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【再生可能エネルギー特集】風力発電  
 

世界の風力発電動向－1 
 
 本稿では、世界風力エネルギー協会（GWEC：Global Wind Energy Council）発行の

「2007 年世界風力レポート（GLOBAL WIND 2007 REPORT）」を元に、2008～2012 年

の市場予測、及び地域別の状況を紹介する。 
レポートでは、2008～2012 年の世界の市場予測に加え、22 ヵ国について国別の状況が

記されているが、ここでは地域の代表国（その地域で 大の風力総設備容量を有する国）

を取り上げることを基本とした。ただし、欧州地域では、ドイツに加え EU（全体）も取

り上げた。アジア・太平洋地域ではインドに加え、中国と我が国を取り上げた。 
 ページ数の関係で、海外レポート本号（1031 号）と次号（1032 号）に分けて掲載する。

区分については目次を参照されたい。 
 なお、発行済の海外レポート 1021 号再生可能エネルギー特集の記事「世界の風力発電

総設備容量は 27%の急成長（2007 年）」1において、GWEC のニュース・リリースを元に

2007 年の状況（概観）について掲載しており、そこで記載済みの内容については省略した

ので、必要に応じて参照して頂きたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 2008 年 4 月 23 日発行  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1021/1021-01.pdf 
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1.  2008～2012 年の世界の市場予測 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1：新規設置容量の予測（2007～2012 年） 図 2：総設備容量の予測（2007～2012 年）2 
 
 
 世界風力エネルギー協会(GWEC)は、2012年には世界の風力発電総設備容量が2007年比

で155%増加し、240GWに達する見込みであると発表した。これは容量で見ると146GWの

増加となり、2007年の貨幣価値で1,800億ユーロ（2,770億USドル）以上の投資に相当す

る。風力発電電力量は2007年の200TWhから2012年には500TWh以上になり、世界の電力

生産量の約3％（2007年はわずか1％強であった）になると予測されている。 
 
 2007～2012年の期間で増加率が高い主要な地域は、北米地域とアジア地域、特に、米国

と中国になると予測されている。 
 
 今回の予測はGWECがこれまでに発表した予測値を上回っており、2010年の総設備容量

の予測値は、149.5GWから171.9GWへと上方修正された。「世界風力エネルギー概況2006
年（Global Wind Energy Outlook 2006）」では2012年の世界の総風力設備容量が221GW
（ も意欲的なシナリオで）と予測されていたが、これは現在の予測値よりも19.3GW低

い値である。 
  
  今回予測が修正された理由は 2 つあった：1 つ目は、米国と中国双方の市場がわずか一

年前の予測をも上回るスピードで成長しており、今後も成長し続けると予測されているこ

とである。2 つ目は、中国の飛躍的な製造能力の出現が、世界市場の成長に対してより重

要な影響を与える可能性があることである。製造能力の余裕がないことが世界市場のさら

                                                 
2 グラフ中の数値と、文章中に表れる数値の間で、若干の誤差がある場合がある。 

注：2007 年は実績値 
出所：GWEC より編集

注：2007 年は実績値 
出所：GWEC より編集

2007 
14.6％ 

2007
24.6％ 

20 

94.1

成長率成長率 
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なる成長を制限する主要因であるが、中国製の機械が現在の逼迫した供給状況をいくらか

緩和する助けとなるかもしれない。 
 
 今後5年間の総設備容量の年平均成長率は20.6％と予想される（2003～2007年は23.4％
であった）。欧州は2012年には総設備容量が102GWに到達すると予測され、引き続き、

首位の座を維持しているだろう。第2位はアジアで66GW、次いで第3位は北米で61.3GW
と予測されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3：総設備容量（2007年末）         出所：GWEC 

欧州 

ｱﾌﾘｶ＆中東 

ｱｼﾞｱ 

北米 

ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ 
& ｶﾘﾌﾞ海 

太平洋地域

図 4：予測される総設備容量（2012年末）    出所：GWEC 

欧州 

太平洋地域 ｱﾌﾘｶ＆中東 ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ 
& ｶﾘﾌﾞ海 

ｱｼﾞｱ 

北米 
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 年間の新規設置容量は2007年の20GWから2012年には36.1GWに成長し、年平均成長率

は12.4％になると予測される。総設備容量が過去5年間（2002～2007年）で毎年平均24.7%
増加してきた3ことを考慮すると、もし今後2年間に市場の成長を大きく制限するようなサ

プライチェーンの障害が解消されれば、市場は将来もさらなる大きな成長を遂げるだろう。

サプライチェーンの問題は2010年までに解消されるはずである。そして、洋上風力発電市

場の発展も相まって、成長率は今後10年間で回復すると予想される。 
 
 アジアの年間市場はこれまで 大の市場であった欧州を追い抜き、2012年の新規導入量

は12.5GW程度になると予測されている（2007年の5.4GWより増加）。アジア市場の成長

は主に中国によるものである。中国は2004年以降、総設備容量が毎年倍増しているため、

も楽観的な予測値をも常に超えている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 海外レポート 1021 号「世界の風力発電総設備容量は 27%の急成長（2007 年）」の図 3 を参照。 
 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1021/1021-01.pdf 

欧州
ｱｼﾞｱ 

北米 

ｱﾌﾘｶ＆中東太平洋地域ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ 
& ｶﾘﾌﾞ海 

図 5：新規設置容量（2007 年）        出所：GWEC 
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 2010年までに中国は世界 大の年間市場（年間新規設置容量）になると予想される。中

国の発展は急速に進展する国内製造に支えられており、中国産のタービンが大規模風力発

電プロジェクトに供給されている。既に2007年には国内の40の供給事業者で中国市場の新

規導入容量の56％を占めた。これは、2006年の41％から増加している。 
 
 中国がアジアのリーダーとして台頭する一方で、インドでも持続的な成長が予測されて

いる。また、日本、韓国、台湾などの市場も、アジアの風力発電の発展に寄与するだろう。 
 
 欧州の2012年の新規導入量は、北米の10.5GWより少ない10.3GWと予測されており、

アジア・北米に次ぐ第3位に後退するだろう。これは新規導入量のうち欧州以外の地域の

割合が、2004年の28％、2007年の57％から増加して、2012年には71％以上になることを

意味している。総設備容量に関しては、欧州は今後も第一位であると予測されるが、市場

占有率は42.4％に落ちるだろう。 
 
 大規模な洋上風力発電の開発はさらに遅れ、検討期間の 後の年である2012年末に向け

て、欧州市場の成長に有意な影響を持ち始めるのみであろう。以上のような状況ではある

が、洋上風力発電の開発は次の10年間に欧州の成長に新たな勢いを与えることになろう、

と予想されている。 
 
 欧州では、依然としてドイツとスペインが市場を先導しているが、様々な国の市場がよ

図 6：予測される新規設置容量（2012年）    出所：GWEC 

欧州 

太平洋地域 ｱﾌﾘｶ＆中東 ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ&ｶﾘﾌﾞ海 

ｱｼﾞｱ 

 

北米 
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り多く台頭してくれば、両国の市場占有率はそれと相対して減少していくだろう。スペイ

ン市場では、新規設置容量が3.5GWを超えて目覚しく成長した2007年のペースは維持され

ないだろうが、年間で平均2～2.5GWの安定したペースが予想できる。これにより、スペ

インは政府目標の「2010年までに総設備容量20GW」を達成できるだろう。ドイツの年間

市場規模は縮小していくであろうが、2008～2012年の期間中は欧州で2番目に大きな市場

の座を維持し、総設備容量では依然首位を保つだろう。2010年には、洋上開発がドイツ市

場に新たなはずみを与え、より力強く成長するだろう。その他の欧州の重要な市場はフラ

ンスと英国であり、どちらも年間平均1GW増加している。 
 
 北米市場の成長率はこれまで考えられてきたよりも大きい。これは、米国の大幅な成長

だけでなく、カナダ市場の持続的な発展にも支えられている。北米は今後5年間でトータ

ル42.6GWを導入し、2012年には総設備容量61.3GWに到達すると予測される。これは年

平均8.5GWが導入されることを意味しており、その大部分を米国が占めるだろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 これらの数値は、現在の旺盛な成長と歩調を合わせ、米国の生産税控除政策(PTC: 
Production Tax Credit)が延長されることを前提としている。既に24の州で再生可能エネ

ルギー使用基準(Renewable Portfolio Standards)が導入されているが、このことも持続可

能な成長を保障するだろう。政権の交代も、風力発電開発をさらに支えるものとなるかも

しれない。 
 

図 7：予測される新規設置容量（2008～2012 年）出所：GWEC

欧州 

太平洋地域 ｱﾌﾘｶ＆中東ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ
& ｶﾘﾌﾞ海 

ｱｼﾞｱ 

 

北米 
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 ラテンアメリカは将来、より多く世界の風力発電市場に貢献できると予測されている。

主要国は、ブラジル、メキシコ、及びチリとなるだろう。ラテンアメリカとカリブ海の総

設備容量は2012年までに8倍の4.5GW、年間市場は1.4GWまで増加するだろう。しかし、

このような非常に大きな可能性があるにもかかわらず、検討期間の 終年（2012年末）ま

では、小規模な市場のままとなりそうである。その次の10年間で、より大きな発展に向け

て前進することが予想される。 
 
 太平洋地域は2008～2012年の新規導入量が約2.3GWになり、これによって総設備容量

は 大3.5GWになると見込まれる。オーストラリアでは2006年と2007年に風力発電開発

の伸びが大幅に鈍化したが、将来の見通しは楽観視されている。この主要因として、2007
年末の連邦政府の政権交代により生まれた新政府が、京都議定書を批准し、2020年までに

再生可能電力の割合を全電力の20％にすると約束したことが挙げられる。ニュージーラン

ドは、151MWを新規に導入し新たな勢いを得、また多くのプロジェクトが様々な開発段

階にある。 
 
 アフリカと中東は風力発電開発が依然として も少ない地域であり、総設備容量は2007
年の500MWから、2012年に3GWになると予測されている。しかし市場の成長は今後5年
間で勢いを増し、年間導入量は2012年には約800MWになると予測されている。この開発

を主導するのはエジプトとモロッコだと予測されており、その他の北アフリカや中東の

国々でも多少開発が進むことが予測されている。 
 
 
表 1：世界の総設備容量 (MW) -地域･国別 
    2006 年末修正 2007 年新規 2007 年末合計 
ｱﾌﾘｶ & 中東 ｴｼﾞﾌﾟﾄ 230 80 310
 ﾓﾛｯｺ 64 60  124 
 ｲﾗﾝ 48 19  67 
 ﾁｭﾆｼﾞｱ 20 0  20 
 その他の国 1 16 1  17 
  合計 378 160  538 
ｱｼﾞｱ ｲﾝﾄﾞ 6,270 1,730*  8,000* 
 中国 2,604 3,449*  6,050* 
 日本 1,394 139  1,538 
 台湾 188 100  282 
 韓国 173 18  191 
 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 25 0  25 
 その他の国 2 5 0  5 
  合計 10,659 5,436  16,091 
欧州 ﾄﾞｲﾂ 20,622 1,667  22,247 
 ｽﾍﾟｲﾝ 11,623 3,522  15,145 
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    2006 年末修正 2007 年新規 2007 年末合計 
 ﾃﾞﾝﾏｰｸ 3,136 3  3,125 
 ｲﾀﾘｱ 2,123 603  2,726 
 ﾌﾗﾝｽ 1,567 888  2,454 
 英国 1,962 427  2,389 
 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 1,716 434  2,150 
 ｵﾗﾝﾀﾞ 1,558 210  1,746 
 ｵｰｽﾄﾘｱ 965 20  982 
 ｷﾞﾘｼｬ 746 125  871 
 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ 746 59  805 
 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 571 217  788 
 ﾉﾙｳｪｰ 325 8  333 
 ﾍﾞﾙｷﾞｰ 194 93  287 
 ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ 153 123  276 
 残りの欧州の国 3 556 263  812 
 欧州合計 48,563 8,662  57,136 
  EU27 ヵ国 4 48,069 8,554  56,535 
ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ & ｶﾘﾌﾞ海 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 237 10  247 
 ﾒｷｼｺ 87 0  87 
 ｺｽﾀﾘｶ 74 0  74 
 ｶﾘﾌﾞ海(ｼﾞｬﾏｲｶ除く) 35 0  35 
 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ 27 2  29 
 ｺﾛﾝﾋﾞｱ 20 0  20 
 ｼﾞｬﾏｲｶ 20 0  20 
 ﾁﾘ 2 18  20 
 ｷｭｰﾊﾞ 5 0  5 
  合計 507 30  537 
北米 米国 11,575 5,244  16,818 
 ｶﾅﾀﾞ 1,460 386  1,846 
  合計 13,035 5,630  18,664 
太平洋地域 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 817 7  824 
 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 171 151  322 
 太平洋諸島 12 0  12 
  合計 1,000 158  1,158 
  世界合計 74,141 20,076  94,123 
   (出典:GWEC)
注 1）ｹｰﾌﾟﾍﾞﾙﾃﾞ､ｲｽﾗｴﾙ､ﾖﾙﾀﾞﾝ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､南ｱﾌﾘｶ   
注 2) ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ｽﾘﾗﾝｶ   
注 3) ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ､ｸﾛｱﾁｱ､ｷﾌﾟﾛｽ共和国､ﾁｪｺ共和国､ｴｽﾄﾆｱ､ﾌｪﾛｰ諸島､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ﾊﾝｶﾞﾘｰ､ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ､ﾗﾄﾋﾞｱ､ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ公

国､ﾘﾄｱﾆｱ共和国､ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ､ﾏﾙﾀ､ﾉﾙｳｪｰ､ﾙｰﾏﾆｱ､ﾛｼｱ､ｽﾛﾊﾞｷｱ､ｽﾛﾍﾞﾆｱ､ｽｲｽ､ｳｸﾗｲﾅ   
注 4) ｵｰｽﾄﾘｱ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ､ｷﾌﾟﾛｽ､ﾁｪｺ､ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ｴｽﾄﾆｱ､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ﾌﾗﾝｽ､ﾄﾞｲﾂ､ｷﾞﾘｼｬ､ﾊﾝｶﾞﾘｰ､ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ､ｲﾀﾘｱ､ﾗﾄ

ﾋﾞｱ､ﾘﾄｱﾆｱ､ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ､ﾏﾙﾀ､ｵﾗﾝﾀﾞ､ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ､ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ､ﾙｰﾏﾆｱ､ｽﾛﾊﾞｷｱ､ｽﾛﾍﾞﾆｱ､ｽﾍﾟｲﾝ､ｽｳｪｰﾃﾞﾝ､英国  
 
注意：廃止されたプロジェクト(93MW)、及び四捨五入が世界合計に反映されている。 
*これらの数値は暫定値であり 終確認が待たれている｡  
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2.  地域別の状況 
2.1  北米、ラテンアメリカ、カリブ海 
2.1.1  概略 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2  米国 
 
米国の風力発電は2007年に45％急伸 
 
米国の風力発電産業は2007年に5,244MWを新規に設置して、これまでの全ての記録を

更新、総設備容量を45％拡大した。 
 
 米国の現在の風力発電総設備容量は 16,818 MW であり4、34 の州に広がっている。中で

もテキサス州は群を抜いている。米国の風力ファームは 2008 年に 480 億 kWh を発電す

ると予想されている。これは米国の電力供給量の 1%強にあたる。現在の米国の発電電力

                                                 
4 本レポートの発行年月日は、2008 年 4 月である。2008 年 9 月 3 日付けの米国風力エネルギー協会(AWEA)
のニュースリリースによれば、風力発電総設備容量が 20,000MW を超えたとある。 
http://www.awea.org/newsroom/releases/Wind_Installations_Surpass_20K_MW_03Sept08.html 

> 5,000MW 
2,000 - 5,000MW
500 - 2,000MW 
50 - 500MW 
< 49MW 
0MW 

図 8：国別の設備容量：北米、ラテンアメリカ、カリブ海 
出所：GWEC
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源の構成は、石炭 50％、原子力 20％、天然ガス 20％、水力 6％であり、残りは石油、お

よび水力以外の再生可能エネルギーである。（米国エネルギー情報局(EIA)調べ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 も興味深いのは、風力発電設備の増加スピードであろう。新規の風力プロジェクトは、

2007年の米国の発電設備新規設置容量の約30％を占めており、風力発電は新しい主要な選

択肢の一つとして確立されている。 
 
 2007年は3年連続で新記録が樹立された年であり、風力発電は米国の新しい電力供給の

大のエネルギー源の一つとして確立されている。この目覚しい加速的成長が起きている

要因は、旺盛な需要とこれまでの好調な経済、そして、連邦政府の風力に対する生産税控

除(PTC: production tax credit)である。 
 
 ただし、PTCと、風力以外の再生可能エネルギー源に対する優遇税制措置は、2008年末

に期限が切れる。もし2008年の早い時期に期限の延長が行われなければ、2009年の米国の

風力導入量が急落する可能性がある5。過去に、期限切れよりも十分早くPTCが延長されな

                                                 
5 2008 年 10 月 3 日、米国下院は「2008 年緊急経済安定化法案」を可決、その後、2 時間弱でブッシュ大統領

が署名し、法律を成立させた。上院では、それに先立つ 10 月 1 日に可決している。 
この法律は、金融業界向けの 7,000 億ドルに及ぶ救済パッケージであるが、この中には再生可能エネルギー

の生産税控除（PTC）、投資税控除（ITC）が含まれている。パッケージでは、風力及びその他の再生可能

エネルギー源に対する PTC を 1 年、ITC を 8 年間延長している。また、新たに、海洋再生可能エネルギー

図 9：米国の風力発電総設備容量 
（出所：米国風力エネルギー協会(AWEA)の情報による） 
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かったケースでは、導入量が2000年に93％、2002年に73％、2004年に77％下降した6。 
 
 米国の風力産業は、連邦議会と大統領に対して、風力発電の主要なインセンティブであ

るPTCを早急に延長することを強く要請した。これは、風力発電がもたらす製造業の雇用

増加や、新しい経済の機会、地球温暖化の汚染要因の低減も兼ね備えた、この目覚しい成

長率を維持することを目的としている。 
 
 風力発電に対して行われるPTCでは、プロジェクトの 初の10年間、1kWhにつき2セン

トが提供される。PTCは新しい風力ファームに対する助成として必要不可欠である。受給

資格を得るためには、税額控除が実施されている期間内に、その風力ファームが建設を完

了し、発電を開始しなければならない。エネルギー分野は米国経済の中でも 大級の助成

が行われている部門の一つであり、このインセンティブは、風力やその他の再生可能エネ

ルギー源に均等な発展の機会を与えるために必要である。 
 
 風力産業は、発電事業者がより多くの電力を再生可能エネルギー源から発電することを

要求する、国の再生可能電力基準(RES7)などの長期的支援も求めている。 
 
 
テキサス州が首位の座を確立 
 
 テキサス州は 2007 年の新規設置容量で再度、首位を占めた。同州のケースは、全米レ

ベルでなし得る一つのモデルを提供している。それは以下の通りである。 
・同州は豊富な風力資源を有している 
・同州の風力発電市場を勢いよくスタートさせるために再生可能電力基準を制定した 
・新技術（風力など）に市場がアクセスする際の障壁を取り除くのに役立つ、大規模な

競争的市場を同州は有している 
・同州は送電の課題（おそらく現在の 重要課題）の解決に向けて努力している 

 
 豊富だが足留め状態の米国の風力資源を活用するために、送電線のアップグレードと新

しい送電線への投資が必要なことが、現在米国で大規模な風力発電を開発する際の、主要

な制約の一つとなっている。「鶏が先か卵が先か」という問題（新しい送電システム構築

の具体的な計画がある場合を除き、豊かな風力資源があっても送電システムが不十分な地

域には、風力ファームの計画・建設は行われない。反対に、もしその地域に風力ファーム

が建設されなければ、送電システムの計画・建設は行われない）を解決するために、テキ

サス州やその他の州（カリフォルニア州、コロラド州、ミネソタ州、及びニューメキシコ

                                                                                                                                                 
（波力、潮力、海流）に対する税控除が新設された。 

6 この傾向は、図 9 にも表現されている。 
7 renewable electricity (portfolio) standard 
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州など）は、風力とその他の再生可能エネルギー源の送電計画を推進し、はじめにある程

度の送電システムの構築を行うことを原則としている。 
 
 
製造への投資は上向き傾向 
 
 
 風力発電に対する旺盛な需要は、製造への投資を加速させ、風力産業のサプライチェー

ンの一翼を担う様々な部門（ギアボックスの生産から、建設・輸送などに至るまで）に対

する新規ビジネスを促進している。 
 
 2007年には、風力タービンの構成要素（ブレード、タワーなど）の新しい製造プラント

が6箇所で稼動を開始し、775人以上の新規雇用が創出された。 
 
表 2：稼動開始した風力発電関連製造プラント（2007 年） 

プラント 
会社名 

製造品目 所在地 
Trinity Structural Towers タワー イリノイ州クリントン 
Knight & Carver ブレード サウスダコタ州ハワード 
Tower Tech タワー ウィスコンシン州マニトウォク 
Siemens ブレード アイオワ州フォートマディソン 
Acciona タービン アイオワ州ウェストブランチ 
Composite Technology／DeWind 組立 テキサス州ラウンドロック 

 
 2007年は、8箇所の新しい製造プラントの計画発表も行われた。これにはかなり大規模

なプラントも含まれており、合わせて5,000人以上の新規雇用の創出が期待されている。 
 
表 3：計画中の風力発電関連製造プラント（2007 年） 

プラント 
会社名 

製造品目 所在地 
Vestas ブレード コロラド州ウィンザー 
TPI Composites ブレード アイオワ州ニュートン 
LM Glasfiber ブレード アーカンソー州リトルロック 
GE Energy サービス ニューヨーク州スケネクタディ 
DMI タワー オクラホマ州タルサ 
Molded Fiberglass ブレード サウスダコタ州アバディーン 
Hendricks Industries タワー アイオワ州キオカク 
PPG Industries ガラス繊維 ノースカロライナ州シェルビー 

 
 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1031,  2008.10.22 
 

13 

 
2030年までに、風力発電で米国の電力生産の20%を賄うことは可能か？ 
 
 米国風力協会(AWEA: The American Wind Energy Association)は、強い政策の支援が

あれば、2030年までに風力によって米国の電力生産の20％を賄うことは可能と考えている。

もしそうなれば、信頼性のあるクリーンな電力の供給、乏しい水資源の保全、雇用の創出、

地方の大きな経済的発展の促進が実現されるとともに、環境・気候変動に関する課題を費

用効果的な方法で解決する助けとなるだろう。 
 
 米国エネルギー省(DOE)、国立再生可能エネルギー研究所(NREL)、AWEA、電力会社、

環境保護団体、技術系企業、財団法人、及びその他のステークホルダー（利害関係者）は、

米国の電力を風力で 20％賄う実現可能性を研究しているが、初期の研究結果は AWEA の

イベントで発表されている。全ての研究成果は 2008 年後半に発表される予定である。 
 
初期の研究結果によると、米国の電力の20％を供給することは実現可能であり、手頃な

コストで行うことができる。以下がその理由である： 
 ・米国には豊かな風力資源があること 
 ・製造能力の伸びが期待できること 
 ・風力および他の再生可能エネルギー資源に対して、世間の幅広い需要と支援があること 
 ・政策と規制上の障壁はあるが、物理的・技術的な障壁はないこと 
 
 実際、米国の風力による電力供給率を現在の1％強から20％以上にまで拡大するために

必要なことは、まさに、政策や規制（風力発電市場の構造・規模、送電計画とインフラの

開発、エネルギー及び環境政策など）の大幅な転換以外の何物でもない。 
 
 経済的便益はかなりのものとなるだろう。例えば、もし風力が米国の電力供給量の20％
を賄うと、米国の風力発電産業は、風力発電プラント及び設備の製造、建設、運用によっ

て、15万人の直接雇用が創出される。また、サプライチェーン、サービス、及び関連する

地域経済活動をサポートするために、30万人の雇用が創出されると予測される。 
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2.2  欧州連合 
2.2.1  概観 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 EU 
 
世界を先導するEU市場 
 
 欧州連合(EU)は風力発電分野で従来から世界 大の市場を維持しており、2007年の新規

設置容量は8.5GWを超えた。欧州風力協会(EWEA: European Wind Energy Association)
が作成した産業統計によると、風力の総設備容量は2006年末の48,069MWから18%増加し、

56,535MWに達した。 
 
風力発電は、EU では も一般的な発電技術の一つである。2000 年以降、総設備容量は

約 6 倍（9.7GW から 56.5GW）へ増加した。この期間中に、EU に新規設置された全発電

設備容量は 158,000MW であったが、このうち 88,000MW はガス、47,000MW は風力で

あった。つまり風力は、この 8 年間の新規設置容量のうちの 30％を占めていることになる。

Platts PowerVision と EWEA によると、この数値は 2007 年一年間で見れば、40%に上っ

> 5,000MW 
2,000 - 5,000MW
500 - 2,000MW 
50 - 500MW 
< 49MW 
0MW 

図 10：国別の設備容量：欧州 
出所：GWEC
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ている。これは、欧州の様々な発電技術の中で も早い成長である。 
 過去10年間で、欧州の風力発電総設備容量は年間平均28％増加した。新規設置容量は、

年間平均21％増加している。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 11：EU の風力発電総設備容量8 

（出所：欧州風力エネルギー協会(EWEA)の情報による） 
注）2000年と2001年はEU15ヵ国、2002年～2006年はEU25ヵ国の数値。 

 
 
  2007年にEUで新たに稼動を開始した風力タービンの容量は8,554MWであり、2006
年と比較して935MW増加している。2007年末までに導入された風力発電設備によって、

CO2の排出量を年間約9,000万トン削減し、平均的な風の強さの年(average wind year)の
場合で119TWh（EUの電力需要の3.7%に相当）を生産できる。2000年には、EUの電力需

要の0.9％弱が風力発電で賄われていた。風力タービンの売上高は、新規設置容量の

8,554MWから推計して約110億ユーロである。 
 
 2007年の設備容量の増加にはスペインが大きく貢献し、新規設置容量全体の40％以上を

占めた。事実、スペインは2007年に新記録を打ち立て、3,522MWを導入している。これ

は、国別の導入量で、これまでの 大値である。現在、スペインの電力の10％は風力発電

によるものである。フランスも持続的に成長しており、新規に888MWが設置されて、総

                                                 
8 グラフに示す数値と本文中の数値には、若干の誤差がある場合がある。 

12,887
17,315

23,159

28,598

34,371

40,511

48,029

56,535

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

年

MW



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1031,  2008.10.22 
 

16 

設備容量は2,454MWに到達した。イタリアでは603MWが新規設置され、2,726MWとなっ

た。EU新規加盟国も実績が良く、総設備容量が60％増加した。中でもポーランドがリー

ドしており、総設備容量は276MWを達成している（以上、既出の表1を参照）。チェコ共

和国はこれまでの年で一番多い63MWを、ブルガリアは34MWを導入した。 
 
 しかしながら、ドイツ、ポルトガル、英国など、少数の市場では期待されていたような

成長はみられなかった。結果的に、2007年のEU市場全体の成長率は12％となり、過去の

ような著しい伸びにはならなかった。欧州ではこのような状況であったが、世界市場で見

れば、前年より31％増加して2万MWを超えている。 
 
 いくつかの国で見られる成長ペースの変化は、行政手続きの遅さや、送電網への接続の

課題、立法の不確実性など、複合的な要因により説明できる。先述した数値は、風力発電

の発展にとって、継続的な障壁が存在していることを示している。洋上風力発電は、EU
の拡大に伴い重要な市場になってくると思われるが、現状では欧州域内・域外の双方でゆ

っくりと継続的に発展している。 
 
 
風力発電に対する現在の法的枠組み 
 
 これまで欧州の風力市場が成長してきた重要な要因として、EU及び国レベルの双方に

おいて強い政策支援が行われてきたことが挙げられる。2001年以降、EUの再生可能エネ

ルギー指令(77/2001/EC)9が実施されてきた。EUは、再生可能エネルギー資源(RES)10由来

電力のシェアを、2001年の15.2％から増加させて2010年までに21％にすることを目標と

している。このことは、EUが2010年までにエネルギーの総消費量に占める再生可能エネ

ルギーの割合を12％とする目標を達成する支援となる。再生可能エネルギー指令は、それ

ぞれの国で個別の目標を策定している。これは再生可能由来電力の運用における歴史的な

一歩であり、近年実施されている政策の大きな推進力となっている。 
  
 2010年までに再生可能エネルギー由来の電力を21％にするという包括的目標を達成する

ために、再生可能エネルギー指令はEU加盟国に対して、支援メカニズムの選択の自由を与

えている。このため、欧州では様々なスキームが運用されている（主に、固定価格買取制度

(feed-in tariffs)11、グリーン証書システム、入札制度など）。これらのスキームは一般的に、

税制優遇措置、環境税、資金負担プログラム、自主協定によって補完されている。 
 

                                                 
9 the Renewables Directive (the Directive on the Promotion of Electricity from Renewable Energy 

Sources in the Internal Electricity Market) 
10 renewable energy sources 
11 再生可能エネルギー源によって生産された電力を一定の価格で買い取ることを送電事業者に義
務付けた制度。 
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 欧州委員会の2005年と2008年の進捗状況報告(progress report)では、再生可能エネルギ

ー指令の要求、加盟国の努力、規制の枠組みの幾ばくかの進展にもかかわらず、再生可能

エネルギー由来電力の成長・統合化に向けて大きな障壁が残っていることが強調されてい

る。いくつかの加盟国で進捗が遅れている主な要因は、政策ではなく、認可の遅れ、送電

網への不公平なアクセス、送電網強化の遅れによるものである。同報告書は加盟国に対し

て、行政上の障壁を取り除くこと、再生可能エネルギーを用いた発電事業者のために送電

網へのアクセスを改善することを 優先課題にするよう求めている。 
 
  後に、欧州委員会の報告書の結論では、支援スキームの整合化により、経済効率や、

単一市場、国家の支援基盤についての長期目標が実現されるとしている。しかし短期間に

整合化を図ることは適切ではない。 優良事例の採用、国別の支援スキーム、取り組み内

容の継続的な見直し・調整・ 適化により、再生可能電力の進展を支援することができる。

EWEAは、再生可能エネルギー由来電力の市場統一化よりも、まず先に従来の電力市場で

本物の競争が行われるべきだと考えている。さらに同協会は、EU全域での再生可能エネ

ルギー由来電力の料金メカニズム統一化を急げば、風力発電市場に対して深刻な悪影響を

与え、風力発電技術とその他の再生可能エネルギー源における欧州のリーダーシップを危

うくさせることになろうと懸念している。 
 
 
将来における風力発電の法的枠組み 
 
 2006年3月、欧州委員会は、EUのエネルギー政策（再生可能エネルギーを含む）に関す

る中長期戦略な協議を開始した。グリーンペーパー（政策提案書）「持続可能で競争力の

ある安定したエネルギーに向けた欧州戦略 (A European Strategy for Sustainable, 
Competitive and Secure Energy)」では、「再生可能エネルギーロードマップ」を策定す

ることを提言した。このロードマップには下記が含まれる。 
①既存の目標を確実に達成するための活動プログラム（政策を含む） 
②2010年以降の目標として何を設定するか 
③研究、実証、市場に関するイニシアティブ 

 
2007年1月、欧州委員会は「戦略的エネルギー・レビュー(Strategic Energy Review)」

（別名「エネルギー総合政策(Energy Package)」）を発表した。これは19の文書からなる

包括的政策であり、EUのエネルギーの中長期的展望を具現化することを目的としている。

この総合政策では、部門間（電力・冷暖房・輸送）での目標の分担については規定せずに、

「2020年までに再生可能エネルギー資源からEUのエネルギー消費量の20％を賄う」とい

う包括的な拘束力を持つ目標を提案している。2007年3月、EUの各国首脳はこの提案に同

意し、欧州委員会に対して総合政策の策定を求めた。2008年1月23日、欧州委員会は、「再

生可能エネルギー及び気候変化に係る総合政策(Renewable Energy and Climate Change 
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Package)」を発表した。EUレベルで20％という目標は、現在EU加盟27ヵ国で明確な数値

目標に置き換えられている。「国別活動計画」では、各加盟国で承認された目標の達成方

法と、目標のために導入される施策が示されている。この提案には、現在風力発電が直面

している障壁（行政手続きの煩雑さや、送電網へのアクセスの課題など）に積極的に取り

組むための施策も含まれている。 
 
 欧州委員会から提案された指令の27のEU加盟国と欧州議会による迅速な承認は、EUの

全ての国において風力発電が持続可能な拡大を遂げるために必要不可欠である。 
 
 
2.2.3  ドイツ 
 
現在の市況 
 
ドイツでは2007年にタービン883基（容量では1,667MW）が設置された。 

 
これによって総設備容量は22,247MWとなり、タービン総数は19,460基となった。風力

発電はドイツの再生可能エネルギーを先導しており、ドイツの総電力消費量の約7％を賄

っている。 
 2007年の新規設置容量は2006年の2,233MWから25％減少し、ドイツ市場の減速が見ら

れる。しかしながらドイツのタービン製造業は世界の市場を先導しており、22％のシェア

を誇る。さらにドイツのタービン及び部品の製造業者は、2007年の輸出で60億ユーロを計

上した。同部門の雇用者数は、2006年の8万2,100人から増加し、現在10万人となっている。 
 
設備容量で先頭を切っている州はニーダー・ザクセン州12であり、5,600MWを超えてい

る。3つの州（ザクセン・アンハルト州、シュレースヴィッヒ・ホルシュタイン州、メク

レンブルク・フォアポメルン州）では現在、風力発電電力が、総電力需要の33％以上を占

めている。ベルリン・ブランデンブルク州では28.6％である。 
 
 EU の再生可能エネルギー指令では、「2010 年までにドイツの電力消費量の 12.5％を再

生可能エネルギーで賄う」という目標が設定されたが、この目標は既に 2007 年、14％と

いう値で達成された。ドイツの新しいエネルギー及び気候総合政策では、ドイツ政府がこ

れまでの目標の「2020 年までに 20％」を引き上げ、25～30％を目指すとしている。 
 
 
法的枠組み：固定価格買取制度 
 
                                                 
12 英語での州名は Lower Saxony。 
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 ドイツでは、風力発電電力に対する初期の固定価格買取法が1991年から存在していた。

2000年には再生可能エネルギー資源法(Erneuerbare-Energien-Gesetz: EEG)が施行され、

現在もドイツの風力市場に対する主要な刺激策となっている。同法は2004年に改訂が行わ

れた。現在の市況や技術開発状況に価格を適応させるために、2008年に次回改定が予定さ

れている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 12：ドイツの風力発電総設備容量 
（出所：ドイツ風力エネルギー協会(BWE)の情報による） 

 
 
 再生可能エネルギー資源法の下では、再生可能エネルギー資源由来の発電電力は、配電

網・送電網への接続やアクセス、給電において高い優先度が与えられている。この法律で

は、電力網に供給される電力1kWhあたりの固定価格を規定している。「初期価格(initial 
tariff')」は少なくとも5年間は一定に保たれ、その後、地域の風力状況を「標準発電量

(reference yield)」と比較した結果に応じ、「基本価格(basic tariff)」へと減額される可能

性がある。標準発電量の150％の発電量がある非常に優れたサイトに風力設備を導入した

場合は、5年間、初期価格を受給するのみである。一方、標準発電量より発電量が少ない

サイトに導入された風力ファームは、この期間を延長することができる。標準発電量の60%
未満のサイトに対しては報奨金が支給されない。この規定は、風力条件の悪いサイトへの

風力タービン導入を抑制することを目的としている。 
 
 2007年に導入された風力タービンによる発電電力の20年間の平均固定買取価格は、8.19
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ユーロセント／kWh（初期価格）～5.17ユーロセント／kWh（基本価格）である。初期価

格は毎年2％ずつ減少するため、2008年に導入されるタービンでは8.03ユーロセント／

kWh～5.07ユーロセント／kWhとなる。 
 
 陸上風力のリパワリング(repowering)は小型の旧式タービンを高出力の 新タービンに

置き換えることであり、これについては特別買取価格が設定されている。洋上風力に対し

ても特別買取価格が設定されている。 
 
 その他の重要な規制にはドイツ連邦建築基準法がある。この法の下では、風力発電プラ

ントは「特別プロジェクト(privileged projects)」とみなされている。地方自治体は、風力

発電利用のために、特定の優先順位や優先地域を指定することを求められている。しかし、

このことは特定地域（除外区域）での建設を制限できることも意味している。 
 
 
リパワリング(Repowering)の動向 
 
 新の研究では、リパワリングはこれまでより大幅に少ないタービンで、ドイツの陸上

風力発電容量を2倍にし、エネルギー収量（電力量）を3倍にする可能性があると推測され

ている。 
 
 しかし、その技術的可能性にもかかわらず、ドイツのリパワリングは予測よりも遅いペ

ースで進んでいる。この主な原因は建築物の規制であり、このことがリパワリングのプロ

ジェクトの魅力を下げている。2007年のリパワリングの設置容量は108MWしかなかった。 
 
 また、高さ制限もエネルギーの収量を 大にするタービンを製造する上での妨げとなっ

ている。ハブの高さが 100m 以上ある 新のタービンは、ドイツ本土では設備利用率

(capacity factor)13 35％を、海岸地域では 45％を達成できる。ドイツ政府と連邦州は陸上

風力発電の継続的な発展を可能にするしくみを再検討している。例えば、再生可能エネル

ギー資源法の改訂は、リパワリングのインセンティブの大幅な改善を視野に入れている。

これは、今後リパワリングをより魅力あるものにすることを目的としている。 
 
 
洋上風力発電の見通し 
 
 予想されるドイツの洋上風力発電の総設備容量は、2010年までに約500MW、2015年ま

でに約3,000MWである。 初のパイロットプロジェクトは、北海の60MWのテストサイト

                                                 
13 ある期間中における実際の風車総発電量をAとし、同期間中に定格出力で運転したと仮定して風
車が発生可能な発電量をＢとすると、設備利用率＝Ａ／Ｂ×100% で表される。 
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「Alpha Ventus」であり、2009年中の稼動開始が予定されている。 
 
 ドイツの大部分の洋上風力発電パークは、主に自然保護の理由から、沖合い20～60km、

水深20～40mに建設される。ドイツの管海官庁はこれまでに19のプロジェクトを認可し、

一方、幾つかの連邦州は少数の追加プロジェクトを認可している。これらのプロジェクト

をすべて合算すると、5,000MWとなる。 
 
 2006年秋、ドイツ政府は新しい法律「インフラ促進法(the Infrastructure Acceleration 
Act)」を導入した。同法は2011年より前に洋上風力ファームを導入した場合、陸上の送電

網に接続するコストは送電事業者が受け持つことを保障している。 
 
 
将来の発展：2020年までのドイツの風力発電の展望 
 
 国内市場は、行政上の障壁（一般的な距離（間隔）に関する規制や、高さ制限など）が

克服され風力設備の建設を継続することができれば、再び成長する可能性がある。これは

主に政策上の課題である。再生可能エネルギーおよびCO2削減の高い数値目標により、こ

れらの課題を解決するよう政府に圧力がかかり、風力部門の継続的成長を実現するのに役

立つだろう。 
 
 ドイツ風力エネルギー協会(BWE: the German Wind Energy Association)の試算によ

れば、既に割り当てられている陸上風力発電サイトに、さらに 大 1 万 MW 分を建設でき

る可能性がある。リパワリングからも、さらなる発電容量を得られる可能性がある。 
 
 風力発電用のサイトが 適に利用され、タービンの高さを一律に制限するといったこと

がないと仮定した場合、ドイツの総設備容量は2020年までに陸上が4万5,000MW、洋上が

1万MWとなる可能性がある。これはドイツの電力消費量の約25％、すなわち約150TWh
／年に相当する。 
 
 きちんとした枠組みが準備されていない場合、これらの目標の達成は難しいだろう。再

生可能エネルギー資源法の規制と固定価格制度は見直しが開始されており、議会で議論さ

れている14。洋上風力の固定価格は既に改善がみられる。しかし、陸上風力の議論は洋上

                                                 
14 EEG の改訂は既に実施されているので、欧州風力エネルギー協会（EWEA）の雑誌「wind directions 

JULY/AUGUST 2008」の記述を元に、この改訂の概要を以下に説明する。 
法律の改訂は、ドイツの電力消費量に占める再生可能エネルギーのシェア（現在は 14%）を、2020 年まで

に 30%まで引き上げることを目的とするもので、2009 年 1 月 1 日から施行される。その概要は： 
①新設風力タービンは 9.2 ユーロセント／kWh の固定価格を受け取る（これまでは 8.03 セントユーロ）。こ

の数値は毎年 1%減る（これまでは 2%）。 
②陸上風力タービンの内、送電網への接続基準を満たすものは、0.5 ユーロセント／kWh のシステムサービ

スボーナスを受け取る。 
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の場合よりも難しい。風力タービンの価格上昇、及び制限的な枠組み計画のため、新しい

魅力的なプロジェクトを実施することがより困難になっている。 
 

翻訳・編集：NEDO 研究評価広報部 
出典：http://www.gwec.net/uploads/media/Global_Wind_2007_Report_final.pdf 
（© GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL - Copyright 2005 

Used with Permission. All rights reserved.） 

                                                                                                                                                 
③陸上のリパワリングの場合は、初期価格は 0.5 ユーロセント増額となる。新しい風力タービンは更新前の

タービンの少なくとも 2 倍の発電量でなければならない。 
④洋上風力タービンの場合、初期価格は、2015 年まで 15 ユーロセント／kWh。 
wind directions JULY/AUGUST 2008 の URL: 
http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/WD/2008_july/Wind_News__J
uly-August_2008_.pdf 
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【再生可能エネルギー特集】風力発電 

 

スペインにおける風力発電量予測システム 
 
スペインにおける風力発電事情 

 スペインでは、2008 年 3 月 22 日に、全電力供給に占める風力発電量の割合が一時 40%
を超える 1 など、EU 諸国の中でもドイツ及びデンマークに並ぶ風力発電大国としての地

位を確立しつつある。 
 
 2007 年時点で、スペイン全土の発電設備容量の 16%、一次エネルギー供給の 10%が風

力発電によって占められている（図 1）。 

 
  出典：“Integration of large-scale wind in the grid – The Spanish Experience” 

       RED ELECTRICA INTERNATIONAL（参考文献 1） 

図 1 スペインにおける発電容量・供給エネルギー量における風力発電の割合 

 
 
 2008 年 4 月時点での総設備容量は 14,875MW であり、2010 年までにこれを 20,155MW
まで拡大することが、EU 指令に基づくスペイン政府の達成義務目標となっている（図 2）。 

                                                 
1 『風力発電大国スペイン、全電力供給 40%超の過去 高を記録』3 月 26 日 AFP 通信社 
 http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/environment/2369724/2775558 
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出典：“Integration of large-scale wind in the grid – The Spanish Experience” 
    RED ELECTRICA INTERNATIONAL（参考文献 1） 

図 2 スペインにおける風力発電容量の実績・目標値 
 
 
なお、地域的には、北西部のガリシア地方を中心とした北部がサイト立地の中心となっ

ている（図 3）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：“Integration of large-scale wind in the grid – The Spanish Experience” 
    RED ELECTRICA INTERNATIONAL（参考文献 1） 

図 3 スペインにおける風力発電容量の分布 
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需要管理のための風力発電量予測 

 スペインの風力発電は、唯一の系統運用会社である RED ELECTRICA DE 

ESPANA 社が担っている。同社は許容できる 高発電量を設定し、発電量がそれを上回っ

た場合、各風力発電サイトに、発電機の解列 2 等で出力を減少させる指令を出している。

また、瞬時の出力低下の際には、必要な出力確保の 90%をフランスからの送電でまかなう。

30 秒後の予備電源投入までの出力補償を行うことになっている。 
 
 予備出力確保のための出力マネジメントに欠かせないのが、風力発電の発電量予測であ

り、同社では独自の予測プログラムを有している。SIPREOLICO と呼ばれるこのプログ

ラムは、2001 年に開発され、翌年運用が開始された風力サイトの発電量予測プログラムで

ある。 
 
SIPREOLICO の内容 
 SIPREOLICO は、48 時間以内の風力発電量予測システムであり、2002 年にイベリア

半島の予測システムが稼動、2005 年にはカナリア諸島のシステムが稼動した。 
 

出典：“Wind power prediction in the Spanish system(peninsula and islands) Sipreolico” 

     RED ELECTRICA DE ESPANA（参考文献 2） 
図 4 データの処理フロー 

 
 

                                                 
2 電力系統から発電設備を切り離すこと。 
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 開発システムには MATLAB3を採用、物理科学的、あるいは統計学的なアプローチをベ

ースにしており、出力変動に応じた、必要な予備力についての分析を行うシステムとなっ

ている。48 時間以内の風況予測（風速・風向）の 15 分平均値、風力発電システム全体の

発電量予測値（各サイトデータの積み上げ）を算定、48 時間以内の毎時の風力発電量予測

を行う（15 分ごとに更新）ものである。 
 
予測における処理フローは図 4 のとおりである。発電機の駆動データ、風力-発電量の実

測地データ、風況予測値、過去の発電データの実測値から、発電量予測値を行っている。 
  

ちなみに、入力データとなる天候予測に関しては、HIRLAM(High Resolution Limited 
Area Model)と呼ばれる 3 次元高解像度領域モデルを活用している（図 5）。人工衛星によ

って多数の観測点の天候情報を有機的に計測・収集・予測するこのシステムを活用するこ

とで、風力・風向に関する予測が可能となる（図 6）。 

     
出典：“Wind power prediction in the Spanish system(peninsula and islands) Sipreolico” 

 RED ELECTRICA DE ESPANA（参考文献 2） 
図 5 HIRLAM システムの予想結果画面 

 
 

 

                                                 
3 アメリカ合衆国の MathWorks 社が開発している数値解析ソフトウェア。MATLAB は、MATrix 

LABoratory の略であり、行列計算、ベクトル演算、グラフ化や 3 次元表示などの豊富なライブラ

リを持った、インタプリタ形式の高性能なテクニカルコンピューティング言語・環境としての機

能を持つ。 
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出典：“Wind power prediction in the Spanish system(peninsula and islands) Sipreolico” 
RED ELECTRICA DE ESPANA（参考文献 2） 

図 6 HIRLAM システム概要 

 

測定誤差とその改善 

 現在の測定誤差は 24 時間以内でおよそ 20%以内である。これを風力値の継続時間の既

存データと組み合わせ予測誤差の時間分布を算出している。また、測定誤差については、

477MW を下回る確率が 60%と予測されており、これに対応できる運転予備力は既に確保

されている。しかし、2 次予備力は未だ十分でなく、その確保のためには、より負荷追従

力の高い発電設備を系統に接続する必要がある。 
 
 今後測定誤差を改善していくために必要なこととして、予測プログラムそのものの改良

に向けた努力は継続的に続けられているが、分析データ自体の誤差が改善されない以上、

その効果には限界がある。 
 
RED ELECTRICA DE ESPANA 社も、予測精度向上のための直近の望ましい対策

として、気候観測ステーションの数を増加させることによる風況予測精度の向上をあげて

いる。 
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 スペインにおける風力発電の大規模な普及自体がここ数年の現象であるうえ、今後風力

発電の発電出力に占める割合がさらに大きくなっていくことが確実視されている現状では、

運用されている予測システムの評価を下すことは難しい。 
 
 しかし、供給電力に占める風力発電の割合が常時 10%、 大時で 40%に達したスペイン

の電力系統ネットワークを、大きなトラブルなく運用・維持できているこのシステムは、

世界的により注目され、応用されていく必要があると同社は語っている。 
 
 
参考文献 
1. Integration of large-scale wind in the grid – The Spanish Experience 
  RED ELECTRICA INTERNATIONAL 

http://www.bpa.gov/corporate/business/innovation/docs/2008/BPA_California%20ISO
%20REE%20Primary%20Presentation.pdf 

 
2. Wind power prediction in the Spanish system(peninsula and islands) Sipreolico 
 RED ELECTRICA DE ESPANA 
 （及び同社 Miguel Lorenzo Sotelo 氏、JuanMa Rodríguez García 氏インタビュー） 
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【再生可能エネルギー特集】 太陽光発電 

 

第 23 回欧州太陽光会議および展示会（EU PV-SEC）について 
 

NEDO 技術開発機構 エネルギー・環境技術本部 
 山崎 光浩 

 
欧州太陽光会議および展示会（EU PV-SEC: European Photovoltaic Solar Energy 

Conference and Exhibition）とは毎年開催されている欧州 大の太陽光発電に関する国際

会議とそれに併設された展示会であり、本年は９月１～５日にスペイン・バレンシアにて

開催された。 
 

1. 欧州太陽光展示会について 

今回の展示会は過去 大となる 715 社が参加し、来場者は昨年の 3 万人から大幅に増え

て約 5 万人に上った。欧州および世界の主要企業の太陽光発電の方向性がわかるため、そ

の様子を紹介したい。出展企業はドイツ、スペイン、イタリア、スイス等の欧州勢が過半

を占めた。一方、日本企業はシャープ、三菱重工、京セラ、冨士電機等が出展していた。 
 
 会場で特に目を引いたのは世界第 3 位のソーラーパネル生産メーカーであるサンテック

をはじめとした中国系の企業で、国別の出展社数ではドイツ、スペインに次いで 3 位、日

本の約 10 倍と目立ち、近年の中国における太陽光産業の急成長、かつ欧州市場への進出

を象徴する感を受けた。 
 

出展内容についてはソーラーパネル自体だけでなく、セル/モジュールの製造装置、基

礎工事等関連産業の出展も多く、太陽光産業の裾野の広がりが目立ってきている。例えば

フランスではエネルギー消費が増加する民生部門の温暖化対策として、建物一体型のソー

ラーパネルで発電された電力の買取価格を他の種類のソーラーパネルと比して優遇してい

ることもあり、欧州 大のガラスメーカーの San Goban 社（仏）が建物一体型のソーラ

ーパネルを出展していた。 
 

また下記の写真を見て頂ければわかるように、企業の展示形態はブースを製品展示中心

とした所と、製品展示以外に商談スペース用に軽食や飲物を用意したテーブルや椅子が大

きく占めている企業（独 Q セル社等）に二分されており、この場を完全にビジネスの成立

の場のみと割り切っている企業も多かったことが特徴的であった。 
 
欧州の 近のＰＶ関連ビジネスの特徴として、ソーラーパネルの製造だけでなく、設置

場所の検討、資金調達などを総合的に行う太陽光発電のソリューションビジネスも盛んに

なってきている。展示会会場で我々がヒアリングを行ったスペイン・Acciona 社は自社で
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はパネルの製造は行わず、施設建設のためのファンディングと設置に特化し、メガソーラ

ーや建物一体型の太陽電池について事業展開を行っている。ドイツ、スペイン、イタリア

等では再生可能エネルギーの電力を既存の発電方式よりも高額で買取ることを保証する固

定価格買取（Feed-in Tariff）制度により、太陽光発電により得られた電力の買取価格が優

遇されていることもあり、投資対象として大規模な資金調達が可能となっていることがこ

のようなビジネスモデルを後押ししている。 
 
なお次回第 24 回 PV-SEC は 2009 年 9 月 21～25 日にドイツ・ハンブルグにて開催さ

れる予定である。 

 
図 1-1 展示ブース企業の各国比率（出典：末尾(1)記載） 

（中国企業の多さが目立つ。） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1-2 近年の展示会の出展者、入場者数の推移（出典：末尾(1)記載） 

（ここ数年右肩上がりに推移していることがわかる。）
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図 1-3 シャープのブース 
（集光型セルも展示） 

図 1-4 Q.cells（独）のブース 
（商談用スペースがメイン。） 

図1-5 Sun tech（中）のブース 
（製品展示も多い） 

図1-6 Saint-Goban（仏）のブース 
（ガラスメーカーから PV にも進出。）

図 1-7 Flex cell（スイス）のブース 
（曲げられるセル）

図 1-8 Benteler（独）のブース 
（組立機器の実演）
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2. 欧州太陽光会議について 
国際会議は 9 月 1～5 日にかけて朝～夜まで 3 つのセッションが並行して開催された。

小職は今回初めて参加したが、研究者だけでなく産業界からの参加も多いと感じた。発表

テーマについては太陽光発電の電池部分における薄膜材料や量子ドットといった基礎的な

テーマだけでなく、太陽光発電全体としてのシステム、系統連系、普及策等多岐に渡って

いた。 
 
今後の太陽光産業としての主要な関心事としては、(1)電力系統にどの程度の比率まで太

陽光発電が受け入れられるのか？(2)各国政府はいつまで固定価格買取制度等により太陽

光発電の優遇施策を続けるのか？（近年、固定価格買取制度の太陽光発電の買取額がドイ

ツ、スペインにおいて引き下げられていることを産業界が懸念しているものと思われる。）

(3)将来の太陽光関連のビジネスモデルはどうなるのか？などが挙げられていた。 
 
IEA（国際エネルギー機関）の太陽光に関する情報収集の取り組みである IEA 

PVPS(Photo-Voltaics Power Systems program)によるプレゼンテーションが 9 月 4 日に

行われたが、太陽光産業の状況についてまとまっており、わかりやすかったため、以下に

スライドの抜粋を簡単に紹介する。 
 
なお記載した IEA の PVPS には日、米、豪、独、英、仏、スペイン、カナダ、イタリ

ア、韓国等の 19 ヵ国と欧州委員会、欧州太陽光産業協会(EPIA)の２組織が参加している

（中国は未参加）。 
 

 2007 年の太陽電池の市場（2007 年の導入量）のシェアは、図 2-1 の通り、ドイツ、

スペイン、日本の順。他方、図 2-2 の生産量の世界シェアを見ると日本がドイツをか

ろうじて上回っている。他方、非 PVPS 国の大半は中国と推測される。 
 2006～07 年にかけての各国の太陽光発電の市場（導入量）としての成長率（図 2-3）

を見ると、ドイツの 830MW→1,135MW（37%増）に対して、スペインは 98MW→

512MW（422%増）と急激な成長となっている。これ以外にも規模はまだそれ程大き

くないが、フランス、イタリア、ポルトガル、韓国についても導入量が急速に伸びて

いる。 
 他方、日本についてはソーラーセルの原料であるシリコンの供給不足等の影響から主

要国の中で唯一 2006～07 年で導入量が 287MW→210MW と 27%減少していること

が目を引く。 
 PVPS 加盟国全体の太陽電池の市場は 2007 年には 170 億 US ドルと 2006 年に比較し

て 70%成長、設置容量は 2.3GW、推計では直接的な雇用人数は約 10 万人である（図

2-4）。 
 特に2007年は、新しい技術である薄膜型のシェアが明らかに伸びてきている（図2-5）。 
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図 2-1 2007 年の太陽電池市場（2007 年の導入量）の世界シェア 
（出典：末尾(2)記載） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-2 2007 年の太陽電池生産量の世界シェア 
（出典：末尾(2)記載） 
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図 2-3 太陽電池導入量の国ごとの成長率(2006 年と 2007 年の比較) 

（出典：末尾(2)記載） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2-4  IEA PVPS 参加国における太陽電池市場の伸び 

（出典：末尾(2)記載） 
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図 2-5 太陽電池生産量に占める薄膜(Thin-film)セルの伸び 
（出典：末尾(2)記載） 

 
 
今回、展示会、国際会議ともに感じたことは、中国企業、中国系の参加者が目立ってい

たことである。中国企業にとっては、固定価格買取制度により太陽光発電の導入が急増し

ている欧州市場が非常に魅力的に見えるものと思われる（欧州企業関係者も中国企業の多

さに驚いていた）。欧州、中国企業の勢いに圧倒されつつ感じたことは、日本でも太陽光発

電について、セルやモジュールの製造自体だけではなく、設置やファンディングを手がけ

る総合的なソリューションビジネスの育成等の欧州、中国系企業への対抗策を早急に立て

る必要があるのではないか。 
 
また個人的感触として、欧州の太陽光発電導入はドイツから次第に、日照量が豊富な地

中海諸国（スペイン、イタリア）に移行してきており、特に地理的条件とソーラーパネル

製造企業もあるスペインは今後も堅実に導入が進むのではないかと感じた。 
 
出典： 

(1) WIP 23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition 
http://www.photovoltaic-conference.com/ 
(2) IEA  PVPS： http://www.iea-pvps.org/ 
文中で紹介したプレゼンテーション資料は 
http://www.iea-pvps.org/trends/6EP.2.2%20%5BKompatibilit-344tsmodus%5D.pdf 
 
 
 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1031,  2008.10.22 
 

36 

【再生可能エネルギー特集】 太陽光発電 薄膜太陽電池 

 
薄膜太陽電池の利用拡大（ドイツ） 

 
1. 薄膜型太陽電池と有機太陽電池の生産が増加  

フラウンホーファー・太陽光エネルギー研究所によると今後数年以内に太陽電池生産に

占める薄膜型の割合は約 20%に達するとされる。ドイツでは薄膜型太陽電池の生産能力は

2008 年には 100 MW（面積で約 1 km2に相当）の大台を超えて更に急テンポで増加する

見込みとなっている。以下ではドイツおよび隣国オーストリアにおける薄膜型太陽電池の

生産、技術開発と利用の現状についての事例を紹介する。 
 
2. SHOTTO Solar が薄膜事業を独立。SignetSolar も大型薄膜ソーラーモジュール生産ラ

インの操業を開始 

薄膜型太陽電池の生産本格化のため 2008年 5月、ドイツの太陽電池大手、SCHOTT Solar
社は薄膜型太陽電池の生産部門を統合し、SCHOTT Solar Thin Film 社を設立した。同社

が 1986 年から開発を行なってきた薄膜モジュール生産施設は現在、イエナおよびミュン

ヘン郊外のプッツブルンにあり、年間生産能力は 36 MW だが、今後数年間で 100 MW 程

度に拡張される計画となっている。また、SCHOTT Solar社は技術開発分野でもersol Thin 
Film 社（ersol Solar Energy グループ）と薄膜型太陽電池用の微結晶シリコン素材の共同

開発協定を締結している。 
同じく 2008 年 5 月、カリフォルニアを本拠地とする薄膜型シリコン太陽電池メーカー、

Signet Solar 社はドレスデン郊外デーベルンに建設を進めていた薄膜型太陽電池生産施設

の完成を発表した。着工から 10 ヶ月で完成した同社の新工場では、大寸法ガラス母材の

利用を可能とする Applied Materials 社の技術を利用して、これまで 大の 5.7 m2（2.20 
m×2.60 m）の薄膜モジュール Gen 8.5 が生産される。同社はこの新技術の利用により大

幅なコスト削減が可能となり、3 年以内にグリッド・パリティ 1 を達成するとしている。

Gen 8.5 の量産は今年 7 月から開始されている。 
 
3. 硫酸塩素材の薄膜型太陽電池実用化が一歩前進（オーストリア） 

ザルツブルク大学材料工学研究所のディットリッヒ教授は、硫酸塩の半導体利用に関す

る EU プロジェクトの経験をベースに、2006 年春に硫酸塩ベースの太陽電池製作に成功

した。その後、同教授はケルンテン州の半導体メーカーSEZ 社および化学メーカー

CHEMETALL と共同で硫酸塩ベースの薄膜型太陽電池の開発を行なってきたが今年 9 月

には工業化の目処がつく段階まで開発事業は進展している。ディットリッヒ教授によると

硫酸塩素材は加工が容易であるため も安価なシリコン素材の太陽電池に比べて 25 %の

コスト削減につながり、さらに薄型化によってコストはシリコン素材の太陽電池の半分ま

                                                 
1 太陽光発電のコストが、既存の電力会社による通常の送電線網経由で供給される電力のコストと

同等になること。 
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でに減少するという。現在の変換効率は 1 %程度と大幅な改良の余地を残しているが、効

率改善については同教授は楽観している。 
 
4. 薄膜型太陽電池で世界最大の PV 発電施設を建設 

システム・インテグレータ、juwi solar 社（ラインラント・プファルツ州）は 2006 年は

じめ、ライプツィヒ市近郊ブランディス／ベネビッツの旧ソビエト軍飛行場跡地における

世界 大のソーラーパーク建設業務を受注した。この大型太陽光発電施設「バルトポレン

ツ」エネルギーパークの建設は 2007 年 2 月に開始され、2008 年 8 月現在の定格出力は

24 MW と世界第二位の規模に達している。工事は 2008 年末まで継続され、 終的には薄

膜型モジュール 55 万基、定格出力 40 MW（年間発電量 4,000 万 kWh）の太陽光発電所

が出現することになっている。  
 

 
「バルトポレンツ」エネルギーパーク（写真：JUWI グループ） 

 
 
出典： 
（１）ソーラーサーバー、2008 年 8 月 19 日 
http://www.solarserver.de/ 
（２）エネルギーポータル 24、2008 年 9 月 25 日 
http://www.energieportal24.de/artikel_2846.htm  
（３）ザルツブルクの技術開発（FORTSCHRITT AUS SALZBURG）、2008 年 9 月 21 日  
http://salzburg.orf.at/stories/308852/ 
（４）JUWI グループ、2007 年 8 月 21 日 
http://old.juwi.de/service/presse/PM_SolaranlageIBN1Brandis_2007_08.pdf 
（５）Schott-Solar 社、2008 年 5 月 30 日 
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http://www.schottsolar.com/de/news/aktuelle-nachrichten/single/article/schott-solar-gr
uendet-eigene-gmbh-fuer-duennschich.html  
（６）フラウンホーファー協会太陽エネルギー研究所、2008 年 5 月 30 日 
http://www.ise.fhg.de/veranstaltungen-und-messen/2008/viertes-anwenderforum-dunn
schicht-photovoltaik-module-systeme-anwendungen/view  
（７）ザルツブルク大学広報部 
http://www.uni-salzburg.at/portal/page?_pageid=304,635093&_dad=portal&_schema=
PORTAL  
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【再生可能エネルギー特集】太陽熱給湯 太陽光発電 ソーラー住宅 

 
ソーラーシステム導入のための住宅建設業者への手引き(米国) 

 
 米国エネルギー省(DOE)のエネルギー効率および再生可能エネルギー局(EERE)では 
太陽エネルギーの普及政策の 1 つとして、住宅へのソーラーシステム（太陽熱利用および

太陽光発電）導入推進を図っている。その推進策の一環として 2008 年 4 月には米国内の

住宅建設業者向けの小冊子を発行した（Web で公開）。NEDO 海外レポートでは「再生可

能エネルギー特集」として、これを翻訳し紹介する。 
 

目次 

1. この手引きの使い方 
2. ソーラーシステムの導入に経済的利点があるか？ 
3. 経済的利点を超えるもの－ソーラーシステムを導入するその他の動機 

#1：ソーラーシステムの導入に対する地域的な支援システム 
#2：設置業者を見つける 

4. ソーラー住宅を建設する 
5. ソーラー対応住宅を建設する 
6. ソーラー住宅あるいはソーラー対応住宅の建設を決めたら、次に考えること 
7. 情報源 

 
ソーラーシステム 1を備えた住宅（ソーラー住宅）、あるいはソーラーシステムを設置で

きるようになっている住宅（ソーラー対応住宅）を建てるという決定を下すには、幅広く

情報を収集し、その住宅の場所や周囲の状況にあわせて判断する必要がある。この手引き

は、そのような手順を進める手助けをするものである。より詳しい情報は、 終ページの

「7. 情報源」の下からダウンロードできる「High-Performance Home Technologies: Solar 
Thermal & Photovoltaic Systems」に掲載されている。 
 
1. この手引きの使い方 
「ソーラーシステム導入のための住宅建設業者への手引き(A Homebuilder’s Guide to 

Going Solar)」の目的は、ソーラー住宅あるいはソーラー対応住宅の建設が住宅建設業者

および住宅購入者に対してもたらす利益を評価する手助けをすることである。この手引き

に掲載されている情報は、ソーラーシステムを住宅にうまく組み込んでいる建設業者に関

する調査と、建設業者や太陽エネルギーの専門家らとの対話に基づいている。これらの調

査や対話を通して、多くの建設業者が次のような疑問を持っていることが明らかになった。 
• この地域でソーラーシステムの導入による経済的利点があるか。 

                                                 
1 太陽エネルギーを利用して給湯や発電を行うシステム。太陽熱を利用した住宅用設備のことのみを指す場合

もあるが、ここでは太陽熱利用設備と太陽光発電設備の両方を指している。 
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• ソーラーシステムの導入による経済的利点がない場合、太陽エネルギーを導入するこ

とによる利点はほかにもあるのか。 
• ソーラーシステムを住宅建設に統合するために、必要に応じて太陽エネルギーの専門

家による支援を受けられるような地域的なシステムが存在するか。 
 
 太陽エネルギーに対する建設業者の理解を深めることを目的として、これらの調査や対

話は現在も継続されている。ソーラーシステムの導入を検討する上でもっとも役に立った

情報や情報源などについてのコメントは solarbuilderfeedback@nrel.gov へ。 
 
太陽熱給湯システム 
太陽熱給湯(Solar water heating：SWH)システムは、家庭用水を加熱するための信頼性

が高く経済的なシステムである。これらのシステムは通常、集熱器、コントローラ、貯蔵

タンクで構成されており、さらに米国内の多くの地域では凍結予防のための何らかの装置

が備え付けられている。 
 
 太陽熱給湯システムの価格は大きさや種類によって異なり、1,000～4,000 ドル程度と

なっている。しかし、これらを新しい住宅に設置して、その価格が住宅ローンに含まれる

場合、一ヶ月の返済額の増加は少しですむ。米国では、ソーラーシステムの導入に起因す

る住宅ローンの利子に係わる連邦所得税控除が定められているため、ソーラーシステムへ

の投資が直ちに正のキャッシュフロー2 を生み出すことも少なくない。つまり住宅を購入

した顧客は、ローン返済の 初から、毎月、支払い額よりも多くの金額を節約できること

になる可能性が高い。 
 

各メーカーがパッケージ化された製品を開発していることから、太陽熱給湯システムの

設置手順は簡素化され、住宅の建設スケジュールに組み込むことが遙かに容易になった。

これまでの調査により、住宅購入者が太陽熱給湯システムを備えた住宅を好むということ、

また、このシステムをオプションではなく標準装備にした方が建設業者の収益が上がると

いうことが分かっている。 
 
米国内のほとんどの地域では、このほかにも太陽熱給湯システムの導入に対する金銭的

な優遇制度が定められている。現在各地域で実施されている優遇措置に関する情報は

www.dsireusa.org で確認することができる。 
 

                                                 
2 支払いよりも収益の方が多い状態。 
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ホワイトハウスにある太陽熱給湯システム

の設置された建物では、SunEarth 社の太陽熱集

熱器が、時代に合ったターンめっき銅板のは

ぜ継ぎ式 3 屋根に溶け込むように設置されて

いる。(Solar Design Associates/ PIX15609) 

                   

 
太陽光発電システム 
太陽光発電(Photovoltaic：PV)システムには、日光に当たることで電気を発生させる太

陽電池で構成される複数のモジュールが組み込まれている。これらのモジュールには可動

部品が使われていないため、ほとんどメンテナンスなしで何十年間も利用することができ

る。太陽電池によって作り出される電気は直流(DC)であるため、インバータ 4によって交

流(AC)に変換されて利用される。 
 
今日利用されている太陽光発電システムには、さまざまな能力を持つ、さまざまな形態

のものがある。屋根上にモジュールを設置するという従来の方式が今のところまだ主流で

はあるが、建物と一体型のシステム(building integrated photovoltaic：BIPV)も人気が上

昇してきている。BIPV の場合、太陽電池モジュールは、電気を作り出す役割と建築材料

（通常は屋根材）としての役割の両方を果たす。 
 
太陽光発電システムの価格は発電容量 1 ワットあたり約 8 ドル、つまり住宅用に 3 キロ

ワット(3,000W)の容量をもつシステムを設置すれば約 24,000 ドルとなり、一見高価に思

える。しかし太陽光発電システムを導入する場合には、連邦政府や州、地域、また電気ガ

スなどの公共事業者から金銭的な優遇措置を受けることができるため、実際にかかる費用

は半分以下となる。現在実施されている各地域の優遇措置に関する情報は

www.dsireusa.org で確認することができる。 
 
また、太陽光発電システムが標準装備されたエネルギー効率のよい新築住宅を購入し、

システムの価格が住宅ローンに含まれている場合、ローンの第一回目の支払いから正のキ

ャッシュフローが実現されることも少なくない。より詳しくは次項の「2. ソーラーシステ

ムの導入に経済的利点があるか？」に掲載されている。 
 

                                                 
3 2 枚の金属板の端を折り曲げ、引っかけ合わせて継ぎ合わせる工法のこと。 
4 直流電力を交流電力に変換する回路、あるいはそのような回路を持つ変換装置。 
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カリフォルニア州サクラメント近くの住宅地

域。ここではすべての住宅に BIPV システムが標

準で装備されている。(Premier Homes/PIX 15610) 

 
 
2. ソーラーシステムの導入に経済的利点があるか？ 
住宅ローンの支払いが 初から正のキャッシュフローを生み出すことが分かっていれ

ば、ソーラーシステムを導入するという決断は容易であり、簡単に購入が決まるだろう。

太陽エネルギーの専門家は、ある住宅が必要とするエネルギー量と、そのうちの一部ある

いは全部を太陽エネルギーで賄うために必要なシステムの導入にかかる費用を、コンピュ

ータモデルを使って計算する。着工前に住宅のエネルギー設計を済ませておく方が費用の

節約になるが、コンピュータモデルはそのための 適なツールである。このサービスを提

供している専門家を見つける方法はこの冊子の「#1：ソーラーシステムの導入に対する地

域的な支援システム」の項に掲載されている。 
 
コンピュータモデルは次のような可変要素を計算に入れて生成される。 

 
①割引や税額控除などといった金銭的な優遇措置 

太陽熱給湯システムの場合も、太陽光発電システムの場合も、これらの優遇措置の内

容は地域によって大きく異なる。各地で実施されている優遇措置の内容については、次

のような情報源で確認することができる。 
 
・再生可能エネルギーおよびエネルギー効率関連の州レベルでの優遇措置のデータベー

ス (Database of State Incentives for Renewables and Efficiency：DSIRE)5 
DSIRE は、再生可能エネルギーの導入およびエネルギー効率の向上を促進するため

に連邦政府や州、地域、および電気ガスなどの公共事業者が実施している金銭的な優

遇措置に関する総合的な情報サイトであり、定期的に内容が更新されている。 
 
• 各地の電気ガスなどの公共事業者 

太陽エネルギー設備の導入に対して割引や優遇措置を定めている組織については、

www.dsireusa.org で確認するか、あるいは該当する地域の組織に問い合わせる。 
 

                                                 
5 www.dsireusa.org 
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• 各地のグリーンビルディング 6関連組織や太陽エネルギー関連組織 
詳しくは本冊子の「#1：ソーラーシステムの導入に対する地域的な支援システム」の

項を参照。 
 
• 地方自治体および電気ガスなどの公共事業者 

建築許可手続きの迅速化や、グリーンビルディングや太陽エネルギーの導入に対する

優遇措置を受けられる場合がある。 
 

コロラド州など米国の多くの地域では多額の優遇措置が

実施されており、ソーラーシステムをより安価に導入でき

るようになっている。(Namaste Solar Electric/PIX15611) 

 

 
②エネルギー効率ローン(Energy Efficient Mortgages：EEM)7 

現在、米国の 50 州すべてで EEM が導入されている。この制度は、ローン審査の基

準に一ヶ月のエネルギー費の削減を含めることなどにより、太陽エネルギー設備を備え

た住宅の購入を促進するものである。連邦政府によるガイドラインに基づいて、太陽光

発電システムと太陽熱給湯システムの両方がこの制度の対象として認められている。 
 
③電気および天然ガスあるいはプロパンガスの費用。 

現在の電力価格およびガス価格では、住宅ローンを利用してソーラーシステムを設置

した場合、第一回目の支払いから正のキャッシュフローを実現できる場合が少なくない。 
 

                                                 
6 資源を浪費せず環境への悪影響を抑えた持続可能な建築のこと。 
7 米国連邦住宅局(Federal Housing Administration)による債務保証制度のひとつであり、エネルギー効率の

高い住宅を購入する際の住宅ローンの債務保証を行うもの。 
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追加費用  

太陽光発電システム 26,445 ドル

太陽熱給湯システム 7,808 ドル

エネルギー効率 5,848 ドル

合計 40,101 ドル

奨励金 (11,370 ドル)

純費用 28,731 ドル

一ヶ月のローン支払い金額の増加* 191 ドル

節約された経費  

太陽光発電システム 430 ドル

太陽熱給湯システム 172 ドル

エネルギー効率 1,985 ドル

年間合計 2,587 ドル

一ヶ月の節約経費 216 ドル

キャッシュフローへの影響  

終的な月々の収支の増加 +25 ドル

*30 年で償却される金利 7%のローン        （2006 年時点での分析とエネルギー費） 

 
この表は、マサチューセッツ州ハドリーの一家庭の例を示している。この住宅には太

陽光発電システムと太陽熱給湯システムの両方が装備されており、住宅ローンの一回目

の支払いから正のキャッシュフローが実現された。この分析が行われた後、公共料金の

値上がりが続き、利益は増加している。住宅建設前のエネルギー分析では、太陽光発電

システムを装備したこの家庭のエネルギー消費量はビルディングアメリカ・プログラム
8 で標準とされる住宅と比べて 41%減になると予測されていたが、実際には初年度の消

費電力は標準比 66%減となった。この成果の一因は、住宅所有者のエネルギー意識の高

さであった。より詳しい情報は、 終ページの「7. 情報源」の下からダウンロードでき

る「High-Performance Home Technologies: Solar Thermal & Photovoltaic Systems」に掲載さ

れている。 
 

                                                 
8 Building America. 米国エネルギー省(DOE)の実施するプログラムであり、産官パートナーシップにより

2020 年までにエネルギー消費量がゼロの住宅を建設することを目指すもの。 
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我が社と我が社の顧客にはソーラーシステムの導入による経済的利

点があるか？ 
 

 YES・・・ソーラーシステムの導入による経済的利点がある。ソーラーシステムを導入す

る準備はすでに整っている。【「#1：ソーラーシステムの導入に対する地域的

な支援システム」および「#2：設置業者を見つける」の項を読んでから、「4. ソ
ーラー住宅を建設する」へ。】 

 
 NO・・・この地域では太陽エネルギーの導入による充分な経済的利益は期待できない。

ソーラーシステムを導入する動機には、このほかにどのようなものがあるか。

【「3. 経済的利益を超えるもの」へ。】 
 
 
3. 経済的利益を超えるもの－ソーラーシステムを導入するその他の動機 
建設業者にとっての動機 
・早く売れる 
ソーラー住宅は、従来の住宅と比べて、速いものでは 2 倍のスピードで売れる。これま

ででもっとも好調なデータはカリフォルニア州のものであるが、ソーラーシステムを備

えた住宅はその他の地域でも人気があり、この傾向は住宅市場が低迷した状況において

も変わらない。 
 

米国内の特定の地域（特にカリフォルニア州）

では、ソーラー住宅はそれ以外の住宅よりも早

く売れる。(BP Solar/PIX15612) 

 
・高い顧客満足度 
ソーラー住宅の購入者はそれ以外の住宅の購入者よりも満足度が高いということが、こ

れまでの調査により分かっている。さらに、満足度の高い住宅所有者は普通の満足度の

所有者と比べて 2 倍の頻度で、その住宅を建設した業者を周囲に紹介するということも

分かっている。また、周囲の住宅が省エネ住宅である場合であっても、ソーラー設備を

備えた地域で住宅を購入した顧客はより満足度が高いという。 
 
・能率の良い販売プロセス 

住宅にソーラーシステムが標準で装備されていることにより、購入者がより簡単に意志

決定できるようになる。ソーラーシステム（太陽熱給湯と太陽光発電の両方）が標準装
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備となっている住宅の方が、購入する際の憶測や迷いが少なくてすむため、消費者に好

まれるということが調査によりわかっている。 
 
・高い収益性 
住宅建設業者のこれまでの経験から、ソーラーシステムを設置する場合、オプションに

するよりも標準装備にする方が収益性が高いということがわかっている。カリフォルニ

アのある住宅地域では、306 戸あるすべての家に太陽熱給湯システムが設置され、うち

120 戸には太陽光発電システムも完備された。この開発を行った建設業者の経験から、

ソーラーシステムをオプションではなく標準装備にする方が高い収益性を実現できる

ということが分かった。 
 
購入者にとっての動機 
・資産価値の上昇が早い 9 

ソーラー住宅は、従来の住宅よりも資産価値の上昇が早い。カリフォルニア州の Shea 
Homes 社が開発したソーラーシステムの完備された住宅地域では、住宅の価格が 高で

55%以上も上がった。このとき従来の住宅地域における住宅価格の上昇は 45%程度であ

った。 
 
・安定したエネルギー費 
太陽エネルギーを利用して給湯と発電を行うことにより、エネルギー価格が高騰した場

合のリスク管理が可能になる。ソーラーシステムの完備された住宅では、そのソーラー

設備の寿命が来るまでの期間はコストの一部に固定エネルギー価格の部分を含むことに

なる。すなわち燃料が無料（太陽エネルギー）という固定価格である。 
 

Shea Homes 社は、このカリフォルニア州の住宅

地域で太陽光発電システムを標準装備として導入

した。(GE Energy/PIX15614) 

 

 
・光熱費の節約 
 ソーラーシステムの装備された住宅では、光熱費を節約することができる。公共料金を

分析した結果、カリフォルニア州にあるソーラーシステムの完備された住宅地域では、

                                                 
9 米国では日本とは異なり、一般的に中古住宅の価値が下がることは少ない。むしろ年数を経ることで住宅価

格が上がり、売却時に利益が出る場合が多い。 
参照サイト： 

http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/g/68/index1.html 
http://allabout.co.jp/house/longlifehouse/closeup/CU20040414A/ 
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そのほかの地域と比べて光熱費が 14～54%低いということがわかっている。 
 

 

経済的利益を超えるものへの準備は整っているか？ 
 
YES・・・太陽エネルギーを導入する準備はすでに整っている。【「#1：ソーラーシステ

ムの導入に対する地域的な支援システム」の項を読んでから、「4. ソーラー住

宅を建設する」へ。】 
 
NO・・・今のところ太陽エネルギーを導入する段階にはないが、ソーラーシステムに対

応した住宅には興味がある。【「#1：ソーラーシステムの導入に対する地域的

な支援システム」の項を読んでから、「5. ソーラー対応住宅を建設する」へ。】

 
#1：ソーラーシステムの導入に対する地域的な支援システム 
ソーラーシステムについてよく知らない場合に、情報を得たり専門家による支援を受

けたりできる所を見つけるために、太陽エネルギーの推進に務める人々を探すヒントを

以下に示す。 
 

①地域内の太陽エネルギーに関する情報提供やソーラーシステムの市場販売支援など

を行う、グリーンビルディング関連のグループなどを探す。地域によっては、グリ

ーンビルディングに取り組む建設業者と関連企業が協力して、役立つものとそうで

ないものについての情報共有を進めている例もある。 
 

②グリーンビルディング・プログラムに関して、地域の行政や建築管轄部署に問い合

わせる。アメリカ建築家協会(American Institute of Architects：AIA)が 2007 年後半に発

表した調査結果 10 によれば、米国民の 40%近くがグリーンビルディング・プログラ

ムの採用されている都市に住んでいるという。11 
 

③全国的な組織の地方支部を利用する。地方支部を持つ組織には次のようなものがある。

 

                                                 
10 www.aia.org/release_112807_grcities 
11 http://www.aia.org/release_112807_grcities 

「257 戸の住宅は市場に出た 初の年に完売した（計画では 3 年間かけて販売される

ことになっていた）。当初これらの住宅の価格は 379,000～499,000 ドルとされていたが、

実際には 600,000 ドルという価格で販売された住宅もあった。」 
（Clarum Home 社、John Suppes 社長のコメント） 
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• 米国太陽エネルギー学会(American Solar Energy Society：ASES) 
ASES の地方支部 12では、会員および一般聴衆を対象とした教育イベントを頻繁

に開催している。 
 

• 米国太陽エネルギー産業協会(Solar Energy Industries Association：SEIA) 
SEIA の地方支部 13の会員にはソーラーシステムの設置業者やその他の太陽エ

ネルギーの専門家なども含まれている。 
 

• グリーンビルディング・イニシアティブ 14に加盟している全米住宅建設業者協会

(National Association of Home Builders：NAHB)。 
NAHB 地方支部では、それぞれの地域における太陽エネルギー関連の経験的

な知識を得たり、ソーラー関連の専門家と接触できたりする可能性もある。 
 

• 米国グリーンビルディング協会(U.S. Green Building Council)15 
米国グリーンビルディング協会は、地方支部を持っているほか、「エネルギー

と環境デザインのリーダーシップ (Leadership in Energy and Environmental 
Design：LEED™) 」という住宅向けのプログラムを現在実施している。 

 
「ソーラーシステムが設置されたとき、我々は全員そこに立ち、後ろにある電気計器

の回転を見た。ソーラーシステムの導入を検討する建設業者に対するアドバイスは、優

れた設置業者を見つけるべきだということだ。」 
（Bob Ward 社住宅製造部門の Joe Gregory 部長のコメント） 

 
ソーラーシステムを導入する利点についての理

解が建設業者および消費者の間で広まるにつれて、

ソーラー設備はより一般的なものになってきた。 
(Photo courtesy of SunPower/PIX15615) 

 

 
#2：設置業者を見つける 
ソーラーシステムの導入を成功させるためには、信頼できる経験豊かな設置業者の協

力を得ることが も重要である。 

                                                                                                                                                 
12 http://www.ases.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=14 
13 http://www.seia.org/cs/state_issues 
14 www.thegbi.org/residential/ 
15 www.usgbc.org 
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①その地域内の経験豊富な設置業者を選ぶ。グリーンビルディングや太陽エネルギー

関連の地方組織は、定評のある設置業者を見つけるための貴重な情報源となりう

る。また、同じ地域内のほかの建設業者の話を聞いて、そこから浮かび上がった傾

向に基づいて、もっとも専門的かつ信頼性の高い会社を特定することもできる。 
 
②全国的な組織によるソーラーシステムの専門家のデータベースや会員名簿を利用

する。そのようなデータベースや名簿を作成している組織には次のようなものがあ

る。 
 
• 米国太陽エネルギー学会(ASES) 

ASES は米国内における太陽エネルギーの利用を促進することを目的とした全国

規模の非営利組織である。ASES の地方支部に問い合わせて、その地域における

太陽エネルギーの優れた専門家を教えてもらうことができる。  
     
• 太陽エネルギーの専門家の全国的なデータベースである Findsolar.com16 

  Findsolar.com は、ASES、米国太陽エネルギー電力協会 (Solar Electric Power 
Association)、DOE から提供された資金で運営されている。 

 
• 米国太陽エネルギー産業協会(SEIA) 

SEIA は、太陽エネルギー産業の全国的な事業者団体である。SEIA の地方支部に問

い合わせてその地域のソーラーシステムの設置業者を教えてもらうことができる。 
     
③地域のソーラー企業に、北米公認エネルギー実務者委員会(North American Board of 

Certified Energy Practitioners：NABCEP)による認証を受けた設置作業者がいるかど

うかを尋ねる。NABCEP は太陽熱給湯システムと太陽光発電システムの両方に対

して認証を行っており、NABCEP の Web サイト17では、地域ごとに認証取得者を

調べることができる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 
16 www.findsolar.com 
17 www.nabcep.org 

 

ワシントン州オリンピアの Garst 住宅に太陽

光発電システムを設置した Puget Sound 
Solar 社には、NABCEP の認証を受けた設置

作業者がいる。(Sam Garst/PIX15616) 
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④太陽エネルギーの専門家を対象とした認証や教育プログラムについては、コミュニ

ティカレッジ18、グリーンビルディングの組織や業界団体、ソーラーシステムメーカ

ーなどに問い合わせて確認することができる。どのようなトレーニングを受けたか、

あるいはどのような認証をこれまでに受けているかを設置業者に尋ね、Web サイト

www.irecusa.org/courseCatalog.php?action=Search で、各地で実施されているトレーニ

ングプログラムを調べる。 
 
⑤利用を検討しているソーラー企業に関する証明書や、それらの企業が持つ専門的な

資格、所属などを確認する。DOE のソーラーアメリカ・イニシアティブ(Solar America 
Initiative)など太陽エネルギー産業に協力しているプログラムでは、太陽エネルギー

産業と共に、法体系の整備や標準化などの取り組みを積極的に進めている。ソーラ

ー シ ス テ ム の 導 入 を 決 定 し た 場 合 、 感 想 な ど の コ メ ン ト は

solarbuilderfeedback@nrel.gov へ。 
 
 
4. ソーラー住宅を建設する 
ソーラー住宅を建設する場合、標準装備にするかオプションにするかに関わらず、次に

示す簡単な注意事項に従うことでシステムの設置が容易になる。建設業者の多くは標準装

備にする方が高い収益性を実現できるということに気付いている。また、購入者はより楽

に意志決定できるという理由で標準装備にする方を好む。 
 
太陽光発電システムと太陽熱給湯システムに共通の基本事項 
・エネルギー効率の向上を常に 優先に考える。エネルギー効率が向上すれば、光熱費

を抑えつつ生活の質を向上させることが可能となり、 もコスト効果の高い方法で節

約できるようになる。また、必要とされるエネルギー量が少ないほど、設置するソー

ラーシステムも小型でより低価格なもので済むことになる。 
 
・用地の選定や建物の設計を行っている間にソーラーシステムの導入計画もたてる。利

用可能な太陽エネルギーを 大限に活かすことができるように道路や住宅を配置する。 
 
・ソーラーシステムの設置業者や関連下請け業者を互いに紹介する。できれば工事に参

加する下請け業者をすべて集めて打ち合わせを行うのが理想的である。 
 
・ソーラーシステムの設置された屋根に注ぐ日光が遮られないようにする。システムの

設置に 適なのは、南向きで、日射量のピーク時間（大体午前 9 時から午後 3 時頃）

に日射しが遮られることのない場所であるが、 適な方向や傾斜が実現されていない

                                                 
18 地域（コミュニティ）の住民に対して教育の機会を提供することを目的とした公立の 2 年制大学であり、主

に地域住民の税金によって運営されている。 
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場合であってもシステムは充分に機能する。より詳しい情報は、「7. 情報源」の下か

らダウンロードできる「High-Performance Home Technologies: Solar Thermal & 
Photovoltaic Systems」に掲載されている。住宅所有者向けのマニュアルの中に、日

陰解析によるサンチャート19と現場評価の結果も入れておく。 
 
・現状で日陰になる場所、また将来的に日陰になる可能性のある場所を注意深く見極

める。樹木の成長や近所で建物が建設されることによる日陰の増加は、システムの向

きや傾きが 適なものでないという問題よりも遙かに重大な影響をシステムの性能に

与える可能性がある。 
 
・性能、システムサイズ、経済性を明確にするためにプロジェクトをモデル化するか、専門

家に依頼してモデル化してもらう。無料あるいは有料のモデル化ツールや推定ツールに

どのようなものがあるかは www.eere.energy.gov/buildings/tools_directory で確認す

ることができる。 
 
・品質保証検査を実施する。太陽熱給湯システムの場合は特に、検査を受けることにより

不良発生率が大幅に減少する。 
 

南向きが 適ではあるものの、それ以外の角度で設

置されていてもソーラーシステムは適切に機能すると

いうことが、Ohio 住宅の例でわかっている。 
(Sam Garst /PIX15617) 

 

 
・集光器／集熱器を設置する場所にスプレー塗料などで印をつけて、他の作業をする業者

にも分かるようにしておく。屋根通気孔、煙突、通気孔などの日光を遮る障害物は、ソ

ーラー装置の設置場所よりも北に配置する必要がある。 
 
・可能であれば、屋根と塗装の工事が終了してから集光器／集熱器を設置する。それが不

可能である場合には、塗料がかからないようにこれらの装置をビニールシートで保護し、

後でそのシートを外す担当者をきちんと決めておくこと。 
 
・ソーラー設備はルーフデッキに沿って設置する。注意深く設計・設置することにより、

景観への影響と風による負荷の両方を減らすことができる。 
・できるだけパッケージ製品を選択する。これらの製品を利用することで経済的な利点が

                                                 
19 ある場所に対する太陽の方向や高さの変化を季節ごと、時刻ごとに図に示したもの。 
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あるほか、部品が前もって製造されているという点も便利である。「プラグアンドプレ

イ20」な接続部品を提供することで、システムの設置の加速化と耐久性の向上を実現し

ているメーカーもある。 
 

SunPower 社の SunTile®は屋根と一体化できるタイ

プのソーラータイルであり、フラット屋根およびソー

ラータイル屋根に対応している。 
(Photo courtesy of SunPower/PIX15615) 

 

 
太陽光発電システムを導入する場合 
ソーラー資源の地域差や利用可能な屋根面積の広さ、またその地域の企業が提供してい

る製品の種類などに対応して、今日、太陽光発電技術にはさまざまな選択肢がある。 
 
 たとえば建物一体型の太陽光発電(Building-integrated Photovoltaic：BIPV)システムは、

建築材の役目も果たす。BIPV 製品は、建築材（通常は屋根）として機能しつつ発電もす

ることから、便利で経済的なものだといえる。 
 
太陽熱給湯システムを建設する場合 
太陽熱給湯システムは、米国内の殆どの地域で利用可能な、家庭の給湯を賄うことので

きるコスト効率のよい技術である。このシステムは通常、ガス式の給湯システムよりも電

気式の給湯システムを備えた住宅に適している。欠陥品として回収されたりすることを避

け、太陽エネルギーを利用した経済的で故障のない給湯システムをいつまでも顧客に提供

できるようにするためのヒントを次に示す。 
 
・Solar Rating and Certification Corporation (SRCC)21による認証を受けた製品を設置

する。SRCC は太陽エネルギーを利用した給湯用および温水プール用の集熱器と集熱

システムに対して証明書を発行している独立組織である。また、州によっては固有の

認証を受けることが必要とされる場合もある（例えばフロリダ州など）。 
 
・その地域の気候に適した、もっとも単純なシステムを設置すること。米国内の殆どの

地域で、太陽熱給湯システムには凍結予防の機能を備える必要がある。 
 
 
 
                                                 
20 つなぐだけで（ネットワーク設定などを何もせずに）実行できるという意味で元来は IT 用語。 
21 www.solar-rating.org 
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5.ソーラー対応住宅を建設する 
住宅を建てるときに 初からソーラー対応住宅にしておけば、購入者がソーラーシステ

ムを導入する決心をしたときに、素早く簡単にシステムを設置することができるため、喜

ばれる。また、エネルギー価格の上昇や、さまざまなエネルギー技術が環境や気候に与え

る影響に対する消費者の意識の高まりが進むにつれて、ソーラー対応住宅はより販売が容

易になる。つまり住宅をソーラー対応にするということは、顧客に対してより投資価値の

高い住宅を提供できる可能性が高くなるということだ。 
 

・「4. ソーラー住宅を建設する」の「太陽光発電システムと太陽熱給湯システムに共通の

基本的事項」の内容を再度確認する。 
・住宅の建設工程の中でソーラー設備も設置すると仮定し、その住宅の設計・計画を行う。 
・地域の太陽エネルギーの専門家に依頼し、コンサルタントとして助力を仰ぐという選択

肢を検討する。 
・集光／集熱器あるいは集光／集熱アレイを設置するために、日射しが遮られない場所を

屋根の上に残しておく。 
・予め各業者と相談し、通気孔や煙突などによって日陰ができないようにする。 
・配線や配管はすべて、末端部にはっきりわかるように印をつけておく。 
・構造補強を施した場所にはっきりわかるように印をつけておく。 
・距離の離れた場所に取付具や台を設置する必要がある場合には、 終的に屋根材を設置

する前にそれらを設置して雨押さえ22が正しく機能することを確認しておく。 
・住宅所有者用のマニュアルの中に、将来ソーラーシステムを導入する際に各設備（集光

／集熱器あるいは集光／集熱アレイ、タンク、インバータ、スイッチなど）を設置する

場所として想定されている場所を記載しておく。 
 
太陽光発電システム対応住宅を建設する場合 
・主配電盤の近くにインバータと断路器の設置場所を設けておく。 
・主配電盤の中に入力側ブレーカーを操作するための場所を残しておく。 
・屋根から主配電盤の近くまで予備配線あるいは空の金属管を設置しておく。 
・インバータの設置場所から主配電盤まで導管を配置しておく。 

 
住宅がはじめからソーラーシステムに対応するよう

に建設されている場合、ソーラー設備を後から設置する

のがより容易であり、住宅への影響も少なくてすむ。 
(Namaste Solar Electric/PIX15620) 

 
 

                                                 
22 外壁と開口部の上枠や、屋根と壁の立ち上がりの取合などに取り付ける、雨水の浸入を防ぐ板のこと。 
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・ブレーカーボックス内に 30 アンペアの二極回路ブレーカー（太陽光発電による給電用）

を設置するための場所を残しておく。 
・住宅の機械室内の壁面にインバータを設置するための場所を作っておく。 
・集光アレイとインバータの距離（配線距離）をできるだけ短くしておく。 
・太陽光発電システムの導入に備えて電気断路器を設置しておく。 
・配線の記録と主配電盤内の図の写しを保管しておく。 
・主配電盤の扉にその住宅が太陽光発電システム対応住宅であることを掲示しておく。 
・システム回路図、メーカーによる資料、設置業者の連絡先、およびその他の関連資料を

すべて住宅所有者用のマニュアルの中に入れておく。 
 
太陽熱給湯システム対応住宅を建設する場合 
・冷水と温水の両方で利用するために、屋根と温水タンクの間に 3/4 インチ23の銅管を設

置しておく。 
・銅管に蓋（ふた）をして屋根の上から繋がるように設置しておく。 
・銅管の下側末端は太陽熱システムが設置されるまでそのまま終端にしておく。 
・銅管に絶縁処理を施しておく。 
・必要に応じて銅管と並行にセンサー線を設置しておく。 
・今後設置されるポンプのために必要であれば電気ケーブルを設置しておく。 
・温水ヒーターの側に温水タンク、バルブ、ポンプ、熱交換器、補助タンク、およびその

他の必要な機器を設置するための場所を作っておく。 
・システム回路図、メーカーによる資料、設置業者の連絡先、およびその他の関連資料を

すべて住宅所有者用のマニュアルの中に入れておく。 
 

SunCache のような新しい低価格の太陽熱給水

器が市場に登場している。SunCache は、Davis 
Energyグループが SunEarth社と協力して、National 
Renewable Energy Laboratory (NREL)による多大な

支 援 を 受 け て 開 発 し た 製 品 で あ る 。 (Eric 

Lee/PIX15621) 

 
 
6. ソーラー住宅あるいはソーラー対応住宅の建設を決めたら、次に考えること 
ソーラー住宅／ソーラー対応住宅の販売 
ソーラー住宅あるいはソーラー対応住宅を建設することを決めたら、次に、ソーラーシ

ステムに関するより細かい点に関して社員（特に営業スタッフ）を教育する必要がある。

この手引きを出発点として利用し、より詳しい情報については 終ページの「7. 情報源」

                                                 
23 1 インチ=25.4mm. 給湯、給水のための建築用銅管の場合、3/4 インチは通常 22.23mm。 
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の下からダウンロードできる「High-Performance Home Technologies: Solar Thermal & 
Photovoltaic Systems」を参照のこと。 
 
次に示す戦略はソーラー建設業者にとって有用な営業テクニックである。 

 
・社内の営業部員と顧客の両方に対して、現場検証、モデルハウスなどを教育や営業のた

めのツールとして利用する。また、ブラウザで利用できるソーラーシステムのサンプル

をお試し用に提供する。さらに、その地域でネットメータリング(net metering)24が利用

可能である場合には、後部にある電気計器の回転を見せることで人々をより喜ばせるこ

とができる。 
 
・資料を配布する。太陽エネルギー導入による恩恵に関する記事（特に自社や自社の経営

者について掲載されているもの）の引用は強力な営業ツールとなる。 
 
・広告を出す。広告による宣伝についての情報は energystar.gov に掲載されている。エネ

ルギー効率の高さとソーラーシステムの特性を強調し、ライバル社と差をつける。 
 

カリフォルニア州にあるこの地域では、目立たない太

陽熱発電システムによってひっそりとクリーンなエネ

ルギーが作られている。(Clarum Homes/PIX15623) 

 
・Web サイトを活用する。エネルギー効率の向上とソーラー技術に対する自社の貢献につ

いて Web サイトに掲載し、潜在的な顧客の理解を深めるように務める。 
 
・プレスリリースを発信する、マスメディア（出版、ラジオ、テレビ）による専門家イン

タビューなどを通してサービス内容を示す、メディア関係者を一般公開日などのイベン

トや催し物に招待するなど、無料の宣伝方法を利用する。記事の中で紹介される方が、

広告による宣伝よりも遙かに大きな宣伝効果がある。 
 
・エネルギー効率を保証する。一定の金額を限度額として定め、顧客の光熱費が限度額よ

りも低く維持されることを保証している建設業者もある。www.eflhome.com にはこの

ような例が紹介されている。 
 

                                                 
24 太陽光を使って発電された電気を家庭が電気を買うのと同じ金額で電力会社が買ってくれる仕組み。買った

電気と売った電気の差し引きで電気料金が計算される。 
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・グリーンビルディングや太陽エネルギー関連の組織に加盟していることを宣伝する。そ

のような組織に加盟しているということにより、顧客の信頼度が増す。 
 
 
7. 情報源 
Building America Best Practices Series 第 6 巻「High-Performance Home Technologies: 
Solar Thermal & Photovoltaic Systems」の無料ダウンロード 

www.eere.energy.gov/buildings/building_america/pdfs/41085.pdf 
 
この文書に関する感想やソーラーシステムに関する経験などのコメントの送付先 

solarbuilderfeedback@nrel.gov 
 
Database of solar and energy efficiency incentives               www.dsireusa.org 
Study of green building programs            www.aia.org/release_112807_grcities 
American Solar Energy Society                                    www.ases.org 
Solar Energy Industries Association                                www.seia.org 
Findsolar.com                                               www.findsolar.com 
The Green Building Initiative                                   www.thegbi.org 
U.S. Green Building Council                                     www.usgbc.org 
North American Board of Certified Energy Practitioners          www.nabcep.org 
ソーラー教育プログラムの一覧  www.irecusa.org/courseCatalog.php?action=Search 
エネルギーモデルとソフトウェアの一覧 

www.eere.energy.gov/buildings/tools_directory 
Solar Rating and Certification Corporation                  www.solar-rating.org 
エネルギー効率の保証プログラム                               www.eflhome.com 
 

翻訳：桑原 未知子 
 
出典：A homebuilder's  Going Solar 

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/corporate/43076.pdf 
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【再生可能エネルギー特集】研究開発ステップ       
 

国立再生可能エネルギー研究所(NREL1)の役割（米国） 
－2007 年研究レビューより－ 

 
米国の国立再生可能エネルギー研究所は 2008 年 8 月に「2007 年研究レビュー(the 2007 

Research Review)を発表した。本稿ではその中から Dan Arvizu 所長の挨拶と、「研究上の

発見を商業化する 5 つのステップ」を紹介する。 
 
アメリカのエネルギー企業は変革が必要（Dan Arvizu 所長挨拶） 
 
今日では、私たちは皆さまざまな統計に慣れまし

た。たとえばエネルギー需要は 2030 年までに、世

界的には 50％以上増加、途上国では倍増すると考え

られています。 
 

エネルギー需要の急速な伸び、将来の供給に関す

る不確定要因、不安定な地域の石油に対する依存度

の上昇、その結果としての化石燃料価格の高騰－こ

れらは全て、私たちの経済とエネルギー安全保障に

とっての恐るべき問題となっています。同時に、地

球の大気中の二酸化炭素の濃度上昇は、私たちの環

境にとっての脅威になっています。 
 
 エネルギーの生産、消費方法ついて抜本的な変革を行わない限り、これらの問題が私た

ちの生活、ライフスタイル、ひいては地球を脅威にさらすことになります。 
 
 私は、変革は漸進的なものではだめだと思います。現在のエネルギーシステムを地球規

模で変革しなければなりません。そして、その変革を達成するために、アメリカは次世代

のエネルギー技術を、現在よりもっと速いスピードで市場に導入することに焦点を当てな

ければなりません。 
 
 国立再生可能エネルギー研究所(NREL)では、この動きの速いアプローチを急速な商業

化と呼んでいます。今日ビジネスチャンスをもたらすと期待される多数の有望な技術は、

何十年も前から研究されてきたものです。問題は、残りの障壁を取り除くことにより、こ

れらの技術をより速く市場に導入することです。 

                                                 
1 National Renewable Energy Laboratory。米国エネルギー省(Department of Energy: DOE)傘下

の国立研究所の 1 つ。主要な研究施設の所在地はコロラド州ゴールデン。 

 

Dan Arvizu 国立再生可能エネル
ギー研究所所長 
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 同時に、今日の技術が広範囲に、かつ重大なインパクトを与えるためのインフラを整備

しなければなりません。私たちはこれを大規模展開と呼んでいます。つまり、先進的なエ

ネルギー技術が急速に、簡単に普及するのを妨げている構造的な障害を特定し、取り除く

ということです。 
 

私たちは、この 2 つの命題（変革および構造的障壁の除去）を、積極的に技術革新を推

進する一方で商業化と市場拡大努力を加速することにより、解決することができます。技

術革新、商業化、大規模展開の 3 つはすべて、世界のエネルギーシステムを変革するのに

必要なものなのです。 
 

NREL では、エネルギー市場を研究し、市場の要求にかなう革新的技術を開発していま

す。私たちは、 大の商業的価値を発揮できるよう知的財産を管理し、私たちの技術の商

業化を支援してくれる企業と緊密に連携しています。私たちは、クリーンエネルギーとい

う選択肢だけでなく、先進技術を日々の生活に取り入れるのに役立つツールも消費者に提

供することを目指しています。 
 

NREL の研究は、堅実な技術的発展という形で新たな解決方法への道筋を提供します。

再生可能エネルギー産業をよりコスト競争力のあるものにし、その市場を拡大、前進させ

る新たなコンセプトとシステムはすでに現れています。 
 
 私たちは、有望であるがまだ証明されていない、今後何年もの研究を要するかもしれな

い技術から、実証済みの新技術が早急に市場に受け入れられるために必要なコスト削減に

よる改善といった比較的近未来の技術まで、幅広く扱っています。 
 
 も時宜を得たコンセプトが市場化へ向かっているので、私たちは先進的なエネルギー

システムを改善し、それを既存のインフラに統合するための方法を見つける努力を今後も

継続します。つまり、技術というパイプラインに研究という燃料を流し込むことによって、

エネルギー問題を解決するための 善策を産業や社会に提供しているのです。 
 
 この仕事はとても困難なものですが、私たちのエネルギーの未来にとって極めて重要な

のです。私たちは常に、「持続可能なエネルギー経済に向けての第一歩を踏み出すことで、

私たちの行くべき所へどうすれば確実にたどり着けるだろうか」と問いかけています。私

が思うに、その答えは、積極的な技術革新、急速な商業化、大規模展開に同時に取り組む

というバランスのとれた努力によって見つけられるはずです。我が国のクリーンエネルギ

ー研究開発の中心である国立研究所の所長として、私たちは目標を達成できるし、必ずや

達成すると信じています。 
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研究上の発見を商業化する 5 つのステップ 
 
 
 
 
 
 
 「商業化」の意味するところは単純である。すなわち、新たな技術、製品あるいはプロ

セスを、その概念的段階から市場へ移すことである。国立再生可能エネルギー研究所

(NREL)のような研究所では、「概念的段階」は通常研究上の発見を意味するが、それでも

終的な目標は商業製品の開発にある。我々の進歩は、数々の出版された技術レポート、

獲得したパテント、ライセンスされた技術に蓄積されているが、これらが商業化へのプロ

セスの節目にすぎないことを認識している。 
 
 しかし、商業化への道のりは極めて複雑である。我々は、技術革新を商業化するための

一般論としての道筋は知っているが、いかなる製品であっても直線的な道のりを辿ること

はほとんどないことも承知している。ほとんどの企業は、問題解決の際に直面した課題に

ついて語るべき話がたくさんあるであろう。恐らくそれは、多大な努力の末に得られた単

純なステップについてであったり、全く先の見えないもどかしい挫折感についてだったり

する。我々は、こうした経験を通して挫折に対処する方法を学んできた。というのも、挫

折や失敗がしばしばより良い製品につながることがあるからである。障害物の中から新た

な道を切り拓くのも、商業化努力の一環といえる。 
 
 困難にぶつかる可能性があるとしても、ほとんどの技術が辿る商業化へのプロセスを大

ざっぱに歩むことは可能である。一般的には、商業化へのプロセスは 5 つの主要なステッ

プから成り立っている。すなわち、技術革新、技術開発、製品開発、商業的実証、および

大規模商業展開である。 
 
 この 5 つのステップについて、技術革新の段階から詳しくみてみよう。NREL では、技

術革新はしばしば我々の第一義的な任務である研究から生まれる。技術革新は、どのよう

に商業化にまでこぎ着けるかはっきりしないが商業製品への可能性を秘めた科学的発見の

場合もあれば、単に商業的な可能性のある優良な新アイデアの場合もある。また、何年も

の苦難に満ちた研究の結果得られた技術革新もあれば、一瞬のひらめきによるものもある。 
 
 技術開発は時に も困難の多い段階であるといえる。というのも、この段階は発見ある

いはアイデアを実世界で機能させる方法を探すことと関連するからである。しかし、これ

は NREL の科学者やエンジニアが本領を発揮するもう一つの分野でもある。再生可能エネ

ルギーおよびエネルギー効率分野における我が国の応用研究開発機関として、技術開発は

技術革新     技術開発     製品開発     商業的実証   大規模展開 
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我々の強みであり、エネルギー省に対する我々の中心的な任務でもある。その結果 30 年

以上にわたって、我々は素材と知識から始め、太陽電池、風力タービン設計、バイオ燃料、

および他の一連のエネルギー技術を創り出してきた。 
 
 しかし、新技術から商業製品を開発することは我々の役割ではないため、ここで産業界

のパートナーが登場する。パートナーたちは、成功を収める製品を作るのに必要な事業上

あるいは製造上の経験を教示し、我々が次の段階、すなわち商業的実証に進む手助けをし

てくれる。一方我々は、必要に応じて我々の持つ技術的専門知識を提供するとともに、プ

ロトタイプを分析・試験してその性能を評価し、改善すべき分野を示唆する客観的な専門

家としての役割を果たす。更に我々は、パートナーの製品を今日のエネルギーインフラに

統合するのを支援する。 
 
 実証が成功すれば、 後のステップは商業化、大規模商業展開という至高の目標が待っ

ている。これこそ、我々が追い求めてきたものである。我々は単にニッチ（隙間）製品を

作るのではなく、世界におけるエネルギーの生産・使用方法を実質的に変えるのである。

NREL には、プロジェクト開発企業に対するアドバイザーとして実業界での経験を持つ多

数の技術者がいるため、この分野も NREL の得意分野といえる。高性能建築物に関する

我々の業績はその良い例である。我々は、建物のエネルギー使用をネットベースでほぼゼ

ロに低下させる新規のアイデア、方法および技術を設計士や建設業者に伝える。もし我々

が成功すれば、これらの設計士や建設業者は、彼らが今後関わる新築の建物に経験を活か

していけるのである。 
 

翻訳：吉野 晴美 
 
出典： 
①Director's Perspective: Transforming Our Energy Enterprise 
（http://www.nrel.gov/research_review/2007/directors_perspective.html） 
②From Research Discoveries to Market: Five Steps to Commercialization 
（http://www.nrel.gov/research_review/2007/research_market.html） 
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【再生可能エネルギー特集】 太陽電池   
 

「量子ドット」は高効率太陽電池の切り札か（米国） 

 
 国立再生可能エネルギー研究所(NREL)は、シリコン

の「ナノスケール」粒子、すなわちナノメーター（10 億

分の 1 メーター）の粒子に対して、期待を新たにした。

材料の極微少規模の点は「量子ドット」と呼ばれる。な

ぜなら、量子力学的挙動の結果として想定外の特性を示

すのに十分な大きさだからである。たとえば、同じ太陽

光電池材料から作られた量子ドットでも、その大きさに

より、光の異なる波長を捉えることができる。このユニ

ークな特性ゆえに、多くの研究者が量子ドット太陽電池

を開発しようと努力してきた。 
 
 しかしそれは、一筋縄ではいかない。通常の太陽光電

池材料は太陽光の光子 1 つを捉えるとマイナスに電荷さ

れた電子 1 つを生成し、材料中にプラスに電荷された「ホ

ール（正孔）」を残す。太陽電池の電界下で、2 つの電荷

運搬体はセル端子に移動して、電流を発生させる。しか

し量子ドットは、プラスのホールに緩く結合した電子か

ら成る「エキシトン（励起子）」を生み出す。量子ドット

を持つ太陽電池は、エキシトンを電子とホールに分離し、

両者が再結合しないようにセル端子に移動させなければ

ならない。 
 
 長所としては、研究者たちは、ある種の材料の量子ドットが光子 1 つに付き 1 つ以上の

エキシトンを生成できることを見いだした。この知見は、もしある問題がなければ、太陽

電池にとって有望である。その問題とは、こうした量子ドットは通常太陽電池には使用し

ない材料でできるということである。 
 
 しかし、2007 年 7 月に NREL の研究者が、シリコンでできた量子ドットにマルチエキ

シトン効果があることを発見したとき、全てが変わった。というのも、シリコンは、今日

ほとんどの太陽電池に使用されている材料だからである。2007年 8月 8日のNano Letters
に発表されたこの知見は、同じ量の太陽光からより多くの電流を生み出す太陽電池（の実

用化）に向かって進んでいることを示唆している。 
 

NREL のチームは、シリコン量子ドットを紫の可視光線から紫外線までの波長の太 

 

 
 
Art Nozik 氏は NREL の量子ド

ット太陽電池研究を率いている。

近、全米科学振興協会の会員に

任命された。 
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陽光に暴露することに

より、その効果を発見

した。その研究は、

NREL の会員である

Arthur Nozik 氏 の

1997 年の予測が有効

であることを確認した。

この発見の有望性にも

関わらず、Nozik 氏は

その実用的な応用には

慎重であった。 
 
 「これは非常に重要

な科学的進歩です。し

かし、この発見が有用

で技術的に重要な太陽

電池に応用されるため

には、エキシトンを分

離し、その結果できる

自由電子とホールを高

効率に集めなければなりません。」と Nozik 氏は言う。 
 
 換言すれば、太陽光から効果的にエキシトンを生成する材料を見つけることと、これら

のエキシトンから電流を発生させる装置を構築することは全く別なのである。NREL や他

の研究所は、成功した場合の利益が多大であることを認識してこの問題に取り組んでいる。

Nozik 氏および NREL の科学者 Mark Hanna 氏の計算によれば、そうした量子ドット太

陽電池の 大の理論変換効率は、通常の太陽光の下では約 44％、500 倍集光時は約 68％
になるとのことである。今日の通常型太陽電池の理論変換効率は、同じ条件でそれぞれ

33％、40％であるので、これは朗報なのである。 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常の太陽電池は太陽エネルギーの光子 1つが電子 1つを発生させ
るが、量子ドット太陽光電池は 1つ以上の「エキシトン」を生成する
可能性がある。また、量子ドットの大きさを変えることによって、異
なる波長に「同調」して太陽エネルギーの捕捉効率を劇的に向上させ
る可能性がある。 

技術革新     技術開発     製品開発     商業的実証   大規模展開 

この技術は研究開発プロセス中の技術革新段階のものである。 
詳細については、本号特集記事「国立再生可能エネルギー研究所(NREL)の役割（米国）」中の

研究上の発見を商業化する 5 つのステップを参照のこと。 

研究開発プロセス 

第 1 
e-エネ 
ルギー 
レベル 
 
第 1 
h+エネ 
ルギー 
レベル

1 つの光子が 
e－-h+のペアを

3 つ生成する 
 
マルチエキシ 
トンの生成 

量子ドット(QD)            QD エネルギーレベル 
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翻訳：吉野 晴美 
 
出典：Are Silicon "Quantum Dots" a Key to High-Efficiency Solar Cells? 

（http://www.nrel.gov/research_review/2007/innovation_quantum.html） 
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【再生可能エネルギー特集】有機太陽電池   

 

有機太陽電池の特効薬（米国） 

 
 数百年前、ステンドグラスメーカーは、溶融ガラスに極小の金属の飛沫を混ぜることに

より明るい色を作る技術を生み出した。今日、国立再生可能エネルギー研究所(NREL)の
科学者たちは、有機太陽電池の効率を向上させるために同様のコンセプトを利用している。 
 
 多くの場合、有機太陽電池はプラスチックでできているため、シリコンなどできた太陽

電池より、さらに簡易に、より安価に製造できる可能性がある。有機太陽電池はより低価

格の材料で製造されうるもので、その製造プロセスは処理量の大きいものに適しており、

高温あるいは高真空条件を必要としない。 
 
 この可能性を探究するために、Jao van de Lagemaat 氏と NREL およびコロラド大学

ボールダー校の同僚たちは、ポリマー－フラーレン電池と呼ばれる有機太陽電池を研究し

ている。この電池のアクティブレイヤーはプラスチックとフラーレン分子の混合物で構成

されている。フラーレン分子とは、60 の炭素原子がサッカーボール状に並んだ分子である。 
 
 2 つの材料（プラスチ

ックとフラーレン分子）

は、アクティブレイヤー

内に相互浸透を形成し、

青い光がアクティブレイ

ヤーに吸収されると、

「エキシトン（励起子）」

を生成する。エキシトン

というのは、新たに自由

になった電子と、電子が

自由になったときに材料

に残されたプラス電荷の

「ホール（正孔）」が緩く

結合したものである。エ

キシトンが 2 つの材料の

境界付近に拡散するに従

い、自由電子とホールは

離れる。そして、電子は

フラーレンを通って裏面

 
ガラス 

受光面電極 

伝導性ポリマー

 
アクティブ 
レイヤー 
（ヘテロ接合）

 
裏面電極 

銀薄膜 

表面プラズモンは、光によって刺激されると一斉に銀ドットの
表面を動く自由電子である。プラズモンは、その下にあるアク
ティブレイヤーに伝わった電磁エネルギーを大いに強める。電
子顕微鏡写真は、受光面の下部に分散した明るい銀ドットを示
している。 
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電極(back contact)へ、ホールはプラスチックを通って受光面電極(front contact)へ移動す

る。その結果が電流の発生である。 
 
 しかし、このタイプの太陽電池が高変換効率を達成するには大きな障害がある。すなわ

ち、アクティブレイヤーは、太陽スペクトル中の低エネルギー部分である赤や赤外線を吸

収しないということである。その問題を解決したのが、van de Lagemaat 氏と彼の同僚た

ちである。その解決策とは、ナノメーター(10 億分の 1 メーター)の厚さの銀の層を太陽電

池に追加することであった。 
 
 「私たちは、非連続の銀粒子でできたナノスケールの層を使用しています。これにより、

表面プラズモン共鳴と呼ばれる現象が引き起こされ、電池の性能が向上します。表面プラ

ズモンは、光によって刺激されると、一斉に銀の層の表面上を動く自由電子です。これら

のプラズモンは、その下にあるアクティブレイヤーに伝わった電磁エネルギーを大いに強

めます。その結果、電流の発生が促進され、電池の変換効率を向上させるのです。」と van 
de Lagemaat 氏は言う。 
 
 チームは、有機太陽電池内にナノスケールの銀の層を取り付けたことにより、長い波長

で電流の出力を増加させたことを実証した。1 ナノメーターの銀の層を使用した実験で、

太陽電池の太陽エネルギー変換率は 1.7 倍向上した。銀の層を微調整すれば、さらに高効

率な太陽電池になると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

翻訳：吉野 晴美 
 

出典：A Silver Bullet for Organic Solar Cells 
（http://www.nrel.gov/research_review/2007/technology_solar.html） 

 
 

技術革新     技術開発     製品開発     商業的実証    大規模展開 

この技術は研究開発プロセス中の技術開発段階のものである。 
詳細については、本号特集記事「国立再生可能エネルギー研究所(NREL)の役割（米国）」中
の研究上の発見を商業化する 5 つのステップを参照のこと。 

研究開発プロセス 
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【再生可能エネルギー特集】 太陽熱発電 熱エネルギー貯蔵    
 

太陽熱貯蔵プロジェクトに DOE が助成（米国） 
 
 米国エネルギー省（DOE）は 2008 年 9 月、集光型太陽熱発電（concentrating solar 
power：CSP）1のための先進的熱伝導流体及び新規蓄熱コンセプトに関する資金提供公募

(Funding Opportunity Announcement：FOA)に基づく助成対象プロジェクトの選考結果

を発表した。 大 6,760 万ドルの資金提供を受ける新規の 15 プロジェクトは、集光型太

陽熱発電のより低コストなエネルギー蓄積技術（方法）の開発を促進する。これらのプロ

ジェクトは、2015 年までに太陽エネルギーを従来型電力と同程度にコスト競争力のあるも

のにするという、ブッシュ大統領のソーラーアメリカイニシアティブ(Solar America 
Initiative)を支えるものである。 
 
太陽エネルギーのような代替的でクリーンなエネルギー技術の使用拡大は、アメリカの

エネルギー源を多様化して、温室効果ガス排出と海外の石油への依存度を減らすのに決定

的に重要である。ブッシュ大統領の先進的エネルギーイニシアティブ(Advanced Energy 
Initiative)の推進機関として、DOE はクリーンな太陽エネルギー技術の広範な商業化と導

入の促進によりエネルギー源を多様化すると約束している。革新的な技術の開発は、アメ

リカに経済面、環境面、および安全保障面での長期的利益をもたらす一助となる。 
  
 「自然に豊富にある太陽エネルギーを有効利用し、より費用効果的にエネルギーに転換

することは、温室効果ガス排出を削減し、電力費用を安定させるのに大いに役立つ可能性

があります。これらのプロジェクトは、太陽熱技術の革新を促進するだけでなく、2015
年までにクリーンで再生可能な太陽エネルギー発電を商業化するという大統領の目標を達

成するのに役立ちます。」と DOE のエネルギー効率再生可能エネルギー局(EERE)の John 
Mizroch 次官補代理はこう述べた。 
 

CSP システムは、太陽エネルギーを集中し吸収することにより発生させた熱を発電に利

用する。蓄熱が可能な CSP 発電所は、間欠的な太陽光という条件下でも持続的に運転で

                                                 
1 集光型太陽熱発電（CSP）システムには、集中方式（中央タワー）、分散方式（パラボリック・ト

ラフ）、ディッシュ／スターリング方式の 3 種類がある。ディッシュ／スターリング方式のシス
テムは出力領域が 5～50kWe であり、分散型発電、特に発展途上国において単独で利用する場合
などに適している。中央タワー方式とパラボリック・トラフ方式のシステムでは、数百 MW 領
域の出力が期待でき、従来の発電技術と組み合わせて、化石燃料を利用した発電設備とハイブリ
ッド化することも可能である。タワー方式では 近、太陽熱を直接利用した水素製造などの熱化
学プロセスの研究も行われている。（引用：「欧州におけるエネルギー研究の現状と展望－集光型
太陽熱利用－」NEDO 海外レポート 995 号、2007 年 2 月 21 日、pp.31～32 

（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/995/995-04.pdf）） 
参照：「米国エネルギー省は集光型太陽熱エネルギーに 500 万ドル投資」、NEDO 海外レポート
1013 号、2007 年 12 月 12 日 

（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1013/1013-17.pdf）） 
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き、太陽がでていない間も発電することができる。蓄熱できれば、CSP 発電所は需要に応

じて発電することが可能になる。これにより、電力に対する需要が も高いときにはいつ

でも（日中であれ、夜間であれ）、家庭やオフィスに太陽エネルギーを供給することができ

るようになるのである。さらに、蓄熱により CSP 発電所での発電にかかる平均的な費用

を削減することも可能になる。 
  
 選定されたプロジェクトは、今日の蓄熱のない状態での CSP 発電にかかる費用 13~16
セント/kWh を、2015 年までに 6 時間の蓄熱で 8~11 セント/kWh に、さらには 2020 年ま

でに 12～17 時間の蓄熱で 7 セント/kWh 以下に削減するという DOE の目標を推進するこ

とが期待されている。 
 

提案は以下のカテゴリーから選ばれた。 
 
・先進的熱伝導流体の研究開発(R&D) 
・熱エネルギー貯蔵の研究開発(R&D)、および 
・熱エネルギー貯蔵の近い将来での実証 
・DOE は 7 企業と 6 大学を助成対象に選定した。DOE は、毎年の政府歳出予算が承認

されることを条件に、今後 4 年で総額にして 大 3,500 万ドルを提供する。これは費

用分担型で、選定されたプロジェクトへの官民合計投資額は 大約 6,760 万ドルにな

る。 
 
先進的熱伝導流体の研究開発 
・ Symyx（カリフォルニア州サニーベール）：先進的熱伝導流体として適した共晶 2塩形

成する高度な処方（ 大 230 万ドル） 
Symyx は、ハイスループットスクリーニングを用いたコンビナトリアルアプローチ

3を利用して、熱伝導流体を特定する計画である。このプロジェクトの目的は、80℃
～500℃の間で顕著に熱容量が増加する機能を持つ共晶塩を探索することである。 

 
 
熱エネルギー貯蔵の研究開発 
・Abengoa（コロラド州レイクウッド）：中央集光器のための先進的熱エネルギー貯蔵お

よび超臨界冷却剤（ 大 190 万ドル） 

                                                 
2 溶液から同時に結晶として析出する 2 種類以上の結晶の混合物。 
3 ハイスループットスクリーニングとは、自動化装置・ロボットなどを利用して迅速な物性評価を

行う方法で、試料ライブラリの設計、合成、評価、情報処理等の段階から成るシステムである。
コンビナトリアルアプローチは、組み合わせを利用して、多種多様な化合物を合成したり、触媒
を探索・ 適化するのに有効である。多くの場合、コンビナトリアルアプローチにより合成され
た多数の化合物の中から、ハイスループットスクリーニングで 適な化合物を迅速に選択する、
という手法がとられる。 
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Abengoa は、タワー方式プラント中の超臨界熱伝導流体が、セラミック温度躍層貯

蔵と組み合わせることで、ベースラインである硝酸塩コンセプトと比べて平均エネル

ギー費用を削減するのにつながるかどうかを判断する。 
・Acciona（ネバダ州ヘンダーソン）：顕熱(sensible heat)4、直接、二重媒体熱エネルギー

貯蔵モジュール（ 大 69 万ドル） 
Acciona は、固体貯蔵媒体を介して熱伝導流体がこの中を流れる顕熱貯蔵モジュール

の設計、認証をプロトタイプのレベルで行う計画である。 
・ニューヨーク市立大学（ニューヨーク州ニューヨーク）：高温で運転可能な、集光型太

陽熱発電所向け新貯蔵方法（ 大 190 万ドル） 
ニューヨーク市立大学は、二酸化炭素を熱伝導流体として用い、固体セラミックを蓄

熱に利用する新貯蔵方法を開発する計画である。このコンセプトを利用することによ

り、より高温での運転が可能になり、ひいてはシステムのコスト削減につながる。 
・General Atomics（カリフォルニア州サンディエゴ）：集光型太陽熱発電のための熱化学

的蓄熱（ 大 240 万ドル） 
General Atomics は、熱化学サイクルの蓄熱への利用を研究する予定である。選定さ

れたシステムは、試験的な実現可能性調査が行われる。 
・Infina Corporation（ワシントン州ケネウィック）：ディッシュ式太陽熱発電 5のための

メンテナンスフリー相変化熱エネルギー貯蔵の革新的応用（ 大 940 万ドル） 
Infina 社は、熱エネルギー貯蔵モジュールをスターリングエンジン 6に組み込むこと

の実用性を実証する計画である。このモジュールは、一時的に曇ってもシステムを運

転でき、日没後 4～6 時間電力を提供できるようにするものである。同社は、40～50
のスターリングエンジンシステムに関するコンセプトを、DOE のサンディア国立研

究所で実証する予定である。 
・Lehigh（リーハイ）大学（ペンシルバニア州ベツレヘム）：集光型太陽熱発電のための

熱エネルギー貯蔵新技術（ 大 150 万ドル） 
リーハイ大学は、約 400℃で運転するために相変化材料を格納する方法を探求する。 

・Terrafore（カリフォルニア州リバーサイド）：集光型太陽熱発電所用の熱伝導および無

機融解塩での潜熱 7蓄積（ 大 180 万ドル） 
Terrafore は、熱エネルギー貯蔵システムにおいて、低濃度の無機塩共晶混合物が効

率的な相変化材料になる潜在的可能性を研究する計画である。このプロジェクトでは、

                                                 
4 温度変化の過程で、物質の状態変化を伴わずに吸収あるいは放出された熱。 
5 Dish Engine Solar Power Generation。放物曲面状の鏡を用いて、鏡の前に設置されたスターリ

ングエンジンなどに太陽光を集中させ、発電する発電方式。 
6 Stirling engine。シリンダー内のガス（空気等）を外部から加熱・冷却して仕事を得る外燃機関。

スコットランドの牧師ロバート・スターリングが 1816 年に発明した。排気ガスは内燃機関に比
べてクリーンであり、非常に静かに作動する。また外燃機関であることから、石油以外にも太陽
熱、地熱等、あらゆる熱源を用いることができる。 

7 物質の相が変化するときに必要とされる熱エネルギーの総量。通常は融解に伴う融解熱と、蒸発
に伴う蒸発熱(気化熱)の 2 つをいう。相変化の際は温度変化がなく、あたかも熱の出入りがない
かのようにみえるので潜熱という。 
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選別された塩混合物の流れおよび熱伝導特性を検証すると共に、互換性のある熱交換

装置を設計する計画である。 
・テキサスエンジニアリング実験ステーション（テキサス州カレッジステーション）：集

光型太陽熱発電システムのための融解塩カーボンナノチューブ熱エネルギー貯蔵（ 大

190 万ドル） 
Texas A&M 大学は、500℃～600℃での熱の安定性、熱容量、熱伝導率を向上させる

ために、融解塩材料中にカーボンナノチューブの緩衝装置を創設する計画である。 
・アラバマ大学（アラバマ州タスカルーサ）：集光型太陽熱発電のための新しい融解塩熱

エネルギー貯蔵（ 大 190 万ドル） 
アラバマ大学は、顕熱貯蔵のための高熱エネルギー密度を備えた、低溶融点の融解塩

貯蔵媒体を開発する計画である。 
・アーカンソー大学（アーカンソー州フェイエットビル）：熱エネルギー貯蔵と太陽エネ

ルギー発電のための高温コンクリートの開発および性能評価（ 大 77 万ドル） 
アーカンソー大学は、超高性能コンクリートの特性、特に 大 600℃という条件下で

の性能を検討する計画である。 
・コネチカット大学（コネチカット州ストアーズ）：集光型太陽熱発電のための新しい熱

エネルギー貯蔵法（ 大 180 万ドル） 
コネチカット大学は、熱サイフォン（自然対流、あるいは相変化材料を用いたヒート

パイプによる受動熱の交換方法）を組み込み、相変化材料中の熱抵抗を顕著に減少さ

せるかどうかを判断する計画である。 
 
熱エネルギー貯蔵の近い将来での実証 
・ Abengoa（コロラド州レイクウッド）：パラボリック（放物線型）・トラフ式太陽熱発

電所のための熱エネルギー貯蔵コストの削減（ 大 1,250 万ドル） 
Abengoa は、比較するためのベースラインとして間接 2 槽式融解塩設計を用いて、

複数の新規コンセプトのコスト削減機会を分析する予定である。目的は、ベースライ

ンから 20～25％のコスト削減を実現できるコンセプトを特定することである。 
・Acciona（ネバダ州ヘンダーソン）：間接二重媒体（溶媒）相変化材料熱エネルギー貯蔵

モジュール（ 大 2,250 万ドル） 
Acciona は、相変化材料を用いて 800MW、4 時間の熱エネルギー貯蔵システムをプ

ロトタイプレベルで設計、認証し、実証する計画である。このプロジェクトは、ネバ

ダ州ボールダー市にある同社の 64MW のトラフプラントに統合される予定である。 
・US Solar Holdings（アイダホ州ボイジー）：CSP エネルギー貯蔵ソリューションズ－複

数技術の比較（ 大 435 万ドル） 
US Solar Holdings は、実用規模でのエネルギー貯蔵技術を 2 つ以上開発する計画で

ある。この中には、温度躍層単槽式貯蔵システムおよびサンドシフター（2 つのサイ

ロから成る大容量熱貯蔵システム）が含まれる。プロジェクトは、アリゾナ州レッド

ロックにある 1MW のパラボリック・トラフ式太陽熱発電所であるアリゾナ公共サー
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ビス CSP プラントで構築、統合される。 
 

翻訳：吉野 晴美／編集：NEDO 研究評価広報部 
 
出典：DOE Funds 15 New Projects to Develop Solar Power Storage and Heat Transfer 

Projects For Up to $67.6 Million  
（http://www.energy.gov/news/6562.htm） 
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【エネルギー】省エネルギー   再生可能エネルギー  

 
DOE は正味ゼロエネルギー商業ビルの追求へ(米国) 

再生可能エネルギー研究所はクリーンテクノロジー・オープンへの支援を発表 

 
米国エネルギー省(DOE)省エネルギー担当次官補代理デービッド・ロジャーズは、建築

技術協力に関する国立研究所協力(NLCBT：National Laboratory Collaborative on 
Building Technologies Collaborative)の設立と、DOE の正味ゼロエネルギー商業ビルイニ

シアチブ(CBI：Commercial Building Initiative)の立ち上げを発表した。 
 
これらの 2 つの取り組みは、両方とも、市場性のある正味ゼロエネルギー商業ビルを開

発する DOE の進行中の取り組みへ集中している。この商業ビルは、2025 年までに、電力

グリッドからのエネルギー消費を相殺させるために、 先端の省エネルギー技術や建物内

の再生可能エネルギー発電を使用する。 
 
この発表は、省エネルギー、スマート電力、再生可能エネルギー、輸送、環境建築技術、

汚染制御および資源管理に注目する革新的で持続可能な新ビジネスを支援するコンペティ

ションであるカリフォルニア・クリーンテクノロジー・オープンで行われた。 
 
DOE の再生可能エネルギー研究所(NREL)は、クリーン技術企業の成長を支援する事業

計画コンペティションである 2008 年カリフォルニア・クリーンテクノロジー・オープン

の後援を支援している。 
 
「DOE の商業ビルイニシアティブと協力は、高性能建築分野での技術革新および市場

導入を加速するために緊急に必要である。現在、我々は、必要とされる建築環境の転換を

もたらし、建物の二酸化炭素排出量を減少させ、クリーンで効率的な建築技術の商用展開

を加速するために、5 ヵ所の国立研究所の科学的リソースの先例がない協力をもたらすこ

とを提案している」とロジャーズ次官補代理は述べた。 
 
2005 年には、商業ビルは米国のエネルギーの 18 パーセントを使用し、温室効果ガス排

出の 18 パーセントを占めていた。正味ゼロエネルギーCBI は、2025 年までに新しい商業

ビルにそれらが消費するのと同じ量のエネルギーを発生出来るようにするために努力する。

エネルギー生産は、高度なエネルギー効率技術およびビル内の、太陽エネルギーや地熱エ

ネルギーのような、再生可能エネルギー発生システムによって達成される。 
 
2007年 12月にブッシュ大統領によって署名された、エネルギー自立・安全法 2007(EISA 

2007：Energy Independence and Security Act of 2007)は、高性能商用環境建物を前進さ

せる民間部門、DOE の国立研究所、他の連邦機関および非政府組織と協力することを DOE
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に許可している。 
 
DOE建築技術プログラムは、以下を含むEISA2007の高性能環境建物活動を支援する。 
・技術研究開発、 
・複数の気候帯にわたる試験プロジェクトと実証プロジェクトの資金提供、 
・広範囲の技術導入を促進する技術支援の用意、 
・建設業者のための訓練機材やプログラムの開発、 
・新しい建物および既設の建物のための必要な効率に関する一般教育、 
・技術が適切に展開することを確実にするために法規設定機関との連携、 
・コスト効率の良い投資がライフサイクル基盤で行われることを確実にするために 

建設業者、家主および借主への誘因の解析、そして、 
・省エネルギーの測定と検証のための手段の開発。 
 
これらの責任を履行するのを支援するために、DOE のアルゴンヌ国立研究所、ローレ

ンス・バークレー国立研究所、再生可能エネルギー研究所、オークリッジ国立研究所およ

びパシフィックノースウエスト国立研究所の知能と科学的資源を使用する。 
 
この新しい NLCBT によって、正味ゼロエネルギー建物の成功に重要である研究、検証

および商業化優先事項に関して、研究所と DOE は、より繋がりを深めて取り組むことが

できるであろう。 
 
DOE が資金提供する国立研究所としてのその能力の範囲で、再生可能エネルギー研究

所は、競争による環境建物助成カテゴリーの開始と展開を促進するために、DOE/NLCBT
に代わりカリフォルニア・クリーンテクノロジー・オープンに 10 万ドルを提供している。 

 
EISA 2007 で計画された高性能環境建物活動は、米国暖房冷凍空調学会(ASHRAE)、北

米照明学会、米国環境建築審議会、および、30 パーセントの省エネルギーのための先進エ

ネルギー設計ガイドを開発した、アメリカ建築家協会との協力を含んで、建物の研究、開

発および展開における DOE の既存の成果の拡張を表している。この先進エネルギー設計

ガイドは、11 万部を越えるコピーが DOE の関係者によって配布されている。 
 

DOE 省エネルギー・再生可能エネルギープログラムの建築に関する詳細は、建築技術プログ

ラムのウェブサイトへ：http://www1.eere.energy.gov/buildings/ 
カリフォルニア・クリーンテクノロジー・オープンについての詳細は、CleanTechOpen.com 
へ：http://www.cleantechopen.com/ 

 
(出典：http://www.energy.gov/news/6454.htm ) 
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【エネルギー】省エネルギー 
 

DOEは米国産業の高エネルギー効率プロセスの開発に2,600万ドルを提供 
 
米国エネルギー省(DOE)エネルギー効率・再生可能エネルギー担当ジョン・ミズロフ主

席次官補代理は、鉄鋼および他のエネルギー集約型産業のエネルギー効率の良い工業プロ

セスの費用共有開発に、議会の歳出予算に従って、3 年間にわたって 2,600 万ドル以上の

連邦資金を提供すると発表した。 
 
これらのプロジェクトは、温室効果ガス(GHG)および他の排出の著しい削減に寄与する

と共に、10 年間で米国の製造産業のエネルギー強度を 25 パーセント縮小する 2005 年エ

ネルギー政策法の目標を支援する。 
 
「このプロジェクトは、さらに地球環境の重大な問題に立ち向かう一方で、我々の外国

石油の依存度を減らすのを支援するために、エネルギー効率的な生産技術の開発を進める

官民の関与を共有することを示す。 
DOE は、研究所から工場の作業場へ、米国の産業のためのクリーンで効率的な技術オ

プションの研究、開発および展開に尽力する」と DOE 主席次官補代理ミズロフは述べた。 
 
産業界は、米国で使用されるエネルギーのほぼ 3 分の 1 を消費し、国内の GHG 排出の

28 パーセントを占めている。このエネルギーの多くは、多数の産業にわたる一般的なプロ

セスで使用されている。 
 
DOE の生産技術プログラム(ITP：Industrial Technology Program)のエネルギー集約的

プロセス・イニシアティブは、炭酸ガス排出を削減し、かつ多くの産業環境に適用するこ

とができる技術開発および促進により、 もエネルギーを消費する製造工程の至る所でエ

ネルギー効率を向上させようと努力する。 
 
ITP のアプローチは、産業がエネルギーを節約し、生産性を向上させて、成長を刺激す

るのを支援するために、 良のエネルギー管理実施を適用しながら、効率を増加させるこ

とである。 
 
DOE によって提供される審議中の議会認可の 2,660 万ドルは、以下に記述された 8 件

の助成受領者とその産業パートナーにより提供される費用共有資金である追加の 1,530 万

ドルにてこ入れする： 
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－ 溶媒抽出膜分離技術によるエネルギー削減と高度水分除去、概算額 5,613,965 ドル： 
 
3M 社は、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社、再生可能エネルギー研究所およ

びカージェス・フォーコンブリッジ社と共同で、水分除去用溶媒抽出膜分離技術の概念

を十分に開発し、バイオエタノール生産でエネルギーと水の節約を増やすためのパイロ

ット規模の技術を確認する。 
水分除去は、従来のバイオエタノール生産での も大きいエネルギー集約的工程である。 
 
－ 高温炉の熱化学回収熱交換の研究、開発および実地試験、概算額 4,586,222 ドル： 
 
米鉄鋼研究所は、ガス・テクノロジー研究所、サーマル・トランスファー社、米国スチ

ール、アルセロール・ミタル社、レパブリックエンジニアードプロダクツ社、鉄鋼製造

組合およびオハイオ州開発部と協力し、鉄鋼再加熱炉の排熱回収を増加させて、かつ天

然ガス使用を削減させる熱化学回収熱交換器を開発し試験する。 
熱化学回収熱交換器は、加熱プロセスからエネルギーを回収するために燃料の部分酸化

を使用する。 
 
－ 二重直線炉床式炉 - 転換製鉄プロセス、概算額 1,515,157 ドル： 
 
米鉄鋼研究所は、マクマスター大学、米国スチール、ブリックモント社およびハーパー・

インターナショナル社と共同で、二重直線炉床式(PSH：Paired Straight Hearth)炉技

術を 適化し、かつ実験台段階からのその拡張性を確立するために研究する。 
PSH 炉は、鉄鋼を作るために一般に使用されるエネルギーとカーボン集約的な溶鉱炉の

代替である。 
 
－ 高性能加熱台を使用する熱可塑性複合材料の誘導強化/成形、概算額 4,074,422 ドル： 
 
ボーイング社は、フォード・モーターヴェスタ社、エージャックス=トッコ社、スティ

ープルチェイス社、テンパー社およびサイテック社からなるチームを先導し、エネルギ

ー効率的な方法で、航空宇宙部品、自動車部品や風力タービン部品を作るために、熱可

塑性複合材料の誘導強化の技術的・経済的可能性を確立する、 
誘導強化は、軟化させ形成することを可能にするために、熱可塑性材料の導電率特性を

利用する。 
 
－ 熱処理とネットシェイプ成形応用の高いエネルギー効率の熱磁気・高周波焼入れ 

の試作、概算額 4,365,491 ドル 
 
イートン社は、オークリッジ国立研究所、アメリカンマグネティックス社、エージャッ
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クス=トッコ社、デュラバー社、オハイオ州立大学およびノースウエスタン大学からな

るチームを先導し、鍛造応用での従来の熱処理プロセスを置換するために、ハイブリッ

ド熱磁気・高周波焼入れ技術を開発しテストする。 
この技術は、その表面硬度を変えるために、材料の磁気特性および導電率特性を利用す

る。 
 
－ ニアネットシェイプ自動車パネルの放電成形、概算額 3,702,109 ドル 
 
フォード・モーターは、自動車パネルを形成するために従来のスタンピング技術の代わ

りとして、放電成形技術を開発し実証するために、米国スチール、トロイツーリング社、

パシフィックノースウェスト国立研究所および IAP リサーチから成るチームと協力す

る。 
放電成形は、適切な形状へ自動車パネルを押し付けるために強力な圧力波を使用する。 
 
－ 精油所ガス分離用の無機分離膜、概算額 897,265 ドル 
 
メディアアンドプロセス・テクノロジーズ社は、シェブロンおよび南カリフォルニア大

学と取り組み、向上した精油所水素処理応用のための、現位置水素回収および再利用の

ために、水素選択性無機膜の開発と性能テストを行う。 
開発されている分離膜は、著しい省エネルギーと共に、以前は水素化精製法から失われ

ていた水素の回収を可能とする。 
 
－ 米国産業用の超効率高出力電動機、概算額 1,899,618 ドル 
 
リライアンスエレクトリック社は、コールファックスポンプ社、ホーデンファン社、デ

ュポン、ダウ、デューク・エナジー社、アメリカン・エレクトリック・パワー社、およ

びエムレンパワー社と協力し、全国電機製造業者協会(NEMA)プレミアムの効率的な誘

導電動機よりも、さらに効率的で小さく軽い、汎用の永久磁石電動機を開発する。 
 
(出典：http://www.energy.gov/news/6486.htm ) 
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【環境】排出枠取引 
 

米国初の CO2排出枠オークションで総額 3,850 万ドルの入札 
 
 2008 年 9 月 25 日、地域温室効果ガスイニシアティブ(RGGI: the Regional Greenhouse 
Gas Initiative)1による、米国初の CO2排出枠オークションが成功裏に行われた。1,250 万

トンの CO2排出枠がエネルギー、金融、環境部門の入札企業に売却され、総売上額は 3,850
万ドルを超えた。排出枠は市場均衡価格(clearing price)の 3.07 ドル／t-CO2で売却され、

提供排出枠の 4 倍を超える入札があった。 初のオークションでは、RGGI に参加してい

る 10 州のうち 6 州（コネチカット州、メイン州、メリーランド州、マサチューセッツ州、

ロードアイランド州、及びバーモント州）が売却する排出枠を提供した。これら 6 州は、

省エネ技術・再生可能エネルギー技術、及び、エネルギー消費者に便益があるその他のプ

ログラムに、このオークションの収益を投資する予定である。この排出枠は、RGGI に参

加している 10 州のうちどの州でも使用可能である（この初回オークションに排出枠を提

供していないデラウェア州、ニューハンプシャー州、ニュージャージー州、ニューヨーク

州の 4 州を含む）。 
 
 RGGI はキャップ・アンド・トレード(cap-and-trade)プログラムを通して CO2排出量を

削減することを目標としている。参加している 10 州は、同イニシアティブの下で、電力

部門から排出される CO2 量を上限（キャップ）レベルで現状維持させる。その後、2015
年～2018 年に CO2排出量を年 2.5％減少させていき、2018 年に 10％減を目指す。各州は

排出枠をオークションすることにより、その収益をエネルギー需要量と化石燃料使用量を

減らすプログラムに投資することができる。第二回目のオークションは 2008 年 12 月に開

催が予定されている。2009 年 初のオークションおよびその後の四半期毎のオークション

では、10 州全てが売却する排出枠を提供するとみられている。RGGI のサイト 2と、オー

クションの結果を詳述した RGGI のプレスリリース 3を参照されたい。 
 
 2008 年 9 月 23 日、西部気候イニシアティブ(WCI: the Western Climate Initiative)は、

米国の 7 州とカナダの 4 州向けに、地域市場ベースのキャップ・アンド・トレードプログ

ラムに関する独自計画を発表した。米国 7 州（アリゾナ州、カリフォルニア州、モンタナ

州、ニューメキシコ州、オレゴン州、ユタ州、ワシントン州）の知事及びカナダ 4 州（ブ

リティッシュコロンビア州、マニトバ州、オンタリオ州、ケベック州）の知事は、2020
年までに温室効果ガスの排出量を、2005 年レベルから 15％低減させることを目指してい

                                                 
1 RGGI については、過去に NEDO 海外レポートで取り上げているのでご参照頂きたい。 

・「米国北東部7州のCO2排出権取引― 7州間合意文書（米国）」（974号） 
・「米国北東部 7 州排出権取引―実施に向けた模範規定案に各州が合意」（985 号） 
・「米国の地域別排出量取引制度の進捗状況」(1030 号) 

2 http://www.rggi.org/home 
3 http://www.rggi.org/docs/rggi_press_9_29_2008.pdf 
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る。この計画では、参加する州共通の 低限の基準を策定しており、各州はこの基準より

も厳しい排出量削減計画を策定してもよいことになっている。詳細については、西部気候

イニシアティブのサイト 4とプレスリリース 5を参照されたい。 
 

翻訳：大釜 みどり 
出典：http://www1.eere.energy.gov/inventions/news_detail.html?news_id=12007 

                                                 
4 http://westernclimateinitiative.org 
5 http://westernclimateinitiative.org/ewebeditpro/items/O104F19871.PDF 
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【産業技術】 IT  
 

Science.gov 5.0 の立ち上げで科学情報へのアクセスが拡大(米国) 
－米国政府の科学情報リソース 200 万ページがインターネット上で利用可能－ 

 
Science.gov (http://www.science.gov) の 新バージョン 5.0 の立ち上げで、ユーザーが

さらなる価値ある科学情報リソース集合への検索を可能にし、より容易に検索目標が探せ、

また、容易に様々な科学トピックに関する情報へのリンクを見つけることができる。 
 
Science.gov は、13 の米連邦科学機関内の 17 の組織からの信頼できる科学技術情報へ

の自由な統合された単一の検索ゲートウエイである。Science.gov 5.0 は、前バージョン

(Science.gov 4.0)を改良して、7 つの新しいデータベースとポータルを提供し、研究者が 2
億ページ以上の科学情報にアクセスするのを可能としている。 

 
利用可能な新しい情報には、米国エネルギー省(DOE)の研究開発に由来する何千件もの

特許、DOE の業績が出典の資料および文献、デジタル原稿(e-prints)として知られている

世界各地からの何百万冊もの電子版科学文書、そして、生体への化学薬品の有害影響に関

する世界的な文献への 300 万件を越える引用と共に、何千件もの化学薬品の包括的で専門

家が審査した毒物学データが含まれている。 
 
新しい情報には、患者のための支援と治療情報、医療従事者ならびに一般市民のための

研究計画や臨床試験の包括的な概要、そして研究者のための資金提供の機会を含んで、さ

らに生物医学および生命科学雑誌文献ならびにすべての読者のためのすべての種類の癌関

連情報のディジタルアーカイブを含んでいる。 
 
Science.gov 5.0 のもう一つの主な特長は、小項目または日付によって結果をグループ化

することにより、検索の目標化を支援する「クラスター化」ツールがある。この技術は、

DOE 小企業革新研究(SBIR：Small Business Innovation Research)助成プログラムによ

って 近開発された。 
 
検索可能な内容の量を 4 倍に拡大し、検索技術を向上させることに加えて、Science.gov 

5.0 は、現在、関連する「EurekAlert!」、「Science News」 および「Wikipedia」へのリ

ンクを提供し、また、研究結果を個人ファイルや引用ソフトウェアへ容易にダウンロード

する能力を提供する。 
 
Science.gov は、DOE 科学局 DOE 科学技術情報部(OSTI：Office of Scientific and 

Technical Information)によって主催されている。 
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Science.gov は、DOE に加えて、国立公文書館の支援と共に、農務省、商務省、国防総

省、教育省、保健社会福祉省、内務省、環境保護局、政府印刷局、国会図書館、米航空宇

宙局および全米科学財団を含む「Science.gov 協力」の加盟メンバーの貢献により支援さ

れている。 
 
Science.gov の詳細については：http://www.science.gov/about.html 
Science.gov サイトマップは：http://www.science.gov/sitemap.html 
 
 (出典：http://www.energy.gov/news/6541.htm ) 
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