005年の設置容量については、異機関の出したそれぞれの統計

結果をほぼ一本化できた。AGEE Stat（ドイツ連邦環境省(BMU)の再生可能エネルギー統

計作業部会）の統計によると、2005年末時点で系統連系されていた太陽光発電の容量は

1,881MWpに達した。このうち、2005年単年で導入された容量は863MWpであった。この

数値はドイツの太陽光発電部門専門雑誌Photonの算出した数値と近似している。Photon
誌はドイツの様々な電力事業者に対して独自の調査を実施したが、その結果は、2005年に

系統連系されていた総容量は1,888MWp、うち2005年に導入された容量は858MWpであっ

た。このデータはPhoton誌が質問に回答のあった電力事業者からの回答のみを基にして算

出した。回答のなかった事業者数はわずかであり計算に含まれていない。 
  

2006年の統計値に関しては、私達オブザーバー社は2006年末時点での各再生可能エネル

ギーの状況を2007年末に「年間評価バロメータ」3としてとりまとめる予定だが、そこに

使用する予定のAGEE Statの公式な統計は2007年5月まで入手できない4。その代わりに以

下の2つの試算を入手できた。(1)Photon誌の試算：Photon誌の質問に対して一部電力事業

者から得られた回答からの予想値（1,150MWp）。 (2) ドイツソーラー産業連盟(BSW)
の試算：慎重な方法で算出した2006年の市場の推計はおよそ750MWp。ただしBSWは2006
年初頭に数値の大幅な上方修正を行い、2004年の市場の推定値を500MWpから600MWp
へ、2005年の推定値を600MWpから750MWpへと修正した。また、AGEE Statの2004年
と2005年の推定値はそれぞれBSWの算出した数値よりも低く、修正は行われていない。 

 
このバロメータではこれまでドイツ雑誌Photonの 初の試算値を使用してきた。

Photon誌の指標はAGEE Statが発表した公式数値と併せて、年間評価バロメータにまとめ

る予定である。ドイツ市場は引き続き太陽電池の世界的リーダーであり、日本市場(2006
年におよそ300MWpを維持)とアメリカ市場(推定120MWp以上)の遥か上を行っている。 

ドイツ市場の堅調さは安定したインセンティブ制度によるものだと説明できる。このイ

ンセンティブ制度は、電力供給者（ユーザーに電力を販売する者）に2004年8月以降あら

かじめ決められた価格で太陽光発電由来電力を購入するよう義務付けた「再生可能エネル

ギー法(EEG)」に原則基づいている。2006年には系統に連系した太陽光発電システムの設

                                                 
3 Annual Assessment Barometer：2007 年末に発行予定の「ユーロバロメータ総括版」のことで太陽光発電

の他に太陽熱、風力、バイオガス、バイオ燃料、固形バイオマスなどの各バロメータ（2006 年データ）を総

括したもの。 
4 この太陽光バロメータは 2007 年 4 月に発表された。 
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置者は固定価格買取(feed-in tariff)の恩恵を受けた（買取価格が51.8c€ 5/kWhから48.74c
€ /kWhの間で定められ、固定価格の適用期間は20年、毎年5％ずつ減額される）。建築物

一体型太陽光発電システムには5c€ /kWhのボーナスが付加される。現在再生可能エネルギ

ー法改定の可能性について審議されており、特に、毎年の減額幅を10％へ増やすかどうか

が主な焦点となっている。 
 
 
スペイン市場の成長が報告される 
スペイン市場は2005年に設置容量が増加し（+ 15.5MWp）、2006年にも確実な増加を

みせた。IDEA（代替エネルギー及びエネルギー節約研究所）の 初の試算によるとスペ

インで新たに導入された容量はおよそ60.5MWpであった（系統連系されていない容量

1MWpを含む）。これにより、スペインの総設置容量は118.1MWp (系統連系されていな

い容量は15.2MWp)となった。 
主要な再生可能電力促進策である勅令第436/2004号はスペイン市場に大歓迎されてい

る。スペインの太陽光発電電力の固定価格買取は、実は価格が絶対額に固定されていない

という特徴を持つ。固定買取価格は年ごとの電力の平均価格を基に算出される。100kWp
を下回る設置容量については、 初の25年間、年ごとの電力の平均価格の5.75倍に相当す

る固定価格(44.04c€ /kWhに相当)となる。26年目以降は電力の基準価格の4.6倍に相当す

る固定価格になる。100kWpを超える設置容量については、 初の25年間、電力の平均参

照(reference)価格の3倍の固定価格(22.98c€ /kWh)になる。26年目以降は電力の平均参照

価格の2.4倍になる。 
ただし2006年7月、例外的に電力価格の高騰が考慮され、電力の平均参照価格が1.38％

上方修正された(勅令第809/2006号)。それに伴い、固定価格の修正も急ピッチで行われた。

スペイン政府は100kWp～10MWpの設置容量の固定価格を41.75c€ /kWhに増額すること

を検討中である（もしこれが実現された場合現在の価格の倍額となる）。この制度によっ

てスペインは2010年までに400MWpを系統連系するという目標を容易に達成するだろう。 
 
 
イタリアは制度を再修正 

2005年7月に採択されたイタリアの新しいインセンティブ制度はあまり長く続かなかっ

た。固定買取価格が魅力的な設定額であったにもかかわらず、わずかな導入容量でとどま

り、この制度の運用管理面での難しさが明るみとなった。GSE (イタリアの系統運用者)に
よると、連系の申請は何百メガワットもあったが、実際に系統連系されたのはたった

11MWpだけであった。投資者の期待に応えるために、より民間主体の新制度が2007年2
月19日の省令で定められた（2007年2月24日施行）。この新固定価格買取制度は設置容量

と太陽光発電設備の形態で区分されている。 
 
                                                 
5 セントユーロ：100 セントユーロ＝1 ユーロ。 
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設置容量の区分は以下のように規定されている： 
・ 1～3kWpの太陽光発電設備 
・ 3～20kWpの太陽光発電設備 
・ 20kWp以上の太陽光発電設備 

 
太陽光発電設備の形態は以下の4区分である： 

・ 地面に設置され建物に統合されていない発電設備 
・ 地面に設置され建物に統合されていない、所有者が発電量の70％を消費する発電設備 
・ 部分的に建物に統合された発電設備 
（建物外面に平行または傾斜して設置、もしくは建物の一部として設置） 

・ 建物一体型発電設備 
 
固定買取価格は20年間の適用で、建物に統合されていない20kW以上の地面設置の設備

が0.36c€ /kWhから、1～3kWpの発電容量の設備が49c€ /kWhまで、現在様々な固定買取

価格が設定されている。この固定買取価格は2007年と2008年に設置の発電設備に適用され

る予定である。2009年からは毎年2％ずつ減額が始まる。ただし、この固定価格買取制度

は 初の1,200MWpの導入にのみ有効とされる予定であり、さらに、2007年～2016年の間

に導入される太陽光設備の容量は3,000MWpまでに制限される見込みである。重要な点は、

この制度がもう投資の支援や税の優遇を受けられないことである。イタリア市場は2007年
に著しい成長を見せた。GIFI (イタリア太陽光発電協会)によると、2007年頭には既に7,330
の発電設備が建設中で、その総設置容量は62MWpとのことである。 
 
 
フランスは建物統合設備を優遇 

フランスは、イタリアと同じく効果が不十分であるとしてインセンティブ制度を2006年
に再改定した。この再改定により、フランス政府は住宅に太陽光発電設備を設置した個人

に対する税額控除を2005年の40％から2006年に50％まで引き上げた。これにより、個人

住宅発電者のみが、主要な住宅に設置した設備の総費用（人件費は含まれない）の半額を

受け取ることが認められた。 
  

固定買取価格も2006年7月に見直された。現在、フランス本土の固定買取価格は30c€
/kWhであり、もし太陽光システムが建物一体型の場合には25c€ /kWhのボーナス上乗せと

なる。フランス海外県とコルシカ島の固定買取価格は見直しされて40c€ /kWhとなり、設

備が建物一体型の場合は追加で15c€ /kWhが支払われる。これらの固定買取価格は、2010
年に120MWp(フランス海外県：85MWp、フランス本土：35MWp)を実現するという長期

投資計画の法令で定められた目標をフランスが達成することを可能にしてくれるだろう。 
  

設置容量に関しては、EDF(フランス電力公社)が発表した系統連系率の統計を考慮に入
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れ、ADEME(フランスエネルギー環境庁)が提供した以前の統計の見直しを行った。2006
年末時点でフランスで系統連系されていた累積設置容量は12.31MWpであった（フランス

海外県とコルシカ島：7.44MWp、フランス本土：4.87MWp）。2005年単年で新たに系統

連系された容量は3.55MWpであった (フランス海外県とコルシカ島：1.94MWp、フラン

ス本土：1.61MWp)。また、2006年単年では6.11MWpであった(フランス海外県とコルシ

カ島：4.82MWp、フランス本土：1.29MWp)。 
 
しかし、設置されたもののまだ系統に連系されていない太陽光発電設備がフランスでは

多数あることに言及しなくてはならない。EDFによると、2006年末時点で系統連系の申請

待ちであった設備容量は13.18MWpであった。これは既に設置済みの容量のうちのかなり

の割合を占めていた。フランスで設置容量と連系容量にひらきがあるのは幾つかの理由が

ある： 
―EDFが、処理する申請書数が急増していることと、人材の養成には時間がかかること

により、系統連系の申請待ち時間が依然長くかかっていること。 
―2006年末頃にかなりの数の発電設備が設置されたため、2006年中に連系するのが不可

能であったこと。 
―固定買取価格の増額から便益を得られるように連系申請を遅らせる設置者がいたこ

と。 
 
その他の興味深い統計は、助成金を受けた設備の容量についての統計である。ADEME

によると、2006年末時点で助成金を受けて設置された累積容量は、系統連系されていた容

量が29.9MWp(フランス本土：13.2MWp、コルシカ島とフランス海外県：16.7MWp)、系

統連系されていない容量が12MWp (フランス本土：2.4MWp、コルシカ島とフランス海外

県：9.6MWp)であった。 
2006年単年でみると、助成金を受けて導入された容量は、系統連系されていた容量が

14.3MWp(フランス本土：5.95MWp、コルシカ島とフランス海外県：8.39MWp)、系統連

系されていない容量が0.3MWpであった。 
なお、この太陽光発電ユーロバロメータの表で使用した系統連系されていない容量に関

する統計は、ADEMEからIEA/PVPS6（国際エネルギー機関(IEA)の太陽光発電部門を専

門に扱う作業部会）に提供された報告書に基づいている。この報告書によると、系統に連

系されていない容量のうちかなりの割合が助成金なしで設置されたものであった。 
 
 
オーストリアは再生可能エネルギー法を改正 
リサーチコンサルタント会社Arsenal Research社の 初の試算によると、2006年のオー

                                                 
6 PVPS: Photovoltaic Power Systems Program(太陽光発電研究協力実施協定)：太陽光発電が重要な再生可能

エネルギー源となるよう、国際協力活動による促進を目的として、加盟 21 ヵ国の専門家により太陽光発電に

関する共同研究プロジェクトが推進されている。再生可能エネルギー技術作業部会（REWP）の下に設けら

れている。 
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ストリア市場はかなり安定した状態を保ち、新たに導入された容量は4～6MWpであった。

これにより、オーストリアの総設置容量は29MWpに到達した。2006年、再生可能エネル

ギー電力法(Okostromgesetz)の改正によって新しい固定価格買取制度の導入が認められ

た。この固定買取価格は、2007年から2011年の間、再生可能エネルギーの全部門用の財源

1700万ユーロの中から、毎年投入可能な額によって決められる。 
2006年に締結された契約については、5kWp以下の発電設備への支払額が49c€ /kWh、

5～10kWp：42c€ /kWh、10kWp以上：32c€ /kWhである。2007年については、5kWp以
下：46c€ /kWh、5～10kWp：40c€ /kWh、10kWp：30c€ /kWhである。これらの固定買

取価格は10年間適用される。11年目にそれぞれ75％の価格に引き下げられ、12年目には

50％になる。13年目からの新たな12年間は、発電事業者は市場価格を保障した固定買取価

格から利益を得られる。この制度は地域的な投資による支援を受けて達成が可能となる。 
 
 
管理されているポルトガルの太陽光発電 
ポルトガルは太陽光発電部門の発達を管理できるインセンティブ制度を制定した。ポル

トガルの固定価格買取は系統に導入された 初の150MWpの太陽光発電に限って適用さ

れる。この150MWpという容量は、欧州の再生可能エネルギー由来発電促進指令7を遵守

する観点からポルトガル政府が太陽光発電部門の目標として定めた値に対応している。ポ

ルトガルの制度では、DGGE (地質・エネルギー総局)が独立発電事業者に系統連系点を割

り当てている。2006年の固定買取価格は、5kWp以下の発電設備で45c€ /kWh、5kWを超

える設備で31c€ /kWhであった。この価格は15年間適用される。目標としている150MWp
のうち、既に128MWp分がDGGEから独立発電事業者に割り当て済みである。これら独立

発電事業者の中では巨大なプロジェクトも実施され、11MWpという大容量のSerpa太陽光

発電所(ポルトガル南部)が系統に連系された。さらにポルトガルは、2010年までに南部に

発電容量42MWpの別の発電所(Moura発電所)の建設も計画している。 
 
 
準備中のギリシャ市場 

EUで も太陽光に恵まれている国の一つギリシャでは太陽光発電市場がまだ発展して

いない。HELAPCO (ギリシャ太陽光発電企業連盟)によると2006年に導入された容量はた

った1.25MWpであった。この状況は2006年6月に新しい再生可能エネルギー法が採択され

たことを考えると矛盾しているようにみえる。この法律は、発電者が発電に認可を得る手

続きを促進して、固定価格買取の状況改善を促すことを目的として制定された。 
ギリシャの固定価格買取は20年間保障されており、その価格は本土（半島）での連系か

(100kWpまで：45c€ /kWh、100kWp以上：40c€ /kWh)、あるいは離島内での連系か

(100kWpまで：50c€ /kWh、100kWp以上：45c€ /kWh)によって異なっている。この法律

                                                 
7 Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the 

Promotion of Electricity Produced from Renewable Energy Sources in the Internal Electricity Market 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1011,  2007.11.14 
 

   10

が発布されて以降、ギリシャ独立エネルギー規制機関 (RAE)には220MWpを超える連系申

請が届いた。しかし残念なことに連系に関する管理上の問題が依然未解決のため、

HELAPCOによれば、設置されたこれらの容量のうち2007年中に連系される容量はごくわ

ずかであることがほぼ確実となっている。 
 
 
2. 太陽電池生産の動向 
 
世界の太陽電池生産量は推定2,535.6MWp 

雑誌Photon International 2007年3月号で発表された世界の太陽電池生産量に関する

初の調査結果については、後で述べるようにその内容について注意を払う必要がある。

Photonの専門家らが行った調査によると、2006年に世界で生産された太陽電池の量は

720.9MWp増加してトータルで2,535.6MWpという結果になった（図2参照）。 
 
それに基づくと、太陽光電池部門に必要な原料のシリコンが不足したにもかかわらず、

世界の太陽電池生産量はこの3年以内で倍増したことになる (2004年の生産量は

1,256.0MWp)。事業者(例えばQ-Cells社など)の中には、過去数年の間にシリコン調達に関

する契約を結んだものもある。そうすることによってこれらの事業者達は確実に生産量を

伸ばしてきた。しかしそれ以外の製造業者についても、 初の調査の2006年の数値が示す

ところによると、シリコン不足は生産量の伸びの妨げとはならなかったようである。 
ところで基本的な疑問であるが、この生産された太陽電池は、どの国の市場で売られ、

設置されたのだろうか。 
太陽電池の2006年設置数量については、Photonの試算によると、主要な国際市場（EU、

米国、日本）が含まれていると仮定してだが、約1,666MWpとなっている。しかし、この

数値は、同年に発表された太陽電池生産量(図2、前出)を大きく下回っている。その差違は

870MWpもあり、国際市場の約3分の1にも相当する。 
2006年に生産された太陽電池のうちの全てが同年のうちに売られた（設置された）わけで

はないのは確かだが、注意すべきなのは、世界の太陽電池の殆どが上記の3市場で売られ

ているという事実である。（例えば他の市場の例を挙げると、発展途上国を専門に扱うド

イツの技術系会社GTZの試算では、2006年の中国市場は推定5ＭＷp程である）。 
このため、太陽電池生産量に関して公表された 初の数値についてはいくつかの深刻な

疑念が生ずる。例えば、太陽電池とモジュール8が二重に計算されてしまった、事業者の一

部が生産量の数値を故意に膨らませた、市場占有率が実際の値よりも高く主張された、な

どの疑念である。しかし、これらの数値が矛盾していることで、何十億ユーロも動いてい

るこの部門の実際のダイナミズムを不透明にしてはならない。 
 

                                                 
8 セルを必要枚数配列し、屋外で使用できるように強化ガラスなどで覆って保護して耐候性をもたせ、パッケ

ージ化したもの。パネルともいう。 
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図2 世界の太陽電池生産量の推移（MWp） 
出典：EurObserv’ ER, Photon, March 2007, For the years 2004, 2005, 2006. 
 
 
独立を目指す欧州の事業者達 
原料のシリコン不足は、多くの欧州事業者達に戦略的対応を余儀なくさせることになっ

た。事業者達はシリコン製造業者(Hemlock社、Wacker社、REC社など)との長期的な契約

の締結を試みたり、これらのシリコン製造業者との合弁企業を創設して自らシリコン製造

業者になることを試みたりしている。また、シリコンの製造から太陽電池モジュールの供

給まで手掛ける垂直戦略9によってなお一層の独立を図ろうとする事業者さえ存在する。 
さらに事業者達は、より薄型の結晶シリコン太陽電池の開発を行い原料の切り詰めも行

った。薄膜シリコン (特にCIGS：銅‐インジウム‐ガリウム‐セレン化合物)など別の技

術に手を広げる製造業者達はますます増えている。このことにより原料の消費がさらに抑

えられ、結晶シリコンよりも生産コストを大幅に削減できる見通しである。 
シリコン調達の安定性を確保し生産コストを削減するためのこれらの様々な戦略によ

って、欧州の産業者達は近い将来興隆してくる巨大な世界市場において日本や中国の産業

                                                 
9製品の部品製造や組立、販売のうち一分野のみに従事していた事業者が、事業者規模の拡大、成長、多角化

のために川上(部品等)から川下(商品等)の分野に進出する戦略のこと。 
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者達と競争することが可能になるはずである。 
 
 
欧州産業界は好況を維持 
日本や中国の事業者達は太陽電池の生産力を増大させるために大変積極的な戦略をとっ

ているが（表4参照）、欧州産業界も引き続き世界市場で良い位置につけている。欧州を代

表するのはドイツの産業者達であるのは言うまでもない。ドイツソーラー産業連盟によると、

2006年ドイツの太陽光発電部門は37億ユーロの売上げを計上し（2005年は30億ユーロ）、

従業員数は3万5千人（2005年は3万人）であった。ドイツは既にこの部門に関与する企業が

約5千を数える。これには、太陽光発電設備のあらゆる製造段階(シリコンやウェハー、太陽

電池、モジュールの製造など）に関係する50ほどの関連産業が含まれている。 
 
 

表 4：世界の太陽電池製造業者 （※2007 年容量順 MWp） 
生産量 容量 

企業 国名 
2005 2006* 2006 2007*

シャープ 日本 427.5 434.7 600 710
Q-Cells ドイツ 165.7 253.1 420 540
Suntech 中国 82 160 330 330
サンヨー 日本 125 155 165 260
京セラ 日本 142 180 240 240
BP Solar 英・米国 85.8 85.6 200 210
Motech 台湾 60 102 200 200
Solarworld ドイツ 37.5 90 190 190
三菱 日本 100 111 135 135
Schott Solar ドイツ 92 93 129 130
Isofotón スペイン 75 61 130 130
Photowatt フランス 32.3 35 50 60
*推定値 
出典：“Sonne Wind & Wärme”, “Photon MARCH 2007”, “EurObserv’ER 2007” 

 
 
ドイツの主要な事業者は、Q-Cells社(欧州の太陽電池生産 大手)と、Solarworldグルー

プ（ウェハ市場：Deutsche Solar社、太陽電池市場：Deutsche Cell社、モジュール市場：

Solar factory社）である。その他の大手事業者はSchott Solar社(太陽電池とモジュールの

製造業者)と、Wacker社(シリコン製造業者)である。新規参入してきたConergy社もまもな

く欧州市場で主要な事業者の一員となるだろう。同社はSolarworldグループと同じくウェ

ハー市場で主事業を展開しているが、太陽電池市場とモジュール市場にも携わっている。

その他に健闘を見せている欧州の事業者には、Isofoton社（スペインの電池、モジュール

の製造業者）やPhotowatt社（フランス）などがある。 
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シャープ社に挑むQ-Cells社 
ドイツのシリコン製造業者Q-Cells社のサクセス・ストーリーはまだまだ終わりそうにな

い。首位のシャープ社を追う世界第二位の太陽電池製造業者Q-Cells社は、生産量の増加と

コスト削減のための戦略を明確に打ち出している。同社の太陽電池生産量は2004年の

75.9MWpから2005年に165.7MWpへ、さらに2006年には253.1MWpにまで増加した。さ

らに同社は新技術を開発中の2社の株を取得することで技術の幅を広げる方針も固めた。 
一方、Q-cell社の合弁企業の一つであるEverQ社は、2006年4月にストリングリボン技術

を用いたウェハー、太陽電池およびモジュールの生産を開始した。インゴットで半導体デ

ィスクを作る代わりに、シリコンリボンは直接融解したシリコンから抽出されてレーザー

でカットされる。この手法により、シリコンの使用量を30％節約することが可能となる。 
さらにQ-Cells社は、薄膜シリコンモジュール(ガラス板の表面をシリコン薄膜で被覆し

たもの)を製造しているCSG Solar社の株も取得した。また2006年11月、Q-Cells社は銅、

インジウム、ガリウム及びセレン(CIGS)を材料とする薄膜モジュールを生産するスウェー

デン企業Solibro社との合弁企業を立ち上げた。 
 
 シリコン調達の点においては、Q-cells社はREC社(独立したシリコン製造業者では 大手)
との合弁企業を創設することによって、将来の安定性を確実なものとした。この合弁企業

は2009年に完全に操業が開始される予定である。Q-cells社の成長戦略は売上げにあらわれ

ており、2005年の2億9940万ユーロから2006年は5億3950万ユーロに増収した。新しい目

標は2007年の売上高で10億ユーロを達成することである。 
 
 
ウェハー生産の欧州のリーダーSolarWorld社 

SolarWorldグループはShellグループのシリコン電池の事業を買収して世界有数の太陽

光発電事業者になった。SolarWorldグループは原料から太陽光発電所の納入まで太陽光発

電に関係するあらゆる分野に携わっている。特にウェハーの生産規模は群を抜いている。

同グループ傘下のDeutsche Solar社は2006年に180MWpを生産した。 
また2007年初頭、同グループはウェハーの生産能力を現行の250MWpから、2009年初

頭には500MWpへ倍増を目指すことを発表した。さらに同グループは太陽電池の生産（特

に傘下のDeutsche Cell社は2006年に70MWpを生産）や、モジュール生産（傘下のSolar 
Factory社が2006年に55MWpを生産）にも関与している。Frankfurter Allgemeine 
Zeitung紙によると、1,300人以上の雇用者を抱える同グループの2006年の売上高は5億
1500万ユーロと報じられている。 

 
 

太陽電池の生産に改革をもたらしたBP Solar社 
英・米合弁企業であるBP Solar社は多結晶型太陽電池の効率性を劇的に増加させる新し

いシリコン結晶成長プロセスを開発した。BP Solar社はこの新技術Monoにより、インゴ
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ットとウェハーの生産技術を高めるだろう。生産施設を米国、スペイン、インド及びオー

ストラリアに有する同社は、2006年末時点で生産能力が200MWpまで増加した。同社の

近の投資の中では、米国メリーランド州本部にあるFrederik工場の拡張に7000万ドルを投

資する決定をとり挙げることができる。同社はこの投資によりFrederik工場のウェハー生

産能力を2倍の150MWpにすることができるだろう。 
 

  
Schott Solar社はドイツ・イエーナ市で新たな投資 

Schottグループはドイツ・イエーナ市の新しいモジュール工場に7000万ユーロを投じて

薄膜シリコンの事業を発展させることを決定した。30MWp以上の生産能力を有するこの

工場は従業員160人を雇用する予定であり、2007年秋に操業可能となる予定である。一方、

原料シリコンの調達が困難なことから、Schottグループはモジュールとウェハーを製造し

ている米国マサチューセッツ州のBillerica工場の操業継続・停止について慎重に検討して

いる。ただし同グループは米国市場からの撤退については全く予定していないとしている。 
 
 
拡大成長し続けるIsofoton社とPhotowatt社 
欧州のそれ以外の主要な事業者には、Isofoton社やPhotowatt社がある。 
スペインの製造業者Isofoton社は、2006年に61MWp相当の太陽電池を生産し、生産能

力は130MWpに増加した。同社は2006年11月に新しいMalaga工場の操業を開始した。こ

れにより将来的には生産能力が200MWpに達することが可能となる。 
 フランスの事業者Photowatt社は、2006年の生産量が30～40MWpであり、こちらも拡

大期にある。同社は既に600人の従業員を抱えており2006年に1億ユーロほどの売上げを計

上した。総支配人のEric Laborde氏によると、同社は2007年4月末までに生産能力が

60MWpに達し、2008年半ばには100MWpに到達する見込みとのことである。 
 
 
3．2010年に累積10GWpを突破する可能性は 
 
太陽光発電部門は今後数年のうちに急成長を遂げる可能性がある。原料のシリコン不足

は除々に解消されつつあるため、ゆくゆくは事業者達が生産能力をフル稼働して需要を満

たすことが可能となるだろう。さらに、設置価格も下がり続ける可能性があるため、同部

門の競争力も高まるだろう。これらの状況を勘案すると、太陽光発電部門の将来の成長率

は、ただ一つのことにかかっているといえる。それは、政策支援の有無である。 
 そのことについてはEPIA(欧州太陽光発電協会)が策定した2010年末までの2つの成長シ

ナリオに書かれている。政策実施について悲観的な見方をとるシナリオの方は、現在のイ

ンセンティブ・メカニズムは強化されないと予測している。一方、政策が実施されたと仮

定したシナリオの方は、欧州の全ての国でインセンティブ制度が導入、継続、及び強化さ
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れると予測している。悲観的見方のシナリオでは、欧州の総設置容量を7,905MWpと予測

しているが、政策が実施された場合のシナリオでは、欧州の総設置容量は9,921MWp（象

徴的指標である10GWpに限りなく近い数値）に達すると予測している。 
 
しかし、2005年末に作られたこれら2つのシナリオは2006年に私達が行った調査結果に

のみ基づいている。2005年と2006年のドイツ市場は大変過小評価されていた。逆にドイツ

以外のEU加盟国の市場は、スペインを除いて殆どの国が過大評価されていた。各市場は

小限の時間で市場価値を高めようとしているため、この評価のずれは短期間のうちにさ

らに顕著となることが懸念される。系統への連系を可能にし、配電業者や発電設備設置業

者のネットワークを構築するためには、ますます多くの専門家（技術者、管理スタッフ）

を養成する必要がある。この先の欧州の設置容量の伸びはこれまで以上にドイツ市場の成

長にかかっている。ただしドイツについての信頼のおける統計がないことから、2010年の

予測値をまとめるのはリスクが高い。私達がこれまでに予測していた6,000MWpという値

は、2004年と2005年に環境省が出したドイツ市場の再評価結果を考慮に入れるとかなり低

めの数値であることがうかがえる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3 現在の傾向と白書の目標の比較 (MWp) 
出典：EurObserv’ ER 2007 

  
ドイツ市場がこの先数年間ギガワット前後の新規導入容量を維持し続けるという予想や、

イタリア、スペインおよびフランス市場の成長の加速が予見できることから、2010年に設置

容量が8,713MWに達するというのが私達の新しい予測である。（図3参照） 

白書の目標 

現在の傾向 
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太陽光発電部門を迅速に構築して発電事業全体に積極的に参画し、富の創造や有資格職

の創設を行っていくことは社会としての挑戦であり、政策決定者も対応を始めている。政

府は太陽光発電の報酬金制度を作成中であるが、この取組みは行政（事務手続）上の問題

を取り除いてより長期的なビジョンを産業界に与えることで強化されなければならない。 
 
対応の大幅な遅れは欧州産業界の現在の順調な発展を抑えてしまう可能性がある。もし

そうなれば、中国や日本、アメリカなどの企業が優位となるだろう。現在、太陽光発電部

門の主要な市場は依然として先進工業国であるが、将来は世界規模になっていくだろう。 
 

翻訳：NEDO情報・システム部、大釜 みどり 
 
出典：AGEE Stat, Photon, Arsenal Research, Belsolar, Conergy (Cyprus), PA Energy, IDAE, EDF, Ademe, 
Helapco, GSE, CESI, Solarinfo (Luxembourg), CEGEDEL, Malta Ressource Authority, Senternovem, 
EDP, Angstrom, IT Power, IRO (Poland), Slovak University of Technology, Ministry of Trade and 
Industry (Czech Rep.), Institut of Physical energetics (Latvia), Semiconductor Physics Institut 
(Lithuania), Tallinn Technical University (Estonia). 

 
出 典 ： PHOTOVOLTAIC ENERGY BAROMETER: 3.4 GWp INSTALLED IN 

EUROPEAN UNION 
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/stat_baro/observ/baro178.pdf 
 
フランスのObserv'ER(Observatoire des énergies renouvelables：再生可能エネルギー観測所)が
作成した刊行物を許可の基に翻訳・掲載した。この刊行物は「EurObserv’ERプロジェクト」の成

果であり、その詳細は下記のとおりである。 
 
This barometer was prepared by Observ’ER in the scope of the “EurObserv’ER” Project 
which groups together Observ’ER, Eurec Agency, Erec, Jozef Stefan Institute, Eufores, with 
the financial support of the Ademe and DG Tren (“Intelligent Energy-Europe” programme). 
The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not 
represent the opinion of the European Communities. The European Commission is not 
responsible for any use that may be made of the information contained therein. 
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EU の 2006 年 太陽光発電設備容量（MWp） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1：推定値。2：フランス海外県も含む。
3：ブルガリアとルーマニアはこの統計に含まれ
ない。 

EU 各国の 2006 年 1時

点での累積設備容量

(MWp) 

EU 各国で 2006 年 1単

年で新たに導入された

容量(MWp) 

出典：EurObserv’ ER 2007
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【再生可能エネルギー特集】太陽熱利用 
 

太陽熱・バロメータ 2007 年（EU） 
―EU の 2006 年生産能力は 2,159.7 MWth1に― 

 
オブザーバー社は毎年、欧州の再生可能エネルギーに関する報告を「ユーロバロメータ」

として発表している。NEDO 海外レポートでは本年これまでに、バイオマス特集として

1007号(2007.9.19発行)でバイオマス・エネルギーに関する 3つのバロメータを、また 1010
号(2007.10.31 発行)では「再生可能エネルギー特集」として「風力エネルギー・バロメー

タ 2007 年」を紹介した。本号では、「再生可能エネルギー特集」の続きとして本年 7 月に

発行された「太陽熱・バロメータ 2007 年」を紹介し、その全訳を掲載する（なお本号で

は「太陽光発電エネルギー・バロメータ 2007 年」も紹介）。 
＊ 

2006 年、欧州の太陽熱市場は 44.3%近く成長し、集熱器の設置面積が 300 万 m2を超え

た。出力容量にして 2,159.7MWth の増加となる。このような目覚ましい成長をもたらし

たのは、欧州の直面する苦しいエネルギー事情（石油とガスの大幅な価格高騰）と、太陽

熱部門の開発を目指す一部の国の政治意志であった。 
 
太陽熱部門は現在、前途有望な発展のさなかにあり、2006 年には著しい成長を見せた

（2004 年～2005 年の成長率が 23.5%であったのと比較して、2005 年～2006 年の成長率

は 44.3%であった）。これは、総面積 3,085,265m2 のガラス／非ガラス集熱器が新しく設

置され、集熱能力が 2,159.7MWth 増加したことによる（表 1、表 1-b、図 1）。 
 欧州の太陽熱市場では、ガラス集熱器が主流である。ガラス集熱器には、箱の中に熱吸

収材を設置してガラス板で蓋をする平板型（市場占有率 88.5%）と、一連のガラスのチュ

ーブの中に熱吸収材を入れる真空ガラス管型（同 8.3%）の 2 種類がある（図 2）。真空型

システムの方が、一般的により高価な技術を必要とするが、平板型よりも高い温度を発生

させることができる。この技術は、低日照環境での給湯や暖房のほか、日照の非常に多い

地域でも、太陽熱を利用した冷却システムに利用できる。南欧諸国では、屋根に設置した

集熱器の上に温水タンクを直接設置して、熱サイフォンシステム（太陽熱で温められた水

の循環を利用したシステム）によって家庭内で使う温水を作っている。非ガラス集熱器は、

主に、温水水泳プールの水温維持の用途で利用されている（市場占有率は 3.2%）。非ガラ

ス集熱器の導入が助成を受けることはほとんどなく（つまり金融機関によって言及される

こともない）、さらにメーカー側による系統的な集計などもないため、この市場を調査する

のはガラス集熱器の調査よりも困難である。 
 
 

                                                 
1 MWth：megawatt thermal（メガワットサーマル）の略。ワットサーマルは熱出力の単位。これに対して電

力の出力単位を Watt electrical（ワットエレクトリカル。略号 We）という。 
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表 1  2005 年に設置された集熱器の種類別設置面積（m2）および出力容量（MWth） 
国名 2005 年市場 

 平板型

集熱器

非ガラス

集熱器

真空型

集熱器
合計面積 

（m2） 
出力容量
（MWth）

ドイツ 855,000 30,000 95,000 980,000 686.0
フランス* 153,459 6,000 4,930 164,389 115.1
オーストリア 232,020 6,070 1,450 239,540 167.7
ギリシャ 220,500 - - 220,500 154.4
イタリア 127,059 - - 127,059 88.9
スペイン 101,434 5,451 106,885 74.8
キプロス 50,000 - - 50,000 35.0
英国 18,000 10,000 28,000 19.6
ベルギー 20,234 7,300 - 27,534 19.3
スウェーデン 17,120 12,470 5,500 35,090 24.6
ポーランド 23,485 120 4,048 27,653 19.4
オランダ 20,159 28,728 - 48,887 34.2
デンマーク 21,000 - 250 21,250 14.9
チェコ共和国 13,200 3,230 2,350 18,780 13.1
ポルトガル 15,500 - 500 16,000 11.2
スロバキア 6,510 - 910 7,420 5.2
スロベニア 4,500 - 300 4,800 3.4
マルタ 4,000 - - 4,000 2.8
アイルランド 3,500 - - 3,500 2.5
フィンランド 2,383 - - 2,383 1.7
ルクセンブルグ 1,900 - - 1,900 1.3
ラトビア 1,000 - - 1,000 0.7
ハンガリー 1,000 - - 1,000 0.7
リトアニア 500 - - 500 0.4
エストニア 250 - - 250 0.2
EU 合計 1,913,713 93,918 130,689 2,138,320 1,496.8

*海外県含む                            出典：EurObserv’ER 2007 

 
全盛期を迎える太陽熱市場 
集合利用向けシステムに力を入れるドイツ 

ドイツでは、再生可能エネルギー・市場誘引プログラム（Marktanreizprogramm：MAP）
により太陽熱設備の導入に対する補助金の交付が定められているが、政府は、2006 年の一

年間のうちに二度、同プログラム枠内の補助金額を削減した。さらに 2007 年 1 月 12 日に

も、単独の太陽熱温水器を設置する場合に支給される補助金が削減された。これにより、

補助金の金額は、1 年未満で半分近く減ったことになる。単独の太陽熱温水器を設置する

場合の設置面積 1m2あたりの補助金は、2006 年初めには 105€であったが、同年 3 月 21
日には 84€、6 月 21 日には 54.6€、2007 年 1 月 12 日には 40€に削減された。また太陽熱

を利用した複合ソーラーシステム（給湯と暖房の複合システム）を設置する場合でも、設

置面積1m2あたりの補助金は、2006年初めには135€であったが、同年3月21日には108€、
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6 月 21 日には 70.2€、2007 年 1 月には 70€に削減された。毎年設定される MAP の予算に

対して、新しい要請が殺到し、援助プログラムの支出が制御不能になるのを避けるために、

ドイツ政府はこのような補助金額の削減を実施した。 
 
表 1-b 2006 年に設置された集熱器の種類別設置面積（m2）および出力容量（MWth） 
国名 2006 年市場* 

 平板型 
集熱器 

非ガラス

集熱器

真空型

集熱器

合計面積

（m2）

出力容量

（MWth）
ドイツ 1,350,000 30,000 150,000 1,530,000 1,071.0
フランス** 284,000 6,000 11,000 301,000 210.7
オーストリア 289,745 6,935 2,924 299,604 209.7
ギリシャ 235,200 - 4,800 240,000 168.0
イタリア 156,240 3,720 26,040 186,000 130.2
スペイン 127,199 - 7,464 134,663 94.3
キプロス 60,000 - - 60,000 42.0
英国 27,000 27,000 54,000 37.8
ベルギー 31,267 8,828 4,369 44,464 31.1
スウェーデン 19,825 13,416 8,713 41,954 29.4
ポーランド 35,150 150 6,290 41,590 29.1
オランダ 14,685 24,419 - 39,104 27.4
デンマーク 33,000 - - 33,000 23.1
チェコ共和国 18,490 6,000 3,540 28,030 19.6
ポルトガル 20,000 - - 20,000 14.0
スロバキア 7,700 800 8,500 6.0
スロベニア 5,890 - 566 6,456 4.5
マルタ 4,500 - - 4,500 3.2
アイルランド 2,500 - 900 3,400 2.4
フィンランド 3,400 - - 3,400 2.4
ルクセンブルグ 2,500 - - 2,500 1.8
ラトビア 1,200 - - 1,200 0.8
ハンガリー 1,000 - - 1,000 0.7
リトアニア 600 - - 600 0.4
エストニア 350 - - 350 0.2
EU 合計 2,731,391 99,468 254,406 3,085,265 2,159.7

*推計                                 出典：EurObserv’ER 2007 
**海外県含む 

 
2006 年は、ロシアからの天然ガス輸入に関する問題や、暖房価格の継続的な上昇、また

気候変動に関する市民の関心の高まりなど、太陽熱産業自体とは別の要素が原因となって、

太陽熱市場の発展が促進された年であった。ドイツソーラー産業連盟（Bundesverband 
Solarwirtschaft：BSW）によれば、ドイツ市場における集熱システムの設置面積は、2005
年には 98 万 m2であったが、2006 年には 150 万 m2以上に増加した。ドイツでは、エネ

ルギー費用対策として、ソーラーシステムの導入が徐々に当たり前の選択となりつつある

ようである。MAP による補助金は、導入への投資を決定するきっかけとして未だ必要と
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されてはいるものの、交付される金額はシステムにかかる費用の 15%に過ぎない。このよ

うに利用者側の自立性を高めることにより、当局は、これまでほとんど未開拓であった、

集合利用あるいは個別利用向けの大型システムの設置に対する、より大規模な支援メカニ

ズムを構築することに成功した。集合住宅で三区画以上の暖房をまかなう設置面積 20～
40m2の集熱器を導入する場合、2007 年以降、1m2あたり 210€の補助金が交付されること

になった。また、集熱器の設置面積が 40m2 を超える場合には、投資コスト合計額のうち

30%の補助を受けることができるようになった。 

 

 

図 1  EU 内における 1994 年以降の年間設備設置面積の推移（m2）* 
 

*2005 年より新規加盟国が含まれる      出典：EurObserv’ER 2007 
**推計 

 
成長率でリードするフランス 

 フランスは、2006 年を通して、欧州で首位の成長率を維持した。海外県に設置されてい

る約 75,000m2を含めると、同国の太陽熱市場は 30 万 m2を超えた。これは、2005 年と比

べて 83.1%の増加である。ENERPLAN2によって発表された 2006 年のデータの 初の推

計によれば、フランス本土の太陽熱市場は約22万m2であり、単独の太陽熱温水器が35,000
台、複合システムが 5,000 台、集合利用向けの家庭用給湯器が 22,000m2導入されている。

非ガラス製集熱器市場の規模は 6 万 m2程度だと Observ’ER では推定している。 
                                                 
2 太陽熱に関するフランスの専門団体。 
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 市民にとって特に魅力的なのは、簡単な税務申告をするだけで設備価格の 50%の回収が

認められる単純な税の優遇制度である。このインセンティブ制度は地方自治体（特に市町

村）による資金援助を受けている。自治体からの援助金が個人所得税の課税標準額から控

除され、その控除後の課税標準額をもとに税額控除が計算される。交付額は自治体によっ

て異なるが、単独の太陽熱給湯器で 900€、複合システムでは 3,000€以上の資金が提供さ

れているケースもある。 
 太陽熱部門の非常に好調な成長は、今後も続くと考えられている。2005 年 7 月 13 日に

成立した計画法律第 2005781 号 3では、2010 年以降、年間 100 万 m2の太陽熱集熱器の設

置を開始するという目標が設定された 4。現在の成長率から考えて、この目標は十分に到

達可能だと考えられる。さらに、2006 年 9 月 1 日からは、建築許可の取得に必要な断熱

規制として、新しく RT20055が課せられるようになった。RT2005 では、新築建築物に対

する断熱効率の条件が RT2000 よりも 15%以上引き上げられている。今後もまた、5 年ご

との規制の見直しでさらなる向上をはかり、2020 年には 40%の性能向上が実現される見

通しである。RT2005 は特に、評価基準の中に太陽熱を組み込むことによって、再生可能

エネルギーの導入を前進させた。具体的には、個別住宅（電気と化石燃料の両方を利用す

る）には 2m2の太陽熱集熱器の設置が、また電気を使用する集合住宅には各居住区画ごと

に 1m2の太陽熱集熱器の設置が義務付けられる。この条件を満たさない場合、その他の断

熱システムや高効率な暖房システムを取り入れて、同レベルのエネルギー効率を実現しな

ければならない。 
 
30 万 m2に達したオーストリア市場 
 オーストリアは、太陽熱エネルギーの開発に熱心に取り組んでいる国であり、国民一人

あたりの設置面積がオーストリアを超えるのはキプロスのみである（表 3）。交通技術省の

ために作成された年次報告書「Innovation and Technology」では、太陽熱市場の大きな成

長を見ることができる。太陽熱市場は、すべての技術を合わせると 30 万 m2近い規模であ

ると推計されており、これは 2005 年と比べて 25.1%の成長となる。オーストリアは九つ

の州によって構成されるが、このうち太陽熱市場が集中しているのは、チロル州（96,573m2、

2006 年に導入）、オーバーエスターライヒ州（55,307m2）、ニーダーエスターライヒ州

（43,872m2）の 3 州である。これらの州だけでオーストリア市場全体の 3 分の 2 を占めて

いる。このような高い成長が実現された理由のひとつは、同国で行われた「Klima: aktiv 
Solarwärme」という太陽熱エネルギーに関するキャンペーンの成功と、化石燃料の価格

上昇の相乗効果であったといえる。市場の規模は今のところ州によって異なるが、すべて

の州で、それぞれの政策に基づいて個人を対象とした経済援助が行われている。交付され

                                                 
3 編集部注：La loi sur l’énergie du 13 juillet 2005(loi Pope)。2001 年の EU 指令を受けて定められた、エネ

ルギー消費量の目標値などを定めた再生可能エネルギー奨励法。 
4 編集部注：この計画は Plan Face Sud（仏語で「南向き」の意味）と呼ばれ、計画法律第 2005781 号に組み

込まれている、太陽熱設備の導入拡大を図る計画。 
5 編集部注：建築物のエネルギー消費量の削減を目的とするフランスの断熱規制。2001 年に発効した RT2000

が改正され、2006 年 9 月に RT2005 が発効した。RT2005 の施行により平均 15%の省エネが見込まれている。 
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る補助金の金額は、太陽熱温水器単体の場合で 600～1,700€、複合システムの場合で 1,100
～3,500€とばらつきがある。連邦政府もまた、民間部門での設備導入（たとえばホテルな

ど）に対して、投資コストの 大 30%を上限として助成を行っている。 

 
 

図 2 EU における 2006 年の太陽熱市場の技術分野による内訳 
 

*この技術分野については、金融機関による調査が常時行われているわけでもなく、 
またメーカー側による系統的な集計の対象にもなっていないため、統計的な観点 
からは、他の分野と比べて調査が難しい。 
出典：EurObserv’ER 2007 

 
時機を待つスペイン 
 スペインの国立エネルギー機関であるエネルギー多様化・省エネルギー研究所

（Institute for Energy Diversification and Savings：IDAE）は、助成金を受けているシ

ステムの数に基づいて、スペインで 2006 年に導入された太陽熱設備の規模は 134,663m2

であったと推計した。本バロメータではこの IDAE による推計値に従っているが、この値

は、業界団体である熱産業ソーラー協会（Thermal Industry Solar Association：AIST）
による推計値よりも低い。ASIT は、販売されたシステムの数に基づいて計算し、2006 年

のスペインにおける太陽熱市場は約 175,000m2であったとしている。一方で、今後まもな

くスペイン市場の重要性が高まっていくという点においては、両組織とも一致している。 
スペインは、2006 年 3 月以降、太陽エネルギーに関する法制度のもっとも整備された

国となった。2006 年 3 月、スペインでは、太陽エネルギーに関する規制を支援するため

に、新しい建築基準法（Código Técnico de la Edificatión：CTE）が制定された。この基

準法では、新築あるいは全面改築されるすべての建築物において、利用温水の 30～70%を

太陽熱エネルギーによってまかなうことが義務付けられている。移行期間として半年から

1 年の猶予が与えられており、この期間中は、建築許可の取得に新旧どちらの法律を利用

することもできる。つまり、この新しい基準法が完全に機能するのは今年の末ということ

になる。このような規制と並んで、自治州による直接の補助金や、国家による IDAE を介

した借入保証なども整備されている。また、この基準法以前に地方自治体によって定めら

EU25 ヵ国合計：3,085,265m2（2,159.7MWth） 
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れていた太陽エネルギー関連の規制も、制度の一部として引き続き有効に機能している。

新建築基準法の効果により、2008～2010 年には集熱器の設置面積が 250 万 m2 に達する

ことが見込まれている。スペインの再生可能エネルギー計画（Plan de Fomento de las 
Enerías Renovables）では、2010 年までに設置面積 480 万 m2を実現するという目標が設

定されている。 
 

表 2 EU における 2005 年と 2006 年の太陽熱集熱器累積容量（各年末） 
国名 2005 年末の（累積）容量 2006 年末の（累積）容量

 （m2） （MWth） （m2） （MWth）
ドイツ 7,109,000 4,976.3 8,574,000 6,001.8
ギリシャ 3,047,200 2,133.0 3,287,200 2,301.0
オーストリア 2,595,800 1,817.1 2,838,700 1,987.1
フランス** 895,600 626.9 1,160,400 812.3
イタリア 680,550 476.4 866,350 606.4
スペイン 547,000 382.9 681,700 477.2
オランダ 620,430 434.4 646,160 452.3
キプロス 500,200 350.1 560,200 392.1
デンマーク 347,520 243.3 378,000 264.6
スウェーデン 257,900 180.5 297,800 208.5
英国 201,160 140.8 252,160 176.5
ポーランド 122,240 85.6 163,830 114.7
ポルトガル 125,200 87.6 145,200 101.6
ベルギー 79,550 55.7 124,000 86.8
チェコ共和国 87,930 61.6 115,960 81.2
スロベニア 105,460 73.8 111,900 78.3
スロバキア 64,170 44.9 72,670 50.9
ハンガリー 49,000 34.3 50,000 35.0
マルタ 19,360 13.6 23,860 16.7
フィンランド 14,760 10.3 18,160 12.7
ルクセンブルグ 13,400 9.4 15,900 11.1
アイルランド 5,000 3.5 8,400 5.9
ラトビア 2,650 1.9 3,850 2.7
リトアニア 2,150 1.5 2,750 1.9
エストニア 820 0.6 1,120 0.8
EU 合計 17,494,050 12,245.8 20,400,270 14,280.2

*2006 年の数値は、非ガラス集熱器を含むすべての技術の推計         出典：EurObserv’ER 2007 
**海外県含む 

 
イタリアは再調査を実施 
 Solarexpo Research Centre の実施した調査により、これまで長い間、イタリアの太陽

熱市場の規模はかなり低く見積もられていたことがわかった。今回の調査は、製造業者や

熱供給業者から得たデータに基づいたもので、2006 年のイタリア市場は 186,000m2 と推

計された（2005 年と比較して 46.4%の成長）。また、それ以前の市場規模についても見直
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しが行われ、2005 年には 127,059m2、2004 年には 97,738m2であったと発表された。こ

の調査結果は、イタリア市場が、スペインやフランスの市場とほぼ同レベルだということ

を示している。 
今回の再調査は、より信頼性のある指標を得るために、体系的なやり方で実施された。

このように反復して調査を行う利点は、国内のエネルギー全体の中での太陽熱分野に関す

る展望をより的確に把握し、政策決定者が実施された政策をより適切に評価できるように

なるということにある。特に、イタリアはより具体的な方法で太陽熱部門を支援すること

を決定しているため、政策の適切な評価は非常に重要である。同国では、新しいインセン

ティブ制度が 2007 年 1 月 1 日より開始され、個人向けの免税率が 55%に引き上げられた

（以前は 36%）。また、政府はさらに、建築物のエネルギー効率に関する新しい法律の準

備も始めている。この法律では、新築あるいは改築される建築物に対して、太陽熱エネル

ギーを利用した給湯システムの利用が規定される（民間・公共両方の建物が対象とされる）。

この法律が制定されると、給湯の 50%を太陽エネルギーによってまかなえるようになる可

能性がある。 
 
安定市場を維持するギリシャ 
 ギリシャは引き続き、太陽熱エネルギーの分野で堅実な成長を維持している。EBHE（ギ

リシャのソーラー事業者団体）によれば、2006 年に設置された設備面積は 24 万 m2であ

り、2005 年と比較して 9.1%の成長であった。ギリシャの太陽熱市場は安定しており、市

場の中心となっているのは、主に熱サイフォンシステムと設備交換 6 である。ただし、国

内の供給業者は、複合システムを利用した暖房や、ホテルでの集合的な給湯システムなど、

新しい活用方法の開拓に取り組んでいる。ギリシャでは、個人が太陽熱エネルギーを導入

する場合には、投資コストに対する 20%の免税があるのみで、それ以外の補助制度はない。

企業が導入する場合には、60～100%の免税措置、あるいは助成の対象として適格と認定

されたコストのうちの 20～40%（地域によって異なる）を補助金として受けとることがで

きる。 
 
ポルトガルでは条件付きの義務化 
 2006 年 4 月、ポルトガルは、欧州指令 2002/91/CE に対応するために、建築物の空調エ

ネルギーシステムに関する基準法（RSECE）と、建築物の技術的性能に関する基準法

（RCCTE）という、二つの新しい建築基準法を制定した。RCCTE では、新築あるいは改

築される建築物に対して、給湯システムでの太陽熱集熱器の利用が義務付けられているが、

この規制の対象となるのは一定の照射条件（住人一人あたり 1m2）が満たされている場合

に限られる。またこれと並行し、ポルトガルでは、個人を対象とした資金援助や、設備コ

ストの 30%の税控除、VAT（消費税）税率における優遇措置（通常 21%のところを 12%）

などの制度が取り入れられている。企業の場合は、PRIME プログラム 7 の枠組み内で、

                                                 
6 編集部注：従来の電気式給湯器から太陽熱給湯器への買い換えのことだと思われる。 
7 Subvention Program for Modernisation of Economic Activities（経済近代化推進助成金プログラム） 
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投資コストのうち 大 40%までの資金援助を受けることができる。ポルトガルの太陽熱エ

ネルギー市場は 2006 年時点では 14,000m2であったが、これらの取り組みにより、今後市

場の拡大が期待されている。 
 

表 3 2006 年の住民数あたりの太陽熱設備容量* 
国名 m2/1,000 人 kWth/1,000 人 
キプロス 730.9 511.7 
オーストリア 343.4 240.4 
ギリシャ 295.5 206.8 
ドイツ 104.0 72.8 
デンマーク 69.6 48.8 
マルタ 59.0 41.3 
スロベニア 55.9 39.1 
オランダ 39.6 27.7 
ルクセンブルグ 34.6 24.2 
スウェーデン 32.9 23.0 
フランス 18.5 12.9 
スペイン 15.6 10.9 
イタリア 14.8 10.4 
ポルトガル 13.7 9.6 
スロバキア 13.5 9.4 
ベルギー 11.9 8.3 
チェコ共和国 11.3 7.9 
ハンガリー 5.0 3.5 
ポーランド 4.3 3.0 
英国 4.2 2.9 
フィンランド 3.5 2.4 
アイルランド 2.0 1.4 
ラトビア 1.7 1.2 
エストニア 0.8 0.6 
リトアニア 0.8 0.6 
EU25 ヵ国合計 44.0 30.8 

*非ガラス集熱器を含むすべての技術の推計 
出典：EurObserv’ER 2007 

 
 
欧州全体では設置面積が 2,000 万 m2に 
 2006 年末、EU 内で稼働する太陽熱設備の総面積は 2,000 万 m2を超えた。これは、熱

容量では 1 万 4,280 MWth （表 2）に相当する。この数字は、設置されている稼働中の太

陽熱設備の全体量を示すものであり、設備の老朽化による性能の低下も反映されている。

集熱器の老朽化に関して、本バロメータでは、ガラス製の場合は 20 年（1990 年よりも前

に設置されたものは 15 年）、耐久性の劣る非ガラス製の場合は 12 年と仮定して計算して

いる。各国の所有する公式な統計に、設備の老朽化を計算する適切な仮定値が含まれてい



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1011,  2007.11.14 
 

   27

る場合には、本バロメータでもそれらの数値を利用した。今回の調査では特に、オランダ、

フランス、アイルランド、チェコ共和国およびラトビアがこれに当てはまった。 
 これらの仮定値に照らしてみると、設置されている稼働中の太陽熱設備容量の大きい方

から上位 4 ヵ国は、一年前と比べて変わっていなかった。ドイツの設置面積は 8,574,000m2

（約6,000MWthに相当）で、首位の座がより強固なものとなった。ギリシャは3,287,200m2

（約 2,300MWth に相当）で二位の座を守り、三位のオーストリアは 2,838,700m2（2,000 
MWth 弱）であった。四位のフランスは、設置面積が推定 1,116,400m2（約 812.3 MWth
に相当）となり、初めて 100 万 m2を超えた。また、各国の設置面積（あるいは容量）を

単位人数あたりの数値に換算することにより、それぞれの国が太陽熱部門の発展にどの程

度取り組んでいるかをより適切に判断することができる（表 3）。この方法で分類すると、

キプロスが設置面積 730.9m2／1,000 人で、抜きんでた首位であり、後にはオーストリア

（343.4m2／1,000 人）とギリシャ（295.5m2／1,000 人）が続いた。また、この指標を見

ることにより、ドイツで引き続き大きな進歩が見られている（104m2／1,000 人）ことや、

フランス（18.5m2／1,000 人）、スペイン（15.6m2／1,000 人）、イタリア（14.8m2／1,000
人）では同部門が依然として未開拓であることなどもわかる。 
 
産業が創り出す富と雇用 
 太陽熱市場の成長と、同産業の発展は密接に関係し合っている。ドイツソーラー産業連盟

（BSW）の推計によれば、ドイツの太陽熱産業の売り上げは、2005 年には 7 億 5,000 万ユ

ーロであったが、2006 年には 12 億ユーロに増加した。また、BSW によれば、太陽熱産業

に直接あるいは間接的に関連して生まれた雇用の数は、2005 年には 1 万 2,500 人であった

が、2006 年には 1 万 9,000 人となった。ドイツでは 100 社もの企業が太陽エネルギーのシ

ステム構築に直接関わっており、太陽熱産業で働く人の数は 4,000 人以上に上る。 
オーストリアもまた、太陽熱部門に非常に力を入れている国である。オーストリア・ソ

ーラー協会（Austrian Solar Association）の推計によれば、2006 年、オーストリアの太

陽熱産業の売り上げは約 4 億ユーロであった（2005 年は 2 億 3,200 万ユーロ）。この金額

には輸出による売り上げも含まれる。オーストリアで生産されたガラス集熱器のうち、輸

出されたものの割合は、2005 年には 66.4%であったが、2006 年には 75%以上となった。

同国で 2006 年に生産された集熱器の総面積は 1,100 万 m2を超えた。また、太陽熱部門に

おける 2006 年の雇用者数は、設備の生産・設置の合計で約 6,500 人であった（2005 年は

3,300 人）。 
ギリシャの太陽熱産業は EU 内で第三位の規模であり、EBHE の推計によれば、2006 年

の売り上げは 1 億 9,600 万ユーロであった（2005 年は 1 億 7,500 万ユーロ）。2007 年に

は、2 億 3,000 万ユーロの売り上げを達成することが期待されている。また、同国の太陽

熱部門の雇用数は 2,780 人と推計されているが（2005 年は 2,450 人)、2007 年には 3,000
人を超える雇用が創出されると見られている。 
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表 4 2006 年の EU 太陽熱部門を代表する企業 

企業名 国名 技術の種類 
2006 年の 
売り上げ 

（百万ユーロ）

生産量 
（m2） 

Green one Tec オーストリア
平板型集熱器

真空型集熱器
77 （集熱器）800,000

KBB Kollektorbau ドイツ
平板型集熱器

（OEM）
18 （吸収体）350,000

(集熱器） 50,000
Viessmann ドイツ 太陽熱暖房設備 1,400* 250,000
BBT Thermotechnik ドイツ 太陽熱暖房設備 2,800** 200,000
Ritter Solar ドイツ 真空型集熱器 n.a. 102,000
Thermomax 北アイルランド 真空型集熱器 22.5 80,000
Clipsol フランス 平板型集熱器 12 >30,000

Isofoton スペイン
平板型集熱器

真空型集熱器
176*** 29,000

*Viessmann グループの売り上げのうち再生可能エネルギーが占めるのは約 2 億 8,000 万ユーロ 
**BTT グループの売り上げのうち再生可能エネルギーが占めるのは約 11% 
***Isofoton の太陽エネルギー関連の総売上（主に太陽光発電） 
出典：EurObserv’ER 2007 
 
 スペインとイタリアにおいても、太陽熱市場の好調な伸びが、同産業の成長に影響を与

えている。スペインの業界団体 ASIT によれば、2006 年、同国の太陽熱産業の売り上げは

1 億 4,000 万ユーロであったが（2005 年には 8,600 万ユーロ ）、2007 年には 2 億 5,000
万ユーロに届くと考えられている。2006 年、スペインの太陽熱部門では二倍以上の雇用が

創出されており、前年 1,440 人だった雇用が約 3,000 人に増加した（2007 年には 4,500
人への増加が見込まれている）。またイタリアでは、Solarexpo Research Centre による新

しい調査によれば、太陽熱産業の売り上げは 2006 年には 7,800 万ユーロであったが、2007
年には 1 億 2,000 万ユーロに伸びると期待されている。 
 
市場の成長で恩恵を受ける企業 

 EU における太陽熱市場の現在の成長は、生産能力を向上させる戦略を進めるために非

常に役立っている。フランス、スペイン、イタリアなど多数の国で市場占有率の拡大が予

想される一方で、既に成熟した市場も引き続き成長を維持している。このような状況の中、

ますます増大する需要に対応して出来るだけ多くの利益を得るために、各企業は欧州各地

への供給網の拡大を図っている。表 4 は、欧州市場における大規模企業とそれらが扱う分

野に関する概況を示している。企業によって活動内容が異なるため、すべての生産統計や

売上高が比較可能だとは限らない。いくつかの企業は OEM メーカーであり、販売業者や

製造業者など、他社ブランドのソーラーシステムで利用される熱吸収材や集熱器など主要

部品の一部を製造している。また、他社システム向けの部品を製造しながら、自社ブラン

ド製品も販売している集熱器メーカーもある。その他の製造業者は、それぞれ自社のソー

ラーシステムを製造・販売している。 
 
 世界をリードする集熱器メーカーである Green One Tec は、欧州市場の成長の恩恵を存
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分に享受している。このオーストリア企業の製造した集熱器の面積は、2005 年には 43 万

m2であったが、2006 年には約 80 万 m2となり、ほぼ倍増した。その結果、同社の 2006
年の売り上げは 7,700 万ユーロに達し、2005 年の 4,000 万ユーロから大幅に伸びた。この

成長は今後も続くと考えられており、同社は既に、今年から生産量を 120 万 m2に増やす

計画を立てている。技術レベルでは、銅の代わりにアルミニウムを使う、レーザー溶接さ

れた吸収材の生産に投資を続けており、この技術は既に同社製品の 20%を占めている。ま

た、輸出に非常に力を入れており、2006 年には全体の 85%を輸出製品が占めた（2005 年

には 80%であった）。Green One Tec はデンマークの企業グループ VKR（売り上げ 22 億

ユーロ、従業員数 14,887 人）の傘下企業であり、スカイライト（天窓）、垂直窓、太陽熱

エネルギー、および自然換気を専門分野としている。VKR の傘下企業には、Velux や 
Sonnenkraft など、同社以外にも太陽熱部門に取り組んでいる企業がある。 
 Viessmann や BBT Thermotechnik といった暖房設備に特化した企業は、太陽熱利用

に対する市民の関心が高いことから、以前から太陽熱を製品に取り入れてきた。これらの

企業は、組織自体やその供給網が国際的な規模を持つことから、この分野のシステムの製

造・商業化における第一人者となっている。 
 2006 年、Viessmann は約 25 万 m2の集熱器を製造した。このドイツ企業は、6 月 28
日に、フランス、モーゼル地方の Faulquemont で新しい二つの生産ラインを稼働させ、

今後さらに生産能力を上げることができるようになった。1,000 万ユーロを投じたこの増

設により、Viessmann は 2 分間に一台のペースで集熱器を製造できるようになった。生産

ラインが二つ増えたことで、同社が一年間に製造可能な集熱器の数は 24 万個（一個が

2.5m2）、面積でいえば 60 万 m2に増加する。同社の製造する集熱器の数は、今年から 15
万個（375,000m2）となる予定である。再生可能エネルギー（太陽熱、太陽光発電、バイ

オマス給湯器およびヒートポンプ）利用製品によって同社が 2006 年に達成した売り上げ

は、2005 年の倍に増え、総売上高の約 14 億ユーロのうち 2 億 8,000 万ユーロを占めた。 
 太陽熱産業を代表するもうひとつの企業として、ボッシュ・グループ傘下で熱技術部門

を代表する BBT Thermotechnik GMbH を挙げることができる。2006 年、同社は約 20
万 m2の集熱器を製造した。この数字を 2005 年と比べると、48%の成長である。ボッシュ・

グループは、再生可能エネルギー利用製品（太陽熱、木を燃やすボイラーおよびヒートポ

ンプなど）による売り上げが、グループ全体の売り上げの 6%を占め、約 1 億 6,800 万ユ

ーロになったと見積もっている。 
 ドイツの KBB Kollektorbau はどの企業グループにも属していない。この独立系企業は、

ソーラー設備の主要要素である熱吸収材や集熱器を専門に製造し、これらの製品を取引先

に販売している。2006 年、KBB Kollektorbau はそれまで二ヵ所に分かれていた製造拠点

を一つにまとめ、ベルリンのより大きな工場に移した。この移転により、同社の生産量は

増加した。2005 年に製造した熱吸収材は 20 万 m2、ガラス製平板集熱器は 25, 000m2で

あったが、2006 年には、35 万 m2の熱吸収材と 5 万 m2の集熱器を製造した。売り上げも

また 1,000 万ユーロから 1,800 万ユーロに上がった。2006 年、同社は輸出比率を 15%か

ら 20%に伸ばし、今後はフランスとスペインでの事業展開を目指している。 
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真空集熱器メーカーもまた、活発な成長を見せている。そのような企業のひとつに、ド

イツを代表するメーカーの Ritter Solar がある。同社の集熱器生産量は、2005 年には 6
万 m2であったが、2006 年には約 102,000m2となった。今年はさらに、115,000m2に増産

することが計画されている。Ritter Solar は「Aqua system」と呼ばれる特殊な真空技術

を開発している。グリコール不凍液を利用した熱伝導液の代わりに、熱伝導媒体として温

水のみを利用するのが特徴である。この技術を使えばシステムを暖房回路に直に接続する

ことができるため、より簡単に設備を設置することが可能になる。同社は主にドイツ市場

で活動しており、2006 年に製造された機器のうち、輸出されたものは 15%だけであった

（2005 年は 11%）。 
 
 Thermomax 社もまた、真空装置市場のメーカーである。この北アイルランドの企業は、

2006 年、設置面積 8 万 m2相当のチューブを製造し（2005 年の生産量は 5 万 m2相当）、

売り上げを 2,250 万ユーロに伸ばした（2005 年の売り上げは 1,285 万ユーロ）。同社では、

製造したチューブを自社ブランドの集熱器に搭載して販売するほか、Viessmann など他の

製造業者への販売も行っている。Thermomax 社は太陽熱冷却市場の企業として位置付け

られており、それと関連して、商業用冷凍装置向けの電子調整器の設計・商品化も行って

いる。 
 Isofotón はスペイン 大の太陽光発電のモジュール製造業者であるが、太陽熱分野で期

待される高成長から利益を得るために、製品を多角化し、太陽熱分野にも手を広げること

を決定した。 近マラガで稼働を開始した同社の工場は、年間 84,000m2 の生産能力を有

している。これはさらに、今年から 20 万 m2に拡張される計画となっており、2010 年ま

でに年間 50 万 m2の生産規模が実現される見通しである。2006 年の時点では、太陽熱関

連の事業は売り上げ全体（推定 1 億 7,500 万ユーロ）の 4%を占めるに過ぎないが、同社

の戦略を考えれば、今後大きく成長することが予想される。同社が力を入れるのは、太陽

熱市場の中でも特に熱サイフォンシステムである。 
 フランスの企業も、国内市場の成長による恩恵を受けている。そのような企業のひとつ

として、複合システムの製造・設置を専門に行う Clipsol 社を挙げることができる（2006
年の実装件数は 620 件、2005 年は 489 件）。同社はまた単独型の太陽熱温水器の製造・販

売も行っており、2006 年の販売台数は 1,771 台に上った（2005 年は 1068 台）。同社の 2006
年の売り上げは、1,200 万ユーロ程度であったと推定される（2005 年の売り上げは 1,050
万ユーロ）。 
 
明るい展望 
 現在の状況は、欧州市場の持続的な急成長に大きく役立っている。この成長はもはや数

少ない主導国だけによってもたらされたものではなく、フランスやイタリア、スペイン、

ポルトガルなど、これまで未開拓であった国々によってももたらされた。これらの国では、

現在、市場の急速な発展のために環境の整備が進められている。また同時に、導入コスト

に対する経済援助の強化や、新築あるいは改築される建設物に対して太陽エネルギーシス
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テムの設置を義務付ける（あるいは奨励する）新しい法律の導入なども進んでいる。新築

されるすべての建設物に太陽エネルギー（あるいはその他の再生可能エネルギー）を取り

入れるという発想は、EU 諸国の間で重要性を増してきている。中には、ドイツの Vellmar
市などのように、実証試験に関心を示す自治体の例もある。 

ドイツやオーストリアなどの既に成熟した市場がその成長を維持していることにより、

欧州市場の成長はさらに堅固なものとなっている。これらの継続的な成長は、単独のソー

ラー給湯システムのみではなく、むしろ複合型のシステムや、集合的な規模での設備の導

入が進んでいることに大きくよっている。このように将来の展望が明るいことから、本バ

ロメータでは 2010 年の予想を大きく見直し、4,110 万 m2に修正した。この数字は、国家

的な専門家による予測と、現在の市場の活力に基づいて推計されたものであるが、これで

もまだ、欧州委員会（EC）のエネルギー白書で 初に設定された 1 億 m2の半分に満たな

い（図 3）。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図 3 現在の傾向と白書の目標の比較（百万 m2） 
           （出典：EurObserv’ER 2007） 

 
より長期的には、欧州太陽熱産業連合（ European Solar Thermal Industry 

Federation：ESTIF）が 2007 年 1 月に発行した Solar Thermal Action Plan（太陽熱行

動計画）の中で、2020 年の目標として 低目標と努力目標として、二つの目標が設定され

ている。 低目標は 91GWth（ギガワットサーマル、設置面積に換算すると 1 億 3,000 万

m2）であり、この値は、既に個別住宅の 15%に太陽熱装置が設置されていた、2005 年の

オーストリアの状況に基づいて計算されたものである。努力目標は、EU 全体で 320 GWth 
(ギガワットサーマル。設置面積では 4 億 5,700 万 m2) 、つまり住民一人ごとに集熱器 1m2

を設置することである。ESTIF は、この努力目標を達成するためには、太陽熱エネルギー

が建設物の冷暖房に非常に広く使われるようになる必要があると指摘している。 
 

翻訳：桑原 未知子 
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出典：BSW, Faninger Université de Klagenfurt, EBHE, Enerplan, IDAE, Solarexpo Research Centre, C
BS (Statistics Netherlands), Svenka solenergiföreninge, IEO, Belsolar, PlanEnergi, Ministry of trade a
nd industry (Czech Republic), Thermozolar Ziar, IJS, SEI, ESTIF. 
 
出典：SOLAR THERMAL BAROMETER 2159.7 MWTH  IN 2006 
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/stat_baro/observ/baro180.pdf 
 
フランスの Observ’ER（Observatoire des énergies renouvelables：再生可能エネルギー観測所） が
作成した刊行物を許可の基に翻訳・掲載した。この刊行物は「EurObserv’ER プロジェクト」の成

果であり、その詳細は下記のとおりである。 

 

 
This barometer was prepared by Observ’ER in the scope of the “EurObserv’ER” Project which 
groups together Observ’ER, Eurec Agency, Erec, Jozef Stefan Institute, Eufores, with the 
financial support of the Ademe and DG Tren (“Intelligent Energy-Europe” programme), and 
published by Systèmes Solaires - Le Journal des Énergies Renouvelables. The sole 
responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not represent the 
opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any 
use that may be made of the information contained therein. 
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EU 諸国における太陽熱集熱器の累積容量 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
2006 年末時点の EU 諸国における累積設置容量（外円：単位：MWth） 

                                          
うち 2006 年に設置された容量 

 
 

出典：EurObserv’ER 2007 

1推計 
2フランス海外県も含む 
3ブルガリアとルーマニアは 2006 年時点では EU 
未加盟であった 
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【再生可能エネルギー特集】太陽光発電 

 
IEA諸国等における太陽光発電の動向（世界） 

－IEA-PVPS年次レポートより－ 

 
IEA1太陽光発電システム・プログラム（Photovoltaic Power Systems Programme：

IEA-PVPS）は、2007年8月、「IEA諸国における太陽光発電の動向：第12報2」を発表した。

IEA-PVPS はIEAの研究開発協力協定のひとつで、太陽光エネルギー開発・普及の促進を使

命としたものである。現在IEA加盟国を中心に21ヵ国が参加3している。 
NEDO海外レポートでは「再生可能エネルギー特集」として、このレポートから、太陽光

発電システムの設置容量、太陽電池（セル及びモジュール）の生産実績および各国の支援政

策メカニズムに焦点を当てて紹介する。なおレポートはIEA-PVPS参加各国の代表から提出

された各国の国内調査報告書4をベースに作成されている。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
2006年も系統連系利用の進展に伴い、市場は著しい成長を見せた。IEA-PVPS参加国の

2006年の設置容量は1.5GWを超え、2006年末時点の累積設置容量は5.7GWに達した。

近の市場の成長の大部分は、ドイツ、日本などわずか数ヵ国によってもたらされたもので

はあるが、かなりの規模の市場を持つ国の数が増えているため、世界市場の発展はよりバ

ランスの取れたものになりつつある。太陽電池産業の生産能力は急速に拡大しており、

IEA-PVPS非参加国においても活動が活発化している。 
 

                                                 
1 International Energy Agency（国際エネルギー機関）。経済協力開発機構（OECD）の枠組みの中での独立

組織体。加盟国は 26 ヵ国。欧州委員会（EC）も同機関の活動に参加している。 
2 TRENDS IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS: Survey report of selected IEA countries between 1992 

and 1996 
3 本プログラムの長期的な参加国はオーストラリア、オーストリア、カナダ、デンマーク、フランス、ドイツ、

イスラエル、イタリア、日本、韓国、メキシコ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェー

デン、スイス、イギリス、アメリカである。欧州委員会（EC）と欧州太陽光発電協会（EPIA）もメンバー

である。マレーシアとトルコが 近参加した。（イスラエル、メキシコ、マレーシアは IEA 非加盟国） 
4 各国の国内調査報告書は公開ウェブサイト、http://www.iea-pvps.org から入手可能である。IEA-PVPS 非参

加国の情報は、様々な情報源から引用した。一部データの精度は IEA-PVPS 参加国のデータの精度をやや下

回る。なお、本稿では各国の状況を報告した部分は割愛している。 

目次 

1．太陽光発電システムの設置状況 

1.1 太陽光発電の設置形態 

1.2 太陽光発電設置容量 

2．太陽電池産業 

3．市場展開のための政策 
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1. 太陽光発電システムの設置状況 
 
1.1 太陽光発電の設置形態 
太陽光発電システムには4種類の主要な設置形態がある。 

 
①独立形住宅用太陽光発電システム 
系統（配電網）と連系していない家庭や村落に電力を供給

する。この太陽光発電システムは照明、冷蔵庫、その他の低

電力負荷機器に電力を供給するもので、世界中で設置され、

配電網のない地域社会のエネルギー需要に合致した 適技術であることが多い。報告国に

おける独立形住宅用太陽光発電システムは、約1kW規模が代表的であり、既存の配電網か

ら1～2km以上離れた地点に系統からの配線を延長するよりも経済的な代替システムとし

て通常利用されている。 

 
②独立形非住宅用太陽光発電システム 

このタイプは地上設置の太陽光発電システムとしては 初

の商業的利用形態であった。このシステムは、遠距離通信、揚

水ポンプ、ワクチン保存用冷蔵庫、航行支援装置などの広範な

利用目的の電源として利用されている。これらは小出力の電気

が重要なところでの利用形態で、そのため他の小規模発電源に

対する価格競争力を太陽光発電に持たせている。 

 
③分散配置系統連系形太陽光発電システム 

電力系統に連系している顧客に対して、または直接

電力系統に電力を供給するために設置される（とくに、

大容量送電網ではなく、一定数の顧客のための配電網

である場合）。こうしたシステムは顧客の敷地（施設）

上またはそこに統合される形で設置することが可能で、

公共用や商業用の建物の上や、自動車道路の防音壁な

どの建築構造物に設置されている。ただし屋根に設置

された1MWの太陽光発電システムは、太陽光発電の標準としては大規模であっても、他の

形態の分散配置型発電では必ずしも大規模とは見なされていない。 

 
④集中配置系統連系形太陽光発電システム 

集中型発電所として機能する。このシステムによっ

て供給される電力は特定の電力顧客との関係を持たな

い。電力系統においても大容量電力供給以外の特定機

能のために設置されるものではない。地上設置が代表

写真提供：バハ・カリフォルニア州

政府(メキシコ) 

 

Lamelas太陽光発電所（ポルトガル）

 
無線LANのための 
太陽電池モジュール 
（イスラエル） 

 
ⒸRichard Corkish 
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的であり、近隣地区の開発とは無関係に機能する。 

 

 

1.2 太陽光発電設置容量 

2006年に設置された太陽光発電システムの容量は約1.5GW（前年比15%増）で、累積設

置容量は5.7GWに達した。近年の傾向と同様に、2006年も設置容量のうちドイツと日本だ

けで圧倒的なシェア（82%）を占めた。両国のレベルや成長形態の影で、その他の国々に

おける顕著な成長が隠されてしまう場合があり、本節に述べる調査結果を解釈する際は留

意すべき点となっている。 

 

図1は、1992年以降の2つの主要形態（独立形または系統連系形）別の太陽光発電システ

ムの設置容量の成長を示している。とくにIEA-PVPS参加国において見られる 近の成長

により、ここに示した設置容量は、世界全体の太陽光発電システムの設置容量の相当量を

占めている。 

 

2006年のIEA-PVPS参加国における累積設置容量の年間成長率は36%で、2004年、2005
年の高い数値から若干下落した。ドイツにおける累積設置容量の年間成長率は前年同様の

50%（改訂値。前年の83％からは低下）、日本も20%でかなり安定している。2006年の市

場の年間成長率は、ドイツでは減少し、日本では停滞した。ドイツは、累積設置容量

2,863MWでも、人口1人当たりの設置容量（34.9W/人）でも共に世界一である。 

 

図1  報告国における形態別の太陽光発電システム累積設置容量推移 

■系統連系形 

■独立形 
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2006年は、年間成長率が鈍化した国がある一方で、スペイン、韓国、イタリア、米国、

フランスなど、支援プログラムの実施により大きく成長した国々もある。同時に、オース

トリアとオランダでは、引き続き国内新規設置容量の低下が見られた（表1）。 

 

 

表1  IEA-PVPS参加国における太陽光発電システム累積設置容量推移（MW） 

国
 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

オ ー ス ト ラ リ ア 12.7 29.2 33.6 39.1 45.6 52.3 60.6 70.3

オ ー ス ト リ ア 1.4 4.9 6.1 10.3 16.8 21.1 24.0 25.6

カ ナ ダ 1.9 7.2 8.8 10.0 11.8 13.9 16.7 20.5

ス イ ス 7.5 15.3 17.6 19.5 21.0 23.1 27.1 29.7

デ ン マ ー ク 0.1 1.5 1.5 1.6 1.9 2.3 2.7 2.9

ド イ ツ 17.7 113.7 194.6 278.0 431.0 1,0442 1,9102 2,8632

ス ペ イ ン 6.5 12.1 15.7 20.5 27.0 37.4 57.7 118.2

フ ィ ン ラ ン ド 1.3 2.6 2.7 3.1 3.4  

フ ラ ン ス 2.9 11.3 13.9 17.2 21.1 26.0 33.0 43.9

英 国 0.4 1.9 2.7 4.1 5.9 8.2 10.9 14.0

イ ス ラ エ ル 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5 0.9 1.0 1.3

イ タ リ ア 15.8 19.0 20.0 22.0 26.0 30.7 37.5 50.0

日 本 43.4 330.2 452.8 636.8 859.6 1,132.0 1,421.9 1,708.5

韓 国 1.8 4.0 4.8 5.4 6.0 8.5 13.5 34.7

メ キ シ コ 9.2 13.9 15.0 16.2 17.1 18.2 18.7 19.7

オ ラ ン ダ 2.4 12.8 20.5 26.3 45.9 49.5 51.2 52.7

ノ ル ウ ェ ー 4.7 6.0 6.2 6.4 6.6 6.9 7.3 7.7

ポ ル ト ガ ル
3 0.3 1.1 1.3 1.7 2.1 2.6 3.0 3.0

ス ウ ェ ー デ ン 1.6 2.8 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.8

米 国 66.8 138.8 167.8 212.2 275.2 376 479.0 624.0

合計
1 199 729 989 1,334 1,828 2,858 4,180 5,695

1：合計はIEA-PVPSプログラム参加国における入手可能な直近の情報に基づいた控えめな「 善の推定値」を反

映しており、必要に応じて更新される。フィンランド（注：2004年にIEA PVPSから脱退）は合計に含まれな

い。 

2：ドイツにおける2004年～2006年の累積設置容量の変更に関する議論についてはドイツの国内調査報告書を参

照されたい（本号別掲の「太陽光発電バロメータ2007年」にも記載有り）。 

3：ポルトガルについては、2006年のデータを期限までに提出しなかったため、他の情報源を利用した。 
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IEA-PVPS参加国での2006年の総設置容量のうち大部分は系統連系形であり、独立形

太陽光発電システム約4%（63MW）であった（表2）。ドイツや日本など設置容量の大き

い国で近年設置されたものは、ほとんどが系統連系形であるため、全体として独立形シ

ステムの比率が低下し、系統連系形の比率が増大している(図2)。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3は報告国における太陽光発電システムの形態別の比率を示したものである。この

中で約3分の1の国々が、独立形太陽光発電システムが市場の主流であると報告している。

独立形システムの種類は国によって異なる。例えば、スカンジナビア諸国で も代表的

な独立形システムは別荘用である。一方、オーストラリア、カナダ、メキシコでは、費

用対効果の高い村落電化の実現が主要な目的となっている。これらの国々の市場では、

通信及びインフラに対する利用も重視されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図2 報告国全体における太陽光発電システム累積設置容量の 

形態別比率の推移 

■系統連系形 

■独立形 
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表2  2006年末時点の報告国における太陽光発電システムの設置容量（単位kW） 

独立形 系統連系形 2006年の設置容量 

国
 

住宅用 
非住宅

用 
 

分散配置

 
集中配置

総設置容量

 

人口当り 
設置容量

(W) 
合計 

うち 

系統連系形

オーストラリア 23,883 36,653 9,005 760 70,301 3.5 9,721 2,145

オーストリア 3,169 21,263 1,153 25,585 3.1 1,564 1,290

カナダ 6,680 12,296 1,443 65 20,484 0.6 3,738 384

スイス 3,050 350 23,740 2,560 29,700 4.0 2,650 2,500

デンマーク 80 255 2,565 0 2,900 0.5 250 210

ドイツ 32,000 2,831,000 2,863,000 34.9 953,000 950,000

スペイン 17,800 100,400 118,200 2.7 60,500 51,400

フランス 15,015 6,539 22,379 0 43,933 0.7 10,890 9,412

英国 324 758 12,960 0 14,042 0.2 3,165 3,007

イスラエル 1,084 210 11 14 1,319 0.2 275 0

イタリア 5,300 7,500 30,500 6,700 50,000 0.9 12,500 12,000

日本 1,212 87,376 1,617,011 2,900 1,708,499 13.4 286,591 285,060

韓国 983 4,960 18,323 10,467 34,733 0.7 21,209 20,929

メキシコ 15,019 4,573 155 0 19,747 0.2 1,054 116

オランダ 5,713 43,673 3,319 52,705 3.2 1,521 1,243

ノルウェー
 7,150 390 128 0 7,668 1.7 416 53

スウェーデン 3,630 655 555 0 4,840 0.5 603 301

米国 114,000 156,000 322,000 32,000 624,000 2.1 145,000 108,000

合 計（推定） 226,751 347,856 4,473,271 343,778 5,691,656  1,514,647 1,448,050

注：ポルトガルは含まれていない。一部の国では独立形住宅用と独立形非住宅用の推定／区別が困難である。一部の市場に

おいては、分散配置系統連系形と集中配置系統連系形の区別も不明確になっている（例：都市環境におけるMW規模の

発電所）。また、太陽光発電システムを利用したミニグリッドも出現しており、このほかにも定義に関しては様々な課題

がある。国内調査報告書において形態の区別が明記されていない場合はそのまま掲載した。ただし、合計は直近の国内

調査報告書の値を利用した推定値である。オーストラリアの独立形住宅用の合計設置容量にはディーゼルグリッド（僻

地や離島などではディーゼル発電設備が主要な電源となっている）上の太陽光発電1,745 kWが含まれている。 
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図3  報告国における2006年の太陽光発電システム設置容量の形態別比率 

 

 

国名略号 
MEX：メキシコ      FRA：フランス     CHE：スイス 
NOR：ノルウェー          USA：米国              NLD：オランダ 
ISR ：イスラエル          ITA ：イタリア          GBR：英国 
CAN：カナダ              KOR：韓国              JPN：日本 
SWE：スウェーデン        ESP：スペイン           DEU：ドイツ 
AUS：オーストラリア      AUT：オーストリア 
PRT：ポルトガル           DNK：デンマーク 

 

■独立型(住宅用)      ■独立形（非住宅用）      ■独立形（内訳不明） 

■系統連系（分散配置）   ■系統連系（集中配置）     ■独立形（内訳不明） 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1011,  2007.11.14 

 41

2. 太陽電池（セル）と太陽電池モジュールの生産量 

 

2006年のIEA-PVPS参加国における太陽電池（セル）生産量の総計は約1,900MWと報

告されており、2005年の1,500MWから27%の成長であった。実際には、IEA-PVPS非参加

国においても生産量が急増しているために、世界全体での成長率はさらに大きな数字とな

る。生産量が も増加したのはドイツ（170MW増）と日本（96MW増）である。太陽電

池（セル）と太陽電池モジュールの生産量地域別の概要を表3に示す。世界全体の生産量

の約70～75%（IEA-PVPS非参加国の成長により、比率は2005年の約90％から減少）に相

当すると考えられる。 

 

表3  2006年における世界の太陽電池用シリコン、太陽電池セル及び太陽電池モジュールの生産量 

地域 日本 米国 欧州 その他 合計 

太陽電池生産量 920MW 201MW 730MW 54MW 1,905MW

太陽電池生産能力 1,198MW/年 266MW/年 1,219MW/年 92MW/年 2,775MW/年

sc-Si 135MW 57MW 106MW     - 298MW

mc-Si 456MW 51MW 232MW 52MW 791MW

a-Si 54MW 28MW 2MW     <1MW 84MW

未定義     -     <1MW 405MW 20MW 425MW

その他 - 65MW 5MW <1MW 70MW

太陽電池 
モジュール 

生産量 

合計 645MW 201MW 750MW 72MW 1,668MW

太陽電池モジュール 
生産能力 1,107 MW/年 257 MW/年 1,338 MW/年 195 MW/年 2,897MW/年

sc-Si：単結晶シリコン、mc-Si：多結晶シリコン、a-Si：アモルファス・シリコン 

注：mc-Siには、EFGリボン・シリコン及びストリング・リボン太陽電池が含まれている。「未定義」は、明確

でないシリコン技術を示す。「その他」はシリコン原料以外の技術を示す。地域の「その他」はオーストラ

リア、カナダ、イスラエル、韓国及びメキシコを示す。モジュール生産能力には報告された情報および推

定が含まれている。 

 
2006年において、日本は太陽電池

（920MW）及び太陽電池モジュール

（645MW）の主導的な生産国であった

（図4）。IEA-PVPS参加国全体の中での日

本の生産シェアは、太陽電池（セル）で

48%、太陽電池モジュールで39%であっ

た。第2位のドイツは、太陽電池で27%、

太陽電池モジュールで21%を占めた。

2006年のドイツの市場シェアは日本の

シェアを奪う形で増加した。 

 
図4  報告国における 

2006年の太陽電池生産量の国別生産量（MW）
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日本の製造企業シャープは首位

を維持し、ドイツのQ-Cellsが第2
位、日本の京セラ（第3位）、三洋

電機（第4位）、三菱電機（第5位）

の順であった(図5)。 

2006年、上位5社の生産量は太

陽電池生産量全体の約60%を占め

ている。日本企業4社は太陽電池

モジュールメーカーとしても重要

な地位を占めている(図6)。 

 

世界第3位の製造国である米国

の生産量は、2005年と比較してセ

ルが29%増、モジュールは横ばいだ

った。しかしながら、米国では薄膜

技術が拡大し、生産量は前年比

109%増を記録した2005年を土台

に、2006年はさらに94%増加した。 

 

2006年、欧州の太陽電池モジュ

ールの生産量が初めて日本を抜い

た。依然として結晶シリコン技術

が主であり、IEA-PVPS参加国の

市場の91%を占めている。しかし、

この比率は前年から3%減少した。

興味深いことに、2006年の総モジ

ュール生産量は2005年比で約9%
しか増加していない(図7)。 

 

IEA-PVPS参加国における太陽

電池の生産能力は、2006年は、主に欧州市場の拡大により29%増加した。稼働率は2004
年は86%だったが、2005年は69％に低下し、2006年も横ばいの69%だった。モジュール生

産量能力は15%増加し、稼働率は58%であった。IEA-PVPS参加国における太陽電池及び

モジュールの生産と投資は、全く異なる要因で引き起こされているように見える。2006年
には太陽電池（セル）の生産量は拡大し、新規生産設備への投資が行われた。一方、モジ

ュールの生産量は横ばいであり、新たな投資も少なかった。モジュールの生産量がその時

点での市場の成長力と密接に関わっているのは明らかである（2006年、上位2市場におい

て成長が鈍化した）。太陽電池事業は、太陽光発電のサプライ・チェーン全体の健全性に関

 
図5  報告国における2006年の太陽電池生産量の 

企業別シェア 

 
図6 報告国における2006年の太陽電池モジュール生産量の 

企業別シェア 
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図7  報告国における太陽電池モジュール生産量及び生産能力推移（MW） 

する長期的な予測に対して、より戦略的に反応すると思われる。 

 
 

2006年には各国で、また世界的レベルで、興味深い展開が見られた。各国の製造企業お

よび生産量の包括的な概要については各国の国内調査報告書を参照されたい。2006年の報

告国の中で、政策や市場は異なっているものの、いくつかの一貫したテーマが出てきた。 

・ セルの供給問題により、多くの小規模で非一貫生産型モジュール製造企業にとって困

難な状況を創り出している。 

・ 海外の製品・価格条件が国内市場に大きな影響を与える可能性がある。 

・ 好調な海外市場にアクセスできることが、国内市場が崩壊してしまった国々の産業に

とってはライフラインとしてだけでなく、宝の山ともなり得る。 

 

IEA-PVPSは、PVPSプログラム非参加国の製品展開の直接の評価は行わない。しかし、

業界の評価では、IEA-PVPS以外の国々における生産拠点の重要性が急速に高まっている

ことを如実に示している。例えば、Photon Internationalは、2006年にPVPS非参加国に

おいて太陽電池が680MW超、モジュールが700MW生産されたことを示唆している。この

データが正しいとすれば、PVPS非参加国での太陽電池の生産量は世界全体の25%以上、

モジュール生産量は30%以上を占めることになる。世界の太陽電池・モジュールの生産に

おいて、東アジア諸国が強力に台頭しつつある。中国での2006年の太陽電池の生産は2005
年の140%増の380MW超にまで拡大したと報じられている。これにより、中国は、国別太

陽電池生産量で米国を抜いて世界第3位となった。台湾は、170MWを生産した。さらに注

目すべきは、フィリピンが2006年に63MWの太陽電池を生産したことである。同様に、中

国は2006年に510MW超の太陽電池モジュールを生産したと見られ、PVPS非参加国とし

て 大のシェアを誇っている。インド（65MW）、チェコ（42MW）、南アフリカ（30MW）、

■生産量 

■生産能力 
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タイ（20MW）も、注目すべきモジュール生産国である。もっともPVPS非参加国での生

産量の拡大は目覚ましいものの、稼働率が太陽電池製造企業で約45%、モジュール製造企

業で40%未満と報告されており、まだまだ生産量の拡大の可能性は高い。 

 

 

表4 IEA-PVPS参加国報告による太陽光発電支援メカニズム 
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米
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フィードインタリフ  ○  ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○
直 接 補 助 金  ○  ○   ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○  ○
グ リ ー ン 電 力  
ス キ ー ム  ○  ○  ○  ○  ○ ○ ○ ○   ○  ○

太 陽 光 発 電  
電 力 ス キ ー ム  ○  ○   ○  ○ ○    ○
再生可能エネルギー・ 
使用基準（RPS） ○     ○ ○    ○ ○

RPSにおける 
太陽光発電要件 

       ○
太 陽 光 発 電 投

資 フ ァ ン ド  
  ○   ○ ○   ○  ○

税 額 控 除    ○  ○  ○ ○ ○   ○  ○ ○
ネ ッ ト メ －

タ リ ン グ  ○  ○  ○  ○  ○ ○ ○   ○  ○
ネ ッ ト ビ リ

ン グ  ○   ○  ○  ○ ○    

商 業 銀 行 の

活 動  ○     ○ ○    ○
電 力 会 社 の

活 動  ○   ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○  ○
持 続 可 能  
建 築 要 件  ○   ○  ○  ○ ○   ○  ○
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3. 市場展開のための政策 
2006年（一部は2007年の分も含む）にIEA-PVPS参加国において実施された太陽光発電

支援メカニズムの概要を表4（前頁）に示す。施策の種類は少ないが明確な目標を持った

取り組みをしている国もあれば、広範囲な施策を組み合わせて実施している国もある。報

告されている施策の中には、全国規模で実施されているものもあれば、国内の地区・地域

でのみ実施されているものもある。公的支援・普及に利用されている主要な財政的施策は、

従来同様、直接補助金と強化されたフィードイン・タリフ5である。実際には、通常、公的

支援は複数の施策を組み合わせる事が可能であり、そのほうがより効果的に機能する。 

 

①フィードイン・タリフ（固定価格買取制度） 

系統連系形太陽光発電システムに対するフィードイン・タリフは明らかに拡大している。

しかし、高水準のタリフ（固定買取価格）が大幅な市場拡大を牽引する能力を持つことが

示されている一方で、各国のスキームの様々な規制条件の中には、成果が表れなかったり、

あるいは高水準の投資の維持を困難にしているものもある。このような規制条件としては、

スキームにおける太陽光発電システム容量の上限設定や、建物一体型太陽光発電（BIPV）

システムや大規模発電所などの特定プロジェクトの除外（あるいは適正な買取額差別化の

欠如）、不十分なフィードイン・タリフの保証期間、複雑すぎる行政手続きなどが挙げられ

る。このような問題を十分回避してきたドイツでさえも、寛大なフィードイン・タリフと

毎年のタリフ低減の組み合わせが短期間での大きな需要を牽引してきたが、システム価格

が着実に低下しない場合には投資家の高い関心を維持することが難しいという課題に直面

している。 

 

②補助金 

直接補助金は、太陽光発電の普及においてもっとも大きな障害となっている直接的コス

トの障壁を取り除くのに効果的であり、系統連系形、独立形、いずれの市場においても活

用できる。これは日本の住宅用太陽光発電システム市場で実証されているように、非常に

効果的であり、導入も比較的容易である。ただし、太陽光発電の性能アップにつながらな

い、消費者にエネルギー使用について幅広く考慮することを促すものではない、また太陽

光発電に対して顧客が料金を払おうとする意欲を持つように仕向けるものでもない、など

様々な批判もある。また直接補助金は、価格上昇の原因となったり、裕福な消費者に助成

しているなどといった批判も受けたりしている。 

 

③税額控除 

直接補助金と同様、税額控除も、ある程度、導入コストの障壁を取り除くことができる。

この施策は多くの国々で、様々な形態で登場している。ただし、特定市場に依存している

                                                 
5 太陽光発電など再生可能エネルギーを利用して発電した電力を、電力（配電・小売）会社が発電事業者から

固定料金（通常の料金より高めに設定されており、15 年とか 20 年とかの長期に渡って設定）で買い取るこ

とを義務付けた制度。固定価格買取制度とも言う。 
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か否かにかかわらず、納税義務を持つ事業体が太陽光発電事業の主要な候補であることを

前提とする。この施策はより経済的ではあるものの、特定のエンドユーザーを対象にした

普及が 善の結果を生み出すと考えられる場合には、太陽光発電市場開発の初期段階にお

いてはあまり効果的ではないだろう。 

また、太陽光発電市場が成熟し、ビジネスチャンスが明確になるに従って、電力会社だ

けでなく、非電力会社による商業イニシアティブが登場している。イニシアティブには、

商業銀行による住宅ローンの優遇やグリーン・ローン、富の創出と事業の成功という目的

を達成するための手段として太陽光発電を利用することに完全に焦点を絞った民間の太陽

光発電ファンドとその他のプログラムなどが挙げられる。 

 

編集：NEDO 情報・システム部 

出典： 

©OECD/IEA, 2007, Trends in photovoltaic applications. 
Survey report of selected IEA countries between 1992 and 2006 
http://www.iea-pvps.org/products/download/rep1_16.pdf 
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【再生可能エネルギー特集】太陽光発電 

 

海外諸国における太陽光発電の研究開発動向（米・欧・亜） 
―平成18年度NEDO成果報告書より― 

 
NEDO技術開発機構 新エネルギー技術開発部  

 NEDO技術開発機構新エネルギー技術開発部が平成18年度に実施した調査報告書「太陽

光発電技術開発動向等の調査」より、海外諸国（米国、欧州連合、中国、韓国、台湾）に

おける太陽光発電の動向について、調査結果の概要を紹介する。 

 
1. 海外諸国の研究開発プログラムに関する動向 

 
(1) 米 国 

米国では、エネルギー省(DOE) 省エネルギー・再生可能エネルギー局(EERE)の主導

により、5ヵ年の国家太陽光発電プログラムに基づき太陽光発電研究開発を進めてきた。

2006年1月に、システム主導型アプローチのコンセプトに基づく「太陽エネルギー研究

開発プログラム（2007～2011年）」を発表した。また同時期に、大統領による先端エ

ネルギー計画(AEI)が発表され、その根幹に新たなイニシアティブ、ソーラー・アメリ

カ計画(SAI)が据えられた。SAI は、太陽光発電や太陽熱エネルギーを含む先進的なソ

ーラー発電技術の開発を促進し、2015年までに従来電力と競合できる発電コストを目

指すものである。2007年度予算は、前年比倍増となる1億4,800万ドルが要求された（表

1参照）。 
 

表1 ブッシュ大統領による「ソーラー・アメリカ計画(SAI)」の概要 

使命 
 2015 年までに、クリーンな太陽エネルギー技術の幅広い商業化を推進して国家の電力供給の選

択肢として、化石燃料への依存を低減して環境を改善する 

目標 
 

産業界、大学、国立研究所、州政府及びその他の公的機関と連邦政府の協力により、2015 年ま

でに太陽光発電による電力の市場での競争力を達成する 

アプローチ 
 

スケジュールを前倒しにして、コスト競争力のために 大のポテンシャルを持つ重要な太陽光

発電技術の積極的開発のために選択を行う 

方向性 

 ・SAI 以前： ブレークスルーと技術開発の増強によるコスト低減を目標とした太陽光発電の研

究開発（R&D）に主眼をおいていた 
・SAI ： 新たな積極的目標と選択により、すぐに上市できる太陽光発電技術を推進するために、

産業との協力活動への資金支援に重点を置き、新たな重点として、製造・生産に関するR&D
の障壁の除去を掲げる 

関係機関 

 国立再生可能エネルギー研究所（NREL）が産業界、大学、州政府または公的機関との「テク

ノロジー・パスウェイ・パートナーシップ」の陣頭指揮をとり、 国立研究所は、継続して必要

とされる研究開発を実施して、測定、特性解析及び信頼性のR&Dやシステム・インテグレーシ

ョン等の分野において主要な技術的責務を果たす 
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予測される

効果 

 ・ 2015年までに太陽光発電の発電容量を5～10GWとする（100万～200万戸の住宅での電力

需要に相当） 
・ 1,000万t/年の二酸化炭素排出の削減 
・  太陽光発電産業における30,000人の新規雇用創出 

国家的 
利益 

 ・ 太陽光発電技術の国内での生産による天然ガスへの依存の軽減 
・ 分散型太陽光発電による電力ポートフォリオの多様化 
・ 系統の信頼性の強化 
・ 米国の集中型電力インフラにおける停電の影響の低減 
・ 環境的利益の獲得 
・  化石燃料と原子力発電を回避することによる水の消費量の削減 

背景 

 
・  太陽光発電システムの発電コストが著しく低下してきており、エネルギー市場についに浸

透できるようになった 
・  米国の太陽光発電産業界は、欧州及びアジアの競争相手からの挑戦に直面している 

来年度予算  1億4,800万ドル（2007年度要求予算） 

出典：DOE ／White House ／NREL プレスリリース（2006 年2月）、株式会社資源総合システム作成 

 
 

(2) 欧州連合(EU) 
欧州連合(EU)は、欧州委員会(EC) 研究開発総局(DG RTD)及び運輸・エネルギー総局

(DG TREN)との共同により、第6次研究開発フレームワーク計画(FP6)（2002～2006年）

を実施している。FP6 における2015年までの達成目標として、①太陽光発電システム

価格を1ユーロ/W 以下とする、②太陽光発電コストを0.1ユーロ/kWh 以下にする―が

設定されている（表2参照）。 
目下、欧州委員会、EU 理事会、欧州議会が、2007～2013年までの7年を対象とした

第7次枠組みプログラム(FP7)を策定中であり、太陽光発電関連団体、企業、研究機関な

どが、プロジェクト策定に向けた課題分析などを行っている(表3参照)。 
 

表 2  EU・FP6 での太陽光発電関連研究開発の概要 
分野  研究開発の概要  
 
結晶シリコン太陽電池  

・太陽電池モジュールコスト目標： 1 ユーロ /Wp  
・環境問題   
・シリコン原料  

 
薄膜太陽電池  

・ Cu(In,Ga)Se2（ CIGS）太陽電池セル及びモジュール   
・薄膜多結晶シリコン   
・ガラス／フレキシブル基板上アモルファス・シリコン／

微結晶シリコン・タンデム型太陽電池   
・建築物向け CIGS 太陽電池モジュール  

 
新コンセプト  

・変換効率 40%を目指した III-V 族多接合型太陽電池セル

・熱光起電力（ TPV）コンバータ   
・中間バンド物質及び太陽電池セル   
・分子レベル・コンセプト（ 2 光子、発光集光型）  

 
集光型 III-V 族太陽光発電  

・高効率 2kW III-V 族太陽電池レシーバー   
・太陽電池モジュール面積：～ 100cm2  
・コスト目標： 1 ユーロ /Wp 

 
有機太陽電池  

・変換効率 5%、面積 1cm2、ガラス基板   
・変換効率 4%、面積 1cm2、フレキシブル型基板   
・長寿命化（＞ 3,000 時間の安定稼働）   
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・コスト目標：＜ 1 ユーロ /Wp 
標準化支援  ・信頼性試験手順、調和   

・革新的な製品、建材一体型太陽電池（ BIPV）モジュール

 
調整・支援  

・技術プラットフォームの支援   
・ PV Catapult プロジェクト（発展途上国、建設業界、ハ

イブリッド型発電、測定・評価）  
出典：David Anderson, “Photovoltaics R&D in the European Union”, European Commission - DG 

Research, Sino - European Bilateral Workshop on Photovoltaics（2005 年 10 月） 

 

表3 FP7（2007～2010 年）における中長期優先分野及び4ヵ年予算の提案 

研究活動 優先順位 予算（ユーロ）

・結晶シリコン製造の新プロセス開発 高 8,000 万 

・薄膜-材料の代替-多接合-透明電極（TCO）  
高 6,000 万 

・蓄電低コスト、－短期蓄電（例：2ユーロセント/kWh）  高 3,000 万 

・有機／ポリマー太陽電池開発（詳細は6次枠組みプログラムの成果によっ

て変わる） 中 2,000 万 

・系統連系（大規模）（国家プログラムとの連携） 中 1,000 万 

・新コンセプト（例：ホットキャリア、熱光子、高効率アプローチ、複数

の小規模プロジェクトとなる可能性がある） 低 

・太陽電池モジュールの設計 低 

2,000 万 

・太陽電池セル及びシステムに関する新分野：2005～2008年に発生する新

イニシアティブ 
N/A  

分野による 1,000 万 

 中長期分野予算の合計 2億3,000 万 

出典：Anton Milner, EPIA(Q-Cells), Nicola Pearsall, EUREC Agency, “Priorities for PV for the next 
framework programme for RTD (FP7) -Setting RTD Priorities for FP7“, EUPVSEC-20, Barcelona
（2005 年6月） 

(3) アジア諸国 
さらに、中国、韓国、台湾などの新興国でも太陽光発電研究開発の取り組みが活発化

してきている。 
 

① 中国 
 中国では、2006年3月の全国人民代表会議（全人代）において、第11次5ヵ年計画（2006

～2010年）が採択された。第11次5ヵ年計画では、経済発展の基盤となる資源・エネルギー

の生産拡大を 重要課題と位置づけ、経済発展を維持しつつ資源節約型の社会構築を目指す

方針に大きく転換しており、エネルギー原単位を30%削減する数値目標を設定している。2006
年4月20日、温家宝首相が主宰する国家能源指導部会第2回会議において、「再生可能エネル

ギー中長期発展計画」が採択され、その下で太陽光発電の研究開発が行われている（表4参照）。 
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表4 中国における太陽光発電研究開発の重点開発項目 

研究領域 重点開発項目 

結晶シリコン太陽電池セル ・低コスト太陽電池用ポリシリコンの開発 
・超薄型切削が可能なワイヤーソーの開発 
・太陽電池セルの薄型化 
・次世代高効率結晶シリコン太陽電池の開発 

アモルファス・シリコン太陽電池セル 
・製造装置の開発 
・アモルファス・シリコン太陽電池のための新技術の開発 

太陽光発電システム応用 ・屋根設置系統連系形太陽光発電システムの開発 
・砂漠地域における大規模太陽光発電所に関する開発 
・高圧または低圧電力系統 
・周辺機器の開発 

出典：Cui Rongqiang, “Bright Future of Solar Photovoltaic in China”, Shanghai Jiao Tong University, 3rd 
Workshop on the Future Direction of Photovoltaics, JSPS-175 Committee on Innovative 
Photovoltaic Power Generating Systems（2007 年3月） 

 
② 韓国 

   韓国では、通商・産業・エネルギー省（MOCIE ）が 2003 年 12 月に、「新エネルギ

ー及び再生可能エネルギー技術開発及び普及第 2 次基本計画」を発表した。この新計画

は、新エネルギー及び再生可能エネルギーのシェアを 2012 年までに 5%にすることを目

標にしている。この基本計画に基づき、太陽光発電分野で「PV ビジョン 2012」が立案

された。このビジョンでは、2012 年までに世界 3 位までの太陽光発電生産国となるこ

とを 終目標として掲げている（表 5 参照）。  
 

表5 韓国・2012 年に向けたビジョンにおける開発項目 

生産プロセス 
・ シリコン太陽電池セル製造技術 
・ 高効率シリコン太陽電池セル製造技術 
・ 薄膜及び次世代太陽電池製造技術 

製造装置 
・ PECVD 
・ スクリーン印刷 
・ 太陽電池セル及びモジュール計測装置 

原材料 
・ シリコン原料製造技術 
・ 多結晶シリコンウエハー技術 
・ 太陽電池セル及びモジュールの電極材料 

システム・周辺機器 
・ 3kWインバータ 
・ 100kWインバータ 
・ 系統連系技術、 マイクログリッド技術 

基盤整備 
・ 製造技術試験センター 
・ 認証・標準化 
・ A/S システム 

出典：Donghwan Kim, Korea Photovoltaic Development Organization (KPVDO), “Status and Prospect of 
PV R&D in Korea”（2006 年9 月） 
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③ 台湾 
台湾における太陽光発電の研究開発は、政府系の研究機関である工業技術研究院

（ITRI）が中心的な役割を果たしている。2006年1月そのITRIに、太陽光発電技術セン

ターが設置された。台湾における太陽光発電産業の強化を目標としており、民間との人

的交流や技術交流も積極的に行われているという（表6参照）。 
 

表6  台湾・工業技術研究院(ITRI)太陽光発電技術センターの概要 

設立 ・  2006 年1月に工業技術研究院（ITRI）の能源与資源研究所（ERL）及び材料研

究所（MRL）が共同で設立 
 
ミッション ・ 先進的な太陽光発電技術を開発し商品化を加速する 

・ 台湾の太陽光発電産業の競争力を高める 
・ 台湾における政府の太陽光発電システム普及施策を支援する 

 
責務 

・ 太陽光発電の研究開発を将来性に躍進させるためにITRIの研究資源を統合した

研究組織とする 
・ 研究開発と実際の商業製品をつなぐパイロットセンターとする 
・ 政府における太陽光発電施策のシンクタンク的責務を果たす 

 
研究資源 

・ 所属研究員：70名 
・ 研究予算：700万米ドル（ITRI全体での太陽光発電向け研究者数：90 名、 研究

予算の合計850万ドル） 
出典：Jiang-Tsair Lin, “Photovoltaic Industry in Taiwan”, Photovoltaics Technology Center 

Industrial Technology Research Institute（2006年11月） 

 
2. 海外における 先端の太陽光発電技術研究開発及びシステム技術開発動向 
 
世界の太陽光発電研究開発及び技術開発・実証の取り組みについて、 新の動向を調査

した。世界の国際会議（WCPEC-4 、EUPVSEC-21）から、①理論、新材料、②結晶シ

リコン、③アモルファス・シリコン、微結晶シリコン、④II-VI 族、CIGS 、⑤III-V 族、

宇宙用、⑥太陽電池モジュール、コンポーネント、⑦地上用太陽光発電システム――に分

けて、特に優れていると考えられる研究開発について、その概要をまとめた（表 7 参照）。 
 

表7  太陽光発電の研究開発に関する 新トピックス 
研究分野  トピック  

 
理 論 、 新 材 料 、

有 機 太 陽 電 池 分

野  

・  色素増感型太陽電池（ DSC）  
・  有機 /ハイブリッド太陽電池  
・  量子ドットと量子井戸  
・  アップ・コンバージョンとダウン・コンバージョン  
・  光バンド・フィルター  
・  シリコン・タンデムコンセプト  
・  フレキシブル・ステンレス・シート基板上のナノ構造色素増感太陽電

池セル  
 

シ リ コ ン 原 料 、

結 晶 シ リ コ ン 太

陽電池分野  

・  太陽電池用シリコン（ SoG-Si）による多結晶シリコン太陽電池  
・  レーザーアブレーションによる裏面接合セル  
・  n 型基板を用いた太陽電池に関する研究  
・  薄型 MCZ-Si ウエハに SiO 裏面パッシベーション  
・  レーザー電極焼成法（ LFC）による裏面のポイントコンタクト  
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・  スクリーン印刷技術の向上  
・  ガラス基板上結晶 Si（ CSG）太陽電池  
・  e-beam による多結晶 Si 薄膜のガラス上直接蒸着  
・  裏面パッシベーションによる高効率結晶シリコン太陽電池セル  
・  極薄 Si ウエハ基板  
・  安価な Si 基板と多層多孔質 Si 中間反射層を用いた薄膜エピタキ  

シャル Si 太陽電池セル  
・  強力な診断ツールとしてのフォトルミネセンス  
・  B-O による光劣化の回復方法の検討  

 
薄 膜 シ リ コ ン

（ a-Si、 μc-Si）
分野  

・  薄膜 Si 太陽電池製造企業の成長  
①United Solar Ovonic  
②カネカ  
③Oerl ikon Solar（旧 Unaxis Solar）  
④Applied Materials（旧 Applied Fi lms）（＋ユーリッヒ研究センタ

ー（ FZJ））  
⑤Akzo Nobel（「 Helianthos」プロジェクト： Nuon に移籍）  

 
CIGS、 II -VI 族

分野  

・  Cu(In,Ga)Se2（ CIGS）太陽電池の商業化の進展  
・  大学・研究所における CIGS、 CdTe 太陽電池の実用化に向けた研究

開発の進展  
・  Cu(In,Ga)Se2（ CIGS）太陽電池研究開発プラットフォームの構築／

進展  
・ 新しいコンセプトによる太陽電池：微小ガラスビーズを利用した球状

CIGS 太陽電池  
・  変換効率、光吸収層における進展  
・  長期信頼性の実証  
・  デバイス特性解析に基づく多結晶材料への理解が進展  
・  材料と結晶成長における新たな洞察  

 
I II-V 族 、 高 効

率 、 集 光 型 太 陽

電池分野  

・  メタモルフィック材料、反転設計、層転移技術の研究  
・  MBE 成長による GaInNAsSb セル  
・  MIM 構造を用いたセル一体型バイパスダイオードによる III -V 族集

光型太陽電池セル  
・ 結晶シリコン太陽電池を III-V 多接合太陽電池に置き換えた集光型高

密度アレイ  
・  Cassegrainian spectral  spl itt ing による集光型サブモジュール  
・  I II-V 族集光型太陽光発電システムが欧州において初めて系統連系  
・  1957 年からの宇宙用太陽電池の技術変遷  
・  セル変換効率： 50%に向けて  
・  薄膜太陽電池も関心を呼んでいるが、変換効率の向上はゆるやか  
・  出力当りの重量は 5W/kg から 100W/kg を経て 1kW/kg に  
・  放射線耐性も重要  
・  商業化レベルの集光型太陽電池の開発が活発化  
・  スペインで約 3MW の大規模集光型太陽光発電プラント計画が始動  
・  米国防総省の研究開発プログラムにおける次世代太陽電池の開発  

 
太 陽 電 池 モ ジ ュ

ー ル 、 コ ン ポ ー

ネント分野  

・  様々なタイプのモジュールと BOS コンポーネントの品質と認証に関

する課題  
・  先端の結晶シリコン、 a-Si、 CdTe 及び CIGS モジュール製造技術

・  様々な技術のメリットとデメリット、産学協力の課題  
・  カバーガラスの反射防止膜による太陽電池モジュール出力電力量向上 
・  電気 2 重層キャパシタを用いた系統連系太陽光発電システム  
・  薄膜高電圧モジュール搭載型 200W 3 相インバータ  
・  エレクトロルミネッセンスを用いたセルのひび割れ検出  
・  23 年間使用された太陽電池のリサイクル  
・  高集光型太陽電池モジュール技術の進展  
・ 校正技術の連鎖によるトレーサビリティの実現  
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地 上 用 太 陽 光 発

電システム分野  

・  MW 級太陽光発電システムが多数、多数のシステムの集中設置  
・  より広範な設置場所「あらゆる場所のあらゆる建築物に BIPV が設置

可能」  
・  より長寿命  
・  衛星を用いたモジュール・システム監視サービス  
・  砂漠設置型大規模太陽光発電システム  

出典：当該報告書を基に株式会社資源総合システムが作成 

 
3. 太陽光発電技術研究開発に取り組んでいる海外の研究機関、研究体制 
 
主要な研究所における太陽光発電技術開発動向を探るため、欧米の７つの研究機関の活

動状況を調査した（表 8 上部参照）。 
また、欧州及びドイツで実施されている研究開発コンソーシアムのマップをまとめ国内

の動向と比較した。また、主要なコンソーシアム・プロジェクトについて、その概要をま

とめ、現在の取り組みや今後の方向を明らかにした（表 8 下部参照）。  
 

表 8  主要な研究機関、研究開発プロジェクトにおける太陽光発電技術開発動向 
 名称（所属国）  概    要  

① 太 陽 エ ネ ル ギ ー 供 給 技 術 研 究 所

（ ISET）（ドイツ）  
電気工学とシステム技術に特化した実用化研

究  
②セントラル・フロリダ大学  フロリ

ダ太陽エネルギー・センター（ FSEC）

（米国）  

再生可能エネルギーに関する、屋外計測、シ

ミュレーション、屋内実験などを実施  

③ 国 立 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 研 究 所

（ NREL）（米国）  
エネルギー効率化に関する、 新型の科学技

術研究所（ S&TF）を設置した  
 
④フ ラ ウ ン ホ ー フ ァ 太 陽 エ ネ ル ギ ー

システム研究所（ FhG-ISE）（ドイツ）

産業界向けの 先端のプロセス開発ための試

験 設 備 、 太 陽 光 発 電 技 術 評 価 セ ン タ ー
(PV-TEC： Photovo l ta i cs  Techno logy  Eva luat ion 
Center )を 開設  

⑤ 大 学 間 マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ニ ク

ス・センター（ IMEC）（ベルギー）  
産学官連携のナノエレクトロニクス研究セン

ター  
⑥ ジ ョ ー ジ ア 工 科 大 学 （ Georgia 
Tech） 太 陽 光 発 電 研 究 教 育 中 核 拠 点

（ UCEP）（米国）  

高効率太陽電池製造関する基礎的研究活動ほか

研

究

機

関  

⑦トレド大学（米国）  a-Si、 CdTe、 CIGS 研究ほか  

① SmartGrids（ EU）  安定的で持続可能な電力系統実現に向けた、

欧州技術プラットフォーム  
② CrystalClear（ EU）  安価で高効率の結晶系 Si 太陽電池モジュー

ルの次世代製造技術開発  
③ PERFORMANCE（ EU）  太陽光発電性能の学術的基盤の確立  

④ PV-MIPS（ EU）  
 

インバータ一体型交流出力太陽電池モジュー

ル開発  
⑤ SPYCE（ EU）  
 

衛星を使った太陽光発電電力量監視評価  

研

究

開

発

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト  

⑥高信頼性インバータ計画（アメリカ） 系統連系用インバータ及び周辺機器の信頼性

を高めるための技術開発  

出典：当該報告書を基に株式会社資源総合システムが作成 
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4. 技術開発動向の比較・分析  
 
研究開発動向のまとめとして各国の研究開発状況、予算、目標、変換効率などを比較し

た（詳細は本編参照）。 
 
また、昨今需給関係が逼迫し、早急な供給改善が求められている太陽電池用シリコン原

料の技術開発動向に関して重点的に調査・分析を行った。生産コストが安くなると期待さ

れている太陽電池級シリコン(SOG-Si)の製造技術が世界の各機関で研究されており、太陽

電池用シリコンの供給者の多様化、製造技術の多様化が始まろうとしている。太陽電池用

シリコン原料を巡っては、単に「現状不足しているが、大手多結晶シリコン製造企業を中

心に増産体制が整いつつあり、数年後には不足も解消して太陽電池の増産が進展する」と

いうことだけではなく、①2010年までに太陽電池向けシリコン需要が半導体向けを大きく

逆転、②SOG-Si 製造技術の進捗が緩やかで従来製造法での能力拡大が大勢、③中国、旧

ソ連における多結晶シリコン製造への参入、④新しい太陽電池用シリコン研究開発プロジ

ェクトの開始――といった新しい展開も生まれつつある。 
 
出典：「100010321 平成 18 年度成果報告書 太陽光発電システム共通基盤技術研究開

発 太陽光発電技術開発動向等の調査」委託先：株式会社資源総合システム、2007.3 
 

原本はNEDO成果報告書DB（http://www.tech.nedo.go.jp/index.htm）より閲覧・ダ

ウンロード可能 
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【再生可能エネルギー特集】 太陽光発電  
 

ワロン地域における太陽光発電の進展状況（ベルギー） 
 
はじめに 
 

太陽光発電では遅れをとっていたベルギーのワロン地域 1 であるが、地域政府が太陽光

発電の奨励に本腰を入れ始めたこともあり、太陽光電池を設置する家庭や企業が増え始め

ている。 
本稿ではまず、ワロン地域政府による様々な奨励策について述べる。次にそうした奨励

策を受けた太陽光発電の進展状況（例）について述べる。 
 
1．ワロン地域政府による太陽光発電の奨励策 
 
ベルギーのワロン地域政府は、再生可能エネルギー部門の発展に力を入れている。エネ

ルギー政策を担当するアンドレ・アントワーヌ住宅・運輸・地域開発相は 2006 年 12 月、

「ワロン地域の未来のための優先的な行動（マーシャル・プラン）」の枠内で導入された再

生可能エネルギー部門の研究プログラム「FuturEnergy」に、2007 年度には 500 万ユー

ロを充当することを決めた。 
 
「FuturEnergy」は、再生可能エネルギーの新しい生産手段の開発や既存の生産手段の

費用対効果の改善などを目指すものであり、大学や研究センターと企業（中小企業を含む）

間のパートナーシップを基盤とする。 
 
ワロン地域におけるグリーン電力の生産は、2005 年から 2006 年にかけての 2 年間で

60%以上の伸びを示した。また、2004 年度には、12 万 7,000 世帯しかグリーン電力の供

給を受けていなかったのに対し、2006 年度には 33 万 1,000 世帯がその恩恵を受けるよう

になった。これは、52 万 8,000 トンの CO2の排出削減に相当する。 
 
また、2007 年 6 月には、再生可能エネルギー関連の設備の生産やサービスの提供を行

う 130 以上の企業、研究機関が結集するプラットフォーム RBF（Renewable Business 
Facilitator）が発足した。ワロン地域では、2007 年から 2012 年にかけ、再生可能エネル

ギー部門で 8 億 4,000 万ユーロあまりの投資が行われると予想されており、RBF は、拡大

を続け競争の激化する再生可能エネルギー市場において、企業や研究機関を支援する。 

 

                                                 
1 ベルギーは、同じ言語を話す住民の集合体を示す共同体（オランダ語、フランス語、ドイツ語）、 
地理的な領域を示す地域（フラマン（フランドル）、ワロン、ブリュッセル）、及び連邦で構成される複層

的な連邦国家である。共同体は、教育・文化を、地域は経済を主として所管している。 
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ワロン地域でのグリーン電力の生産には、主に風力やバイオマスが利用されており、多

額の投資が必要となる太陽光発電ではワロン地域は遅れをとっている。EU 域内では、ド

イツが も太陽光発電を利用しており、2005 年度の出力は 1,537MWp に達した（EU 全

体では約 1,791MWp）。これに対し、ベルギーは、国全体でも 2005 年度の出力が約 2 
MWp(=2,000kWp)というオーダーで少ないが、地域別に見ると支援制度が整備されている

フラマン地域の出力が 2,223kWp であったのに対し、ブリュセッル首都圏は 14kWp、ワ

ロン地域は 44kWp にすぎなかった。こうした状況を改善するため、アントワーヌ住宅・

運輸・地域開発相は、2007 年 3 月 8 日、家庭や企業、特に中小企業での太陽光発電の利

用を奨励するためのプログラム「SOLWATT」を発表した。 
 
同プログラムには、以下のような措置が盛り込まれている。 

①太陽光発電モジュールの設置のための都市計画許可(permis d’urbanisme)は不要 
②グリーン証書の取得手続きの簡素化（出力が 10kWp を超えなければ、自己申告に

より、再生可能エネルギーの生産者と認める）。 
③5kWp の出力の太陽光発電施設で生産されるグリーン電力には、生産支援として 7

枚のグリーン証書 2（7×65 ユーロ＝455 ユーロ）が交付される。施設に 5kWp の

出力が追加されると、さらに 5 枚のグリーン証書（5×65 ユーロ＝325 ユーロ）が

与えられる。また、1,000kWh の電力生産に対し 1 枚のグリーン証書（150 ユーロ）

が 10 年間交付され、その後の 5 年間は、グリーン証書の価格が 65 ユーロとなる（10
年間であったグリーン証書の交付期間が 15 年間に延長された）。 

④太陽光発電の利用を容易にし、促進する機関「Energie Facteur 4」（非営利団体）

の設置。「Energie Facteur 4」は、情報提供などを通じ、家庭や企業での太陽光発

電の利用を奨励する。 
⑤ワロン地域の 10 のコミューン（市町村）で、太陽光発電のパイロット・プロジェ

クトを実施する。 
⑥ベルギーに支給される EU の構造基金 3（2007〜2013 年）より、2,000 万ユーロを

太陽光発電に充当する。 
⑦太陽光発電設備の設置を希望する低所得者への融資制度の整備。 
⑧2008 年から太陽光発電設備を設置する全ての家庭への投資援助（上限：3,500 ユー

ロ）を行う。 

                                                 
2 ワロン地域のエネルギー市場の規制機関である「エネルギーのためのワロン委員会（CwaPE）」が、グリー

ン証書制度を運営する。グリーン電力を生産する施設はまず、グリーン電力の生産が CO2の排出削減につな

がることを証明する「原産保証証書（CGO）」を取得しなければならない。 
グリーン電力生産は、1,000kWh の電力生産に 456kg の CO2 を排出するタービン－ガス－蒸気（TGV）発

電施設の電力生産との比較の対象となる。1 枚のグリーン証書は、CO2の排出されない 1,000kWh の電力生

産に相当する（つまり 456kg の CO2 排出削減）。グリーン証書制度はグリーン電力の生産援助制度であり、

グリーン電力が生産場所で消費されるか送電網に送られるかに関係なく、生産者は CO2の排出削減につなが

る限り、生産した電力相当分のグリーン証書を受け取る事ができる。高圧送電網の管理者である Elia 社は、

グリーン証書を保証価格で購入する義務があり、太陽光発電の場合、150 ユーロで購入することになる。 
3  EU 地域政策の一環として、加盟国間および地域間の発展格差の縮小を目指す EU の財政支援制度。 
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太陽光発電設備の設置には 2 万ユーロあまりの投資が必要で、これまで減価償却には 20
年以上の期間が必要であったが、ワロン地域政府は、「SOLWATT」プログラムにより、7
年あまりで減価償却が可能になるとしている。 
 
2．太陽光発電進展状況（例） 
 

2007 年 9 月に、ドイツ国境に近いヴェルヴィエ市にある中小企業 Alan & CO（歯科製

品の製造）の社屋の 1,200m2の屋根に設置された 264 の太陽光モジュールが稼働を開始し

た。ワロン地域では、 大規模の太陽光発電施設であり、総投資額はおよそ 30 万ユーロ。

同施設は年間 36,000kWh の電力を発電する能力があり、同社の必要とする電力の 50%あ

まりを供給できる。結晶系太陽光電池が使用されており、30 年以上の寿命が保証されてい

る。同社は、グリーン電力に与えられるグリーン証書の恩恵を受けるほか、再生可能エネ

ルギーに対するワロン地域政府の補助金制度やベルギー連邦政府の税制優遇措置の対象と

なる。 
 
太陽光電池を供給したのは、やはりヴェルヴィエ市にある中小企業 Issol 社で、同社は

2006 年 2 月に資本金 25 万ユーロで発足し、同年 9 月 22 日には、太陽光電池の生産施設

を正式にオープンさせた。当初 8 人だった従業員数は、現在 10 人に増えている。 
 

Issol 社の 2006 年度の主要な市場は、スペイン、イタリア、オランダ、アフリカなどベ

ルギー以外の国々で、生産された太陽光電池の 98%が国外に輸出された。しかし、ワロン

地域政府が太陽光発電の奨励に乗り出したこともあって、2007 年度の同社の売上に占める

輸出の割合は、50%以下と想定されている。なお、同社の 2007 年度の売上は 300 万ユー

ロと予想されている。 
 

同社は、設置される場所に応じてカスタマイズ 4 された太陽光電池の生産を得意として

おり、これを BP Solar、Total、シャープ、三洋電機といった大手の競合企業に対抗する

ための有力な「切り札」としている。また、同社のキトル CEO は、「弊社の太陽光電池の

生産コストの 70%は原料のシリコンで、人件費は 6%でしかない」として、生産移転の必

要もないとしている。「太陽光電池をどこで購入したらよいか、知らない人が多い」（同

CEO）ことから、同社はインターネットを通じた販売にも力を入れている。今後は、資本

金の倍増が目標となる。 
 

Issol 社の発足当時、ベルギーでは太陽光発電はあまり普及していなかった。しかし、キ

トル CEO は、「ベルギーでは、太陽光発電の利用が奨励されておらず、太陽光エネルギー

は一般の人に馴染みのないものとなっているが、ベルギー市場は素晴らしい潜在力を秘め

ている」と語っていた。同 CEO によると、ワロン地域の住民の 5%が今後 5 年間で、地域

                                                 
4 customize ユーザの用途や使用方法、好み、設備の設置場所等に合わせて、製品の基本形に変更を加える事。 
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政府の奨励制度を利用して 5kWp の太陽光電池を設置すれば、現在の 1 万倍に相当する

350MW の発電が可能になるほか、1,500 口の雇用（セルの組み立て：800 口、太陽光電

池の設置：300 口、研究開発：50 口、間接雇用：300 口）が創出される、としている。 
 
調査会社 Eurostaf（フランスの経済紙 Les Echos グループの系列）が 2007 年 4 月に発

表した調査「世界の太陽光発電発展の展望」によると、太陽光発電により生産される電力

は、2002 年に比べ 40%増加している。Eurostaf はこうした傾向は今後も続くとし、発電

量は年 35%の割合で増加、2015 年には 41,200GWh、2020 年には 66,400GWh に達する

と予想している。また、Eurostaf によると、世界中で設置される太陽光電池は、2005 年

の 3,700MWp から 2020 年には 66,000MWp に増える。一方、グリーンピースによると、

太陽光発電の世界市場は、2005 年の 70 億ユーロから 2015 年には 310 億ユーロに拡大す

る、としている。 
 

 
出典 
 
ワロン地域（エネルギー）：http://energie.wallonie.be/xml/doc-IDC-2822-.html 
アントワーヌ大臣のホームページ： 

http://www.min-antoine.be/dossiers/dossiers.php?id_dossier=407 
Energie Facteur 4（SOLWATT）：http://www.ef4.be/fr/photovoltaique/plan-solwatt/ 
Issol 社：http://www.issol.eu/ 
Eurostaf： 

http://electronique.eurostaf.fr/fr/catalogue/marche_photovoltaique/resume.html?det
ail&PHPSESSID=t3softqk9i2qtkfs7eilquhgb3 

 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1011,  2007.11.14 

 59

【再生可能エネルギー特集】太陽光発電 

 
イタリアの太陽光発電の動向 

 
1. イタリアの太陽光発電設備増加中 

 
太陽光発電設備で生産した電力を国営の電力サービス管理会社（Gestore Servizi 

Elettrici/GSE）に非常に優遇された電力料金で販売することが出来ると言う「エネルギー

アカウント方式」がイタリアにおいても 2005 年 7 月末の暫定措置（旧エネルギー・アカ

ウント方式）によって導入された。今まで実施されていたような設備設置の折に与えられ

る補助金システムでは太陽光発電設備が故障したら修理されずに放置されるという場面が

多々あったために、設備投資は設備保有者が全て負担するが、その代わりに生産された電

力は 20 年間保証された優遇料金で GSE が買い取る。太陽光発電設備コストは、GSE に

販売する電力料金によって約 14～15 年で償却でき、その後は収入に転換する。このため

設備の保全に注意しながらソーラー電力を生産すれば生産しただけ多くの収入を得ること

ができる“エネルギーアカウント方式”導入は、当初関係者から熱烈な歓待を持って受け入

れられたが、諸事情によって実際の結果はあまり思わしくないものであった。 
 
「旧エネルギーアカウント方式」が成功しなかった第 1 番目の原因は、優遇料金適用申

請に関わる公官庁における手続が複雑で時間を要することにあった。よって旧方式におけ

るネガティブな原因のいくつかが見直され、申請手続プロセスが大幅に簡略された「新エ

ネルギーアカウント方式」が 2007 年 2 月 19 日に導入された。「新エネルギーアカウント

方式」導入によって、また環境省によるテレビ等のマスメディアを使った大々的な宣伝に

よって現在イタリアにおいては太陽光発電設備設置ブームが起こっている。 
 
2005 年末までにおけるイタリアの太陽光発電設備設置総出力は、約 35MW であった。

2006 年末時点における総設置出力は約 50MW であまり芳しくなかったが、1 年前に設立

されたイタリアの太陽光発電設備産業協会（ASSOSOLARE）は、2007 年におけるイタリ

アの太陽光発電設備は、5 億～6 億ユーロの取引高を持って、少なくとも 80MW の太陽光

発電設備が設置されるであろうと言っている。 
 
環境省は、過去に制定されたいくつかの「新エネルギー普及政策」において計上されて

いたが実際には使われなかった予算や、税収入の一部は新エネ普及のために使われるとさ

れていたカーボンタックスから出される予算を集めて、上記した太陽光発電設備普及のた

めの「新エネルギーアカウント方式」措置とは全く別の、従来実施されていたような新エ

ネ源設備設置コストを補助すると言う“補助金”の形で太陽光発電設備、ソーラーコレクタ

ー設備、風力設備、バイオマス設備のための補助金告示を 2007 年において 3 回に分けて

実施した。金額的には多くはないがこれらの補助金申請は大成功を収めつつある。テーマ
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別に分かれている新エネ補助金は、割当金額が無くなったら告示は締め切られるというも

のである。（表参照） 
 
    2007 年における新エネルギーのための環境省補助金公布    

単位：ユーロ  
告示終了  
 ・中小企業のための新エネルギー 25,822,844 
 ・監獄のソーラー化    774,685 
 ・伊スポーツ連盟（CONI）との合意  1,000,000 
告示中  
 ・公共建物のためのエネルギー証明書

（AUDIT） 
 1,500,000 

新告示中  
 ・学校における太陽  4,700,000 
 ・建築物における太陽光発電設備  2,628,559 
 ・公共企業体における太陽  10,334,422 
合計  46,760,512 

    出所：環境省  
 
2007 年 2 月末に予告され、4 月 26 日に告示された「中小企業のための新エネルギー」

補助金申請は、告示の日のみで環境省によって割当てられた約 2,600 万ユーロの補助金を

3 倍も上回る申請が中小企業から提出されたため、翌日の 4 月 27 日には早々この告示は締

め切られた。対象となった中企業は、従業員が 250 名以下で年売上高が 4,000 万ユーロ以

下の工業部門の企業、従業員が 95 名で年売上高が 1,500 万ユーロ以下のサービス業部門

の企業、小企業については従業員が 50 名以下で年売上高が 700 万ユーロ以下の工業部門

の企業、従業員が 20 名以下で年売上高が 270 万ユーロ以下のサービス業部門の企業が補

助金を受けられる対象とされた。 
 
また対象となる新エネ設備は、太陽光発電設備（出力 20～50kWp）、風力発電設備（出

力 20～100kWp）、温水等を生産するソーラー熱設備（ソーラーコレクター50～500 ㎡、

出力 35～350kW に相当）、バイオマス設備（ペレット等による熱生産設備：出力 150～
1,000kW）で、中小企業に与えられる補助金は、太陽光発電設備については出力１kW に

つき 高 6,500 ユーロ、風力発電設備は出力 1kW につき 高 2,500 ユーロ、ソーラーコ

レクターは 1 ㎡につき 800～350 ユーロ、バイオマス設備については出力 1kW につき 280
～200 ユーロの補助金が与えられる。補助金を得られた中小企業は 6 ヵ月以内に設備を完

成せねばならない（太陽光発電設備と風力発電設備は国内電力網に連結されていなければ

ならない）ことになっている。中小企業のための本新エネルギー設備補助金告示は、大成

功で終了した。 
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2007 年 7 月 2 日に告示された環境省による新エネ補助金のための第 3 番目の告示（締

切日 12 月 31 日）は、3 つのテーマに分かれる。テーマ「学校における太陽」は、公立小・

中学校のある市や県に補助金が渡されることになるが、学校の屋根に太陽光発電設備を設

置したい学校には、1 校につき上限額 1 万ユーロとして設備設置コストの 100％が補助さ

れる。テーマ「建築物における太陽光発電設備」は、市庁舎、県庁の建物、公立大学、公

的研究所の建物に完全に統合された出力 1～50kWp の太陽光発電設備設置が対象となり、

設置コストの 50％が補助される。 テーマ「公共企業体における太陽」は、公共企業体に

付属する機関も含めた公社、機関、協会等が対象になり、太陽光発電設備設置コストの 50％、

ESCO（Energy Service Company／エネルギー効率等の検査、サポート、証明書発行等

のサービス会社）が関与したら 65％までの補助金が与えられる。 
 
これらのテーマによる補助金申請数は非常に多く、2007 年 9 月末時点において“学校に

おける太陽”のための補助金申請数は 750 件あり、申請校はイタリア全州に渡っている。“学
校における太陽”補助金総額 470 万ユーロでは、金額として多くないために、ペコラーロ・

スカーニオ環境相は、学校における新エネ普及は、教育面からも非常に重要であることか

ら更に新たな補助金を割り当てる意思があることを明言している。更にまた“公共企業体に

おける太陽”のための補助金申請数も 9 月末時点において 100 件以上あったためにこのテ

ーマの補助金も新たに割り当てられると環境相によって約束されている。 
 

(出所：イルソーレ 24 オーレ紙、環境省サイト（www.miniambiente.it）、イルソーレア 360 グラ

ーディ誌、他) 
 
 

2. 太陽光発電設備とバイオマス発電設備が連結された 

新エネルギー発電所がレンデ市で落成 

 
2007 年 10 月 3 日イタリア南部カラブリア州コゼンツァ県レンデ市の工業ゾーンに欧州

でも始めての太陽光発電設備とバイオマス発電設備を連結した総出力 15.3MW の新エネ

ルギー発電所が落成した。バイオマス設備は、出力 14.3MW で既に 2000 年から存在して

おり、近隣ゾーンから出される低木や木材が燃やされている。一方 10 月 3 日に落成した

太陽光発電設備は、出力 1MW である。両設備ともファルックグループの新エネルギー技

術会社 ACTELIOS 社に属する ECOSESTO 社によって設置され、運営される。 
 
レンデ市に設置された 1MW の太陽光発電設備は、イタリアでは第 2 番目の規模の太陽

光発電設備であり（イタリアで 大規模の太陽光発電設備は 1993 年にイタリア中南部カ

ゼルタ県セッレ市に設置された ENEL の 3.3MW の設備）、設置コストは、750 万ユーロ

であった。レンデ市の太陽光発電設備は、5,486 個のパネルによって構成されており、1
パネルは 48 個の単一結晶珪素太陽電池モジュールによって作られている。この 1MW の
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太陽光発電設備によって年間 366 トンのオイル燃料を節約し、1,024 トンの CO2放出を削

減する。設備のコンポーネントは、全てイタリアのシーメンス社で製造され、寿命のため

に使用済みに至った際には設備コンポーネントの全てが再生でき、設備はまさに環境イン

パクトゼロのクリーン設備である。 
 
ファルック社は、落成式の折に、イタリア北部に設置される太陽光発電設備としては

大規模となる太陽光発電設備が、同社によって目下イタリア北部ミラノ県のトレッツォ・

スッラッダ市に建設されており、近々に落成することを明らかにした。 
 
目下、イタリア各地で太陽光発電設備が設置されているが、 近イタリア中部トスカー

ナ州にある地中海に面したピオンビーノ市においても、トスカーナ州としては 大規模の

太陽光発電設備が UNICOOP TIRRENO 社（スーパーマーケット・コープ）の本拠に設

置された。2,457 個の太陽電池パネルで構成された同社の設備は、年間 55,000kWｈの電

力を生産し、年間 300 トン以上の CO2放出を削減する。 
 
また、ENEL は、未完成のまま 1987 年の国民投票で閉鎖されたイタリア中部にある

ENEL のモンタルト・ディ・カストロ原発の傍に 6MW の太陽光発電設備を設置する計画

を推し進めていることを明らかにしている。その投資額は 3,000 万ユーロで、10 ヘクター

ルの敷地に設置される。2008 年 5 月頃から徐々に稼動し、電力生産を行う。天候状況に

よって生産量は一定でないが、年間約 700 万 kWｈの電力を生産し、年間 5,000 トンの CO2

放出を削減する。このモンタルトル・ディ・カストロ太陽光発電設備設置プロジェクトは、

40 億ユーロの投資額をもつ ENEL の 2007 年～2011 年の 5 ヵ年計画で計画されているプ

ロジェクトの 1 つである。 
 
更にまた、イタリア領土内にあるバチカン市国も「バチカン市国のソーラー化計画」を

立て、修復時期にあるバチカン市国のアウラ・ネルヴィ宮の約 5,000 ㎡の屋根瓦を太陽光

発電パネルにとって変えることにした。年間 36 万 kWｈを生産する新設備は、近くのアウ

ラ・パオロ VI 宮や近隣の建物で必要とする冷暖房のためのエネルギーや電力を充分に生

産する。投資額は 250 万ユーロで、2008 年末に完成される予定である。アウラ・ネルヴ

ィ宮太陽光発電設備設置は「バチカン市国のソーラー化計画」の第 1 番目のプロジェクト

である。 
 

(出所：イルソーレ 24 オーレ紙、ラ・スタンパ紙、ACTELIOS 社プレスリリース、イルソーレア

360 グラーディ誌、他) 
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【再生可能エネルギー特集】地熱発電 
 
石油・天然ガスの古井戸を再利用した地熱発電（ニュージーランド） 

―バイナリー発電による地熱エネルギー利用可能性検討結果― 
 
ニュージーランド地質・核科学研究所（Institute of Geological and Nuclear Sciences 

Limited: 以下、GNS Science）は1992年7月1日に、科学技術に関する行政改革（政策立

案、資金供給、研究開発の組織的分離）の一環として誕生した、政府を株主とする独立企

業体「クラウン・リサーチ・インスティテュート(Crown Research Institute：CRI)」の一

つとして、旧ニュージーランド地質調査所を母体に設立された国有企業である。 
現在、ニュージーランド北島(North Island)にある首都ウェリントン近郊のローワー・

ハットに本部を置き、地熱等エネルギー、気候変動・環境調和と持続性、地下水脈・石油

などの資源、深海等海洋学、地震・火山などの自然災害等に関する、ニュージーランドの

発展に資する目的での研究開発及び産業界への技術移転・導入促進に取り組んでいる。 
 本稿は、GNS Scienceが取り組んでいる研究の一つである、採掘を終えた石油・天然ガ

スの井戸を再利用したバイナリー地熱発電に関する研究について、 
(1) 2006年4月12日のプレスリリース、及び、 
(2) 2006年の年次報告書に掲載された、同じ研究に関する紹介記事 

をそれぞれ翻訳、掲載したものである。                （編集部） 

 
 
(1) 2006年 4月 12日のGNS Scienceプレスリリース: NEWS FEATURE- ABANDONED 
WELLS AN UNTAPPED ENERGY SOURCE-SCIENTIST1 
(ニュース特集－「古井戸は未利用エネルギー源－研究者の発表」) 
 
ニュージーランドの研究者が、同国で石油・天然ガスの古井戸を活用して、 大 160MW

の電力を生み出す素地があると発表した。 

                                                 
1 http://www.gns.cri.nz/news/release/wells.html 

地熱の大いなる可能性 

GNS ScienceのAgnes Reyes博士

は、放置された石油・天然ガス井

戸の熱エネルギーがクライスト

チャーチ規模の都市の電力需要

に見合う潜在能力を有すること

を示した。 
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GNS Science の地熱学者 Agnes Reyes 博士によれば、ニュージーランド各地の石油・

天然ガスの古井戸 360 本の約半数において、掘削井の底の温度が高く、地熱発電が可能と

のことである。 
そして残り半数の掘削井についても、摂氏 10℃～摂氏 30℃の条件下が も効率的な稼

働に適した産業での直接的な活用や、地熱ヒートポンプの使用に際して十分必要なレベル

の温度を得ることができるとしている。 

 
 

 
 

Reyes博士は、ニュージーランドの石油・天然ガスの古井戸についての目録を編纂後、

掘削井の熱量が、南島（South Island）のクライストチャーチ（Christchurch: ※編集部

注：南島中部の東側に位置し、ニュージーランドで2番目、南島 大の人口約34万人を有

する）規模の都市を賄うに十分であることに気づいたとしている。 

Reyes 博士によれば、ニュージーランドでは石油・天然ガスの古井戸のほとんどが、一

般的に知られる地熱賦存地域とかなり離れた場所に位置していたため、有望な地熱エネル

ギー源として認識されてこなかったとのことである。 
「フランス、米国、豪州、ドイツ、スイス及び日本は、従来と異なった地熱エネルギー

源の活用の有効性を示しており、この目的のために、地熱強化システム（EGS 技術: 
Enhanced Geothermal Systems）が開発された（※編集部注: 海外レポート 1001 号で紹

介）。」 
今日に至る、博士のこの研究の大部分は政府からの補助による、ニュージーランドの低

温地熱システムの研究に対する追加研究という位置づけで実施している。これらは一般的

石油・天然ガスの古井戸から取り出した熱の様々な産業用途での利用の可能性 
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に温度が摂氏 90℃以下の深度の浅い貯留層が対象で、大部分は北島中央の火山帯の外側に

位置する。 
Reyes 博士は、堆積盆地や、採掘を終えた掘削井が膨大な余熱を有するため、ニュージ

ーランドでこの種のエネルギー生産が有効かどうかを見極める体系的評価の実施が必要だ

と考えている。  
初の一歩は閉鎖された掘削井の状態確認だが、中には劣悪な状態のものも含むと推測

され、地理的に不利な条件のものもあるかもしれない。試験的な試みは、いずれ技術的、

科学的、経済的な諸問題の解決につながると考えられることから、このような研究は、石

油・ガス探査産業からの出資と支援が望ましい。 
他方、従来は地熱開発に対する障害と見なされていた技術的・地理的要因が、EGS の技

術により克服されつつあることが追い風となっている。 
Reyes 博士によれば、現在、ニュージーランドで地熱による商業発電を行っている石油・

天然ガスの古井戸は一ヵ所しかない。その施設、1908 年に掘削したニュープリマスの

Bonithon-1 は、タラナキ(Taranaki)の温泉に必要な熱水の供給源になっている。  

 
タラナキには、内陸のサイトで底辺の温度が摂氏 80℃以上の古井戸が 50 本近くある。

これらの存在は、潜在的に地熱のバイナリーサイクル発電が可能であることを意味する。 
更に、タラナキには、石油・天然ガスの古井戸が数十本あり、穀物の乾燥、牛乳の低温

殺菌、温室、及び地熱ヒートポンプを暖房に利用した、住宅及びオフィス向けに、地熱が

直接利用できる環境にある。 
「タラナキには使われなくなった掘削井が多数あり、エネルギー供給の増加の恩恵を受

けやすい、酪農のようなエネルギー集約型産業も根付いており、この試みを始めるには

適な場所であると言える。」 

ニュージーランドの堆積盆

地における、採掘の終了した

掘削井数の比較。タラナキ盆

地が 多数となっている。 
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ニュージーランドの他の場所では、石油・天然ガスの古井戸の再生は低迷する地方経済

の後押しとなり得る。例えば南島(South Island)の西海岸では、立地条件の良い場所で商

業規模での温泉施設開発の需要があるかもしれない。 
ニュージーランドの石油・ガス産業では、圧倒的な地下水脈がしばしば炭化水素（石油・

天然ガス資源）の採掘を阻むことに失望させられてきた。しかし、地熱産業ではこの自然

現象を、別の形のエネルギー、つまり地熱を活用する良い機会と捉えている。 
ニュージーランドの石油・天然ガスの古井戸の底辺の想定温度分布は浅い掘削井の摂氏

20℃から、深度 5km 級を含む も深い掘削井の摂氏 180℃まで及ぶ。 
「井戸の底辺温度が摂氏 80℃を超えるニュージーランドの石油・天然ガスの古井戸全て

のエネルギーの合計は電力量 160MW に相当する。これはクライストチャーチ規模の都市

に必要な電力を賄うのに十分な発電量である。」 

 
米国では、従来さほど活かされてこなかった、このエネルギー源を活用する機運が徐々

に高まりつつある。 近、米国の研究者たちは、アラバマ、アーカンソー、フロリダ、ル

イジアナ、ミシシッピ、オクラハマ、及びテキサスの各州での石油・天然ガスの古井戸の

潜在地熱エネルギーは、低く見積もっても電力換算で計 5,000MW に上ると推計した。 
石油・天然ガスの古井戸は可能性を秘めた唯一の新エネルギー源ではない。Reyes 博士

によれば、ニュージーランド全土に渡り、内陸のサイトで、新規の井戸開発を行うことに

より、深度 2,500m または更に深く賦存する高温エネルギーを利用することができ、これ

は、ニュージーランドの地熱発電の総発電量に対して、800MW の増加をもたらすことに

なる。 
「新技術の開発により、ニュージーランドの地表は一つの巨大な地熱資源と言えるよう

になった。新規の井戸の掘削には費用がかかるので、既存の井戸の活用についての可能性

を探ることは利に適っていると言える。」 
GNS Science 連絡先： 
Dr Ed Mroczek, Geothermal Scientist, GNS Science, P：07-374-8211 
John Callan, Communications Manager, GNS Science, M：027-440-2571  
 

ニュージーランドの採掘

の終了した掘削井の、底

辺温度分布毎の井戸数 
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(2) GNS Science 2006 年 年次報告書のプロジェクト紹介: DISCOVER UNDERSTAND 
APPLY-ANNUAL REPORT 2006: P. 22 “SCIENCE IMPACTS”, “HEAT UNDER OUR 
FEET-ENERGY AVAILABLE FROM ABANDONED WELLS2”(「地面の下の熱－古井

戸から得られるエネルギー」) 
 

ニュージーランドのエネルギー供給における危

機的状況を回避するには、決定的な措置が必要で

ある。従来から利用されている地熱エネルギーの

大規模な賦存状況についてはよく知られている。

但し、多数存在するニュージーランドの低温地熱

エネルギー源の賦存状況については、まださほど

知られているとは言えない。GNS Scienceによる

調査の結果、ニュージーランド内陸の、現在使わ

れていない石油・天然ガスの掘削井は、電力発電

向けの活用が可能で、また直接利用についても十

分な熱を得られることが判明した。 
 

ニュージーランドの石油・天然ガスの古井戸の半数は、十分な深さを有し、それゆえ発

電に必要な熱を持ち、残りの半数は、産業設備及び地熱ヒートポンプと直接連動させ、10°C
から30°Cの間で効率よく稼働させる。温度の幅は も浅い井戸の20°C から、 も深い、

深度5km近い井戸の180°Cとなる。  
 
ニュージーランドにとり、低温の地熱資源を開発する概念は斬新だが、国外では熱心な

支持を集めている。過去5年で、低温地熱資源を利用する国は58ヵ国から、72ヵ国に増え

ている。  
 

タラナキは、使用されなくなった掘削井の多さと、同時によく整備されたエネルギーイ

ンフラを有することなどの理由により、低温地熱資源開発の試みを始めるのに適した地域

である。現時点では理論の域を出ないものだが、我々は解決を要する科学的、技術的、そ

して経済的な問題点を抽出すべく、可能性調査(FS)を実施している。 
 
第一段階は、放置された井戸の状態についての評価を行う。いくつかは一部コンクリー

トで埋められ、他にも痛みの激しい掘削井があると予想される。タラナキでは、内陸の使

                                                 
2 http://www.gns.cri.nz/who/globe/gnsannualrep2006_fr.pdf 

GNS Science 2006 年 年次報告書 “SCIENCE 

IMPACTS”の中の本記事紹介ページ 
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用されなくなった掘削井で、底辺温度が100°C以上の井戸が50本近く存在する。これはバ

イナリーサイクル地熱発電に活用できる潜在性を秘めていることを意味する。加えて、タ

ラナキでは、熱を産業に直接利用できる井戸が非常に多くある。用途としては、住居の暖

房、湯沸かし、牛乳酪農、温室栽培用の熱供給、そして魚類・家畜の飼育が含まれる。 
 
石油・天然ガスの古井戸の地熱を利用する技術が比較的新しいにも関わらず、ニュージ

ーランドには、一世紀近い利用実績がある。1906年にニュープリマスで実験的な掘削が行

われた井戸からは、石油は出なかったが、暖かな被圧地下水を噴出し、1916年以来、温泉

として利用された。Bonithon-1と呼ばれるこの井戸は、現在、ニュープリマス近郊の私有

地温泉「New Plymouth Mineral Springs」の主たる熱水供給源である。 
 
ニュージーランドの使われていない石油・天然ガスの掘削井からいかに多くのエネルギ

ーが得られようとも、GNS Scienceの研究目標は、エネルギー需要の増大に際して非常に

大きな可能性を持つエネルギー源として、地熱の導入普及を図っていくことにある。地熱

エネルギーはクリーン、再生可能、多用途であるといった利点があり、また、小さな敷地

面積で開発可能で、他の土地利用との併用が容易である。 
 
翻訳・編集：NEDO情報・システム部 平野丈太郎 
 
Courtesy of the Institute of Geological and Nuclear Sciences Limited（GNS Science）, New Zealand 

 (Copyright 2007 Institute of Geological and Nuclear Sciences Limited（GNS Science） 

All rights reserved. Used with Permission.) 

 
＜参考＞ 
●ニュージーランド地質・核科学研究所（GNS Science）ホームページ： 

http://www.gns.cri.nz/index.html 

●NEDO海外レポート1001号「欧米における地熱エネルギー利用の新技術の開発状況」 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1001/1001-03.pdf 

(EGS、バイナリーサイクル発電等について紹介)  
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【再生可能エネルギー特集】地熱発電 水力発電 
 

アイスランドの再生可能エネルギー事情－地熱と水力 
 
1. 一次エネルギーの 71％が再生可能エネルギー 
 
アイスランド 1 の一次エネルギー消費の内、71％が水力および地熱の再生可能エネルギ

ーであり（表 1 参照）、近代経済国家としては断然トップに位置している。2006 年 IMF（国

際通貨基金）統計によれば、同国の国民一人当たり GDP は世界の上位 5 番目に位置して

いる(日本は 18 位)。水産業や陸上輸送への機械化導入が 20 世紀に入ってからという後発

国で、20 世紀半ばまでの主なエネルギー源は国産泥炭と羊の乾燥糞であったが、一世紀の

間に貧困国から富裕国へと脱皮した。 
 

表 1 アイスランドの一次エネルギー消費（2005 年） 
 ﾍﾟﾀ(1015)ｼﾞｭｰﾙ 千 toe % 
水力 25.2 603 16.3 
地熱 85.0 2,030 54.9 
石油製品(輸入) 40.1 958 25.9 
石炭(輸入) 4.6 109 3.0 

合計 154.9 3700 100 
 
エネルギー源の 54.9％を占める地熱、および 16.3％を占める水力は国産の再生可能エネ

ルギーで、その他のエネルギーである石油や石炭はすべて輸入に頼っている。そのため、

エネルギー自給率も 71％である。電力の 99.9％は水力と地熱から生産されている。温室

効果ガス排出量がゼロないし僅少な水力と地熱を主要エネルギー源としているのも同国の

強みである。なお、地熱・水力以外の再生可能エネルギーとして、2000 年から都市廃棄物

を利用して若干のメタンガスが生産され、主として発電用に利用されている。 
 
発電は 1965 年設立の国営電力 Landsvirkjun が主体で、2005 年総発電量の 85％を供給

した。電力供給(販売)分野では、国有あるいは自治体所有の７社が市場で競合している。

地熱エネルギーに関しては、掘削を民間事業者が行い、用途の主体を占める地域暖房は各

自治体所有の供給機関(多くは電力会社) が実施している。中小企業はこの地域暖房機関か

ら温水の供給を受けて産業用に利用しているケースが多い。 
 

2. 地熱エネルギー 
アイスランドは大西洋中央海嶺（海底山脈、北極海～アフリカ沖南端の海底山脈）が海

                                                 
1 アイスランド： 北太平洋上のアイスランド島および周辺の小島群からなる島国。欧州連合(EU)非加盟国で

あるため、「NEDO 海外レポート」でしばしば紹介している EU 関係の資料にはほとんど登場しないが、

文中にあるように再生可能エネルギー利用率は非常に高い。 
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上に突き出た島として、およそ 1,000 万年前に生成した島国である。北海道と四国を合計

した面積に相当する 10.5 万 km2の国土に 200 以上の火山を抱え、国全体がマグマの上に

ある火山の島ともいえ、地熱エネルギーに満ちあふれている。一方、頻発する火山噴火へ

の備えが国の安全保障の基本であり、活火山から離れた南西部に位置する首都レイキャビ

ク市とその周辺に人口の 6 割が集結しているのも一例である（1783～84 年のラキ火山大

噴火では全人口の四分の一近くが死亡した）。 
 
国を南北に走る活火山帯の中に高温資源(150℃以上、掘削井での 高記録は 380℃)が存

し、低温資源は火山帯の側面に存している。250 を数える低温地帯に 600 ヵ所の温泉があ

るうえ、高温地帯 32 ヵ所が確認されており、熱水や高温蒸気あるいは地面の熱気がエネ

ルギーとして多様に利用されている（表 2 参照）。なお、国内エネルギー数社のコンソー

シアムによる Iceland Deep Drilling Project（IDPP）が進行中で、5km を超える地下か

ら 600℃の熱水生産を目指している。 
 

表 2 アイスランドでの地熱の用途 (2005 年) 
用途 ％  

暖房 59.5 ビル・家屋暖房の 89％、地域暖房が主体 
発電 20.2 ４基、23.2 万 kW、16 億 5,800 万 kWh/年(総発電量

の 19％) 
魚の養殖 5.8 主としてサケ・マスの幼魚 
スイミングプール 4.4 地熱利用温水プール 130 ヵ所 
融雪 4.4 総面積 83.5 万ｍ２、3 億 6,000 万 kWh/年 
温室 3.0 総面積 17.5 万ｍ2、花・野菜など 
産業 2.7 海草類の養殖、魚の干物、CO2抽出など 

 
アイスランドの地熱エネルギーは何世紀にもわたって入浴や洗濯用の温泉として利用

されていただけであった。1907 年に一農民がコンクリート製導管で温泉水を自宅に引き入

れたのを契機に利用範囲が拡大し、1930 年にはレイキャビク市で 3km のパイプラインが

家庭・学校・病院に暖房用温水を供給するに至った。1930 年には地域暖房が開始され、現

在ではレイキャビク市と周辺では住民の殆どの 18 万 2,000 千人が対象となっている。 
 
同国の地熱発電は 1944 年に地熱蒸気を利用した小型タービンによる自家発電として農

地で開始されたが、営業用発電所が出現したのは 1969 年である。2002 年調査によれば、

経済性を考慮した地熱発電潜在可能量は 200 億 kWh/年と見積もられ、拡大余地は充分に

ある。発電所の増強・新設は 2006 年も積極的に進められ、2006 年末時点で発電所数は 5
ヵ所、総設計能力は 41 万 7,000kW に達し、2006 年の同国の発電量の 26％を供給した。 

興味深いものとして、地熱流体から CO2を抽出して、温室での利用や炭酸飲料製造等に

使用している産業用途がある。 
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3. 水力エネルギー 
 
 アイスランドは北極圏に接している極北の地で、国の 11％が氷河で覆われている。多く

の川や滝があり、降雨量が多いことと氷河の溶解水があるため水量は豊富である。水力発

電は1904年にレイキャビク近在の大工が 9kWタービンで作業用に開始したのを契機に多

数の零細設備が建設された(1934 年時点で 38 基、合計能力 5,000kW）。 
 
同国の河川は、氷河の溶解水を水源とするもの(氷河川)とその他に大別され、大半は前

者に属する。氷河川の潜在資源量は莫大であるが、常に流路が変更する上、冬期間は氷河

の溶解が止まるなど年間の流量が大きく変動するため、発電エネルギーとするためには貯

水池建設に加えて大規模な治水工事が必要となる。 初の氷河発電所となったのは 1972
年に本格稼動した Burfell 水力発電所である。 

 
 2005 年の主な水力発電設備は 13 基、総能力は 116 万 kW（ 大規模は Burfell 発電所

27 万 kW）、同年の総発電量は 70 億 1,500 万 kWh で、同国の発電量の 80.8％を占めたが、

2006 年は地熱発電設備能力の増強があって、73.4％に後退した。しかし 2007 年は 69 万

kW の Karahnjukar 発電所が新規稼動するため(※1）、水力発電のシェアは大幅に伸びる

であろう。なお、経済性を考慮した水力発電潜在可能量は 300 億 k Wh/年と見積もられて

いる。 
   (※1)ヨーロッパ 大規模のヴァトナヨークトル氷河に建設するこの発電所に関し

ては、環境保護団体が「貯水池やダム建設によって国土の 3％に相当する

3,000km2の生態系が破壊される」と反対している。 
 
4. 電力輸出 
 
総人口 30 万人余りのアイスランドでなぜ発電能力を急速に増強する必要があるのか？ 

答えは、発電コストの低さに裏打ちされた電力料金の低さにある(※2)。アイスランド政府

は低電力コストを武器に電力集約産業を求めて、アルミニウム精錬工場の誘致に成功し、

アルミニウム精錬はいまや同国を代表する産業となっている（現在は Alcan 社と Century 
Aluminum 社の 2 社）。 

 
 2005 年の総発電量の 62％は電力集約産業が消費した。Alcoa 社のアルミニウム工場新

設に対応して新発電所が稼動するため(上述)、2009 年にこの比率は 80％になると想定さ

れている。電力集約産業の製品の殆どは輸出されることから、アイルランドの電力が工業

製品の形で輸出されているとも言える。 
  (※2)アイスランドの電力販売市場は完全に自由化されていて公定料金は存在せず、す

べて需要家との個別売買契約で成り立っているため、実態把握は困難である。た

だし、上越商工会議所が 2003 年 11 月時点で調査した Burfell 発電所のデータに
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よれば、kWh 当りで家庭用は 5 クローナ(現行レートで約 8.1 米セント)、事業用

1.5～2 クローナ(2.4～3.2 米セント)で 30 年以上の長期契約の場合はそれ以下と

のことである。ちなみに IEA 調査によれば、2004 年の kWh 当り家庭用で日本

は 17.4 米セント、米国は 8.3 米セントである 2。 
 
5. 再生可能エネルギー100％を目指す 
  
アイスランドは漁業国でもある（2005 年の輸出額の 56.7％は海産物）。漁船用燃料と陸上

交通車両用燃料は輸入石油に頼らざるを得ず、2005 年には 98 万 5,000 トンの石油製品を輸

入した。1998 年アイスランド政府は、この石油エネルギーを水の電気分解で得る水素に切

り替えることで、2050 年までに再生可能エネルギー100％を達成し、公害や温室効果ガスを

劇的に減少させて世界規模の気候保護に貢献するという野心的方針を打ち出している。 
 
参考資料・出所 
・“GEOTHERMAL DEVELOPMENT AND RESEARCH IN ICELAND” National Energy 

Authority and Ministries of Industry and Commerce、April 2006 
・“ENERGY IN ICELAND”、同上、September 2006 
・“ENERGY STATISTICS IN ICELAND”、National Energy Authority 、2006 
・“Statistics Iceland ” 、 www.statice.is 
・“Renewable energy in Iceland” 、Wikipedia 
・“Economy of Iceland” 、Wikipedia 
・“Iceland” 、Wikipedia 
・島村英紀「地震と火山の島国」2001 年 3 月、岩波書店 
・上越商工会議所青年部/JETRO 新潟貿易情報センター｢平成 15 年度ミニ Local to Local 産業

交流事業実施報告書｣（2004 年 4 月） 
・その他インターネット検索情報（アイスランド政府ホームページ、etc.） 
 

                                                 
2 精度は落ちるが、現行レートを用いて日本円換算すると、kWh 当りの家庭用電気料金はアイスランド 9.4

円、米国 9.7 円、日本 20.2 円、アイスランドの事業用電力料金は 2.8～3.7 円となる。 
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【再生可能エネルギー特集】地熱発電 バイオマス 

 
地熱発電とバイオマス発電のハイブリッド（ドイツ） 

 

進展しない地熱発電 

 

 ドイツでは、地熱発電があまり進展していない状況が続いている。ドイツ南部に位置す

るリンダウ（バイエルン州）やシュパイアー（ラインラント・プファルツ州）、ウンター

ハッヒィング（バイエルン州）などでは、MW クラスの地熱発電プロジェクトが進行中だ

が、まだ発電が開始されるにはまだ数年かかると見られている。 

 

 現在のところドイツでは、ドイツ北東部メクレン・フォアポムメルン州ノイシュタット・

グレーヴェで地熱発電が行われているにすぎない。ノイシュタット・グレーヴでは、地熱

は主に暖房など熱供給用に利用され、発電が行われるのは熱の需要の少ない夏期だけ。発

電出力は 230kW 程度にすぎず、風力発電用風車 1 基の出力にも満たない。 

 

 ドイツで地熱発電が普及しない一つの要因は、地熱発電を行うための熱源が地下数千ｍ

にある場合が多く、そのための調査費やボーリングに莫大なコストがかかるからである。

また、実際に熱水の供給量が十分かどうか判断しにくいというリスクが伴う。さらに、再

生可能エネルギーで発電された電力の 低買取り価格を規定している再生可能エネルギー

法は、地熱発電に対して 1kW 当たり 15 セントユーロ 1と低い価格しか設定していない。

普及のスピードが著しい風力発電の場合、1kW 当たり 高 49 セントユーロで電力を売却

できるのとは対照的である。 

 

地熱とバイオマスのハイブリッド発電 

 

 こうした地熱発電のリスクを少しでも回避するため、ドイツ南西部のフランス国境に近

いノイリート（バーデン・ブリュテムベルク州）では、地元自治体とボーリング会社が共

同で、バイオマス発電と地熱発電を組み合わせたハイブリッド発電施設の建設を行ってい

る。バイオマス発電設備については、今年 2007 年末までには 初の設備が発電を開始す

る見込みである。 

  

ノイリート地区の地下 2,500 から 3,000m 地点には、摂氏 120 度ほどの熱水があること

が、事前の調査でほぼ確実だと推定されている。その水量を調査するためには、ボーリン

グが必要となるが、そのためには約 700 万ユーロの費用がかかると見られている。ただ、

住民 1 万人にも満たない小さな自治体にとって、それはたいへん大きなリスクとなる。地

                                                 
1 1 ユーロ＝100 セントユーロ 
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下熱水の供給量が 70-75 リットル／秒ないと、地熱発電では高い採算性が得られないと見

られるからである。 

 

 ノイリート地区は農業を主体とする地域で、ドイツでも 大のタバコ栽培地となってい

る。ただ、タバコ栽培に対する EU の作付け補助が 2010 年から給付されなくなることか

ら、タバコに代わる作物が必要となっている。その代替作物の栽培で地元の農業を維持、

活性化さる手段として、バイオマス発電が考えられた。 

 

 バイオマス発電では、地元周辺で行われるトウモロコシや穀物の栽培から得られる藁を

乾式発酵させてメタンを回収し、メタンでガスエンジンを回転させて発電が行われる。ガ

スエンジンで発生する排熱は、地熱発電が開始されるまでは、地元の住宅や農家に熱源と

して供給される。しかし地熱発電が開始されると、ガスエンジンから得られる排熱は、地

下から得られた熱水と一緒に熱交換器に回され、タービンと発電機で発電するための熱源

として利用される。 

 

 ガスエンジンから得られる排熱を地熱発電に再利用する技術については、今後の技術開

発の状況を待たなければならない状態だという。ただ、バイオマス発電によって発電出力

3MW、熱出力 3MW が達成される見込みで、地熱発電では、熱水量が 60 リットル／秒の

場合、発電出力が 2.3MW、70-75 リットル／秒であれば、バイオマス発電と同様、3MW
の発電出力が達成され、周辺地域の約 2 万世帯に電力を供給できるとしている。 

 

 地元では、2008 年に地熱発電のための 終ボーリングを行う予定で、順調にいけば、ハ

イブリッド設備全体を 2009 年末までに完成させたいとしている。なおその場合、総投資

額は 3500 万ユーロになる見込みである。 

 

参考資料： 

= Kraftwerk mit zwei Herzen、ベルリン新聞 2007 年 8 月 15 日付け 

= Tiefe Geothermie Strom und Wärme、地熱エネルギー53 号、2006 年 10/11 月 

 

関連サイト： 

プラント紹介サイト： www.hybridkraftwerk-neuried.de 
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【個別特集】環境政策 
 

フランス大統領が発表した新たな環境政策（環境グルネル懇談会） 

 
  NEDO 技術開発機構 パリ事務所 

Christophe DEBOUIT 
 
フランスのサルコジ大統領は 10 月 25 日、「環境グルネル（ Grenelle de 

l’Environnement）懇談会」の閉会に当たり、新たに様々な施策を発表した。 
この日の会議は、4 ヵ月余りに及んだ「環境グルネル懇談会」の 後を飾る 2 日間の円

卓会議の 終日で、米国前副大統領でノーベル賞を受賞したアル・ゴア氏やジョゼ・マヌ

エル・バローゾ欧州委員会委員長らも出席し、フランスが地球温暖化との戦いの先頭に立

つための「新たな環境政策」がサルコジ大統領から発表された。サルコジ大統領は、「環境

グルネル懇談会」は「終わりではなく始まり」であり、今後のプロセスにおいて懇談会の

各作業部会が具体的な提案内容をまとめていくと述べた。 
発表された主な施策は、懇談会の結果多くの支持が得られたもので、様々な問題への取

り組みが含まれている。 
「環境グルネル懇談会」は、1968年5月にパリで学生と労働者が自由・平等・自治を求

めて共闘し、全国に拡大したゼネスト「五月革命」を収拾するべく、グルネル通りにある

労働省で政府・労働者・使用者の代表者会議を開催し、労働条件の改善により労使が和解

した「グルネル協定」に因んで命名されたもので、2007年7月15日～10月末まで開催され

た。この懇談会では、これまで政府が音頭を取る傾向にあった環境政策について、政府と

環境NGO、地方自治体、企業代表らが一堂に会して具体的な方策を検討した。 

 
建物  

サルコジ大統領は、2020 年までにすべての新築建物をエネルギー・ポジティブ（エネル

ギー生産量が消費量を上回る）の建物とするよう義務付けることを発表した。ただし、こ

れを達成するための詳しい手段は述べられていない。既存の建物については、年間 40 万

戸の改修を目標とし、「老朽化した 80 万戸の HLM 住宅（「標準賃貸住宅」と呼ばれる

公営住宅物件）から改修を始めると述べた。  
また、2020 年までに国内エネルギー使用量 の 40％削減を目標に掲げ、2010 年までに

白熱電球の使用を禁止するとともに、窓には断熱効果の高い二重窓の使用を義務付けるこ

とを発表した。  
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エネルギー使用の効率化に関しては、古い型のテレビや電気機器で消費電力の大きいも

のについても、適正な価格の代替品が登場し次第、使用を禁止すると述べている。  
 
輸送  
輸送分野については、路面電車の路線網を 1,500km、高速鉄道 TGV の路線網を 2,000km

拡張することが発表された（レ・ゼコ紙によると、建設費用はそれぞれ 160 億ユーロと 40
億ユーロ）。 
また、高速道路を使ったトラック輸送から水上輸送へのシフトや、今年から運用を開始

したルクセンブルクとスペイン国境近くのペルピニャンを結ぶ路線などの特別長距離鉄道

の利用促進が提案された。一方、問題となっていた高速道路の制限速度引き下げ、および

国内の航空便に対する燃料税課税の 2 つの提案については見送られている。 
加えて、2008 年から 4 年間、予算 10 億ユーロを投じてクリーンなエンジン・燃料技術の

研究を実施することを明言した。  
同分野に関連して、ジャン=ルイ・ボルロー環境大臣は会議の前日、フランス 環境・エ

ネルギー管理庁（ADEME）がバイオ燃料のメリットとデメリットに関する研究を近く実

施すると発表した。その際、新たな道路や空港の建設凍結についても発表し、さらに優遇・

罰則措置の導入によって燃費の悪い車が減少するだろうと述べている。この措置では、低

燃費自動車の購入者は割引を受け、逆に燃料消費が大きい車の購入者には割増しの支払い

が求められる。車の所有者に対しては、古くて環境負荷がより大きい車からクリーンな車

に乗り換えるよう奨励する。  
 
エネルギー 

サルコジ大統領は、エネルギー消費の削減と非炭素エネルギーによる電力の割合を 95％
に拡大することを 2 つの国内目標として掲げ、「2020 年までに国内のエネルギー効率を

20％向上し、炭素への依存を減らすことが必要」と述べた。 
サルコジ大統領は、再生可能エネルギーで世界トップクラスの国を目指すと述べる一方

で、原子力エネルギー支持の姿勢も固持しており（現在国内の電力の 77％が原子力発電）、

「私たちの も重要な課題である気候変動に対応するためには、原子力発電なしではあり

得ないのが現実です。成長を持続させるためには、今現在、他に選択肢はないのです」と

述べている。しかし、今後近い将来のうちに新たな原子力発電所を建設することはないと

断言し、また「原子力の研究に 1 ユーロ使う度、他のクリーンな技術にも 1 ユーロ投資す

る」と明言した。  
環境グルネルの期間中、緑の党は政府が原子力発電に関する議論を「拒否」していると

非難し、またル・モンド紙は原子力エネルギーを「衣装棚に潜む幽霊」だと表現した。  
 
環境 

サルコジ大統領は、「地球温暖化を引き起こす各地の汚染の拡大が、今やあらゆる場所

で人類の文明を脅かしていることを認識しなければならない」と述べ、すべての国家プロ
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ジェクトに対して「気候変動コスト」という観点から検討を行うと述べた。また、今後の

汚染対策の法令立案においては「汚染者負担」を原則とすることを強調した。  
また、有機食物への支援についても触れ、有機農作物のシェアを現在の 2％から 2020

年までに 20％に拡大することが提案された。さらに、学校給食の 20％に有機農作物を使

用するとも述べている。 
農薬については、危険性が既に知られている農薬の使用を 2020 年までに 50％削減する

計画を検討するよう農業大臣に要請した上で、これは使用者側だけでなく、「これらの商品

を推奨し販売する企業」も責任を負わなければならないと述べている。さらに、期限は定

められていないが、毒性の高い 47 種類の農薬について国内での使用を禁止する意向を表

明した。 
さらに廃棄物削減についての計画も発表されている。これは廃棄物の発生を抑えることが

中心となっており、「不要な廃棄物の禁止または課税」（過剰包装など）の提案や焼却処分を

「 終手段」とする提案などが含まれている。ボルロー環境大臣は廃棄物焼却に関する協議

について、補完的な調査が必要なためさらに 12 週間継続すると事前に発表している。 
フランスで論争が過熱している GMO（Genetically Modified Organism：遺伝子組み換

え作物）については、商業栽培を停止し、広範囲の詳細な研究を保留とすることが発表さ

れた。 
後に欧州全体の事項として、サルコジ大統領は、欧州域内排出量取引制度（EU-ETS）

の「排出権配分を入札で行うよう変更し、一部の産業では全ての排出権を入札で配分する

とともに、国ごとではなく産業部門ごとに配分すべき」との希望を述べた。 
また、環境を汚染する者に対して課税するという欧州委員会の提案を支持し、さらに米

国やオーストラリアなどの京都議定書に不参加の国からの輸入品に対して EU 関税の賦課

を検討するよう強く主張した。サルコジ大統領は、「京都議定書を尊重しない国々からの輸

入品に課税するという選択肢も検討すべきだ」と述べ、演壇上のバローゾ欧州委員会委員

長に対し、欧州の厳しい CO2排出規制に従う必要がない EU 外の企業との「不公平な競争」

による影響について、今後 6 ヵ月間で議論を行うよう要請した。  
 
炭素税 
サルコジ大統領は、「家庭や企業の負担となる新たな税金には賛成できない」と述べ、

一部の環境団体が求めている包括的な「炭素税」の導入については見送られた。しかし、

「国内の競争力を維持するために労働者への課税を軽減し、気候変動・エネルギー税を設

置するという税制度の全体的な見直し」への意欲は見せている。見直しの具体的内容につ

いては、実施に向けたスケジュールも含めて一切発表されていない。 
 
発表内容への反響 

サルコジ大統領の発表内容についての、各国の反応は、各界関係者、マスコミ共に概ね

好意的で、成功との評価を得た。 
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フランス経済人連合(French Business Confederation：MEDEF) 及び中小企業連合

(SMEs Confederation：CGPME) は、発表内容に増税が含まれなかった点を評価し、「バ

ランスの取れた提案」であると歓迎の意を表明した。  
また、フランスの著名な環境問題専門家である Nicolas Hulot 氏は、「環境グルネル懇談

会」における協議の結果を、「あらゆる予想を上回る」、「フランスにおける『緑の革命』の

実現に向けた大きな第一歩」であると賞賛した。 
一方で、CGT、CFDT 及び FNSEA といった大手労働組合は、懇談会の「やる気」に賛

辞を送りつつも、これら提案の実現に向けての資金調達及び実施計画に関する情報が乏し

い点について懸念を表明した。 
 
今後について 

これらの施策は、2007 年中に更なる議論が行われ、2008 年前半に議会で法制化される

と見られている。フランス議会はサルコジ大統領の所属政党が多数派となっており、法案

は議会を通過するものと考えられる。しかし、春の地方選挙が迫っていることから、大き

な論争の対象となっている一部の施策については抵抗が起きるだろうとの懸念を示す関係

者もいる。 
 

翻訳：NEDO 企画調整部／情報・システム部 
 
＜出典＞ Les Echos 2007-10-26 、Le Monde 2007-10-25 & 26、Financial Times  

2007-10-26、Associated Press 2007-10-26、Reuters  2007-10-26 
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【個別特集】海外機関訪問 
 

フランス国立太陽エネルギー研究所（INES）訪問記（2/2） 
 

NEDO 技術開発機構 パリ事務所 
Christophe DEBOUIT 

吉本 豊 
［内容］ 

 
3. INES の研究施設（続き） 
(4) 太陽光発電システムプラットフォーム 

太陽光発電システムプラットフォームでは、太陽光発電によって得られた電力を単独で

使用する場合及び電力系統に接続して使用する場合について、革新的ソリューションを確

立することを目的に、系統接続に関するモニタリング、特性分析を行っている。 

 

INES のキャンパス内には、様々な小型分散型の太陽光発電装置（たとえば、後述する

INCAS プロジェクトによる実験家屋など）やコジェネレーション設備、変電設備等が設

置されており、これらを系統接続しており、各種のデータの収集、分析等は Lynx1、Lynx2
という建物において行っている。今後、上述の RESTAURE、後述する太陽熱プラットフ

INES キャンパスに設置された太陽光発電

モジュールの一部 

1. INESの紹介 
(1) 概要 
(2) INESを取り巻く環境：サヴォア・テクノラック 
2. INESの活動 
(1) パイロット委員会 
(2) 研究開発(R&D） 
(3) 教育 
(4) 実証・デモンストレーション 
3. INES の研究施設 
(1) シリコン材料プラットフォーム 
－PHOTOSILプロジェクト 

(2) シリコン電池研究プラットフォームRESTAURE 
(3) 太陽熱プラットフォーム  
（以上1010号） 

(4) 太陽光発電システムプラットフォーム 
(5) ナノコンポジット太陽電池セルプラットフォーム

(6) INCAS実験プラットフォーム  
4. INESの参加する地域クラスター 
(1) TENERRDIS 
(2) DERBI 
(3) CAP ENERGIES 
4) S2E2 
5. 終わりに 
 
補足情報： 
INESの研究リーダーによる 新のインタビュー 
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ォームには、それぞれ Puma2、Puma3 と呼ばれる 100kW 級の太陽光発電設備やコジェ

ネレーション設備を組み合わせたテラスが設置される予定である。 
また、蓄電システムの評価・分析のための設備も整っており、-30℃から 60℃までの環

境下で同時に 50 の蓄電システム技術の特性評価を行うことができる 

 

INES のマイクログリッド・システムの概要 

 
(5) ナノコンポジット太陽電池セルプラットフォーム 

ナノコンポジット太陽電池セルプラットフォームには、ナノコンポジット材料を用いた

新たな太陽電池セルを試作するとともに、その性能特性を明らかにするための設備が設置

されている。 
ここでは、フランスおよび欧州の学術組織パートナーが研究している新材料を加工し、

これらの特性を明らかにし、試験する。また、基準として用いられ新材料についての耐用

年数および封入に関する研究を行なっており、欧州のプログラムおよび国内プログラムの

中心的な役割を果たすことが期待されている。 
たとえば、フランスの学術研究支援機関である ANR の支援によって行われている太陽

エネルギーに関する研究プロジェクトの一環である NANORGYSOL では、できるだけ多

くのナノ構造の有機材料やハイブリッド材料を用いた新たな太陽電池セル（第三世代太陽

電池）の試作や評価が行われており、多くの研究機関が参画している。INES はこれらの

研究機関間のネットワークである NANORGASOL のリーダー役を務めており、フランス

国内での関連研究に関する情報共有や調整役を担っている。 

Lynx 
デモンストレーション住

宅（INCAS実験プラット

フォーム） 

100 kW の

PV を備え

たテラス 

変圧器 

コージェネレーション 

技術施設およ

びデモンスト

レーター

PVフィールド 

PV発電機 

a-Si  

AC 

DC 

Com 

Lynx 2 

Puma 2 および 3 
（建設中） 
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(6) INCAS 実験プラットフォーム  

INCAS とは、「新しい太陽エネルギー建築構造の計測」の略であり、そのために必要な

各種の研究設備、施設が配置されている。 
INCAS プロジェクトは、①建物の快適性およびエネルギー性能を向上させるためのシ

ミュレーション・ツールと技術的ソリューションを開発すること、②統合ソーラーシステ

ムの十分な収益性と信頼性を得ること、③換気、冷暖房システムに関して高い快適性を実

現すること、④将来に予想される環境下での建物をモデル化し、設計することを目的とし

ている。 

 
※フランスのプロジェクト PREBAT12の一環として行われている。 

                                                 
12 PREBAT は、建物のエネルギー効率に関するフランスの研究プログラムで、2005 年に 5 ヵ年計画で開始さ

れた。2007 年の予算は 1,500 万ユーロである。 
PREBAT は、次の事項に関する研究、技術移転および実験を推進することを目的としている。 

ナノコンポジット材料による太陽電池セルの

サンプル 
太陽電池セルの製造工程を見学 
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各種の設定条件に従って、実機試験のための装置を備えた住宅を建造し、提案されてい

る太陽エネルギー・ソリューションが住宅もしくは土地に対して及ぼす影響を調査するこ

とができることが、この INCAS プラットフォームの特徴である。また、住居用太陽光発

電システムのみならず、建物の壁や窓の位置や向きを工夫することよって太陽エネルギー

を 大限に利用とする「パッシブソーラーシステム」や、太陽熱による家庭用温水、冷暖

房システム、空調などをとりいれた「アクティブサーマルソーラーシステム」などについ

ての実証も行うことができる。 
 
4. INES の参加する地域クラスター 
現在 INES は、以下に示すとおり、フランス政府が推進する競争力クラスター13のうちの

4 つ、TENERRDIS、DERBI、CAP ENERGIES、及び S2E2 に関与している。 

 
 

(1) TENERRDIS 
TENERRDIS（Technologies Energies Nouvelles Energies Renouvelables ／技術・エネ

ルギー・再生可能・新エネルギー、ローヌ・アルプとドローム・イゼール・サヴォアの地方）

は、新エネルギー技術や再生可能エネルギー、省エネを研究対象とし、次の点を目的に掲げ

ている。 

                                                                                                                                                 
・ 既存存の建物の持続可能な近代化：研究開発では、改修された既存の建物において、新築の建物と同程度

のエネルギー性能を実現できるような技術的・経済的に可能なソリューションを、2020 年までに開発す

ることを目指している。 
・ 未来の建物の予測：今後継続される研究・開発の目的は、2015- 2020 年の時点で、エネルギーに関して高

性能を備えたあらゆるタイプの住宅の建築を普及させることである。 
・ 「エネルギー＝ポジティブ」な建物の出現：研究開発では、消費エネルギーより生産エネルギーの方が大

きい建物の建築を普及させ、これらの技術を既存の建物の改修に応用することを目指す。 
これらの目的を達成するために、PREBAT では、以下の事項に研究開発の焦点が絞られている。 

・ 海外に存在するエネルギー消費がごくわずかな建物の技術的・組織的ソリューリョンをフランスに移転す

る際の条件の分析。 
・ 構成要素と機器：主として建物の「コーティング」（真空断熱、空気の移動、換気および熱橋、熱慣性に

よるエネルギー貯蔵、ヒートポンプなど）。再生可能エネルギーの統合も、重要な関心事項の 1 つである。 
・ エネルギー消費と内部の空気の質、それに健康への影響の点を考慮したうえでの換気の 適化。 
・ 建物の 適化ソリューション（シミュレーション・ツール）および地球規模での管理。 
・ デモンストレーション・ビルの実現（新築および既存の建物）。 
13  フランスの「競争力クラスター（Pôles de Compétitivité）」は 2005 年に始動した。3 年間の予算は 15

億ユーロである。現在 71 を数えるクラスターは、諸組織が単一地域に集結したものとして、次のように
定義することができる： 
• 企業、研究センターおよび学術組織が、 
• 共通の開発戦略を備えた戦略的パートナーシップを結び 、 
• ある特定のテーマもしくは市場に関する共通した革新的プロジェクトの中心となる。 
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• 再生可能エネルギー（太陽エネルギー、バイオマス、水力発電）の生産を促進し、現在

および未来のエネルギー担体（電力、熱、水素）に関して再生可能エネルギーへの転換

を確実なものにする。 
• 建物および輸送手段における再生可能エネルギーの利用を 適化し、組み込み型システ

ムのために新たなエネルギー源の市場を開拓する。 
現在、TENERRDIS は、5 つの研究プログラム（太陽エネルギーと建物、ネットワーク

管理、バイオマス、水素および燃料電池、水理学）を先導しているが、INES は、これらの

研究プログラムのうち、太陽エネルギーに関する研究プラットフォームに指定されている。

TENERRDIS では、2005 年から 2006 年にかけて、55 のプロジェクトに対し、合計 5,300
万ユーロの予算を提供しており、約 40 の機関と連携している。その内訳は 20 社の企業、7
つの公的研究開発センター（INES を含む）、6 つの協会、7 つの地方自治体である。 

 
(2) DERBI 
競争力クラスターDERBI（Développement des Energies Renouvelables dans le 

Bâtiment et l'Industrie／建物および産業における再生可能エネルギーの開発）は、2005 年

9 月、ラングドック・ルシヨン地方（フランス南部）で設立された。 
目的は、再生可能エネルギー部門において革新的技術の開発を促すことである。現在は

120 の機関と連携しているが、このなかにはラングドック・ルシヨン地方の中心的な再生可

能エネルギー関連機関が含まれている。 
 
(3) CAP ENERGIES 

CapEnergies クラスターは、（分散型または）集中型の発電、冷暖房や合成燃料の分野に

おける技術開発と技術革新の支援、大型の投資プロジェクトを通じ大規模な装置を活用した

経済発展の促進などを目的としており、プロヴァンス＝アルプ＝コート・ダジュール地方（フ

ランス南部）とコルシカ島の 165 の機関が参加している。  
温室効果ガスを排出しない未来のエネルギーに重点を置き、(1)エネルギー需要の抑制、(2)

太陽エネルギー、(3)風力、(4)水力、(5)バイオマスおよび水素、(6)核分裂、(7)核融合の 7 つ

の分野において将来のエネルギーミックスの全範囲を取り扱う。 
 

(4) S2E2 
S²E²クラスター（Sciences et Systemes de l’Energie Electrique／電力科学および電力

システム）は、次の四つの主要テーマを中心に、電気エネルギーの価値連鎖全体を網羅する

研究開発活動を行なっている。 
• エネルギー変換：変換機、高エネルギー転換、新しい半導体素材（炭化ケイ素、窒化ガ

リウムなど）。 
• 新たなエネルギー源：燃料電池、水素の貯蔵および電気分解、マイクロバッテリーなど。 
• 建物における省エネ：エネルギー効率、電源スイッチ、グリッド接続、インテリジェン

ト・ハウジング（intelligent housing）など。 
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• エネルギー・センサー：ヒトの存在の感知、環境エネルギー・センサー、小型センサー、

自動センサーなど。 
S²E²に参加している 72 の組織の完全なリストは、以下のサイトで閲覧できる。 
http://www.s2e2.fr/partenaires-s2e2.php 
 

5. 終わりに 
NEDO 及び産業技術総合研究所(AIST)のメンバーからなる日本側参加者 7 名が、ウィン

タースポーツのメッカ仏アルプスの麓にあり、風光明媚な避暑地でもあるブルジェ湖のほと

りに位置する INES を訪れたのは、６月中旬のことであった。太陽エネルギーに関するフラ

ンスの研究施設・設備が集約されただけのことはあって雲ひとつない晴天にも恵まれ、参加

者一同この地がいかに太陽エネルギーの研究にふさわしい場所であるかを実感したのは写

真を見るまでもないであろう。 
ただ、INES において注目すべきはこのような恵まれた研究環境だけではない。本稿でも

触れたとおり、太陽エネルギーに関する研究・開発・実証を、材料や部材からシステムに至

るまで、さらに、基礎的な研究から実際の設置と実機データの取得、更には教育・訓練に至

るまで、総合的な取り組みを体系的に進め、さらには各種の国家プロジェクト、クラスター

活動までを組み合わせる試みからは、フランス政府及び関係者が太陽エネルギーに対する政

策の優先順位を上げ、まさに国を挙げている様子が具に理解できる。 
確かに、INES には、まだ確固な独立した法人形態が与えられているわけではないし、様々

な研究施設や設備も建設・設置途上のものが多くある。一部の専門家の目からみれば、発展

途上の一研究組織にすぎないかも知れないが、関係者が一丸となり、組織的に取り組む姿か

らは、太陽エネルギーの研究開発に対する熱意とともに真摯な姿勢を感じずにはいられない。

このような姿勢さえあれば、先行する国や研究組織に肩を並べ、やがては凌駕する日が来る

ものと確信された。 
今回の訪問をアレンジし、招待してくださった ADEME 及び INES の関係者 14の方々

                                                 
14 参加者（敬称略：肩書きはいずれも 2007 年 6 月当時のもの） 
 
INES（フランス国立太陽エネルギー研究所） 

Jean-Pierre JOLY ＜INES 産業研究開発（Industrial Research Development）部長＞ 
Jens MERTEN ＜INES ソーラーシステム研究所（Solar Systems Laboratory）所長＞ 
Philippe MALBRANCHE ＜INES ソーラー技術部（Solar Technical Department）次長＞ 
Jean-Paul GARANDET ＜INES 太陽エネルギー部品研究所（Solar Components Laboratory）＞ 
Remy de BETTIGNIES ＜INES 太陽エネルギー部品研究所＞ 
Philippe PAPILLON ＜INES 太陽エネルギー統合研究所（Solar Integration Laboratory）＞ 
Etienne WURTZ ＜INES、仏国立科学研究センター（CNRS）－サヴォア大学＞ 

 
ADEME（環境・エネルギー管理庁） 出席者  

Daniel CLEMENT ＜ADEME 研究部長＞ 
Denis TAPPERO ＜ADEME-Paris 国際コミュニケーション・マネージャー＞ 
Vincent BOULANGER ＜『The Observ’er』紙記者＞ 

NEDO/AIST（産業技術総合研究所） 出席者  
小泉裕  ＜NEDO エネルギー対策推進部部長＞ 
橋本敬一郎 ＜NEDO 省エネルギー技術開発部 主査＞ 
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にこの場を借りて感謝したい。 

 

 補足情報 
 以下は、今回の訪問において得られた情報ではないが、INES の研究リーダーによる

新のインタビュー録を入手したので、ここに簡単に翻訳する。 
 
テーマ：「INES を太陽エネルギーの分野における欧州の代表的な研究センターにすること」 
 
CEA 技術研究部門主任 Jean Therme 氏へのインタビュー 
聞き手：Jean-François Desessard ADIT（フランス技術情報広報センター） 
インタビュー時期：2007 年 6 月 
 
ADIT：太陽光発電において INES が優先する事項とは？ 
Jean Therme：1 つ目は、太陽光発電に使用するシリコンの不足に関連しています。この

シリコンは、マイクロエレクトロニクスで使用されたシリコンの残余分から作られます

が、マイクロエレクトロニクス市場は太陽光発電の市場ほど急速に成長していません。

これに関しては、私どもは、シリコン・ペーストやアルミニウム・ベースの合金に含ま

れている、いわゆる「金属」シリコンをもとにシリコンを作り出す二次的アプローチを

開発しました。太陽光発電では膨大な量のシリコンが必要となりますが、太陽電池とし

て優れた性能を発揮させるには、これらのシリコンを精製しなくてはなりません。そこ

で工業規模の試験施設を設けました。ここでは非常に革新的な方法を用い、プラズマト

ーチを利用して特定の不純物を取り除いています。 初の試験以降、変換効率は 14%に

                                                                                                                                                 
前川友哉 ＜NEDO 企画調整部 課長代理＞ 
吉本 豊 ＜NEDO パリ事務所所長＞ 
Christophe DEBOUIT ＜NEDO パリ事務所リサーチャー＞ 
大和田野 芳郎 ＜産業技術総合研究所エネルギー技術研究部門長＞ 
吉村 和記 ＜産業技術総合研究所サステナブルマテリアル研究部門、環境応答機能薄膜研究グループ・グル

ープリーダー＞ 

視察を終えた NEDO/AIST 訪問団 － 

仏アルプスとブルジェ湖を背に 
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達しています。この数値以上になれば、この方法は経済的にも持続可能で、市場におい

ても効果的です（現在市販されている多結晶太陽電池の 良の変換効率が 16%と想定し

た場合）。 
これらの電池とモジュールが生産されたなら、次は屋上で試験する必要があります。

以前、カダラッシュで行なっていた作業を INES に移転したのはこのためです。この試

験では、研究者は、太陽光発電モジュールのテスト・ベンチを実際の陽光下に配置し、

その性能と信頼性を試験することができます。太陽光で発電した電力をグリッドに接続

せずに、自動モードのみで使用する場合もあります。電池を専門としていたカダラッシ

ュの CEA チームが INES に移動してきたのもこのためで、この分野で欧州を代表する

研究所を目指す、という私どもの目的の達成を鑑みてのことです。まず第一に、太陽光

発電で得られた電気エネルギーの備蓄に基本的に重点が置かれます。ただし長期的には、

輸送手段への応用にも取り組む予定です。実際、私どもは、住宅と輸送手段はリンクで

きるものと信じています。 
後に、以前はサクレー（パリ近郊）の CEA センターを拠点としていた次世代太陽

電池に関する研究活動も、シャンベリーに移転しています。この次世代電池は、プラス

チック・コーティングされた有機電池で構成されていて、太陽エネルギーを吸収するた

めに窓に取り付けることができます。いずれは、壁や屋根に塗るだけで効果が得られる

塗料として発売されるようになるかもしれません。現在の変換効率は 3～4%ですが、こ

れらは世界的に も高い数値です。ただし、この技術が実用化されるのはまだ 10 年か

ら 15 年先のことでしょう。 
ADIT：これらの太陽エネルギー技術（太陽光発電と太陽熱の両方）が住宅に組み込まれ

た場合、その性能はどのように試験するのでしょうか？ 
Jean Therme：これに関しても、装置を取り付けた小さな戸建住宅を集めた試験用・デモ

ンストレーション用プラットフォームを建造する予定です。 初の 2 つは、この分野で

欧州を代表する国、すなわちドイツとスイスの住宅例を提示します。私どもの目的は、

夏でも快適に過ごせるようにこれらの住宅を調整することです。実際これらの家屋のエ

ネルギー消費量は非常に少ない。というよりも、断熱性があまりにも優れているため、

緯度が一定の値を下回る欧州諸国では、室内の温度を管理するのが困難になっています。 
INES は、 高の技術装置、 も効率的な材料を使ったソリューション、そしてエネ

ルギー制御のためのソリューションを取り入れた、いわゆる「超ハイテク」住宅も建設

する予定です。また、パートナー企業との協力によってデモンストレーションのために

設計された他の住宅では、技術的ソリューションの試験が行なわる予定です。これに続

いてサービス部門にも取り組むつもりです。サービス部門についても、現実的なソリュ

ーションを提案できると思います。 
後に、INES は、住宅の改修や、住宅と輸送手段のリンクに関しても研究を行なっ

ています。実際のところ、人々の輸送手段に必要なエネルギーの生産方法、そして輸送

手段をエネルギーの備蓄手段として、あるいは住宅のエネルギー源として利用する方法

について考えることはきわめて重要です。これは、電気の担体や水素エネルギーも包含
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した非常に斬新的な研究アプローチです。これらのソリューションも、INES のデモン

ストレーターで試験されることでしょう。 
 
連絡先：Jean Therme (CEA)、 
電話：+33 (0)4 38 78 35 19、E メール：jean.therme@cea.fr 
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【エネルギー】太陽光発電 
 

光起電力太陽エネルギー技術の戦略的研究行動計画(その 3) 
・新しい PV 技術（EU） 

 
4  "出現中(Emerging)"の PV 技術と"斬新(Novel)"な PV 技術 

 
PV 市場は、結晶シリコン太陽電池が優位を占めているが、多くの薄膜技術がこの地位

に挑戦している。結晶シリコン太陽電池と従来の薄膜技術(多結晶化合物半導体と同様に、

原結晶あるいは微晶質シリコンに基づいた水素化アモルファス・シリコンとその変異)の両

者とも、さらなる Wp：ピーク電力定格(W) 当たり価格の削減を目指すロードマップを展

開している。 
 
これらの PV 技術の組み合わせのみに PV 研究を限定することは、2 つの理由で危険で

あろう。 初に、平面モジュールは、25%を越えない効率に制限されている。次に、欧州

の PV 産業は、技術の階段状の変化によって与えられる機会を逃すであろう。以下に記述

される、これらの 先端の技術は、多くの場合高価な材料の極端な消費低減に関係した低

価格アプローチ、あるいは、太陽電池素子効率を従来の設計に基づいた電池への付加的な

改善で達成可能な 25%以上の値へと押し進めるアプローチに基づいている。 
 
実際、0.5 ユーロ/Wp 以下のコストを持った結晶シリコンや薄膜太陽電池技術を開発す

る目標は、斬新な技術分野での破壊的なブレークスルーに依存する。材料ならびにナノ材

料、自己集合、ナノテクノロジー、プラスチックエレクトロニクス、フォトニクスなどの

デバイス科学において、現在起きている展開へのオープンな姿勢が、初期段階でのこれら

の機会を発見するために必要である。 
 
“出現中”の技術と“斬新”な技術とは異なった成熟レベルにある。“出現中”のラベルは、少

なくとも 1 つの概念実証が存在するか、2 つの確立した太陽電池技術の開発を中断させる

ような長期的選択肢として考慮することができる技術に適用する。“斬新”のラベルは、破

壊的技術、有望な将来の変換効率や評価が難しいが期待されるコストへと潜在的に導く開

発やアイデアに適用する。ここでは、各カテゴリーの材料合成、材料蒸着および効率要件

を、また可能なところではコストについて議論する。 
 
 

4.1 “出現中”の PV 技術 
 
以下の各領域で欧州は力強い研究開発体制を構築している。そのうちのいくつかで商業

化に向けた 初の段階が行われている。“出現中”の PV 技術カテゴリーに 3 つのサブカテ
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ゴリーがあり、その全ては、基本的に 15%程度の効率を持った非常に安価な生産コストを

目標としている。 
 
4.1.1 先進無機薄膜技術 
 
先進無機薄膜は、これまでに議論された薄膜技術にその基礎を持っている。しかし、こ

こで議論する概念は、基板、蒸着技術およびモジュール製作に関係し、これまでに取り纏

めた経路から薄膜技術を方向転換させる可能性を持っている。そのような先進無機薄膜技

術の例は球形 CIS 系アプローチである。 
 
この技術では、現在のガラス基板と比較して破壊的なガラスビーズが、薄膜多結晶化合

物層で覆われている(薄膜層でガラスビーズを等しく覆うことは、蒸着技術の基本的な改造

を必要とする)。また、球形セル間の相互接続プロセスも、通常使用されている単一体モジ

ュールアプローチとは基本的に異なる。 
 
別の優れた例はポリシリコン薄膜アプローチである。そこでは、多結晶シリコン層は、

アモルファス・シリコンまたは微晶質シリコンの通常使用されているよりも高い温度で製

造される。このことは、pin 素子ではなく、pn 素子ということになる。高い蒸着温度は蒸

着速度をより早くでき(そのために、微晶質シリコン太陽電池に関係する問題の 1 つにも取

り組むことになる)、活性シリコン層の品質を高めることができる。 
 
この高い電子品質は、次の 5 年間に、15%程度の効率を持つ実験室規模での実証に帰着

するであろう。しかしながら、600℃以上の温度で多結晶シリコン活性層を作る蒸着機器

の高度化は、初期段階ではまだである。そして、適切なセラミックと高温ガラス基板の一

層の開発が、この技術の十分な可能性を開発するために必要である。欧州には、いくつか

の主要な欧州研究開発グループによって作られた知的財産によって支援されて、多結晶シ

リコン太陽電池技術を製造へもたらすことを実施している企業がある。 
 
4.1.2 有機太陽電池 
 
このサブカテゴリーの有機太陽電池アプローチ全てについて、活性層は、少なくとも部

分的に、液体処理に適した有機染料、軽い揮発性有機分子あるいはポリマーから構成され

ている。有機太陽電池は非常に低コストの活性層材料、廉価な基板、低いエネルギー入力

と容易な拡張の可能性を提供するので、有機太陽電池は既に長い間研究開発のテーマであ

る。この 後の潜在的利点は、活性層を印刷する可能性を提示し、その結果、他の薄膜技

術と比較して、およそ 10～100 倍も生産スループットを押上げる。 
 
このような技術を使用して作られたモジュールは、0.5 ユーロ/Wp 以下のコストが可能

である。有機太陽電池の出現は、今日の生産されている平面ヘテロやホモ接合太陽電池と

は根本的に異なる電池概念によって促進された。これらの概念の基礎は、エキシトン解離
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速度を増加させ、そのためにさらに光子発生キャリヤの収集を増加させる、バルクに分布

された界面をもたらすナノ寸法活性領域の存在である。 
 
有機太陽電池には、2 つの技術分岐が存在する。 
1 つは、有機太陽電池が無機成分を保有するハイブリッドアプローチであり(例えば

Graetzel 電池)、他方は、完全有機のアプローチである。(例えばバルクドナー受容体ヘテ

ロ接合太陽電池) 両アプローチの主な問題は、効率増進、安定性向上および 適製造技術

の開発に関係している。 
 
長期にわたる能力を有すると認められるには、これらの素子効率は、2015 年までに実験

室目標値 15%を持って、10%まで上げなければならない。実験室でそのような効率に初め

て達することによってのみ、10%以上の効率を持った大面積モジュール製造技術の開発が

期待できる。 
 
有機太陽電池の性能上昇は、デバイス物理のより進んだ基礎的理解、斬新な材料の合成

および先進的電池概念の開発を必要とする。(多重接合アプローチあるいは非平面アプロー

チ) 有機材料(吸収と輸送特性の両方に関係)および電池概念の向上予測を考慮して、15%
までの効率レベルが確かに実現可能であることに疑問はない。 

 
大きな問題は安定性の向上である。ここで安定性の用語は、活性層で使用される有機材

料の固有安定性、電池のナノ形態の安定性、および金属導線と有機半導体間の接触の安定

性を包含して使われている。これらの 3 領域での研究および廉価なカプセル化技術(また有

機 LED や有機電子回路にも必要)の分野における進歩は、少なくとも 15 年間の安定性を

持ったモジュールをもたらすに違いない。 
 
欧州は、研究開発の 先端に留まるよううまく位置づけられている。また一つには有機

エレクトロニクスのような関連分野の強い立場により、有機太陽電池の生産を維持するこ

とが可能である。 
 
4.1.3 熱光起電力(TPV) 
 
この 3 番目のアプローチは、長期において、集光型太陽熱エネルギー応用(CSP：

concentrating solar thermal power application)に使用できるかもしれない。その前に、

CHP システムでこの技術を使用することができるであろう。欧州内では、ゲルマニウム基

盤電池からガリウム、アンチモン、インジウム、ヒ素およびアルミニウム元素を組込む先

進的な 3 元・4 元合金までに及ぶ TPV を研究している低エネルギーバンドギャップ電池形

式がある。 
TPV システムの個々の部品に(電池、単一体モジュール集積化、エミッター、フィルタ)

かなりの研究開発がまだ必要であるが、主な挑戦は、部品をシステムに統合し、信頼性を

高め、そして、0.1 ユーロ/kWｈ以下のコストと 15%のシステム効率での発電コストを実

証することである。 
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表 8 “出現中”の技術の研究優先順位  

－ 技術の予測される展開の時間的視野ならびに(パイロット)生産と製品へ研究成果が

初に予測される応用の時間的視野 

N.A.=適用外 
 
 

基礎
分野 

技術 局 
面 

2008～2013 年 
 

2013～2020 年 
 

2020～2030 年 
および以降 

材 
料 

蒸着技術 
 

素 
子 

並列相互接続 
 

性 
能 

効率=14% 
 

球 形
CIS 太
陽電池 

 

コ 
ス 
ト 

N.A 

産業レベルで約 0.5～
0.8 ユーロ/Wp の産業

界効率 12%以上の実現

材 
料 

ポリシリコン電子特性

の向上と蒸着の高度化

性 
能 

 

効率=14%、モノリシッ

ク・モジュールプロセ

ス 

 
 

先 進
無 機
薄 膜
技 術 

 

薄 膜多
結晶 Si
太 陽電
池 

コ 
ス 
ト 

N.A 

産業レベルで約 0.5～
0.8 ユーロ/Wp の産業

界の効率 12～14%以

上の実現 

0.5 ユーロ/Wp 以下に達する

太陽スペクトル調整の極薄膜

太陽電池の先進概念の実現

(3.2.2 も参照) 
 
 

材 
料 

 

向上し安定な増感剤、

固体電解質、寿命を 15
年以上保証するカプセ

ル化 
性 
能 

効率=15% 
 

色 素太
陽電池 

 

コ 
ス 
ト 

N.A 

産業レベルで約 0.5～
0.6 ユーロ/Wp の産業

界効率 10%以上の実現

材 
料 

 

向上し安定なポリマ

ー、5 年間のナノ形態

の安定性 

15 年以上の安定性を

保証する廉価な封入材

料 
素 
子 

印刷技術 
有機多重接合 

有機多重接合 
 

性 
能 

効率=15% 
 

産業レベル 効率 10%
以上 

 
 

有 機
太 陽
電 池 

 

バルク 
・ヘテ
ロ接合 

 

コ 
ス 
ト 

N.A 約 0.5～0.6 ユーロ/Wp
 

0.5 ユーロ/Wp 以下に達する

太陽スペクトル調整の先進概

念の実現 (2.2 も参照) 
 
 

材 
料 

 

種々の活性材料のセル

/モジュール技術 
 

ナノ構造化エミッター

 
ナノテクノロジーを使用した

斬新な活性層 

性 
能 

信頼性の実証 
 

電気効率 8%以上 電気効率 8%以上 

 
 
熱光起電力 
技 術 
 

コ 
ス 
ト 

N.A 20 ユーロセント/キロ

ワット時以下 
 

10 ユーロセント/キロワット

時以下 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1011,  2007.11.14 

 92

4.2 “斬新”な PV 技術 
 
このカテゴリーの PV 技術は、高性能アプローチであると見なすことができる。このカ

テゴリー内では、活性層の特性を太陽スペクトルにより良く合わせるアプローチと、基本

的に活性層特性を変更せずに、周辺の能動素子で入射太陽スペクトルと機能を変更するア

プローチを区別している。ナノテクノロジーとナノ材料の進歩が、両方のアプローチに関

連している。 
 
4.2.1 斬新な活性層 
 
ナノテクノロジーは、量子井戸、量子ワイヤーおよび量子ドットのような次元低下を持

った特性を活性層に導入することを可能にする。これらの特性を使用する 3 つの異なるア

プローチがある。 
 
第一番目のアプローチは、素子の出力電流と出力電圧のより好ましい組合せを得ること

を目指している。両パラメーターは、使用する半導体のバンドギャップに関連するが、依

存性は逆である。 適材料の選択は、電流と電圧の間の 良のバランスをとることを意味

する。広いバンドギャップを持ったホスト半導体内の、ローバンドギャップ半導体から成

る量子井戸や量子ドットの導入によって、電流は、ホスト半導体の高い出力電圧を(一部分)
保持しながら増加できるかもしれない。 

 
第二のアプローチは、より大きなバンドギャップを持った材料を得るために、量子閉じ

込め効果を使用することを目指している。 
 
第三番目のアプローチは、関連するエネルギーバンドの底辺へ熱化する前に、励起キャ

リヤの収集を目指す。(例えばホットキャリヤ電池) 量子ドット材料の次元低下は、この熱

化が起り、励起キャリヤの十分なエネルギーを収穫する可能性を増加させることにより、

可能なフォノンモード数を縮小する傾向がある。欧州のいくつかのグループは、様々な構

造(III-V 元素、Si、Ge)のこれらのナノ構造の成長、評価、応用に対して強い評判を確立し

ている。 
 
長期的な新しい概念に関する画期的な研究開発もまた行われている。(例えば金属中間バ

ンド太陽電池; 図 1、図 2) ほとんどのこれらのアプローチの研究取り組みは、基礎材料開

発、先進的形態論と光電気特性評価、および照射時の電池の振舞および性能を予測するモ

デルの開発を優先的に行っている。 
 
これらの素子効率の理論的な制限は、50～60%の大きさである。(すなわち、この報告書

のはじめに提案された 2020 年のコスト目標を満たす)長期・中期にこれらの技術が達成さ

れると確信するためには、1 つの太陽の下で 2015 年までに実験室規模で 25%以上の効率

を実証しなければならない。この技術は高輝度照射の下で 高の性能を出す可能性が高い

ので、この斬新な活性層の研究は、集光システム研究と協調して行われるべきである。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1011,  2007.11.14 

 93

 
図 1．中間バンド太陽電池のバンド構造の遷移エネルギーギャップと擬フェルミ準位 
 

出典：マドリッド工科大学 
 
図 2．量子ドットを使用した中間バンド太陽電池の層構造 
 

出典：マドリッド工科大学 
 

 
4.2.2 既存の電池技術を増強する太陽スペクトル調整 
 
活性半導体層の入射太陽スペクトルを電力へ 大に変換する調整は、アップコンバータ

層およびダウンコンバータ層 1、ならびにプラズモン効果に依存する。ナノテクノロジー

は、再びここで重要な役割を果たすであろう。 

                                                 
1 ダウンコンバータ・アップコンバータ： ダウンコンバータ・システムでは、高エネルギー光子(例えば紫色)は、2 つの低

エネルギー光子(近赤外線)に変換され、高エネルギー光子のエネルギーをより効率的に収穫が可能となる。アップコンバ

ータの場合には、2 つの低エネルギー光子(例えば近赤外線)がより高いエネルギー光子(黄色～緑色)に変換される。ダウン

コンバータ・システムは、セルのフロントサイドで適用され、一方、アップコンバータ・システムは両面太陽電池の背後

に組込まれる。 
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光子と金属ナノ粒子の間の相互作用によって生成された表面プラズモンは、収集効率が

大の波長へ入射光の波長を変えることにより、あるいは局所場強度を向上させてより吸

収度を増加させることにより、太陽電池の光子変換効率を増加させる手段として提案され

ている。太陽光発電のこのような効果の応用は、明らかにいまだ初期段階にある。しかし、

従来の太陽電池技術(結晶シリコン、薄膜)にそれらを追加することができるという事実は、

それらの商品化に要する時間を相当に短縮するかもしれない。 
 
アップ変換、ダウン変換、あるいはプラズモン効果の利用のおかげで、既存の太陽電池

技術の性能の少なくとも 10%(相対値)の改善が次の 10 年に実証されるであろう。概念実証

により、既存の太陽電池技術へこれらの活性層を導入するために、実際的な廉価な合成ル

ートおよび製造工程が開発されなければならない。(2015～2025 年を予測) 大の利益は、

周辺セル部品への改良と活性層への改良を組合せることにより得られる。 
 
 

4.3 研究開発トピックス 
 
次の 2 つの表は、 優先トピックスだけについて記述している。より多くの詳細は、付

属書類で SRA に提出されている。以下のポイントが注目されるべきである: 
 
－ 産業界での特別な技術の実施が予測される場合に限り、将来の可能なコストを示

すことは意味を持つ。モジュール効率がより低い場合、モジュールコストはより

下げなければならない。 
－ 特に断らない限り、性能は実験室の電池性能を言及している。 
－ 2020 年以降、研究領域の相当な集中が期待される。 
－「装置」は装置概念および装置技術の両方を指す。 

 
要約すれば、2007 年～2013 年の期間に、効率および安定性の向上、カプセル化技術お

よび第一世代モジュール製造技術の開発が、 “出現中”の PV 技術を占めるであろう。 “斬
新”な技術に関しては、今後数年間の強調は、むしろナノテクノロジーに置かれるであろう

(ナノ粒子および成長・合成の方法)。 
 
機能性太陽電池材料の使用に基づいた概念の 初の実証は、数年以内に現れるであろう。

形態とナノスケール光－電気特性を理解し、製造し、かつ評価する理論的・実験的ツール

は、出現中の技術に関係する研究成果の一部分と同様に、斬新な技術に関係する研究成果

の大部分を達成するために必要である。 
 
2013 年以降の期間、 も有望な概念がこれらの研究から選ばれ、例えばプラント拡張に

よるコスト低減への研究を通じて商品に移り、非常に大きな生産シナリオ(10GWp/年)の環

境含意の研究へと移ってゆく。 “出現中”および “斬新な”PV 技術の成功裡の開発は、太陽

光発電に強いバックグラウンドを持った研究所との協調を大学に求める。この協力は、好

ましいアイデアが迅速に取上げられ、 “出現中”および “斬新な”PV 技術の潜在性が客観的
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にまた公正に判断されることを保証する。 
 

表 9 “斬新”な技術の研究優先順位 
－ 技術の予測される展開の時間的視野ならびに(パイロット)生産と製品へ研究成果が

初に予測される応用の時間的視野 
 

N.A.= 適用外 
 

(出典：A Strategic Research Agenda for Photovoltaic Solar Energy Technology: 
http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/sra_photovoltaic_en.pdf) 

基礎 
分野 

技術 局
面 

2008～2013 年 
 

2013～2020 年
 

2020～2030 年 
および以降 

 
材 
料 

 

蒸着技術、 
ナノ粒子合成、 
金属中間バンドのバル

ク材料、 
形態と光学-電子特性の

評価、 

2008～2013 年と同様

素 
子 

太陽 1個あるいは集光太

陽の下での 初の機能

セル 

実験室形式セルの選

択 
 

性 
能 

N.A  効率=30% 
 

 
 

斬 新
な 活
性 層 

 

量子 
井戸 

 
量子 
ワ イ ヤ
ー 

 
量子 
ドット 

 
ホ ス ト
半 導 体
へ の ナ
ノ 粒 子
封入 

 

コ 
ス 
ト 

N.A N.A 

0.5 ユーロ/Wp 以下のモジュ

ールコストと両立する、蒸着

技術、合成、セルとモジュー

ル技術のための廉価な方法

を必要とする も有望なア

プローチの拡張法。 
 
 

材 
料 

材料の基礎研究開発 加速層材料の安定性 
 

素 
子 

 

太陽 1個あるいは集光太

陽の下での従来の太陽

電池での 初の実証 

実験室形式セルの選

択 
 

性 
能 

N.A  基準に対して 10%以

上の効率向上 

 
ア ッ プ
ダ ウ ン
コ ン バ
ータ 

 

コ 
ス 
ト 

N.A N.A 

材 
料 

 

拡大化、幾何学的および

機能化の制御を持った

金属ナノ粒子の合成 

加速層材料の安定性 

素 
子 

 

太陽 1個あるいは集光太

陽の下での従来の太陽

電池での 初の実証 

も有望なアプロー

チの実験室形式セル

の選択 
性 
能 

N.A 基準に対して 10%以

上の効率向上 

 
 

周 辺
素 子
の 加
速 構
造 

 
プ ラ ズ
モ ン 効
果 の 開
発 

 

コ
ス
ト 

N.A N.A 

0.5 ユーロ/Wp 以下のモジュ

ールコストで、必要な材料の

合成、周辺層の蒸着あるいは

応用技術のための低価格ア

プローチを必要とする も

有望なアプローチの拡張法 
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参考： 
・光起電力太陽エネルギー技術の戦略的研究行動計画・概要 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1006/1006-14.pdf 
・光起電力太陽エネルギー技術の戦略的研究行動計画・セル開発 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1007/1007-13.pdf 
・光起電力太陽エネルギー技術の戦略的研究行動計画・既存の薄膜技術(EU) 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1008/1008-10.pdf 
・光起電力太陽エネルギー技術の戦略的研究行動計画・CIGSS 技術 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1010/1010-15.pdf 
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【環境】中小企業の環境対策 

 

欧州委員会が中小企業の環境対策を支援するプログラムを提案 
 
欧州委員会は、中小企業がエネルギーと資源を効率的に使用できるように支援する提案

を行った。具体的には、中小企業の欧州環境法遵守を支援するプログラムを立ち上げ、既

存の政策とイニシアティブを強化する法的枠組みと施策を中小企業の特性に合わせて提供

することを提案している。このプログラムは、資金を支援ネットワークの方へ導き、環境

管理システムへのアクセスを容易にするとともに、中小企業の環境意識を高めることに繋

がるものである。 
 

環境担当委員の Stavros Dimas は次のように述べる。「私達が直面する環境問題に効果

的に対処し、温室効果ガス、再生可能エネルギー及びエネルギー効率の目標を達成するた

めには、全ての欧州企業が参加しなければならない。中小企業は欧州経済に不可欠な存在

であり、持続可能な欧州経済の構築に果たす役割は極めて大きい。」 
 
中小企業と環境 

個々の中小企業の雇用数は 250 人以下であるが、EU 全体の中小企業およそ 2,300 万社

は EU の総企業数のおよそ 99%を占め、EU 全体の経済的付加価値の 57%を占める。この

ように、中小企業は EU 経済の生産高の中で大きな比率を占めており、環境に与える影響

は大きい。 
 
多くの企業は自らの活動が環境に与える影響を意識しておらず、環境に殆ど或いは全く

影響を与えていないと考える企業が大多数を占める。また、指摘されない限り法律を守っ

ていると考える企業も多い。このような現状では、中小企業の活動は環境に脅威を与える

だけでなく、労働者の健康と安全にも重大な危険を及ぼす可能性がある。 
 
また、中小企業の経済活動に環境対策を取り入れなければ、これらの企業はより良い環境

管理と環境改革がもたらす経済的な恩恵を享受できない可能性がある。 
 
環境遵守支援プログラム 

欧州委員会が提案する環境遵守支援プログラム（Environmental Compliance 
Assistance Programme）は、中小企業の活動が環境に与える影響を 小限にし、現行法

の遵守を促すことを目的とした一連の施策からなる。このプログラムは、中小企業の活動

の中心に環境対策を組み込むために必要な政策を立案し、法律遵守による企業の負担を軽

減することを目指している。 
 
提案されている施策の中には、中小企業に対する情報提供の他、支援ネットワークの構
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築や地域レベルで環境の知識を蓄積するための教育活動なども含まれている。 
 
このプログラムの資金は、LIFE＋プログラム 1（2007 年～2013 年にかけて 500 万ユー

ロ）の他、競争と改革のためのフレームワーク・プログラム（Competitiveness and 
Innovation framework Programme：CIP2）と構造基金（Structural Funds）3からも拠

出される予定である。 
 

一部の施策は 2007 年に実施される予定である。中小企業に EU の環境政策に関する情

報を提供するウェブサイトが 7 ヵ国語で利用できる他、エネルギー効率、大気への排出、

土壌、水および廃棄物の指針が作成される予定である。資金提供に関するガイドブックも

発行される予定である。 
 

この新しいネットワークは、ビジネスとイノベーションを支援する“Euro Info Centre 
Network4”に代わるものであり、2008 年からプログラムに導入される予定である。中小

企業を支援するこれらのネットワークは、欧州の環境政策に実効性を持たせる上で重要な

役割を果たすだろう。 
 
模範事例 

欧州委員会の提案に付随する“Staff Working Document”は、欧州と世界の中小企業か

ら集めた模範事例を提示している。この文書は、欧州委員会のウェブサイトで閲覧できる。 
 
中小企業の環境対策を支援する欧州遵守支援プログラムの詳細は次のウェブサイトを

参照されたい。http://www.ec.europa.eu/environment/sme 
模範事例のケーススタディについては、次のウェブサイトを参照されたい。 

http://www.ec.europa.eu/environment/sme/cases/case_study_en.htm 
 
出典：Commission to help small and medium-sized companies become greener 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1457&format=HTML&ag
ed=0&language=EN&guiLanguage=en 

翻訳：山本 かおり 

                                                 
1 「LIFE」は、EU とその加盟準備国、近隣諸国を含む国々の環境と自然を保護するプロジェクトを支援する

EU の財政プログラムで、1992 年に開始され、2006 年末に終了した。「LIFE＋」はこれに続く新たなプ

ログラムで、2007 年から 2013 年までに 21 億 4,300 万ユーロが投入される。  

参照：http://ec.europa.eu/environment/life/ 
2 欧州企業の競争力強化を目的としたプログラムで、主に中小企業を対象とする。期間は 2007 年から 2013 年。

参照：http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm 
3 EU 地域政策の一環として、加盟国間および地域間の発展格差の縮小を目指す財政支援制度。 
4 http://ec.europa.eu/enterprise/networks/eic/eic.html 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1011,  2007.11.14 

 99

【産業技術】ライフサイエンス 
 

米国立衛生研究所とインド政府機関が 
低費用の医療技術開発で提携（米・印） 

 
 米国立衛生研究所(NIH)傘下の生物医学画像・生物工学研究所(NIBIB)とインド科学技術

省生命工学局(DBT)は、医療サービス格差(medically underserved)を解消するため、低費

用のヘルスケア技術を開発する両国間協定を締結した。この協定は、 初の医師の受診や

ポイント・オブ・ケア(POC1)の場において用いられる、低費用の診断・治療技術について

の連携・協力を推進することで、両国民の健康増進と福祉向上を目指すという共通方針に

基づいている。 
 

「NIBIB と DBT のこの革新的取組みが正式に開始されることを、私達は大変喜ばしく

思う」と NIBIB のロデリック・ペティグリュー所長は話す。「この協定は、地理的・経済

的垣根を越え、疾患や負傷を診断・治療するより良い手法や技術の開発を促進することに

より、世界的な医療格差の解消への取り組みに役立つ提携関係をつくるだろう。」 
 
 同協定で概要が示されている協力分野には低費用の技術革新が含まれている。例えば、

X 線技術、ナノテクノロジーを基盤としたバイオセンサー、ポイント・オブ・ケア診断技

術、テレヘルス(telehealth)2、遠隔通信技術、および新生児医療技術などである。これら

の技術開発が成功した場合に影響のありそうな疾患領域と症状は、伝染病、心疾患、肝疾

患、損傷・外傷、および乳児死亡率の高い症状である。 
 
 「疾患の防止と管理のために、手頃な価格で利用できる独自の低費用な医療技術を開発

することは、インドの 優先課題である」と DBT の Maharaj Bhan 局長は話す。「NIH
との提携や NIH を通じた米国諸機関との提携は、私達が進歩するのに必要不可欠である。

革新的な解決策を見つけるために複数の研究分野やチームを結集するという NIH とのこ

の協定に私達は大変興奮している。」 
 
 この協定の一環として、NIBIB と DBT はワークショップとミーティングを推進する。

その目的は、経験と科学知識を共有すること、適切なセンター・オブ・エクセレンス(COE)3

と諸機関を結びつけること、新しい診断技術の評価・利用に関して二国間協力を行うこと、

ならびに、研究実施や研究者育成、技術発展の点において科学者・技術者間の協力体制を

作ることである。NIBIB と DBT は、科学者間の定期的交流を通してお互いの研究開発の

取組みを促進・共有し、共通の年間目標に取り組む予定である。 

                                                 
1 Point of care (POC)：患者の近く（その場）で行う臨床検査の総称。 
2 遠隔通信技術を介して健康関連のサービスや情報を配達すること。 
3 Center of excellence (COE)：卓越した研究拠点。 
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 この科学技術協定の調印は、インドのニュー・デリーにある科学技術局の訪問中に行わ

れた。 
 

NIBIB は健康福祉省(DHHS)公衆衛生局傘下の NIH に属する研究施設の一つであり、

物理科学と生物科学の統合を通じて人間の健康を増進させることに専心している。NIBIB
の指針は、疾患の検知・管理・理解を向上させ、究極的には疾患を予防することによって、

国民の健康を劇的に増進するよう尽力することである。 
詳しい情報と出版物は以下の URL から入手可能である：http://www.nibib.nih.gov 
 
 NIH は米国保険福祉省の医学研究機関で、27 の施設とセンターで構成されている。NIH
は基礎・臨床・トランスレーショナル医学研究の実施と支援を行う連邦政府機関であり、

一般的疾患・奇病双方の原因、治療法および治療薬を研究している。 
NIH とプログラムについての詳細な情報は以下を参照されたい：http://www.nih.gov 
 

 
翻訳：NEDO 情報・システム部 

出典：http://www.nih.gov/news/pr/oct2007/nibib-17.htm 
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【産業技術】 情報技術  
 
新しい量子ドット・トランジスタは個々の光子を数える（米国） 

 
個々の光子を数えることができる量子ドットを含んだトランジスターが米国立標準技

術研究所(NIST)で設計され実証された*。この半導体素子は、エレクトロニクスへ容易に

統合することができ、他の単一光子検出器より高温で動作することが可能である。単一光

子を使用する“破ることができない”暗号化のための量子キー配布(QKD：quantum key 
distribution)のような応用に実際的な利点を持っている。 

 
NIST の素子は、少なくとも 83％の時間の光子を、1 個、2 個あるいは 3 個と正確に数

えることができる。これは光子数をカウントする初めてのトランジスター基盤検出器であ

る。ほとんどの他の型式の単一光子検出器は、単に少数の光子に対応させてカウントして

いる。 
 
光子計数は、線形で、階段状応答で低雑音動作を必要とする。この能力は、NIST が取

り組んでいる先進的な型式の精密光学計測にとって不可欠であり、光子の検出と、QKD
の単一光子源評価の両方に使用することができる。この新しい素子は、さらに、典型的な

極低温光子検出器よりはるかに高い温度であり、電子的冷却の可能性を持っている。 
 
QDOGFET と呼ばれている、この新しい検出器は、特異な電子特性を持った半導体のナ

ノスケールクラスターである量子ドットを約1,000個含んでいる。NISTの量子ドットは、

検出器中のどの成分もドレインの底のように 小のエネルギーを持つように特別に製作さ

れた。 
 
トランジスターに加えられた電圧は、内部電流あるいはチャネルを生みだす。素子に入

った光子のエネルギーは、砒化ガリウム半導体吸収層の電子に移され、電子は以前に占め

ていたホールから分離される。それぞれの光子が吸収されると、対応する電子がチャネル

へ移動する一方、正電荷のホールは量子ドットによってトラップされる。チャネルに流れ

る電流の量は、量子ドットによってトラップされたホール数に対応する。チャネル応答の

測定によって、検知された光子数を数えることができる。 
 
NIST の測定は、平均で、トラップされた各々のホールがナノアンペアのおよそ 5 分の

1 だけチャネル電流を増加させることを示している。この検出器は、吸収された光子に対

するトラップされたホールの割合である内部量子効率が 68±18％の値を持っている。この

型式の光子検出器では記録的に高い値である。 
 
QDOGFET は、現在、約 800 ナノメートルの波長の単一光子を検知する。NIST の研究
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者は、種々の半導体材料の使用により、電気通信に使用されるより長い近赤外波長に応答

する検出器を作ることを予定している。さらに、研究者は、実際に検知する検出器に入る

光子の割合である外部量子効率を現在の 10％以上に高め、より高速度で装置を動作させる

ことを考えている。 
 

* E.J. Gansen, M.A. Rowe, M.B. Greene, D. Rosenberg, T.E. Harvey, M.Y. Su, R.H. Hadfield, 
S.W. Nam and R.P. Mirin. Photon-number-discriminating detection using a quantum dot, 
optically gated, field-effect transistor. Nature Photonics. 1, 585 - 588 (2007). Published 
on-line Oct. 1, 2007. 
 
(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2007_1011.htm#qdogfet) 
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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(10/24/07-11/06/07) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
10 月／ 
25：エネルギー省、国立研究所技術の商品化を担当するベンチャーキャピタリストを募集中 

新エネルギー技術の商業化を加速化する努力の一環として、エネルギー省でベンチャーキャピタルの専門
家を募集している。 
新設された「Entrepreneur in Residence」プログラムの下で採用されるベンチャーキャピタル専門家は、
次世代バイオ燃料や太陽光パネルといった代替エネルギー技術開発を専門とし、エネルギー省傘下の三つ
の国立研究所（NREL,ORL,SNL）に配属される。ここで、代替エネルギー技術を商業化する事業計画の
作成を担当するほか、自らの資本金でこれらの技術を商品化する優先購入権を売ることとなる。 
本プログラムへ応募する起業家は、会社の総合資金が 低 1 億ドル、再生エネルギー技術・エネルギー効
率化技術投資向けに 低でも 1,000 万ドルの資金をもつことなどが要件となる。 
(Greenwire, October 24, 2007) 
 

11 月／ 
1：カリフォルニア州、10 種類の代替燃料の研究開発に資金提供 

カリフォルニア州エネルギー委員会(California Energy Commission =CEC)は、石油依存低減・温暖化ガ
ス排出削減の取り組みとして、10 種類の石油代替燃料に研究資金を投じ、その使用を拡大する計画を承
認した。 
同計画の目標の一つは、トラック・乗用車等における代替燃料使用量を 5 年間で 9％、10 年間で 11％、
15 年間で 26％伸ばすこと。今回承認した計画では、目標達成のため、州政府と連邦政府のインセンティ
ブ、大型インフラ整備投資の提言、燃費基準引き上げ等の政策変更等の戦略を規定しており、さらに同州
が毎年 2 億ドルを研究に宛てることを勧告している。 
(Los Angels Times, November 1, 2007) 
 

6：セルロース系エタノール用原料の研究で、トウモロコシの穂軸を大規模収穫する POET 社 
エタノール製造業者の POET 社は、農業機器メーカーと協力して、商業規模のセルロース系エタノール
生産に利用されるトウモロコシの穂軸を収穫・貯蔵・輸送する方法に磨きをかけており、サウスダコタ州
のトウモロコシ畑で今秋、収穫・研究を行う計画である。トウモロコシ穂軸の大規模収穫は初めての試み
となるため、POET 社ではトウモロコシ穂軸の適切な価格をモデリングしているところだが、現在のとこ
ろ 1 トン当たり 30～50 ドルを推定しているとのこと。同社は、2011 年までにアイオワ州エメッツバーグ
にある既存の 50 メガワット級エタノール精製所を改造して、トウモロコシエタノールとセルロース系エ
タノールを生産する統合施設を設置する予定であり、これが完成すればエタノールを年間 1 億 2,500 万ガ
ロン生産し、その内 2,500 万ガロンがトウモロコシの穂軸と繊維を原料とするセルロース系エタノールに
なるという。 
(Renewable Energy Access, November 5, 2007) 

 
 
 
Ⅱ 環境 
10 月／ 
25：カリフォルニア州大気資源局、温室効果ガスの排出削減を狙った 6 つの新規制を採択 

カリフォルニア州大気資源局（California Air Resource Board=CARB）は 10 月 11 日に、「地球温暖化解
決法（AB32）」の規定により 2020 年までに温室効果ガス（GHG）排出量を 25%削減するという同州目
標の達成に有効な 6 つの規制案を承認した。新規制によって、年間約 300 万メトリックトンの GHG 削減
が見込まれているほか、CARB が今年６月に採択した早期行動策と合わせて年間 1,600 万メトリックトン
の GHG 削減が期待されるという。今回承認された規制は下記のとおり。 
・在来型トラックとトレーラーに空気抵抗を削減する装置の取り付けを義務づけ（年間 130 万トンの GHG
削減） 

・停泊中の船舶に、エンジンを切って波止場の電源への接続を義務づけ（50 万トン） 
・半導体業界が使用しているペルフルオロカーボンの回収・再利用、及び代替化学物質の開発（50 万ト

ン） 
・エレクトロニクス洗浄や除塵製品等に使用されるハイドロフルオロカーボンの使用削減（30 万トン） 
・定期自動車点検として、タイヤ圧の点検を義務づけ（20 万トン） 
・アルミ、マグネシウム、半導体製造工程で使用される六フッ化硫黄の使用について、代替物が利用可能

な場合には、使用を禁止 
(California Air Resources Board News Release, October 11, 2007) 
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11 月／ 
1：国際炭素取引市場の構築を目標に掲げる国際気候アクション・パートナーシップの形成 

欧州連合、米国とカナダのいくつかの州、ニュージーランド、ノルウェーの代表が、ポルトガルの首都リ
スボンで 10 月 29 日に、地球温暖化への対応を目的とする国際気候アクション・パートナーシップ
（International Climate Action Partnership=ICAP）の形成を発表した。ICAP は、温暖化ガスの
cap-and-trade 型規制を導入している各国（各州）政府が、排出権取引市場設計についての経験とベスト
プラクティスを共有する国際フォーラムを提供することとなる。ICAP の究極の目標は、単一の国際炭素
取引市場の創立であり、今回協力によって各国・地域プログラムの協力が確実となる。ICAP 加盟メンバ
ーは、欧州委員会、仏、独、ギリシャ、アイルランド、伊、オランダ、ポルトガル、スペイン、英、米国
の地域別温室効果ガスイニシアティブ（RGGI）に参加しているニューヨーク州・メイン州・メリーラン
ド州・マサチューセッツ州・ニュージャージー州、西部気候イニシアティブ(Western Climate Initiative)
に参加しているアリゾナ州・カリフォルニア州・ニューメキシコ州・オレゴン州・ワシントン州・カナダ
のブリティッシュコロンビア州・マニトバ州、ニュージーランド、ノルウェーとなっている。 
(International Carbon Action Partnership Press Release, October 29, 2007) 
 

5：テキサス州の石炭火力発電所で世界 大規模の炭素回収実証プロジェクト 
NRG Energy 社と Powerspan Corp.が、テキサス州にある NRG Energy 社の石炭火力発電所に炭素回収
設備を設置する計画を発表した。両社は、発電所の排出ガスから二酸化炭素を回収し、地中に注入して原
油の二次回収を行うプロセスを実証する予定である。 
現在、米国で実施されている炭素回収パイロットプロジェクトの規模は 1～5 メガワットであるが、両社
の実証プロジェクトはこれを遙かにしのぎ、世界 大規模のプロジェクトとなる。両社は、ECO2 という
技術により、発電所から放出される二酸化炭素の 90％が回収されると推定している。また、この実証プ
ロジェクトのポイントは、既存発電所の改修であることであり、両社の技術は新規・既存の発電所のいず
れでも利用可能である。(Greenwire, November 2, 2007) 

 
 
 
Ⅲ 産業技術 
11 月／ 

5：ブッシュ政権高官、国家ナノテクノロジー・イニシアティブの再編成を求める提言を拒否 
下院科学技術委員会の研究・科学教育小委員会は 10 月 31 日に、「ナノテクノロジーが環境・安全面に及
ぼす影響に関する研究」について公聴会を開催した。同公聴会の主題は、NNI（国家ナノテクノロジー・
イニシアティブ）が EHS 研究の計画・実施を効果的におこなっているかどうかということであり、証言
からは、NNI の再編成（連邦ナノテク研究プログラムを監督するための新組織の設置等）、予算拡大、官
民協力の拡大他の提言がなされた。 
これに対し、ブッシュ政権高官は、現状の予算及び研究戦略での進捗状況を説明し、連邦ナノテク機関の
新設という考え方を拒絶した。NNI の名で知られる連邦ナノテクノロジー計画を法制化した法令は 2008
年度で失効するため、米国議会は同法令を再認可する準備を進めている。 
(Inside EPA, November 2, 2007; House Committee on Science and Technology 10/31/2007 Hearing 
opening statement by Rep. Brian Baird) 

 
6：Kaufmann 財団、国際特許申請数で測定したイノベーション州番付を発表 

Ewing Marion Kauffman 財団が 11 月 1 日に発表した「米国を拠点とする世界知的財産の創造(US-Based 
Global Intellectual Property Creation)」という新報告書によると、国際特許申請数で測定した米国にお
けるイノベーションのトップ 5 州は、デラウェア州、マサチューセッツ州、ミネソタ州、カリフォルニア
州、コネチカット州であった。同報告書の概要果は下記のとおり。 
・米国の特許協力条約（Patent Cooperation Treaty=PCT）申請数は増大傾向にあり、1998 年から 2006
年までの 9 年間に労働者 10 万人当たりの特許申請数は平均で 1998 年の 14.9 件から 2006 年には 25.1
件に増大。 

・デラウェア州は労働者 10 万人当たりの特許申請数は 82.1 件を記録。デュポン社の役割が大きいと考え
られる。 

・米国の PCT の殆どは産業界による出願であった。米国産業界による PCT 申請の約 4 分の 1 はカリフォ
ルニア州で、これにニューヨーク州、マサチューセッツ州、テキサス州、ニュージャージー州が続いて
いる。企業別では、3M、Innovation Properties, QUALCOMM、インテル、モトローラ、デュポン社
の貢献が大。 

・大学及び研究機関の貢献は 2006 年には僅か 7.8 にすぎなかった。大学の PCT 申請総数の多かったトッ
プ 5 州は、カリフォルニア州、マサチューセッツ州、ニューヨーク州、テキサス州及びフロリダ州。 

・PCT 申請総数に占める国のシェアは依然として世界トップであるが、そのシェアは過去 4 年で 37.4%
から 34.1%に減少している。 

(Kauffman Foundation Press Release, November 1, 2007) 
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