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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－2 
 
 
 本稿は、NEDO 海外レポート 1031 号の掲載記事「世界の風力発電動向－1」1の続編で

あり、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)」に基づき、「アフリカ、中東地域」、「ア

ジア、太平洋地域」について取り上げる。各地域の代表国として、「エジプト」、「インド・

中国・日本」の国別状況も取り上げる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1031/1031-01.pdf 
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2.3 アフリカ、中東 
 
2.3.1 概観 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2 エジプト 
 
 エジプトは素晴らしい風力地帯に恵まれている。特に、スエズ湾では平均風速が10 m／

秒以上に達している。デンマーク国立リソー国立研究所の協力の下で作成された詳細な風

況マップでは、この地域に約2万MWの風力ファームを設立できると分析されている。 
 エジプトの風力発電総設備容量は、2001 年はわずか 5MW であったが 2007 年末には

310MW まで増加した。2007 年、ザファラーナ風力ファームに 80MW が導入された。近

い将来、スエズ湾沖合に 3,000MW 強が建設される予定である。 
 
エネルギー供給の安定化 
 
 エジプトは石油・ガスの産出国である。電力供給網はよく発達しており、一般家庭の98％
以上が国の電力網に接続されている。現在のエジプトの総発電設備容量でピーク需要を満

たすことは可能だが、国内電力消費量の急速な増加（年間7％）や、石油埋蔵量の先細り

などから、先行きが不透明になってきている。 
 エジプト政府が 1980 年初頭の国家エネルギー計画に再生可能エネルギーを盛り込んだ
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図 13： 国別の設備容量：アフリカ、中東 
出所：GWEC
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動機は、環境問題、及びエネルギー供給の安定化である。風力発電と太陽光発電の促進を

目的として、1986 年に新・再生可能エネルギー庁(NREA: New and Renewable Energy 
Authority)が設立された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
再生可能エネルギー政策：2020年までに20％ 
 
 2007年4月、エジプトのエネルギー 高評議会は、2020年までに再生可能エネルギー由

来電力の割合を国の電力の20％にするという壮大なプランを発表した。これには、風力発

電電力を12％にすることが盛り込まれている（送電網連系の風力ファーム7,200MWに相

当）。この計画は投資者に安心を与え、民間の風力発電への投資を刺激するだろう。 
 さらに現在、新エネルギー法案がエジプト議会に提出されている。同法は再生可能エネ

ルギーの開発を促し、民間部門の参入を促進するものである。同法の下では、再生可能エ

ネルギー由来発電の送電網へのアクセスは優先され、また第三機関（third party）のアク

セスも保障される。 
 
 エジプトの電力源構成における風力発電の割合を増やすため、二つのフェーズから成る

政策が提案された。 
 フェーズ1の期間中は、民間部門に風力発電電力の供給を求めるための入札が行われる。

風力発電電力購入契約を長期間保障することは、投資者の経済的リスクを減らすことにな

る。競争入札の関連文書は、世界銀行の協力の下で作成中である。 
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図 14：エジプトの風力発電総設備容量 
（出所：エジプト新・再生可能エネルギー庁(NREA)の情報による）
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 フェーズ2では、フェーズ1で実現された電力価格を考慮して、固定価格買取制度

（feed-in-tariff）2を実施する。 
 
 NREAは、風力資源評価の実施、実現可能性調査に必要なデータ、潜在能力のあるプロ

ジェクト開発者への技術的支援を提供することにより、風力発電事業をさらに支援するこ

とを決定した。既に風力発電開発用に割り当てられた地域に加え、他の有望な地域を割り

当てる取組みが行われている。これらの地域は民間部門が実施する将来の風力プロジェク

トにも利用可能である。 
 
エジプトの風力発電プロジェクト 
 
①ハルガダ風力ファーム（5.2MW） 
 様々な技術（2枚ブレード、3枚ブレード、筒型タワー（tubular tower）及び剛鉄タワー

（rigid tower））が用いられた42基のタービンから成る 初の商業風力ファームは、1993
年から国の送電網に接続して運用されてきた。風力ファーム部品（タワー、ブレード、ケ

ーブル、変圧器）の約40％は地元で製造されている。 
 
②ザファラーナ風力ファーム（305MW） 
 ザファラーナプロジェクトにより、エジプトは限られた実験プロジェクトから、送電網

連系の大規模風力ファームの段階へと移行した。スエズ湾の80km2の地域、及び、ザファ

ラーナの 初の風力サイトの西部にある64km2の地域が、NREAの風力プロジェクトとし

て割り当てられた。これは風力発電プログラムに対する制度的な支援と政府のコミットメ

ントを示すものである。トータルで305MWが段階的に導入されている（デンマークとド

イツの協力により2001年に63MW、2003～2004年に77MW、スペインの協力により2006
年7月に85MW、ドイツの協力により2007年12月に80MWが稼動を開始）。現在、風力フ

ァームは240MWに及ぶ容量拡張が行われている。 
 ザファラーナ風力ファームの発電量は年間約636GWh、設備利用率(capacity factor)3の

平均は40.6%である。これは、2007年単年で約14万6,000toe（石油換算トン）の節約、及

び約35万トンのCO2排出量削減に相当する。 
 
③エル・ゼイト湾 
 スエズ湾岸地域沿いのエル・ゼイト湾に、3,000MWの風力ファームを建設するために

656 km2の地域が割り当てられている。送電網に連系した大規模風力ファームのサイト評

価のため、研究が行われている（ドイツとの協力で200MW、日本との協力で220MW、民

間プロジェクトとして400MW）。 
                                                 
2 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る制度。 
3 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。この値が 100%にならないのは、風況に

よる。 
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2.4 アジア、太平洋地域 
 
2.4.1 概観 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2 インド 
 
膨大な風力の賦存量 
 
 インドの風力発電開発は、1980年代初頭に設立された非在来型エネルギー資源省

(MNES: Ministry of Non-conventional Energy Sources)、現在は新・再生可能エネルギー

省(MNRE: Ministry of New and Renewable Energy)に改称）が推進してきた。MNREの

使命は、国内の急速な経済成長に伴う石炭、石油、ガス需要の高まりの中で、燃料資源の

多様化を促進することである。MNREは風力分野の広範な研究を実施し、風速測定ステー

ションの国内ネットワークを設立した。これによって、風力の賦存量の評価と、商業利用

に適した地域を特定することができた。 
 
 風力エネルギー技術研究センター(CWET: Center for Wind Energy Technology)の 初

の推定では、風力発電の総賦存量は約45,000MWであった。MNREも、インド国内の風力

発電賦存量としてこの数値を公式推定値に採用した。しかし、1990年以降、政府機関は大
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50 - 500MW 
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図 15： 国別の設備容量：アジア、太平洋地域 
出所：GWEC
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規模なモニタリングと風力資源の評価を実施し、民間部門は多くの風力資源地域を特定し

てきた。現在、インド風力タービン製造者協会 (IWTMA: Indian Wind Turbine 
Manufacturers Association)は、賦存量を65,000MW程度と予測している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 16： インドの風力発電総設備容量 
                           〈出所：GWEC） 

*2007 年は暫定値 

 
 風力発電は旺盛な成長を続けており、2007年の新規設置容量は1,700MWを超え、総設

備容量は8,000 MWに達した（前年比28％増）。 
 
 インドの風力発電はこれまで数ヵ所で集中的に開発されてきた。特にタミル・ナードゥ

州南部は、インドの総設備容量の半分以上を占めている。近年は変化が現れており、その

他の州（マハラシュトラ、グジャラート、ラジャスターン、カルナタカ、西ベンガル、マ

ドヤ・パラデシュ、アンドラプラデシ）が追い上げ始めている。現在では、風力ファーム

は、海岸平野や、内陸部の丘陵地、砂砂漠(sandy desert)に至るまで、国中で建設が行わ

れている。 
 インド政府は今後数年間の年間新規設置容量を 大2,000MWと予測している。 
 
連邦政府レベル／州レベルの政策 
 
インド全域にわたる再生可能エネルギー支援策（固定価格買取制度（feed-in tariff）や
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割当制度（set quota））は実施されていないが、MNREは全ての州政府向けに、風力発電

由来電力の輸出、購入、託送および貯蔵に関する魅力的な環境を作るためのガイドライン

を発表した。「電力法2003(Electricity Act 2003)」の制定以降、インドの大部分の州で州

電力規制委員会(SERC: State Electricity Regulatory Commissions)が設置された。SERC
は、特恵税率(preferential tariffs)、及び、再生可能エネルギー由来電力の全電力に占める

割合を一定以上とすることを配電事業者に求める 低義務目標により、風力を含む再生可

能エネルギーを促進する権限を持っている。29の州のうち10州が再生可能エネルギー購入

義務を策定しており、この中で電力会社に対し、電力に占める再生可能エネルギー由来電

力の割合を、10％まで高めることを要求している。 
 
 しかし、国家レベルで策定されている風力発電部門の財政的インセンティブは多く、次

のようなものがある。 
・直接税―プロジェクト導入の 初の年に80%減額 
・10年間の免税期間 
・電力会社への売電に対する所得税控除 
・海外直接投資の迅速な認可 
 
 インド政府は直接税の減額を進めることを検討している。さらに、「10年間の免税期間」

を、取引可能な税額控除や、他の政策手段と差し替えることも検討中である。 
 
CDMプロジェクト 
 
 京都議定書に定められたクリーン開発メカニズム(CDM)にプロジェクトを登録できる

ことは、インドの風力発電開発の更なるインセンティブとなっている。CDM理事会には

2008年3月1日時点でインドの168件のプロジェクト（3,569MW）が登録されており、中国

に次いで第2位である。（「2.4.3 中国」の表4 「風力CDMプロジェクト」を参照） 
 
国内産業及び海外投資の発展 
 
 インドの国内産業基盤は堅固であり、市場の半分以上のシェアを占める世界的な企業の

Suzlon社や、Vestas RRB社などがある。さらに、国際企業のEnercon社、Vestas社、

Repower社、Siemens社、LM Glasfiber社などはインドに生産設備を設立している。 
 過去数年、政府と風力発電産業はインド市場をより大きく安定化させることに成功して

きた。これによって、より大きな官民の事業に対する投資が後押しされてきた。これはま

た、国内製造分野にも刺激を与えている。タービン部品の80％以上をインド国内で調達し

ている企業もある。 近では、幾つかのインドの製造業者（特にSuzlon社）が自社製品の

輸出を開始した。 
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2.4.3 中国 
 
世界で最も成長の早い風力電力市場 
 
 中国の風力発電市場は世界で も速く成長しており、過去7年間の年間平均成長率は

56％であった。現在の総設備容量は世界第5位（2007年末時点で6GW）である。しかし、

専門家の予測では、これは始まりにすぎず、まだ本当の成長期は到来していない。中国再

生可能エネルギー産業協会 (CREIA: the Chinese Renewable Energy Industry 
Association)は、現在の成長率に基づき、2015年には総設備容量が約50GWに到達すると

予測している。 
中国には広大な大陸と長い海岸線があり、風力の賦存量が大変多い。国の2007年の研究

では、技術的に利用可能な陸上風力資源は約1,000GWと示されている。これに加え、洋上

の賦存量は約300GWと推計されている。 良の風力資源がある主要な地域は以下のとおり

である：南西部沿岸、内蒙古、新疆、甘粛省の河西回廊、北東部・北西部・北部・青海チ

ベット高原の一部の地域。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 1986年に実証プロジェクトとして中国 初の風力ファームが稼動を始めた。その後、海

外助成金やソフトローンにより、更なるプロジェクトへの資金提供が行われた。1994年、

旧エネルギー省は、風力発電を国の新しいクリーン電力源の一つとして開発することを決

定した。系統連系と支払いメカニズムの課題に対処する規定が発表された。 
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図17： 中国の風力発電総設備容量 
    （出所：中国再生可能エネルギー産業協会(CREIA)の情報による） 
                       *2007 年の数値は暫定値 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1032,  2008.11.5 
 

9 

風力発電進展の主な原動力 
 
 急伸する電力需要を充足させること、大気汚染を低減することが、風力発電を進展させ

る主要な原動力である。しかし、石炭資源の賦存量が十分あること、石炭火力発電が依然

としてかなり低コストであることを鑑みると、風力発電のコスト削減は重要な課題である。

この課題解決は、大規模プロジェクトの開発と、地域における風力タービンの製造増加に

よって取り組まれている。 
 中国政府は、風力タービン製造を地域で行うことによって地域経済に便益がもたらされ、

コスト削減に役立つと予測している。大部分の風力発電に適したサイトは遠隔地の貧しい

農村地域に位置している。このため、風力ファームの建設によって、地方政府に毎年所得

税が入り、地域経済に便益がもたらされている。また、予算でもかなりの割合を占めてい

る。その他の便益には、農村電化のための送電網拡大、風力ファームの建設・メンテナン

スによる雇用創出などがある。 
 
国内産業の成長 
 
 中国の風力製造業は好況である。過去の国内市場では輸入風力タービンが優勢であった

が、この傾向は風力発電市場の成長に伴い急激に変化している。政策の方向性が明確であ

ることも国内製造を後押ししてきた。 
 2007 年末時点で国内の風力発電関連の製造業者は 40 社あり、2007 年に導入された設

備の約 56％を占めている（2006 年の 41％から増加）。この割合は将来大幅に増えるもの

と予測されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海外 国内 合弁 

図 18： 中国の年間風力新規設置容量の製造内訳 
出典：「2007 China Wind Power Report」(Li Junfeng, Gao Hu)、CREIA
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 2006年の新規設置容量のうち国産設備は約400MWであったが、2007年は1位と2位の国

内製造業者（Gold Wind社及びSinovel社）だけで新規設置容量の約42%（容量で1,460MW）

を占めた。海外の製造業者上位3社（Gamesa社、Vestas社、GE社）の占有率はわずか37％
であった。 
 
 国内の製造能力は現在5GWになり、2010年までに10～12GWに達すると予想されてい

る。そのうち50％（約6GW）は、国内の大手製造業者（Sinovel Windtec社、Goldwind
社、Dongfeng Electrical Machinery社）が占めるとみられている。合弁企業には、Nantong 
CASC Wanyuan Wind Acciona Wind Turbine Manufacture社、REpower North社、

Nordex社（銀川市）、Hunan Hara XEMC Windpower社などがある。海外企業には、GE
社、Gamesa社、Vestas社、Suzlon社がある。 
 
風力発電への政策支援 
 
 中国政府は再生可能エネルギー技術の開発を促進するために、再生可能エネルギー法を

発表（2005 年 2 月）し、施行（2006 年 6 月 1 日）した。同法は二つの規定で補完されて

いる（再生可能エネルギー由来電力の価格およびコスト分担の規定、再生可能由来電力の

系統連系促進）。中国では法律で再生可能エネルギー開発の目標が策定されている。また、

規定によって、再生可能エネルギー由来電力の価格を決める入札制度が導入されている。

価格は落札後に政府の承認を受けなければならない。再生可能エネルギー発電の追加コス

ト及び系統連系コストは、電力利用者全員が負担する。 
 
 2007年9月、「再生可能エネルギー開発に向けた国家計画」が発表された。この計画は

国家目標と、再生可能エネルギー源に対する「強制力を伴った市場占有率(MMS)4制度」

を規定している。同計画は、国の一次エネルギー総消費量に占める再生可能エネルギーの

シェアを2010年までに10％、2020年までに15％まで増やす目標を公式に発表したもので

ある。加えて、送電網に接続された風力設備容量を2010年までに5GWにすること（既に

2007年に達成）や、主に東部沿岸地域と「三北(Three Norths) 地域」の約30ヵ所に100MW
規模の風力ファームを建設することも目標にしている。これにより、1GW規模の風力ファ

ームが3ヵ所（江蘇省、河北省、内蒙古自治区）建設されることとなる。さらに、100MW
規模のパイロット洋上風力プロジェクトが1～2件計画されている。 
 この計画では、2020年までに風力発電総設備容量30GWを達成するという目標も含まれ

ている。風力エネルギー資源の豊富な省（広東省、福建省、江蘇省、山東省、河北省、内

蒙古自治区、遼寧省、吉林省など）では隣接地帯で開発が行われ、このことにより風力発

電省としての立場が確立されることとなる。それぞれ、2GW以上の設備が導入される。6
ヵ所の風力ファーム（達坂城（新疆）、玉門（甘粛）、江蘇・上海近郊の東部沿岸地域、輝

騰錫勒（内蒙古）、張北地域（河北）、白城（吉林））では、GWレベルの設備導入が予定

                                                 
4 MMS: mandated market share 
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されている。さらに、1GWの洋上風力設備も導入予定である。 
 
 2007年12月の国務院「エネルギー概況及び政策に関する政府公式報告書」では、予測ど

おり、中国の主要エネルギー源としての石炭は強調されず、代わりにエネルギー源の多様

化、環境保護、及びクリーンエネルギーに重点が置かれていた。 
 
特別許可権5プロジェクト 
 
 国内風力発電産業の大規模な商業開発を進めることは、中国政府の 優先課題である。

50MW以上の風力発電プロジェクトは、国家発展改革委員会(NDRC)を通して政府に認可

される。NDRCは発電電力1kWh当たりの価格と、設備に占める国産部品の割合によって、

申請書を評価している。以下は風力発電の特別許可権（以下、特許権）プロジェクトの主

な要素である： 
 ・各プロジェクトは100MWの容量を要する。タービンは600kW以上。 
 ・プロジェクトの投資者は入札で選定。契約は固定買取価格の 安値（1kWh当たりの

価格）。契約期間は25年間。 
 ・タービンが稼動開始してから3万時間が経過した後は、固定買取価格はその時点での

電力市場の平均価格に減額される。 
 ・プロジェクトの全発電電力は、省の送電会社が買い取らなければならない。 

  ・風力発電電力価格と従来電力価格の差は、省の送電網間で均等化されなければならない。 
 ・風力タービン部品の70％は中国産でなければならない。 
 ・地方自治体は風力変電所にアクセスする道路建設に責任を負う。送電会社は変電所ま

での送電線に責任を負う。 
 
 2003～2006 年に特許権入札プログラムが 4 回実施され、2006 年末までに 15 件のプロ

ジェクトが認可された（2.55GW の風力発電設備容量）。プロジェクトは全て建設が開始

されているが、完成しているのはそのうちの 25％のみである。2009 年までに全てを完成

させなければならない。風力特許権プログラムと同じ方式で行われた地域入札では、さら

に 3,000MW が認可された。 
 特許権スキームの目的は、国内の電力産業内で、風力発電電力価格の低減を推し進める

ことである。落札された特許権で提示された電力価格は、これまで極めて低かった。その

ために、プロジェクトの発電出力を過大評価したり、関連コストを過小評価する入札者達

がいた。落札者の大部分は、プロジェクトの短期利益を犠牲にする構えのある国営企業で

あるということに留意することは重要である。また、国際市場に参加している企業にとっ

ては、殆ど追加的投資を行うインセンティブにはならなかった。 

                                                 
5 Concession project。特許権プロジェクトと略す。国家発展改革委員会の主導で 2003 年より年 1 回実施され

ている風力発電事業公開入札制度のことで、風力発電設備の国産化と風力発電事業の規模拡大を推進するこ

とを目的とする。 
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 この状況を改善するため、2007年の第5回特許権入札では改正がなされた。これは、入

札者が案件に不合理に低い入札価格を付けることを防ぐためである。改正後は、入札価格

の比重が25％となり、平均入札価格に も近い入札価格を提示したものが も高い評価を

得る。 
 その他の主な改正点は、風力発電設備の製造業者に対する特定の規制に関するものであ

る。入札に参加する供給業者として、1つの製造業者は、特定の形式の風力タービンに対

し、 大3つのディベロッパー（開発業者）と供給契約を結ぶことができるようになった。

第1回～第4回までの入札では、供給契約は1つのディベロッパーと結ばなければならなか

った。この改正により、ディベロッパーはより多くの選択肢を持つことができるようにな

り、その結果、プロジェクトの技術的な品質が改善されることとなる。 
 一方、国の政策変更、関連技術の規定、入札の様々な要件に準じて、入札書類に幾つか

の修正が加えられた。現時点では第 5 回目の入札結果がまだ発表されていないため、修正

の評価を行うことは難しい。しかし、これらの修正は風力の価格メカニズムを 適化する

という点では有望である。 
 
 第5回目の特許権プロジェクトでは、総設備容量は約2,700MW（風力ファーム6ヵ所：

各300MW、3ヵ所：各200MW、2ヵ所：各150MW）であった。 
 
今後の見通し 
 
 承認済みプロジェクトと建設中プロジェクトのリストから推計すると、2008年の新規設

置容量は5,000MWとなるだろう。コスト削減の「学習曲線」理論を基にすると、特に 近

石炭価格が上昇していることから、この容量増加によって、風力発電コストを石炭火力発

電コストと同水準にまで低減できる可能性がある。 
 2010年までに風力発電総設備容量を5GWとする政府目標は、2007年に既に達成された。

2020年には30GWという目標もかなり前倒しで達成される見込みである。高まる電力需要を

充足させるために、中国の全発電設備容量は2020年末までに1,000GWに達すると予測される。 
 
今後 5～10 年間の風力発電開発の主要地域は、内蒙古自治区、江蘇省、河北省、吉林省

となるだろう。 
 
CDMの風力発電への貢献 
 
 2005年以降、中国の非特許権風力プロジェクトの90％が京都議定書に定められたクリーン

開発メカニズム(CDM)の登録申請を行い、現在までに54件の風力発電プロジェクト（総設備

容量2,750.8MW）がCDM理事会で登録された。トータルで149件のプロジェクトが中国政府

の承認を受けている。価格は認証排出削減量(CER)1トン当たり9～11ユーロである。2008年3
月1日時点の「CDMパイプライン」では、プロジェクトが171件、総容量は8,990MWである。 
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認証排出削減量によって生じる追加資金によって、中国の風力発電開発はさらに活性化

する可能性がある。国際炭素市場は、中国の風力市場に、資金・技術の両面で、これから

もさらなるインセンティブを与えるだろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：http://www.cdmpipeline.org/cdm-projects-type.htm 

 
2.4.4 日本 
 
日本の風力発電産業は近年急伸している。この要因の一つには、政府が電力会社に対し

て再生可能エネルギー由来電力の割合を増やすよう求めたことがある。市場のインセンテ

ィブ導入（再生可能エネルギープラントの出力に支払われる価格、クリーンエネルギープ

ロジェクトへの資金助成）によっても開発が促進されてきた。再生可能エネルギー由来電

力の購入契約期間が比較的長い（15～17年）ことも、投資者の信頼を高めている。この結

果、日本の風力発電総設備容量は2000年末の136MWから、2007年末には1,538MWへと増

加した。 
 
政策的枠組み 
 
日本は京都議定書の目標として、2008～2012年の期間で、温室効果ガス排出量を1990

年比で6％削減する目標を掲げている。この目標を達成するために、日本政府は再生可能

エネルギー使用基準(RPS)法を2003年4月に導入した。同法は、再生可能エネルギー由来電

力を促進し、2010年に総電力供給量の1.35％とすることを目指すものである。日本政府の

風力発電電力の公式目標は2010年に総設備容量3,000MWを達成することである。 
 

表 4: 風力 CDM プロジェクト（2008 年 3 月 1 日時点） 
国名 プロジェクト数 MW 

インド 168 3,569  
中国 171 8,990  
メキシコ 10 1,172  
韓国 9 253  
ブラジル 7 436  
ドミニカ共和国 3 173  
フィリピン 2 73  
モロッコ 2 70  
キプロス 2 44  
エジプト 1 120  
パナマ 1 81  
モンゴル 1 50  
ジャマイカ 1 21  
コスタリカ 1 20  
コロンビア 1 20  
イスラエル 1 12  
アルゼンチン 1 11  
チリ 1 19  
エクアドル 1 2  
計 384 15,133  
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しかし、RPS 法にはいくつかの課題がある。例えば、数値目標が低いこと、「再生可能

エネルギー」の中に廃棄物焼却による発電電力が含まれること、市場インセンティブが不

十分であることなどである。RPS 法を別にすれば、日本の風力産業は、政府の初期助成金

からも便益を受けている（フィールドテスト及び新エネルギー事業支援プログラムなど）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
風力市場 
 
 風力発電設備容量は過去10年間大変早いペースで増加してきた。しかし近年は成長が鈍

化している。これは主に、日本の厳しい気候条件と建築基準法の改正によるものである。

日本は過去に、落雷事故、強い突風、乱気流を伴う台風の襲来によってタービンが破壊さ

れたことがある。2007年には多くのタービンが激しい損傷を受けた。 
 このため、日本の気象および地理的状況を考慮した安全基準が策定され、台風と落雷へ

の技術的対策、今後の風力タービン開発支援に役立てられている。 
 
 国際電気標準会議(IEC: International Electrotechnical Commission)基準と日本工業規

格(JIS)基準の統合を進めることは重要である。この理由は、先にも述べた日本の外部条件

6がIECの外部条件と異なるためである。日本電機工業会(JEMA)は、経済産業省のイニシ

アティブの下で、この統合作業を支援している。それは、日本規格風力モデル(J-class wind 
                                                 
6  外部条件 (external conditions) ： IEC61400-1 「 Wind turbine generator systems-Part 1: Safety 

requirements」および JIS C 1400-1「風力発電システム第 1 部―安全要件」では、風車の運転に影響を与

える要素であって、風の条件、電力系統の状態、およびその他の気象条件（温度、雪、氷など）からなる、

と定義されている。 
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models)の開発により、どの製造メーカーであってもタービンの設計ができるようにする

ためである。 
 
 日本の新建築基準法では、60m以上の高さの風力タービンは建築物とみなされる（「高

さ」は、「ブレードの 高部から地面までの長さ」と規定されている）。改正後の基準法

では、風力タービン設置に政府の認可が必要となった。認可を受けるための申請手続きは

複雑であり、時間と経費がかかる。しかしこの基準法を、風力ファームに法的に適用する

ことに関し、まだ解決されていない問題があり、開発者達は 終決定を待っている。この

ため、2007年4月以降の風力発電容量の純増は少なかった。 
 
 日本の風力開発者に対するその他の課題は、送電網インフラと電力供給の安定性である。

風力発電開発の主要な地域は、東北、北海道、及び九州である。 大の電力需要地域は日

本の中央部に集中しているが、潜在能力がある風力発電サイトの大半は、送電網の容量が

比較的小さい遠隔地に位置している。 
 地域電力会社によって電力網へのアクセスは制約を受け、電力網は独占的状態にある。

電力会社は電力網の容量拡大への投資を行わない理由をいくつか挙げているが、この問題

も風力発電開発に対する妨げとなっている。このため、日本風力エネルギー協会(JWEA: 
Japanese Wind Energy Association)及び日本風力発電協会(JWPA: Japanese Wind 
Power Association)の両機関は、電力網の安定化、技術的な安全性、避雷、発電量予測に

関するさらなる研究開発を支援している。 
 
日本は洋上風力発電の大きな潜在能力を持っているにもかかわらず、これまでのところ

11MWしか開発されていない。過去数年間、日本政府は洋上プロジェクトの実現可能性を

調査してきた。研究開発プロジェクトは2008年に開始が見込まれている7。日本の洋上風

力ファーム開発における主な障壁は、社会的問題、特に、国民の受容と漁業への補償であ

る。深海洋上風力発電の莫大な潜在的可能性を捉えるため、深海洋上風力技術(deep 
offshore wind technology)の研究開発を始める計画もある。 
 

編集・翻訳： 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.） 

                                                 
7 NEDO の研究開発プロジェクトとして、「新エネルギー技術研究開発 洋上風力発電技術研究開発」が開始

されている。期間は 2008 年度～2013 年度である。 
このプロジェクトでは、我が国特有の海上風特性や気象・海象条件を把握し、これらの自然条件に適合した

洋上における風況観測や風力発電システムに関する技術開発、及び環境影響評価手法を確立するために、実

証研究を行う。 
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【再生可能エネルギー特集】 洋上風力発電 浮体式プラットフォーム 
 
 

洋上風力(浮体式)の基本・設計課題・研究実証動向(欧米) 
 
 
洋上風力発電システムは、デンマークなど北欧の国々を中心に設置されてきた。その大

部分は水深 20m 以下、 大でも 45m までの海域に設置され、固定式の基礎構造が海底に

しっかりと設置されている。これより水深の深い海域にも風力エネルギーは豊富に賦存し

ているが水深が深くなるに従い、固定式の基礎構造はコストが高くなり経済的でなくなる

ため、浮体式構造が検討されるようになる。 
 
浮体式には 2 種類の方式がある。一つめは係留式で、プラットフォームを海底に置いた

「いかり」で固定する方式である。発電電力は海底ケーブルで陸上へと送電される。 
もう一つの方式はセイリング式で、プラットフォームは海上を移動できる。この方式で

は、得られた発電電力で海水を電気分解して水素を得る。さらに一部の水素と二酸化炭素

を化学反応させてメタンを得る。有機ハイドライド化も行う。そして液体水素、液化メタ

ン、有機ハイドライドの形で、陸上へと運ぶ。セイリング式については、日本の国立環境

研究所が中心になり、5 年間の大規模な研究を推進しているのでご存知の方も多いかと思

う。 
 
そこで本稿では、この二つの内の係留式について取り上げることとする。 

まず、米国立再生可能エネルギー研究所（NREL：National Renewable Energy 
Laboratory）の技術レポート他を元に、洋上浮体式風力発電の基本事項、係留式プラット

フォーム（3 種類）の設計課題について紹介する。 
さらに、研究開発・実証試験に取り組む海外の企業や大学の動向を紹介する。ここでは、

ページ数の関係で、一部のプラットフォームの写真や図を掲載するが、参照先を示してあ

るので興味のある読者は参照して頂きたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目次 
1.  洋上浮体式風力発電の基本 
2.  係留式プラットフォームの設計課題 
3. 研究開発・実証試験の動向 

3.1 WindSea トリプルタービン・プラットフォーム 
3.2 ノルウェーのカルモイ島沖合における浮体式風力発電システムの実証試験 
3.3 ドイツ・ノルウェーの企業が共同開発する浮体式プラットフォーム 
3.4 マサチューセッツ州沖合における大規模浮体式風力発電システムの実証試験 
3.5 WindFloat プラットフォーム 

 3.6 その他 
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１． 洋上浮体式風力発電の基本 
 
風力発電は自然の無尽蔵なエネルギーである風を利用し、大気汚染などの公害をもたら

さない。陸上風力はここ十年の間、世界で も成長の早いエネルギー源である。米国では

風力発電の開発は主に西部・中西部で行われている。こうした地域は風力が強く、人口は

まばらである。風力発電成長のための主な障壁は、発生した電力を海岸沿いの大消費地（人

口と電力負荷が集中）に送るための送電線の容量が不十分なことである。 
海岸沿いの大消費地へ電力を供給するためには、風力発電設備を洋上に設置する方法が

ある。欧州では陸上の空き地が少なく、一方、洋上の浅瀬の風力資源が豊富であり、900MW
以上の洋上風力発電設備が北海およびバルト海で設置されてきた。現在、洋上風力タービ

ンは欧州以外では使用されていないが、世界の洋上風力エネルギーの賦存量は豊富であり、

世界中で関心が高まっている。米国の賦存量は中国に次いで第二位である。たとえば 5～
50 海里 1（9.3～92.7km）沖の米国の風力発電電力賦存量は、現在設置されている様々な

発電設備の容量を上回ると推定されている。そしてこれらの洋上資源のほとんどは、海岸

沿いの主な都市部に隣接している。 
 
以上に加え、洋上風力発電の利点として、下記がある。 

①洋上の風は陸上と比較してより強く連続して、また、より小さい乱流強度（turbulence 
intensity）、せん断力（shear）で吹く傾向がある。 

②沿岸近辺で洋上風力タービンが製造されるならば、その大きさは、道路や鉄道による運

搬上の制約を受けない。 
③海岸から十分な距離を置いて洋上に風力タービンを設置すれば、視覚及び騒音公害を避

けることができる。 
④さえぎるもののない広々とした海を利用でき、陸上設置のように周辺の土地利用（者）

に影響を与えない。 
 
一方、これらの長所は風力タービンを洋上に設置することに伴ういくつかの短所により

相殺される。 
それらは下記の通りである。 

①洋上風力タービンは、より多額の設備投資を必要とする。 
この要因は、タービンを洋上使用に適したものにするためのコスト、基礎（土台）の複

雑さが増すこと、洋上風力特有の支持構造物が必要なこと、設置費用、廃棄に関連する

費用である。 
②洋上設置は、陸上設置と比較するとアクセス可能性が小さく 2、運用と保守のコスト、

そしておそらく機械のダウンタイム 3が増大する。 
                                                 
1  国際海里＝1.852km=0.999 米国海里。 
2  「設置やメンテナンスの際には設置場所（洋上）に赴く必要があるが、陸上に較べ、それが容易でない」

という意味である。 
3  設備が稼働していない時間のことで、その要因は、故障、メンテナンス等の設備停止である。 
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③洋上風力タービンは風からの負荷を受けるだけでなく、波や海流による水力学的負荷な

どにも耐えるものでなければならない。この結果、設計の複雑度が増す。 
 
中国、米国、日本、ノルウエー及び他の多数の国々の大部分の潜在的な洋上風力資源は、

30m 以上の水深地帯にある。これとは対照的に、これまでに設置された欧州の洋上風力発

電設備は、ほとんどが 20m よりも浅い水深海域に設置されており、固定式の基礎構造で

ある。その方式は、海底に一本の杭を打ち込む方式、あるいは在来型のコンクリートの重

力基礎に基づくものである。これらの方式は深度が増すと経済的に採算が取れるものでは

なくなる。代わりに、立体骨組み基礎（space-frame substructure）、たとえば三脚、四脚、

あるいは格子梁（lattice frame）（ジャケット（jackets）などがこれに該当する）が、

も少ないコストで強度と剛性を維持するために必要となる。 
スコットランドに近い北海のベアトリス風力ファーム実証プロジェクトでは、5MW の

二つの風力タービンがジャケット構造物の上に設置されている。深度は 45m であり、こ

の技術の良い適用例である 4。しかし、ある深度にまで到達すると、浮体式支持構造が

も経済的な選択肢になる。深度の深さに伴う基礎構造の変化を図 1 に示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 http://www.beatricewind.co.uk/home/default.asp 

陸上 洋上 
(浅瀬) 

洋上 
(中間的な深さ)

洋上 
(深海浮体式) 

現在の技術 

図 1： 水深の増加に伴う支持構造物の変化 
                                     （出所：NREL）
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洋上風力タービンには、様々な浮体支持構造が可能である。特に係留システム（mooring 
systems）、タンク、安定化装置（ballast：バラスト）には様々な選択肢があり、こうした

技術は洋上の石油およびガス産業により使用されてきた。図 2 に、3 つの代表的な浮体支

持構造を示す。これらは静的安定度をどのように維持するかにより分類される。 
 
円柱浮標（spar buoy）は、カテナリー（catenary）5ケーブルあるいは張力ケーブル（taut 

line）6により係留されるが、この場合の安定度は安定化装置を使用して浮力の中心よりも

重心を低くすることにより実現される。張力脚プラットフォーム（TLP：tension leg 
platform）は、タンク中の余剰な浮力によりもたらされる係留ケーブルの張力を利用して

安定度を実現する。はしけ（barge）方式では、「はしけ」は通常カテナリー係留され、水

との接触面により安定度を実現する。以上 3 種の特徴を活用した複合型も可能である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5  カテナリーは、日本語では懸垂曲線と呼ばれる。ロープなどの両端を持って垂らした時にできる曲線。 
6  ピンと張ったケーブル。 

図 2： 洋上風力タービンの様々な浮体支持構造 
                                     （出所：NREL）

浮体式風力タービン

概念 

円柱浮標型 
・バラスト安定化 
・カテナリー係留 
・埋め込み型いかり

張力脚型 
・係留ケーブル安定化

・張力ケーブル係留 
・吸引杭式いかり

はしけ型 
・浮力安定化 
・カテナリー係留 
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石油・ガス企業が、洋上浮体構造の長期的な持続可能性の実証試験を行ってきたため、

浮体式風力タービン開発の技術的な可能性には問題はない。しかし、費用効果が高く、競

争の激しいエネルギー市場に浸透できる浮体式風力タービンデザインを開発するためには、

相当な検討や解析が必要である。石油・ガス会社の洋上関連技術を風力発電向けに適応さ

せずに直接、洋上風力企業に移転することは経済的ではないであろう。これらの経済的課

題は技術的課題でもあり、概念設計と解析を通して取り組む必要がある。 
 
国際電気標準会議（IEC：International Electrotechnical Commission）の 61400－1

設計標準 7は陸上風力タービンの設計要件を規定している。今後規定される予定の

IEC61400－3 設計標準8は、61400－1 設計標準を洋上風力タービンの設計要件で補完する

ものである。これら二つの設計標準は、機械設備認証の際の総合的な負荷解析を要求して

いる。このような解析は概念の設計と解析にとっても有用であり、費用効果が高く性能の

良い、また構造的欠陥のない風力タービンを設計者が理論的に設計することを可能にする。 
 
出典 

Technical Report 
NREL/TP-500-41958 November 2007 
“Dynamics Modeling and Loads Analysis of an Offshore Floating Wind Turbine” 

http://www.nrel.gov/docs/fy08osti/41958.pdf 

 
 
 
2. 係留式プラットフォームの設計課題 
 
設計者は、 も低価格なシステムを設計するために、これらの各プラットフォームの長

所と短所の得失評価を行なう必要がある。表 1 は、浮体式風力タービンシステムの性能と

コストに影響を与える設計課題を示したものである。 
 各々の設計課題は、＋（プラス）、－（マイナス）シンボルを用いて、3 つのプラットフ

ォームに対し、その安定度達成方法を評価する。＋／－は、それぞれのプラットフォーム

における設計課題克服の容易さ／難しさを表している。 
 
 タービンの設計は、どのプラットフォームを選択するかにより、影響を受ける。 
張力脚方式は も安定したプラットフォームであり、その為タービンの動力学に対する影

響は も少ないと思われる。浮標のような安定化装置主体の設計は、より重く従って建設

コストがより多くかかると思われる。はしけ方式は、高波負荷の影響を受けやすいと思わ

                                                 
7 IEC 61400–1 Ed. 3, Wind Turbines – Part 1: Design Requirements, International Electrotechnical 

Commission (IEC), 2005. 
8 IEC 61400–3, Wind Turbines – Part 3: Design Requirements for Offshore Wind Turbines, International 

Electrotechnical Commission (IEC), 2006 (to be published). 
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れ、このことは、波に対するシステム応答（すなわち動揺）を増加させる。そこで、より

大きなタワーの動きに耐えるタービン設計が必要になる。タービンは、より大きな動揺に

耐えるように設計することは可能だが、高コストとなるだろう。 
 
 
 
 

＋ ：相対的な長所 
－ ：相対的な短所 
空白：上記以外        注 1: 洋上の設置現場への曳航、設置現場から陸上までの曳航 
 
 
設計ツールと手法 

 
適切なモデル開発業務の複雑度は、モデルの柔軟性やタービンと基礎（土台）を組み合

わせる度合いにより増加する。 
張力脚方式の基礎（土台）は安定しているが、波による動作を予測するためには新しい

解析ツールが必要になる。しかしおそらく、波の影響を受けやすい方式と比較すれば、解

析はより容易であろう。 

 浮体式プラットフォームの技術的課題 

 プラットフォームの安定度区分 

プラットフォームの設計課題 はしけ方

式 
張力脚方式 

円柱浮標方

式 

設計ツールと手法 － ＋ － 
浮力タンクのコスト小・複雑でない事 － ＋ － 
係留ケーブルシステムのコスト小・ 

複雑でない事 
－ ＋ － 

錨(いかり)のコスト小・複雑でない事 ＋ － ＋ 
曳航のコスト小・複雑でない事(注 1)・

天候条件に影響されにくい事 
＋ －  

現場設置作業の容易さ ＋ － ＋ 
廃棄及び保守の容易さ ＋ － ＋ 
耐食性 － ＋ ＋ 
水深に依存しないこと(独立性) ＋ － － 
海底地質による影響を受けにくい事 ＋ － ＋ 
設置面積が 小限である事 － ＋ － 
波の影響を受けにくい事 － ＋ ＋ 

表 1： 係留式プラットフォームの安定化に関する設計課題 
                                 （出所：NREL より編集）
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ｽｳｪｲ(sway)

ﾋﾟｯﾁ(pitch)

ﾛｰﾙ(roll) ｻｰｼﾞ(surge)

ﾋｰﾌﾞ(heave) 

ﾖｰ(yaw) 

図 3： 風力タービンに働く様々な力
                     

（出所：NREL）

風 

後方乱気流 

雷 
着氷 

潮・嵐による 
水深の変動 

海生物

海流 
潮 

土質力学 
地震 

浮力 

波 
船・氷の 
影響 

重力 

突風 
 

図 4： 環境からの影響 
 
         （出所：NREL）
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はしけ方式は、大部分の構造が水面（自由表面）にあるが、より大きなピッチ（pitch）、

ロール（roll）、ヒーブ（heave）を受ける（図 3）。モデリングと評価はより複雑であろう。 
円柱浮標方式は、はしけ方式と比較してタワー頂上の動きは少ないであろうが、それで

も、非線形な波力の影響を受け、より進んだ設計ツールを必要とする。 
他の洋上負荷は、浮遊ゴミ、氷、基礎（土台）にからみつく水生生物（貝類、海藻）か

ら発生する（図 4）。洋上風力タービンの解析は、各々のプラットフォームに適した浮力シ

ステム用の係留ケーブルの力学的特性とともに、プラットフォームとタービンの並進運動

（サージ：surge、スウェイ：sway、ヒーブ：heave）と回転運動（ロール：roll、ピッチ：

pitch、ヨー：yaw）の動的な組み合わせを考慮したものでなければならない（図 3）。 
 
浮力タンクのコスト小・複雑でない事 

 
どのプラットフォームでも、浮力システムが必要である。はしけ方式は、おそらくユニ

ットあたりのコストが も安い。それは、形状が単純で製造技術が確立されているからで

ある。しかし、安定性は主に水面に依存するため、重い構造物になりがちであろう。円柱

浮標はおそらく普通の圧延鋼材から製造されるが、安定化装置の重さに耐えるために、よ

り多くの排水量が必要とされ、結果的にシステムの全体的な材料コストが高くなる。張力

脚方式のタンクは、排水量は も少なくコストも も安いが、係留ケーブルの負荷（張力）

を支えるために、タンク構造がより複雑である。 
 
係留ケーブルシステムのコスト小・複雑でない事 
 
係留ケーブルのコストは水深に依存する。はしけ、および円柱浮標方式は、カテナリー

係留されることが多く、海底に埋め込まれた「いかり」を引っ張るように取り付けられる。

この二つのシステムでは、ケーブルと鎖のコストは、「いかり」への垂直負荷を 小化する

ために必要な長さにより決まる。張力脚方式のケーブルは垂直に延ばすので短い。しかし、

「いかり」と浮力タンク間に常時、張力が働くため、ケーブルにかかる負荷は高い。 
 
「いかり」のコスト小・複雑でない事 

 
「はしけ」や円柱浮標方式の水平方向に負荷のかかる「いかり」は、垂直方向に強い負

荷のかかる「いかり」（張力脚方式）と比較して、材料コストと複雑度がより低いであろう。

カテナリー係留では水平方向に負荷がかかり、プラットフォームの全負荷は受けない。張

力脚方式では垂直、あるいは垂直ではなくともピンと張った係留システムが必要であり、

過酷な条件の下でケーブルが弛まないよう、タンクの浮力に抗する能力の高い「いかり」

が使用される。これが、係留ケーブルにより安定度を保つ方式の主要な設計課題である。 
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曳航9のコスト小・複雑でない事・天候条件への耐性 

 
はしけ方式は、低価格の引き船（tugboat）、あるいは小型船舶で曳航できる。この特徴

は、タービンの修理、長期にわたるメンテナンス、あるいは廃棄を含めたライフサイクル

コストを引き下げるであろう。 
天候条件への耐性とは、さまざまな天候条件の下で曳航・設置できることである。天候

条件は設置作業時にしばしば遅延の原因となり、この時、曳航船や乗組員の待機費用が発

生する。海が荒れ、あるいは強風の時でも設置可能で、特殊な作業船を必要としないプラ

ットフォームは、設置費用が低い。総点検（overhaul）の際に港まで曳航する必要がある

プラットフォームでは、海の条件が整わなくても曳航でき、陸上で組み立てることができ

るならば、設置費用と長期の保守費用が低い。 
 
現場設置作業の容易さ 

 
現場における設置費用は、特殊船の用船料、乗組員の人件費により決定され、組み立て

作業の複雑さ、天候の良／悪への依存度の大きさにより増加する。重いナセルを持ち上げ、

波の作用等で動いているプラットフォームと組み合わせることは、難しいコストのかかる

作業である。この理由により、海上での組み立て作業は 小限にとどめるべきである。 
はしけ方式では、はしけに「いかり」配置システムを搭載し、曳航する。 

円柱浮標方式では、円柱浮標システムにタービンを取り付け、安定化装置は外し、タービ

ンを傾け、船上に横に倒して曳航することは経済的であろう。安定化装置は、洋上で垂直

方向に取り付けることができる。この戦略は大型船に配備されているような設備の必要性

を取り除くであろう。 
水力学的に安定な張力脚方式は、安定化装置無の重力いかりを付けて漂う（float-out）

ように設計でき、特殊な設備を使用せずに現場に配置できるであろう。 
 
廃棄および保守のしやすさ 

 
はしけ方式は、長期間の保守や廃棄の際に港へ曳航できる。このことにより、総点検サ

イクル（overhaul cycle）の際の保守費用を下げることになる。張力脚や円柱浮標方式の

ように、取り外して港に持ち帰ることがより難しいシステムは大規模な保守の際、より多

くのコストがかかるであろう。 
そのほかの観点としては、プラットフォーム自体に必要な保守の負荷である。簡潔なシ

ステムは、より少ないメンテナンスで済む。 後に、高い可用性（availability）10を維持

                                                 
9 設置海域までプラットフォームを運ぶこと、あるいは設置海域から保守などのために港に運ぶこと。 
10 ユーザーがそのシステムを利用できる時間が長いこと。様々な要素が合わさって可用性が構成される。信頼

性が高く故障の頻度が少ないほど、修理や保守に必要な時間が少ないほど、あるいは故障しても別の装置に

切り替えて運転できるなどバックアップ機能がついているほど、可用性が高い。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1032,  2008.11.5 
 

25 

する上で、アクセスのしやすさが主要な要素とされている。悪天候の時でもアクセスでき

るプラットフォームは、発電量の増加、維持管理費用の減少をもたらし、全体的なシステ

ムコストを引き下げる。 
 
耐食性 

 
水面の近くに主要な構造物があるプラットフォーム（はしけ方式）は、腐食の問題によ

り多くさらされる。この問題は、コンクリートなどの非腐食性の材料の使用、耐食性コー

ティング、陰極防食（cathodic protection）により解決できるが、システムのコストは増

加する。 
 

水深に依存しないこと（独立性） 
 
単一のプラットフォームデザインで様々な水深に適用できれば、そのデザインに適した

設置箇所が増加する。どのタイプのプラットフォームでも 小限度の水深を必要とする。

はしけ方式は浅瀬、あるいは水深の深い場所で動作できる。張力脚方式、及び円柱浮標方

式では、5MW のタービンで少なくとも 50m の深さが必要である。  
はしけ方式は、水深の浅い港から水深の深い、あるいは浅い場所へ曳航できる。張力ケ

ーブル方式、円柱浮標方式では、運搬用及び設置用に、より深い水路が必要であろう。水

深が深くなるにつれ、コストは「いかり」までのケーブル長に、より多く左右されるよう

になる。これは張力脚方式よりも、はしけ、および円柱浮標方式に、より多くの影響を与

える11。 
 
海底地質による影響を受けにくい事 

 
地質工学的調査はコストと時間を要するものである。もし、「いかり」システムが所定

の地質条件と、地質条件による設計変更を必要とする場合、設置現場毎のエンジニアリン

グ作業が必要となる。様々な地質に適合する「いかり」システムは、地質工学的な作業量

がより少なく、また設置現場特有の「いかり」の設計も少なくてすむ。 
はしけ方式や、円柱浮標方式用の「いかり」は、より、さまざまな海底状態に適合する

であろう。それは、張力脚方式用の垂直負荷いかりの場合と比較して、負荷がより軽く故

障発生の影響がより壊滅的ではないからである。 
 
設置面積が最小限であること 

 
環境への影響はコストに影響を与えるであろう。カテナリー係留システムは、より広い

海底に影響が及び、いかりシステムまで含めたタービン同士の間隔が狭くなり、障害物が

                                                 
11 同一の水深では、カテナリーケーブルは垂直ケーブルよりも長さが長くなるためである。 
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増え、また、海の他の使用目的（漁業など）に影響するであろう。この問題は、環境に敏

感な地域で認可を得た洋上風力プロジェクトにとっては、極めて重要である。 
 
波の影響を受けにくい事 

 
ほとんどの洋上構造物の設計に際しては、暴風波浪の影響を考慮する必要がある。悪天

候の荒れた海の状態に耐性があるプラットフォームは、さまざまな場所に設置できる。 
一般的に、水中に沈んだプラットフォーム（張力脚方式、円柱浮標方式）は、水面上に

位置するプラットフォーム（はしけ方式）と比較して、より容易に暴風波浪を避けること

ができる。 
 
出典 
Conference Paper 
  NREL/CP-500-38776 September 2007 

“Engineering Challenges for Floating Offshore Wind Turbines” 
http://www.nrel.gov/wind/pdfs/38776.pdf 

 
 

3. 研究開発・実証試験の動向 
 
3.1 WindSea トリプルタービン・プラットフォーム 

発表：2008 年 6 月 27 日 
 
ノルウェーの Statkraft 社、NLI Innovation 社、FORCE Technology 社による合弁事

業の WindSea は、次世代浮体式風力プラントに着手したと発表した。 
 
Statkraft 社によると、2007 年に、風力は欧州で 1,000 億ノルウェークローネ（NOK）

以上取引され、2020 年には 3 倍になると予想されている。洋上風力発電は、ノルウェー

にとって新しい洋上の宝庫になる可能性がある。タービンに関するいくつかの課題の解決

に向けた開発に取り組んでおり、WindSea の概念は現在、同じ名前の会社（WindSea AS）
により立ち上げられている。 

WindSea の特徴は、三角形の浮体式プラットホームのそれぞれの角にタワーとタービン

を持つ点である。このことは、風力プラントを安定させ、修理と保守の際のアクセスを容

易にし、設置と移動がより速く効率的に実現されるとしている。 
1 プラットフォームあたりの発電容量は 10MW。30 プラットフォーム（90 タービン）

から構成される風力プラントで 1,200GWh／年の電力を生産し、これは 6 万世帯を賄うこ

とができる量である。試算では、1 メガワットあたりの投資コストは、他の方式と比較し

て競争力があるとしている。 
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Statkraft 社は、ノルウェーに 3 つの風力発電プラントを保有・運用し、ノルウェー、

スウェーデン、英国に開発中の多くのプロジェクトを抱える。また、Norwind AS12 社の

深海風力発電（wind power on deep seas）の研究に参加している。Sway 海洋タービンプ

ロジェクトのオーナーでもある。また、予算 1 億 6,000 万ノルウェークローネの海洋エネ

ルギー研究プログラムにおいて、ノルウェー、スウェーデン、デンマークの大学と共働し

ている。 
WindSea プロジェクトでは、早ければ 2011 年にプロトタイプの設置を計画していると

している。 
 
出典 
http://www.statkraft.com/pub/wind_power/feature_articles/Windsea.asp 

 
3.2 ノルウェーのカルモイ島沖合における浮体式風力発電システムの実証試験 

発表：2008 年 6 月 17 日 
 
 ノルウェーの StatoilHydro 社は、同国カルモイ島沖合に浮体式洋上風力プラントを設置

し、2 年間の試験を行う予定である。同社はこのパイロットプロジェクトの研究開発、建

設に 4 億ノルウェークローネを投資、プラントの発電開始は 2009 年秋を予定している。 

                                                 
12 Norwind AS 社は、洋上風力に特化したエンジニアリング、調達、建設工事を主務とするノルウェーの会社

である。 

図 5： WindSea プラットフォームの概念図
                              （出所：Statkraft） 

（Copyright Statkraft. Used with Permission） 
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浮体構造は、洋上関連企業の間でジャケット構造と呼ばれている方式を採用。ローター

ブレードの直径は 82.4m、海上部分のタワー高さは 65m、海面下の浮きの長さは 100m、

また風力発電容量は 2.3MW である。水深 120～700m までの海域での設置を想定してお

り、海底には 3 つのアンカー杭で係留される。風車本体はシーメンス製の採用を予定して

いる。 
ノルウェー石油・エネルギー省所管の公営企業 Enova 社はこのプロジェクトに対し、

5,900 万ノルウェークローネを助成している。 
 
出典： 
StatoilHydro 社 
http://www.statoilhydro.com/en/TechnologyInnovation/NewEnergyAndRenewables/Wind/VindTilHavs/Pa

ges/Hywind.aspx 

 
3.3 ドイツ・ノルウェーの企業が共同開発する浮体式プラットフォーム 
 
ドイツのシーメンス社は、ノルウェーの StatoilHydro 社と協同で、浮体式風力プラット

フォームを開発している。StatoilHydro 社が水面下の構造物を担当、シーメンス社がタワ

ーとタービンを担当する。StatoilHydro 社の採用している浮体構造は「円柱浮標」と呼ば

れるもので、鉄とコンクリートでできた浮標（長さ 120m）と安定化装置から構成されて

いる。 
プラットフォームはスチールケーブルで海底に設置された「いかり」に係留する。発電

電力は、海底ケーブルで陸上へと送電される。スチールケーブル、及び「いかり」のコス

トを考慮し、水深 700m までの海域への設置を想定しているという。 
 
出典： 
http://w1.siemens.com/innovation/en/publikationen/publications_pof/pof_spring_2008/energy/offshore.htm 

 
3.4 マサチューセッツ州沖合における大規模浮体式風力発電システムの実証試験 

発表：2008 年 7 月 3 日 
 

Blue H Technologies BV 社は、本社をオランダに置く英国企業である。同社関連の Blue 
H USA,LLC 社は、マサチューセッツ州沖合に計画中の大規模浮体式風力発電システムの

実証試験につき、同州選出の全ての連邦上下両院議員団から合意を得たとプレス発表した。

議員団（上院 2 名、下院 10 名）は米国内務省資源管理局に対し、プロジェクトの実施を

要請する書簡を連名で送っている。 
 

 この実証プロジェクトの概要は： 
・120 基の風力タービン 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1032,  2008.11.5 
 

29 

・総発電容量は 420MW 
・マーサズ・ヴィニャード（Martha’s Vineyard）の沖合 37km、及びニュー・ベッドフ

ォード（New Bedford）の沖合 70km に設置 
・設置海域の水深は、51m 
・張力脚プラットフォーム 
 
なお Blue H Technologies BV 社はこの約半年前の 2007 年 12 月 6 日、大規模な浮体式

風力発電プラントの試作品を南イタリアのプーリア州（Puglia）沖合約 20km、水深 108m
の海域に設置するとプレス発表している。浮体構造は張力脚プラットフォームを採用。 

 
同社によれば、この方式を採用することにより、下記が実現されるとしている。 

・洋上構造物の主なコスト要因となる構造物の重量を軽減できる 
・陸上で組み立て、沿岸から 20km、あるいはそれ以上離れた設置現場へ曳航でき、海上

の強い恒常的な風力を利用できる。 
・設置海域の水深は 50m あるいはそれ以上を想定。 
・構造物の海底への設置に関し、起重機船など高価な機械を必要としない。 
 
同社は、この海域に 90MW の風力エネルギーパークを建設するための認可も申請して

いる。 
 
出典： 
マサチューセッツ実証プロジェクト 
http://www.bluehgroup.com/company-newsandpress-080703.php 

イタリア実証プロジェクト 
http://www.bluehgroup.com/company-newsandpress-0712062.php 

プラットフォーム形状 
http://www.bluehgroup.com/download/BlueH-FloatingWindTurbine-Prototype2.jpg 

 
 
3.5 WindFloat プラットフォーム 
 

WindFloat プラットフォームは、米国 Marine Innovation & Technology 社が着想し、

同じく米国の Principle Power 社に独占的にライセンス供与（全世界における）されてい

る浮体式風力プラットフォームである。 
出力：5MW、ローター直径：125m、タービン高さ：100m、設置海域水深：50m 以上

（いずれも概略値）である。その特徴は、①ピッチやヨーを無視できる安定性、②陸上で

組み立て可能、③設置現場への曳航時に深い水深を必要としないので様々な海域に設置で

きる、としている。 
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出典： 
Marine Innovation & Technology 社のパンフレット 
http://www.marineitech.com/downloads/WF_brochure.pdf 

 
3.6 その他 
 
以上紹介したもの以外にも、下記の興味深いニュースがある。 

 
①傾いた状態で安定しているユニークなプラットフォーム（ノルウェーSWAY 社） 

http://sway.no/index.php?id=16 

http://sway.no/index.php?id=17 

②カリフォルニア沖合の水深別風力エネルギー賦存量（米国スタンフォード大学） 
http://www.stanford.edu/~dvorak/papers/offshore-wind-ca-analysis-awea-2007.pdf 

http://news-service.stanford.edu/news/2008/january9/dvorak-010908.html 

 
 

編集・翻訳：  NEDO 研究評価広報部 久我 健二郎 
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【再生可能エネルギー特集】 太陽電池 

 
薄膜太陽電池の発展に向けて種をまく NREL(米国) 

 
米国の太陽電池業界では、 近、薄膜太陽電池メーカーの影響力が強まりつつある。こ

の要因のひとつには、国立再生可能エネルギー研究所(NREL)1が何年もかけてこれらの企

業の支援、育成を行ってきたことがある。 
 
太陽電池は、太陽光の光子を光起電材料の中で捉えることによって電気を作り出す。光

起電材料には通常、ゆるく結合した 1 個以上の電子を持つ半導体が利用される。これらの

電子は、太陽光に含まれる狭い範囲の波長を浴びることによって原子から離れることがで

きる。現行の太陽電池のほとんどは、コンピュータの IC チップにも利用される結晶シリ

コンウェハーでできている。しかし、NREL では長い間、結晶シリコン型太陽電池に変わ

るものとして、アモルファス（非晶質）シリコンやテルル化カドミウム、また銅、インジ

ウム、ガリウム、およびセレニウムから成る CIGS と呼ばれる合金を用いた太陽電池の開

発に取り組んできた。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
これらの薄膜太陽電池には、従来の結晶シリコン太陽電池と比べて多くの利点がある。

たとえば、必要な半導体材料の量が少ないため価格を抑えることができるほか、ガラス、

ステンレス、さらにはプラスティックなどさまざまな基板上に短時間で蒸着 2 することが

できる。また、結晶シリコン型の場合には個々の太陽電池を作ってから大きな長方形のモ

ジュールに組み立てる必要があるが、薄膜型の場合にはモジュール全体を一度に蒸着する

ことができるため、個々の太陽電池から組み立てるという手間がかからない。これは経費

の節減につながるだけでなく、 終製品の形態という意味でも多様な可能性をもたらす。 
 

                                                 
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。 
2 薄膜形成方法のひとつであり、金属などの蒸着材料を気化(蒸発)させて基板の表面に付着させるというもの。 

United Solar Ovonic 社は、新聞の印刷と似た方法で、

巻物状にした長いフレキシブルなロール状ステンレス

板に太陽電池を蒸着している。 
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このような 終製品の多様性の好例として、Uni-Solar ブランドのソーラーシングル 3

を挙げることができる。この製品はアモルファスシリコンの蒸着されたフレキシブルなス

テンレスでできており、ソーラーモジュールが透明なプラスティックに封じ込められてい

るため、屋根板の役割を果たしつつ、発電もできる。 
 

Uni-Solar シングルは、Energy Conversion Devices 社の子会社である United Solar 
Ovonic 社によって 1990 年代の半ばに発表された。その後この製品は進化を遂げ、現在で

は、剥離紙から剥がして建物の屋根に直接貼ることのできる薄板タイプのものとなってい

る。薄板型の太陽電池は、建設物の構造材料としての役割も果たす建物一体型の太陽光発

電設備のもっとも一般的な例のひとつである。 
 
産業の形成 

United Solar Ovonic 社はまた、現在進んでいる薄膜太陽電池の革命(thin-film solar 
revolution)を体現する好例でもある。NREL は長い間、薄膜技術の開発に取り組む多数の

企業に対して「友好的な競争(friendly competition)」と呼ばれる方法で研究支援を行って

きた。同時にまた、NREL 内部の科学者や技術者による技術の完成に向けた取り組みも進

められていた。United Solar Ovonic 社（Uni-Solar というブランド名で呼ばれることが

多い）は、国立の研究施設による大きな技術進歩を基盤として、民間企業がそれらの技術

をさらに発展させた例のひとつだといえる。 
 
「薄膜技術の各技術にはそれぞれ国家的な研究チームがあり、その中にはアモルファス

シリコンのチームもあった。Uni-Solar はアモルファスシリコン・チームにおける産業部

門からの主要な参加者であった。」NREL でアモルファスシリコン研究の技術モニター

(technical monitor)を務める Bolko von Roedern はこのように言う。「アモルファスシリ

コンの分野では、従来、産業界がもっとも優れた技術を誇ってきた。一方、CIGS やテル

ル化カドミウムの分野では、NREL 内部の研究グループが世界をリードしている。米国の

アモルファスシリコン開発プログラムにおいては、Uni-Solar がトップの太陽電池メーカ

ーであった。」 
 

Uni-Solar の成功の鍵となったのは、太陽光に含まれる異なる周波数に対応したアモル

ファスシリコンの層を 3 層重ねる技術を開発したことであった。この技術を使って、アク

ティブな 3 層の半導体からなる「三接合電池」と呼ばれる太陽電池が作製された。三接合

電池では、1 番上の層で太陽スペクトルの一部が吸収され、残りが 2 番目の層へと通過す

る。通過した光の一部がまた 2 番目の層で吸収され、3 番目の層でさらにまた同じことが

起きる。その結果、この電池ではより多くの太陽スペクトルが電気に変換される、つまり

従来の電池よりも光電気変換効率が向上する。 
 
                                                 
3 シングル(shingle)：屋根板のこと。 
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しかしその高い技術力にもかかわらず、特に材料特性の分野とアモルファスシリコンの

基板上への蒸着技術においては、Uni-Solar は依然として NREL の研究に学んでいた。

NREL はたとえば、シリコンのような材料を熱線によって真空チェンバー内で気化させ、

その蒸気をより低い温度の基板上に凝結させるという、熱線蒸着の先駆的な技術を持って

いた。この技術を使って高効率太陽電池を開発する NREL の取り組みを Uni-Solar は支援

した 4。 
  

「NREL は熱線蒸着その他の蒸着技術を開発したが、Uni-Solar の協力を得て、よりよ

い成果を得ることができたケースも少なくなかった。」von Roedern はこのように言う。 
 

1997 年、Uni-Solar はアモルファスシリコン電池の試験工場の操業を開始した。この工

場は、1 年間に発電容量 5MW5 分の太陽電池モジュールを生産できる能力を持っていた。

これは毎年 2,500 戸の住宅に 2kW のソーラー発電設備を設置することができる規模であ

り、太陽電池業界では「5MW 生産ライン(5-megawatt production line)」と呼ばれている。

Uni-Solar によるこの試験工場は、米国で 初の薄膜太陽電池の大規模生産設備となった。 
 

Uni-Solar は 2002 年、試験工場の成功を踏まえて 初の本格的な生産工場の操業を開始

した。ミシガン州のオーバーンヒルに位置するこの工場では、新聞の輪転式印刷と似た方

法を使ってアモルファスシリコン・ソーラーモジュールが生産されている。この方法を採

り入れたことにより同工場では 25MW の生産能力が実現された。これは、当時の米国全

体の太陽電池生産能力を 20%引き上げることのできる規模であった。この生産方法では、

9 マイル（約 14.5km）のステンレス板を一度に処理することができる。1 分間に約 2 フィ

ート（約 60cm）の速度でステンレス板が機械を通り、厚さ僅か 1 ミクロンの三接合電池

の蒸着が行われる。  
 
Uni-Solar はその後、オーバーンヒル工場の生産速度をさらに向上させ、 終的な生産

                                                 
4 編集部注：原文のまま。「Uni-Solar の取り組みを NREL は支援した」の間違いである可能性もある。 
5 MW＝メガワット＝1,000kW（＝キロワット） 

ミシガン州オーバーンヒルにある United Solar 社の生産

ラインでは、1 年間に 28MW のソーラーモジュールを 生
産することができる。 
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能力は 1 年間に約 28MW となった。同社はまた、2007 年に 2 番目の生産ラインを追加し、

その生産能力を 2 倍に増やした。現在、同社で生産している製品の半分以上は、剥離紙か

ら剥がして屋根に直接貼るタイプなどの建物一体型の太陽電池である。 
 

Uni-Solar は、2007 年には 48MW の太陽電池を生産した。また現在、ミシガン州のグ

リーンフィールドに、それぞれ 30MW の能力を持つ 4 本の新しい生産ラインを建設中で

ある。2008 年に 初のラインの操業が始まると、同社の 1 年間の生産能力は 88MW に増

加し、その後すぐにまた 178MW に増えることになる。米国で 2007 年に生産された太陽

電池が 266MW であったことを考えると、アモルファスシリコンが国内市場に大きな影響

を与える分野になりつつあることがわかる。 
 
「長年の夢が、今や現実のものとなったのだ。」von Roedern はこのように言う。 
 
 

新たな競争の出現 
アモルファスシリコン太陽電池の分野では、Uni-Solar などのメーカーが大きな成果を

実現している。これと並行して、CIGS やテルル化カドミウムなどその他の薄膜技術の分

野でも、NREL の取り組みにより新しい産業が生まれ、アモルファスシリコンを超える勢

いで成長を続けている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 現在の主要メーカーが小規模企業から始まったことを考えると、その成長ぶりは特に印

象的にうつる。たとえば CIGS の場合、フレキシブル基板上に CIGS 薄膜フィルムを蒸着

する技術で現在トップのメーカーは Global Solar Energy 社である。しかし、1996 年に

NREL が Global Solar Energy 社との協力を開始した当時、この会社の業績は今よりも遙

かに低いものであった。 
 
「Global Solar 社は、コロラド州リトルトンにあり、やはり NREL の支援を受けている

ITN Energy Systems 社の一部が分割されてできた会社だった。」NREL で CIGS とテル

ル化カドミウムの産業部門を担当するリード・プロジェクトマネージャーの Harin Ullal

Global Solar Energy 社は現在、CIGS 薄膜のフレキシブル

基板への蒸着におけるトップメーカーである。 
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はこのように言う。「NREL と契約したとき、彼らは実質的に、四方を壁で囲まれたひと

つの建物の中で作業を行っていた。NREL は、彼らが CIGS を生産するための技術開発に

着手する手助けをした。」 
 

NREL は当時、19.9%の変換効率を持つ、ガラス基板を利用した CIGS 太陽電池の実験

室規模の生産方法を開発していた。Global Solar 社は NREL から技術ライセンスを受けて

この技術を利用し、輪転式の方法を使って、ガラス基板の代わりにフレキシブルなステン

レス上に被覆の蒸着を行う技術を開発した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Global Solar 社は 4MW の試験的な生産ラインを備えた企業としてアリゾナ州ツーソン

に設立され、2008 年の前半には、40MW の生産能力を持つ 初の本格的な生産ラインの

操業を開始した。同社はまた、現在ドイツのベルリンに 35MW の生産工場を建設中であ

るほか、2010 年までにツーソンに 100MW の生産ラインを開設する予定である。 
 
「Global Solar 社、そして太陽電池産業に変化が始まった当初からずっと、NREL は我

が社にとって変わらぬパートナーであった。」Global Solar 社の 高技術責任者(CTO)であ

る Jeff Britts は言う。「NREL から技術支援を受けたことにより、我々は新しい方向へと

進み、世界に二つとない技術を手にすることができた。特に、NREL の持つ高効率 CIGS
太陽電池技術とそのノウハウの移転を受けたことにより、我々の生産ラインには直接的な

恩恵がもたらされた。」 
 

Global Solar Energy 社は、2008 年の初めに、40MW
の生産能力を持つ 初の本格的な生産ラインの稼働を

開始した。 
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First Solar 社の黎明期 
しかし、薄膜分野における NREL のこれまでで 大の成功は、First Solar 社と共同で

行った研究開発であった。テルル化カドミウム太陽電池モジュールのメーカーである First 
Solar 社は、Solar Cells 社という名称の小規模企業としてスタートした。 
 
「我々が Solar Cells 社との協力を始めたのは 1991 年のことだった。当時この会社はオ

ハイオ州のトレド大学構内にあり、社員は 6 人程度で、ほとんど家内工業に近いレベルの

ことをしていた。」Ullal はこのように言う。 
 

NREL の太陽電池研究による賞の受賞 
数十年にわたり太陽電池についての革新的な研究を

進めてきた結果、NREL は 2007 年に国際的に評価の高

い名誉ある賞を複数受賞した。研究者の Sarah Kurtz と

Jerry Olson は長年の研究の成果、中でも多接合型太陽電

池の開発に対してダン・デービッド賞を受賞した。彼ら

の「Quest for Energy（エネルギーの探求）」と題する研

究は、NASA Goddard Institute の気象学者 James Hansen
の宇宙に関する研究と並んで同賞を受賞し、賞金の 100
万ドルを分け合った。Sarah Kurtz は自分の受け取った賞金をカリフォルニア大学マーセド

校における太陽電池開発研究の集中化を支援するトラストに充てた。 
 
2007 年にはまた、太陽光発電国立センター(NCPV)の Lawrence 

Kazmerski センター長が Karl W. Böer Solar Energy Medal of  Merit 賞
を獲得した。同賞は隔年ごとに授与される賞であり、太陽エネルギ

ーの推進に重要な先駆的貢献をした個人に対して、メダルと 4 万ド

ルの賞金が贈られる。Kazmerski はこの賞金を使って、NREL の新し

い工程開発・統合実験室 (Process Development and Integration 
Laboratory)を利用して大学院生による研究を支援するトラストを設

立することを予定している。 
 
さらにNRELはこの年、Spectrolab社と共同で開発した三接合太陽電池に対してR&D 100 

Award を受賞した。この電池は 40%以上のエネルギー変換効率を実現するものであった。

結晶構造内に異なる格子面間隔を持つ複数の半導体材料の層を組み合わせることはこれ

まで技術的な障壁となっており、そのために電池の効率および耐久力を伸ばすことができ

ないという重大な欠陥が生じていた。しかしこの電池では、革新的なアプローチを用いて

この問題を解決した。 

Sarah Kurtz と Jerry Olson 

Lawrence Kazmerski
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NREL が Solar Cells 社に関心を持った理由は、この会社にテルル化カドミウム技術の

専門家とガラス産業分野の専門家の両方が在籍していたことにあった。Solar Cells 社はテ

ルル化カドミウムのガラスへの蒸着に特化した会社であり、結晶シリコン太陽電池ででき

ているソーラーモジュールと同様の、柔軟性のない太陽電池モジュールを製造していた。 
 
「Solar Cells 社が設立されて間もない頃、NREL では共同研究プロジェクトを通して同

社を支援した。それから 2 年ほど経ち、彼らは 初のプロトタイプ・モジュールを製作し

た。このプロトタイプの効率は 6%程度であった。」Ullal はこのように言う。 
 

Solar Cells 社は順調に成長を続け、 終的には 2～3MW 程度の生産能力を持つ試験的

な生産ラインの操業を開始した。1999 年、複数の個人投資家が Solar Cells 社との合弁企

業として First Solar 社を設立し、 その後、Solar Cell 社は First Solar 社に吸収合併され

た。First Solar 社は、設立されてまもなく、ガラス基板を使った薄膜太陽電池の生産をよ

り容易にするためのさまざまな新技術を開発した。その間ずっと、同社と NREL の協力関

係は持続された。 
 
「First Solar 社とはかなり緊密な協力を続けてきた。」Ullal は言う。「たとえば、我々

は彼らの開発した材料の測定や特性解析を何度も行い、NREL の技術知識を活かして彼ら

を助けてきた。また、彼らの作ったモジュールやシステムのテストも NREL の屋外試験場

で行っている。」 
 

First Solar 社はオハイオ州 Perrysburg に工場を開設した。この工場の生産ラインは、

初は 1 本だけであったが、まもなく 3 本に増設された。いずれのラインも年間 25MW
の太陽電池モジュールを生産できる規模に設計されていた。現在これらのラインはすべて

45MW の規模に拡張されており、これらの生産能力をすべて合計すると、米国全体の生産

能力のうちの 135MW 分を占めている。同社はまた、太陽電池モジュールの変換効率を

10.6%まで向上させたほか、生産コストの削減も実現している。同社の生産コストは、2003

First Solar 社は、NREL が薄膜太陽電池メーカーと共同で

行った取り組みの中で、これまでで 大の成功例である。 
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年には 1 ワットあたり 2.96 ドルであったが、現在は 1 ワットあたり 1.14 ドルである。 
 
「NREL の持つ専門知識は、我が社が初期に基盤を固めるうえで重要な役割を果たし

た。」First Solar 社の David Eaglesham 技術担当副社長は言う。「NREL は米国の太陽光

発電産業界において極めて重要な役割を果たしており、この分野の事業に手を染めようと

する企業に対して、かけがえのない専門知識と訓練の機会を提供している。」 
 

First Solar 社は現在、4 本の生産ラインを備えた総生産能力 180MW の工場をドイツに

も所有しており、米国で 大の太陽電池メーカーであるのみならず、世界的にも薄膜太陽

電池モジュールのリーダーとなっている。同社は現在、世界で 5 番目に大きな太陽電池メ

ーカーであり、2007 年には 206MW の太陽電池を生産した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

First Solar 社はまた、現在 4 つの新しい生産工場をマレーシアに建設中である。各工場

はそれぞれ 45MW の生産ラインを 4 本備えたものとなる。これらの工場の稼働が開始さ

れると、同社の 1 年間の総生産能力は 1,000MW を超えることになる。2007 年に世界中で

生産された太陽電池が約 3,700MW であったことを考えると、この数字の大きさがわかる。 
 
「これは驚くべきストーリーだ。」Ullal は言う。「NREL と DOE はこれらの成果を心

から誇りに思っている。」 
 

First Solar 社の生産量の成長は間違いなく目を見張るものであるが、2007 年に世界中

の注目を集めたのは、同社の財務実績であった。First Solar 社は 2006 年後半に上場し、

4 億ドル以上の投資を集めた。その後、2007 年に同社の株価は 8 倍に高騰し、ウォールス

トリート・ジャーナルの株主スコアボードでは 1 年間の業績における第一位にランキング

された。 

NREL の屋外試験場で、ずらりと並んだ First Solar 社製

モジュールの動作を確認する Keith Emery 技師。この試

験場は、風雨にさらされる環境で太陽電池の長期的な信

頼性をテストするために、同社以外にもさまざまな太陽

電池メーカーによって利用されている。 
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First Solar 社の財務的な成功は NREL の功績だとは言えないものの、その成功をもた

らしたのは NREL の支援を受けて開発されたテルル化カドミウム技術である。今では多数

の企業が 3つの主要な薄膜技術 6を利用して太陽電池モジュールを生産しているが、NREL
が初期の薄膜太陽電池産業を活気づける手助けをしたことは間違いない。NREL はしかし、

現状に甘んじることなく、薄膜太陽電池産業に新鮮なアイデアを吹き込むことのできる新

たな企業との協力を引き続き進めている。 
 
現在 NREL と協力関係にある CIGS 太陽電池のメーカーには、2008 年にテキサス州オ

ースチンに 20MW の生産ラインを建設する予定の HelioVolt 社、2009 年までにコロラド

州デンバー付近に 25MW の生産ラインを建設する予定の Ascent Solar 社、電着法 7によ

ってフレキシブルな薄膜基板を用いた CIGS 太陽電池モジュールを生産している

SoloPower 社などがある。SoloPower 社は現在、カリフォルニア州サンノゼに 20MW の

生産工場を建設中である。 
 
また、NREL と協力関係にあるテルル化カドミウム太陽電池のメーカーには、2008 年

に北コロラドで試験生産工場の操業を始める予定の AVA Solar 社、NREL との共同開発を

開始したばかりの PrimeStar Solar 社などがある。PrimeStar Solar 社は、General 
Electric Company からも多額の投資を受けている。 
 
米国の薄膜太陽電池業界では、初期に設立された企業は今では大手メーカーとなってい

る。また、この急激な成長を見せている分野に新たな競争力を投じようとする新しい企業

の参入も続いている。これらのことから考えて、薄膜太陽電池産業の将来が明るいことは

間違いないといえよう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

翻訳：桑原 未知子 
 
出典：NREL Sows the Seeds for a Thin-Film Solar Cell Bounty 

http://www.nrel.gov/research_review/2007/deployment_thin_film.html 
                                                 
6 アモルファスシリコン、テルル化カドミウム、CIGS の 3 技術のこと。 
7 電気分解によって金属などの基板上に薄膜を形成する方法。 

研究開発プロセス 

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大規模展開段階のものである。 
詳細については、海外レポート 1031 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。 
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【再生可能エネルギー特集】 太陽光起電力 

 
DOE は先進的太陽光起電力技術開発に 1,760 万ドルを助成(米国) 

 
米国エネルギー省(DOE)は、先進太陽 PV 技術の初期製造段階に集中する、6 件の初期

段階の光起電力(PV)モジュールのインキュベーター・プロジェクトに、年間予算に従って

1,760 万ドルまでを助成すると発表した。企業からの少なくとも 20 パーセントの費用共有

を含めて、研究投資の合計は 3,540 万ドルに達すると予想される。 
 
これらのプロジェクトはブッシュ大統領の太陽アメリカイニシアティブを支援し、2015

年までに太陽エネルギーを従来型の電力と価格競争力があるようにすることを目標とする。

太陽エネルギーのような代替エネルギーやクリーンエネルギー技術の使用を増加させるこ

とは、温室効果ガス排出や外国石油の依存度を削減するために、国のエネルギー資源を多

様化させることに重要である。 
 
ブッシュ大統領の先進エネルギーイニシアチブのための主導機関としての DOE は、ク

リーンな太陽エネルギー技術の広範囲な商業化および展開に拍車をかけることにより、

我々のエネルギー資源の多様化に取り組んでいる。革新的技術の開発は、米国へ長期の経

済的利益、環境的利益およびセキュリティ利益をもたらすのを支援する。 
 
「これらのプロジェクトは、多様な光起電力技術の集まりの開発を促進し、かつ米国が

次世代のコスト効率の良い太陽技術における世界のリーダーであることを確実にすること

を支援する。これらの太陽光起電力インキュベーター助成は、革新的な新興企業がその技

術を市場へもたらすために掛かる時間を加速するのを支援する」と DOE 省エネルギー・

再生可能エネルギー担当次官補代理のジョン・ミズロフは述べた。 
 
これらのプロジェクトにより、企業は、研究所実証からパイロット生産への革新的な PV

技術の移転に掛かる時間を加速しようと努力する。そして、コストを低下させ、性能を向

上させて、PV モジュールの製造能力を拡大することに取り組む。これらの助成は、商業

化のパイプラインを先進太陽技術で満たし、そして、新しい世代の PV 製品供給者を市場

へもたらすのを支援する。この資金提供機会の発表は、2008 年 3 月 3 日に行われた。 
 
DOE 再生可能エネルギー研究所(NREL)による契約交渉を行った上で、次の 6 つの企業

が 18 か月のプロジェクトを開始する。 
 
・1366 テクノロジー社(レキシントン、マサチューセッツ州)は、廉価な多結晶シリコン

電池用の新しい電池アーキテクチャおよび関連プロセスを開発している。このプロジェク

トは、自己整列メタライゼーションフィンガーのための光捕捉微細構造化と溝により、電
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池性能を向上させることが予測される。電池内での光捕捉と電荷キャリアー移動を向上さ

せることにより、このプロジェクトは、多結晶電池の効率を著しく増加させるであろう。 
プロジェクト終了までに、1366 テクノロジー社は、結晶シリコン電池産業の全域で適用

可能な技術を持った、効率 19 パーセント、15.6x15.6 cm2の多結晶シリコン電池をもたら

すことを計画している。(300 万ドル以内) 
 
・イノベライト社(サニーヴェール、カリフォルニア州)は、薄膜結晶シリコン・ウエフ

ァー上へ同社の特許である「シリコンインク」をインクジェット印刷することにより、高

効率で廉価な太陽電池およびモジュールを開発している。 
同社の低接触印刷法は、今日の高効率電池とモジュールを作るのに必要な製造費用と複

雑さの両方を著しく縮小することが実証されている。(300 万ドル以内) 
 
・スカイラインソーラ社(マウンテンビュー、カリフォルニア州)は、シリコン電池上に

10 倍以上の太陽光を反射・集光することが実証された、軽量な統合化単軸追跡システムを

開発している。この光を集光するミラーの使用は、従来のシリコンモジュール太陽電池の

も大きなコスト要因の使用を 90%以上縮小する。さらに、その設計は主流の PV 産業基

盤にてこ入れし、迅速な拡張を可能にするための大規模な集光を通してその能力を拡大す

る。同社は、劇的にモジュール製造原価を低下させて、かつグリッド等価以下のエネルギ

ー水準コストを達成する完全システムを設置することに取り組む。 
このプロジェクトの終了までに、スカイラインソーラ社は、面積 12m2で 15 パーセント

の開口面積効率を越えるモジュールを生み出すことを計画している。(300 万ドル以内) 
 
・ソラスタ社(ニュートン、マサチューセッツ州)は、アモルファスシリコン「ナノコア

ックス(nanocoax)」構造に基いた斬新な電池設計を用いている。この構造は、電流を増加

させ、電池の導線へ運ばなければならない電荷キャリアーの経路を短くすることにより材

料費を低下させる。またこのアプローチは、効率的に光と電子の経路を切り離す。 
成功すれば、プロジェクトの終わりに、ソラスタ社は、効率 15 パーセント、面積 100cm2

の製造前電池を作り出す。(260 万ドル以内) 
 
・ソレクセル社(ミルピータス、カリフォルニア州)は、単位ワット当たりの製造費用を

劇的に削減する、3 次元の高効率単結晶シリコン電池の破壊的技術の商品化を計画してい

る。一連の斬新だが低価格の工程段階を通して、このプロジェクトは、 小の材料を使用

して光を効率的に捕捉する太陽電池アーキテクチャを作り出す。 
このプロジェクトの終わりに、ソレクセル社は、従来のスライス・ウエファーより単位

ワット当たり大幅に少ないシリコンを消費する、効率 17～19 パーセント、面積 156x156 
mm2の単結晶電池を作り出すことを計画している。ソレクセル社は、5 年以内にギガワッ

ト規模の PV 製造企業になることを目指している。(300 万ドル以内) 
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・スパイアーセミコンダクター社(ハドソン、ニュハンプシャー州)は、ガリウム砒素基

板上に微細な両面電池を成長させることにより、3 層接合タンデム太陽電池のための設計

空間を開けることを計画している。このアプローチは、太陽スペクトルによりよく一致さ

せるために、針状微細構造(spire)が各デバイス層の光学的性質をよりよく 適化すること

を可能とする。 
スパイアーセミコンダクター社は、廉価な製造法を使用して、42 パーセント以上の電池

効率を目標としている。(297 万ドル以内) 
 

「太陽アメリカイニシアティブ」についての詳細は： 
http://www1.eere.energy.gov/solar/solar_america/ へ 

 
(出典：http://www.energy.gov/news/6607.htm ) 
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【再生可能エネルギー特集】風力発電 太陽エネルギー 水素 
 

ギガワット規模の再生可能エネルギー構築に向けて(米国) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 コロラドのロッキー山脈東に位置する、風の吹く開けた高原に設置された縦横 40 フィ

ートずつのコンクリートの施設が、我々のエネルギーの未来を切り開く鍵を握っているか

もしれない。この施設は「風(力)から水素へ(wind to hydrogen)」プロジェクトを推進する

本部で、風力タービンで発電された電力と、水から水素を生成するためにソーラーパネル

を使用するユニークな施設である。 
 
 化学用語を使えば、水素は「H2」だが、それにちなんだこの「Wind2H2」施設の研究

者たちは、世界が今日直面している 大の問題のいくつかを解決しようと努力している。

すなわち、どのように気候変動を加速させることなく発電し、輸送用燃料を生産するかと

いうことである。 
 
 「究極の目標は、より多くの風力発電を系統に連系し、車両用水素を費用効果的に、か

つ環境に負荷のかからない方法で供給することなのです。もっとも、経済的で丈夫な燃料

電池車の実現は何年も先の話ですが。」プロジェクトリーダーの Kevin Harrison 氏はこう

言う。 
 
 風力や太陽のような再生可能エネルギーを使った発電は、環境にも優しい方法で、我々

の将来の電力需要を満たすことができる。しかし、大きな障害があることも事実である。

すなわち、風が吹かないとき、陽が照っていないときには発電できないこと、従って、こ

の不安定さが再生可能エネルギーの開発と大規模適用の障害になっているということであ

る。このため Wind2H2 では、水素の形で貯蔵することで再生可能エネルギーの信頼性、

送電能力、経済性を向上させ、ひいてはギガワット規模で再生可能エネルギーを展開する

道筋をつけることが主要な目標になっている。水素は必要に応じて電気に変換することが

でき、あるいは車両用燃料として使用される。 
 

①風力や    太陽エネル   電気に変換   水を電気分解  ②水素は圧   貯蔵され   再び発電に  

        ギーは    され     して水素を生   縮され           使われる。  

                       産する。                      
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 水素は石炭、天然ガス、バイオマス、水、その他の水素に富んだ原料から生成できる、

柔軟性のあるエネルギー担体である。水から水素を生成するために再生可能エネルギーを

利用すれば、本質的にクリーンなエネルギーを後の使用のために貯蔵することができる。

水素は、これを貯蔵し、電気に再変換し、また車両の燃料として使用することができ、こ

の間、温室効果ガスをほとんど、あるいは全く排出しない。この特性ゆえに、水素はしば

しば未来の燃料とみられているのである。しかし、こうしたことが実現するためには、解

決すべき技術的な課題がたくさんある。 
 
国立再生可能エネルギー研究所(NREL)国立風力技術センターの Wind2H2 施設は、

NREL と Xcel Energy 社（米国 大の風力エネルギー事業者）のジョイントベンチャーで

ある。Xcel 社が資本財のほとんどを提供し、NREL は施設を設計、建設した。現在 NREL
が施設を運用しているが、同施設は水素の生成・貯蔵場所の管理に当たり厳格な安全規範

および安全基準を遵守しなければならない。 
 
 水素は電気分解（電気を使用して水を水素と酸素に分けるプロセス）によって生成され

る。このプロセスに必要な電気は、事業者が供給する電力と以下の 3 つの再生可能エネル

ギー資源によって賄われる。 
 
・風速の変化に応じて、振幅や周波数が変わる交流(AC)電力を生産する 10kW の風力タ

ービン 
・100kW の風力タービンで、その一部が直流（DC）で電気分解に振り向けられ、残り

の部分は系統向けに規制された交流に再変換されるもの。 
・10kW の直流を発生させることができる一群の太陽光電気パネル 

 
 これらのエネルギー源は、電力変換装置を通して運転される。この電力変換装置は

NREL が設計、建設したもので、効率的に運転するのに必要な直流を電解槽に供給する。

ポリマー電解質膜(polymer electrolyte membrane：PEM) 電解槽 2 つとアルカリ電解槽 1
つが、その場で供給される水から水素と酸素を作り出す。1 つの PEM 電解槽は 1 日に約

2.3kg、アルカリ電解槽は 1 日に 12kg の水素を生産するため、全部で 16.6kg の水素が生

産される。これはガソリン 16.6 ガロンのエネルギー含量に相当するものである。 
 
 水素を圧縮してから、後の使用のために 3,500psi1 でタンクに貯蔵される。電力需要が

ピークに達したときには、貯蔵された水素が発電機に接続した内燃エンジンに供給され、

交流電力が事業者の系統に供給される。Wind2H2 施設の今後の計画には、車両への燃料

補充用に、水素を 5,000psi 以上で圧縮して貯蔵するために必要な設備を追加することが含

まれている。別の選択肢としては燃料電池がある。これは、内燃エンジンと比べて約 2 倍

の効率で水素を電気に再変換する。 
                                                 
1 psi=pound per square inch。1 平方インチあたり 1 ポンドの圧力。 
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 今日の研究の焦点は、これらの異なる要素を単一の、スムーズに機能する事業に統合す

るのに必要な電力工学と制御システムを開発することにある。これを実現する能力は

NRELの強みのひとつあり、Xcel社がNRELをパートナーに選んだ 大の理由でもある。

NREL は、米国および途上国で、複数の発電機とバッテリー貯蔵システムを地域の電力系

統に統合するという実績を誇っている。 
 

Wind2H2 プロジェクトのパートナーたちは、統合された再生可能な水素システムの複

雑さを低減し、全体的な効率を向上させることを期待している。 初に取り組むべき課題

は、風力タービンや太陽光発電パネルからの様々なエネルギー出力を、市場で入手可能な

2 つの違ったタイプの電解槽が使用できる形式に変換することである。次の課題は、水素

を生産する時の圧力が異なる PEM 技術とアルカリ技術の双方の電解槽を統合するための

制御システムを構築することである。もし Wind2H2 施設を費用効果的に運転し、全国に

展開しようとするなら、現地で監視しなくても、安全かつスムーズに運転されることが重

要である。 
 
「私たちの主要な課題の 1 つは、人の手を借りない完全に自立的なシステムを設計する

ことなのです。」Harrison 氏はこう述べる。 
 

Wind2H2 施設の設計コンセプトは、申し分がないほど簡易であるが、実用運転するに

は問題が多数ある。こうした問題にも拘わらず、クリーンで自立的なシステムに対する喫

緊の要請があるため、このプロジェクトは迅速に進んでいる。2006 年 12 月の施設開設に

当たり、NREL の Dan Arvizu 所長は、このようなジョイントベンチャーの重要な利点を

強調した。 
 
 「Xcel Energy 社との戦略的パートナーシップは深まりつつあります。そのおかげで、

研究上の発見から、私たちが学んだことをエネルギー消費者と共有するまでの時間が短縮

され、労力も減りました。」と Arvizu 氏は言った。 
 
 Harrison 氏によれば、風力、ソーラーおよび水素システムを統合し制御する 適な方法

に関する NREL の研究結果が出るまでに、それほど時間がかからないとのことである。

「2008 年後半までには、結果が出るでしょう。」とは Harrison 氏の言葉である。これが

実施中のパートナーシップの力なのである。 
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翻訳：吉野 晴美 
 
出典：Setting the Foundation for Gigawatt-Scale Renewable Energy 

(http://www.nrel.gov/research_review/2007/commercialization_gigagwatt.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商業的実証段階のものである。 
詳細については、NEDO 海外レポート 1031 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 つのステップの項を参照のこと。 

研究開発プロセス 
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【再生可能エネルギー特集】再生可能エネルギー貯蔵 ナノテクノロジー 
 

再生可能電力の大容量貯蔵に有望な新炭素材料(米国) 

 
テキサス大学オースチン校の技術者および科学者は、「グラーフェン」1と呼ばれる原子

1 つ分の厚さの構造を、ウルトラキャパシター2に電荷を貯蔵するための新たな炭素ベース

材料として利用する突破口を開いた。これは、風力あるいは太陽エネルギーといった再生

可能エネルギーの大規模な配備への道を開く可能性がある。 
 
 研究者たちは、この現状打破により、グラーフェン(炭素の一形態)が将来的に既存のウ

ルトラキャパシターの容量を倍増するであろうと信じている。 
 
「このような手段により、グラーフェンシートに電荷を急速に貯蔵したり放出する（電

流を流す）ことができます。現在商業的に使用されている材料と比べて、電荷を蓄える容

量をほぼ倍増できると考える根拠があります。私たちは現在、実験室でこの予測を証明し

ようとしています。」機械工学の教授で物理化学者の Rod Ruoff 氏は、こう述べる。 
 
 電気エネルギーの貯蔵には、主に 2 つの方法がある。ひとつは充電可能な電池で、もう

ひとつは、商業化されつつあるがまだ広くは知られていないウルトラキャパシターである。

ウルトラキャパシターは、エネルギーの捕捉および貯蔵を行うアプリケーションに広範に

使用できる。それ自体で、あるいは電池や燃料電池と組み合わせて使用される。「従来のエ

ネルギー貯蔵装置(電池など)と比べた場合、ウルトラキャパシターの利点としては、高容

量、長寿命、広範な動作範囲（温度）、軽量、自由のきく形状、メンテナンスの必要性が低

いことが掲げられる」と、Ruoff 氏は言う。 
 

Ruoff 氏と彼のチームは、化学修飾したグラーフェン材料を用意し、数種類の一般的な

電解質を使ってグラーフェンベースのウルトラキャパシター電池を構築し、電気的な試験

を行った。グラーフェン材料の重量当たりの貯蔵電荷量（比キャパシタンス、あるいは比

容量と呼ばれる）は、すでに既存のウルトラキャパシターの値に匹敵しており、モデルか

らは容量を倍増できる可能性が示唆された。 
 
 「この原子 1 つ分の厚さしかない、電気伝導性のあるグラーフェンシートの特異な特性

に興味を持ったのが、この研究の始まりです。というのも、基本的に、この新たな炭素材

                                                 
1 グラーフェンは6角形に配置された単層の炭素原子から構成された2次元結晶のこと。NEDO海外レポート

1027号を参照。http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1027/1027-07.pdf 
2 正式名は「電気二重層キャパシタ」という。論文などでは英語の頭文字によるEDLCという略称を使うこと

もある。蓄電装置（コンデンサー）である。下記資料を参照。 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/kouhou/mirai/27_28.pdf 
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料の全表面が電解質と接触できるからです。グラーフェンの表面積は 2,630m2/g（約 1/500
ポンドの材料で、サッカー場 1 つ分の面積に相当）ありますが、これは、電解質中のより

多くのプラスイオンとマイナスイオンがグラーフェンシート上に層を形成し、その結果、

驚異的なレベルで電荷を蓄えることができるということなのです。」と、Ruoff 氏は説明す

る。 
 
 米国エネルギー省(DOE)は、電気エネルギー貯蔵方法の改善は、風力や太陽エネルギー

といった再生可能エネルギーの大規模導入に向けた主要な課題の 1 つであると述べている。

風が吹かないとき、陽が照らないときに備えたエネルギー貯蔵は決定的に重要である。貯

蔵されていれば天候の如何に拘わらず、必要に応じて電力網経由で送電することができる。 
 

Ruoff 氏のチームのメンバーは、大学院生の Meryl Stoller 氏、博士研究員の Sungjin 
Park 氏、Yanwu Zhu 氏、Jinho An 氏で、皆テキサス大学の機械工学部およびテキサスマ

テリアル研究所に所属している。チームの知見は Nano Letters の 10 月 8 日号で発表され

る。論文は 9 月中旬、同誌のウェブサイトに投函された。 
 
 「この技術により、電気自動車、ハイブリッドカー、バス、電車およびトラム（路面電

車）の効率と性能が大幅に改善されるでしょう。オフィスにあるコピー機や携帯電話とい

った日常生活で使う機器でさえ、ウルトラキャパシターの電力供給能力向上や長寿命とい

った特性から利益を得られるのです。」と Stoller 氏は言う。 
 
 「風力発電の大規模な導入は世界中で起きており、アメリカでもテキサス州とカリフォ

ルニア州が風力発電の 1 番手と 2 番手になっている」と Ruoff 氏は述べる。 
 
 アメリカ風力エネルギー協会(AWEA)によれば、アメリカでは 2007 年に風力発電設備が

45％増加した。Ruoff 氏によれば、もし風力タービン技術によるエネルギー生産が今後 20
年にわたり毎年 45％ずつ増加した場合、全風力エネルギー生産量は、2007 年にあらゆる

ソースから生産された全世界のエネルギー量にほぼ相当するとのことである。 
 
 「今後 20 年にわたり、そのような成長率で爆発的に風力発電施設が増加したり、風力

利用が増えるということはないでしょうが、可能性はありますし、規模の問題について考

えることも重要です。再生可能エネルギーによる発電が大規模に行われるようになった今

日、電力エネルギーの貯蔵は重要な要素になりつつあります。」Ruoff 氏はこう述べる。 
 
 この研究は、テキサス大学オースチン校のテキサスナノテクノロジー優先研究イニシア

ティブおよび研究者を支援するための韓国研究基金助成（Park 博士宛）から資金提供と

支援を受けた。 
 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1032,  2008.11.5 
 

49 

翻訳：吉野 晴美 
 
出典：New Carbon Material Shows Promise of Storing Large Quantities of Renewable 

Electrical Energy （http://www.utexas.edu/news/2008/09/16/carbon_energy/） 
(Copyright  THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN 
Used with Permission.)  
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【エネルギー】 バイオ燃料 

 
詳細な化学反応データでバイオ燃料の生産を高める(米国) 

－セルロース・エタノールのより効率的な生産に向けたステップ－ 

 
食料価格の高騰、先細りする化石燃料の供給に対する懸念およびクリーンな再生可能エ

ネルギーに対する望みは、多くの人に、木材、干し草およびスイッチグラスのようなセル

ロース資源でエタノールを作る方法を求めさせている。しかし、今日のプロセスは非常に

効率が悪い。 
 
米国立標準技術研究所(NIST)の研究者は、新しい論文*で、発酵によってエタノールを

生産することの第一歩である、バイオマスからの糖の抽出に関与する も基本的なプロセ

スのいくつかを報告している。彼らの発見は、バイオマスに特定の方法から 大量の燃料

を抽出するプロセス設計の向上でエンジニアを支援できる。 
 
この新しい NIST の研究結果は、セルロース・エタノールのより効率的な生産に向けた

ステップである。セルロース・エタノールとは、トウモロコシを刈り取った廃棄物である

茎、殻、葉などから作ることができる生物燃料や、多様で多数のスイッチグラスのような

豊富な非食用植物と共に植物の食用に適さない部分から作る生物燃料である。 
 
米国で生産されるほとんどのエタノールは、トウモロコシの糖およびデンプンを発酵さ

せることにより作られている。食用に適さない植物や農業廃棄物をエタノール生産に使用

可能な資源に変換する能力は、食用作物のエネルギー利用への転換を減らす一方で、化石

燃料代替品を追加することを支援する。 
 
ブドウ糖は、ほとんどの植物で見つかる緑色植物の細胞壁を構成する長鎖分子鎖である

セルロースと細胞壁に含まれるより薄いヘミセルロース、の 2 つの物質から抽出すること

ができる。その後、抽出されたブドウ糖は、発酵によって容易にエタノールに変換される。 
 
NIST の研究者は、再生可能エネルギー研究所と共同で、ブドウ糖を生産するために、

セルロースおよびヘミセルロースを分解あるいは分裂させるのに重要な反応の理論的限界

を明確にした。さらに、彼らは、これらの重要な結合を分解するために必要なエネルギー

は、分解反応の間に壊される各分子結合に対して一定の値であることを究明した。 
 
NIST および論文の共同執筆者の化学者達によれば、セルロースおよびヘミセルロース

の両方とも、自称エタノール生産者に悩みをもたらす。 
 
「セルロースとヘミセルロースは反抗的である。彼らは分解されたくない。木材が腐敗
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するのには長い時間がかかる。シロアリでさえも木材を分解するのに長い時間がかかるが、

シロアリは上手くやっている。エタノール生産者はこの同じ問題に直面する。これらの分

子を作る方法のために、木材や他のバイオマスの反応中心にアクセスするのが難しい。我々

が行ったのは、これらの材料の分解に関連した も基礎的な反応のいくつかを研究したこ

とである」と NIST の化学者のゴールドバーグは述べる。 
 
チームは、反応を促進する酵素による、セルロースやヘミセルロース物質の分解に関連

したいくつかの反応の熱力学的特性値を、熱量測定計とクロマトグラフィーを使用して測

定した。これらの熱力学的特性値の存在から、プロセス設計および生体工学は利益を得る

ので、この研究で得られたデータは、「バイオマス利用の効率を 大限にすることに向けた、

小さいが重要なステップ」を示している、と論文著者のテワリは語った。 
 

* Y.B. Tewari, B.E. Lang, S.R. Decker and R.N. Goldberg,  
 Thermodynamics of the hydrolysis reactions of 1,4-s-D-xylobiose, 1,4-s-D-xylotriose, 
D-cellobiose, and D-maltose. Journal of Chemical Thermodynamics,  
「加水分解反応の熱力学、1,4-s-D-キシロ二炭糖、1,4-s-D-キシロトリオース、D-セロビオースお

よび D-麦芽糖」  http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2008.05.015. 
 

(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2008_0806.htm#biofuels ) 
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【エネルギー】 バイオ燃料 

 
米国 6 大学の革新的なバイオ燃料プロジェクトに 440 万ドル投資 

 
米国エネルギー省(DOE)は、6 件の先進的バイオ燃料プロジェクトの選定を発表した。

年間予算に従い 440 万ドルまでの投資を計画している。米国の高等教育機関へのこれらの

投資は、非食用原料を先進的バイオ燃料に変換するための、コスト効率が良く環境に優し

いバイオマス変換技術に対する研究開発(R&D)を支援する。大学側費用負担( 小 20 パー

セント)と組合わせて、570 万ドル以上がこれらの 6 件のプロジェクトへの投資に予定され

る。 
 
「全国の大学の協力者への支援は、非食用のセルロース原料からのコスト効率が良く持

続可能なバイオ燃料を可能とし、再生可能エネルギー目標実現の研究への重要な貢献者と

する、ナショナルチーム拡大へ向けた一つの前進である。「2007 年エネルギーインデペン

デンス・セキュリティ法」で設定された先進的バイオ燃料の目標と政府の生産目標を支援

する研究開発を実施するために、DOE はこれらの大学ならびに斬新な技術に投資してい

る」、と DOE バイオマスプログラム局プログラム責任者は語った。 
 
これらのプロジェクトは、現在のバイオ燃料研究開発の取り組みの拡大を支援し、かつ、

外国石油の依存度を減らし温室効果ガス排出を削減する一方で、増加するエネルギー需要

を満足させるのを支援するクリーンエネルギー技術への投資を意味している。これらは、

さらに全国で先進的バイオ燃料開発に取り組む協力者の地理的な多様性と広がりを拡大し、

大学との DOE の協力を強化して、我々の国家のエネルギー資源を多様化させるのに必要

な革新を促進する。 
 
これらの協力者と携わることによって、DOE は、「2007 年エネルギーインデペンデン

ス・セキュリティ法」によって定められた「再生可能燃料基準」を満足させるために取り

組んでいる。この基準は、2022 年までに少なくとも 360 億米ガロンの再生可能燃料を生

産することを求めている。 
 

近追加が報告されたバイオ燃料研究開発プロジェクトは、工業用酵素の改良、斬新な

精油法を試験するパイロット規模の 10 パーセントのバイオ精油所、バイオマス・ガス化

の改良、「エタノロジェン醗酵菌」の開発、4 ヵ所の商用規模バイオ精油所、そして、DOE
科学局によって設立された 3 ヵ所の新しい DOE 生物エネルギー研究センターがある。 
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次の 6 件のプロジェクトが、競争的に投資交渉に選ばれている。 
 
トレド大学： 

 
トレド大学(トレド、オハイオ州)は、リグノセルロース系バイオマスの生物学的変換で

の生産収量を増加させる、コスト効率の良い生物触媒の開発に取り組む。このプロジェク

トは、5 炭糖と 6 炭糖の両方の効率的な発酵のために斬新な酵素ペレットスキームを利用

する。 
提案されたアプローチは、初めて、在来の酵母でセルロースを糖に変換し、またエタノ

ールへの発酵を同時に行う可能性をもたらす。トレド大学は、いくつかの運転モードでの

技術の実装を評価する研究課題を引き受ける。 
 
スティーヴン工科大学： 

 
スティーヴン工科大学マイクロケミカルシステムズ・ニュージャージーセンター(ホーボ

ーケン、ニュージャージー州)は、BASF 触媒 LLC 社と、熱分解油を合成ガス(syngas)へ
改質するための斬新なマイクロチャネルリアクタを評価し実証することを計画している。 

このプロジェクトは、選択した触媒の寿命をさらに伸ばす一方で、減らしたエネルギー

と温度で合成ガスの高収率をもたらすために、斬新なリアクタと正確に制御された運転条

件を用いる予定である。 
 
モンタナ州立大学： 

 
モンタナ州立大学(ボーズマン、モンタナ州)は、ユタ州立大学と協力して、大学で利用

可能な藻類培養液の含油量を評価し、かつ、より高い割合の石油生産を自然に持っている

個体群を識別する。 
このプロジェクトでは、増殖特性および石油生産について現存する屋外の池で石油生産

マイクロ藻類をテストし、 適の藻類形式と も効率的なバイオ精油所設計を決定する。 
 
ジョージア大学： 

 
ジョージア大学(アテネ、ジョージア州)は、石油生産藻類システムに栄養分を供給する

斬新なアプローチの開発を計画し、コスト効率の良い藻類バイオ燃料生産システムをもた

らす。 
このプロジェクトは、低価格栄養資源として養鶏業からの豊富なゴミを利用し、藻類を

持続可能で成長させる栄養分運搬システムを開発する。さらに、プロジェクトは、屋外池

からの藻類収穫、および引き続くバイオ燃料への工程また藻類からの他の付加価値製品の

ためのプロセス方法を開発することを目標とする。 
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メイン大学： 

 
メイン大学(オロノ、メイン州)は、いくつかの産業および学術的なパートナーと協力し

て、高い可能性を持つバクテリアの適度な温度から高温までの 適収量および生産性を決

定することを計画している。 
メイン大学は、地域的に利用可能な原料(すなわち、パルプ前抽出物、海草スラッジ)を

使用し、これらの原料の中間物やアルコールへの今までのものに代わる変換法および発酵

経路のそれぞれをモデル化する計画である。 
 
ジョージア工科大学研究法人： 

 
ジョージア工科大学研究法人(アトランタ、ジョージア州)は、種々の加工条件の下での

森林残滓を使用して、2 つの実験ガス化炉の反応速度論を評価しモデル化することを計画

している。 
このプロジェクトは、カーボンガス化率および汚染形成に関して圧力および温度の特定

な衝撃条件を評価する。結果のモデルは、 適化されたガス化炉からの合成ガス産出を

大限にする。 
 

(出典：http://www.energy.gov/news/6525.htm ) 
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【環境】CO2濃度測定 
 
NASA が CO2の分布・移動を解明する初の全球衛星図を作成（米国） 

 
NASA と大学の合同研究チームは、対流圏中部（地上から約 8km 近辺）の主要な温室

効果ガスである二酸化炭素(CO2)の、初の全球衛星観測図を発表した。同チームの研究に

より、気候変化に直接寄与する CO2の大気分布と移動について、新たな情報が明らかにな

った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASA のジェット推進研究所(JPL)（カリフォルニア州パサデナ）の Moustafa Chahine
が率いる研究チームは、対流圏中部の CO2分布が、主要な面線源(surface sources)と、大

規模な大気循環パターン（中緯度のジェット気流や気候システムなど）に強い影響を受け

ていることを発見した。CO2の分布パターンは、陸塊の多い北半球と、大部分が海洋の南

半球では、大幅に異なることも分かった。 
 

 これらの発見は、2002 年 9 月～2008 年 7 月に NASA の地球観測衛星 Aqua の搭載機器

「AIRS（大気赤外サウンダ）」から回収されたデータに基づいている。AIRS の科学チー

ムリーダーChahine は、科学者が今回の研究成果を CO2大気移動プロセスモデルの精緻化

2008 年 7 月 AIRS により作成された CO2分布図 (ppm) 
出所：NASA

この図は 2008 年 7 月、AIRS（大気赤外サウンダ）で取得したデータを基に作成された。 
この図は大気大循環によって地球上に運ばれる CO2濃度の分布パターンを全球規模で 
示している。  
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に使えるだろうと話す。 
 
 「これらのデータは CO2分布の長期的変動を捉えている」と Chahine は話す。「これら

の変動は、CO2がどの場所で発生・蓄積されているかの割り出しに用いられた 4 つの化学

輸送モデル(chemistry-transport model)では示されていない。」 
 
 Chahine は、「AIRS のデータは、既存の、およびこれから予定されている CO2 の地上

測定と航空機測定による測定結果を補完できるだろう。そして地球の炭素サイクルと気候

の研究が行われるこれからの衛星ミッションでもその働きをするであろう」と話す。新し

い衛星ミッションには NASA の炭素観測衛星(OCO)1が含まれている（2009 年 1 月に打ち

上げ予定）。AIRS と炭素観測衛星の CO2 データの複合によって、科学者達は下層大気の

CO2分布を割り出すことができる。 
 
 「CO2は測定と追跡が難しい」と Chahine は話す。「地球上で CO2の影響を受けない場

所はない。見えない CO2を目に見える形にして、発生から蓄積に至る経過を追跡するため

に、AIRS など独立した多くの測定が行われるだろう。」 
 
今回の新しい地図により、北半球ジェット気流の南部（北緯 30～40 度地帯）で CO2濃

度が高いことが明らかとなった。この CO2濃度が高い地帯は、北半球中緯度で汚染が確認

されている地帯と一致している。 
 
この研究チームは、北大西洋西部で認められた CO2の増加が、米国南東部から排出され

暖気の「コンベヤ・ベルト」で運ばれてくる CO2が原因だと考えている。この暖気ベルト

は、CO2を地表から対流圏中部～上部へと上昇させている。 
さらにこの AIRS の地図から、北米と欧州から運ばれた CO2 が、地中海上空の CO2 濃

度増加に影響していることも判明した。また、東アジアから排出された CO2は太平洋上空

に流れていくが、南アジアから排出された CO2は中東上空に行き着く。 
 
 南半球で対流圏中部の CO2濃度が高いのは、南緯 30～40 度地帯であった。この高濃度

地帯の存在は、今回の研究で使用された 4 つの化学輸送モデルでは明らかとなっていなか

った。研究者達の話によると、南米のアンデス山脈上空にあるこの地帯の大気の流れは、

地表の主要排出源（森林火災、合成燃料生産用工場や発電施設だけでなく、植物の呼吸な

ども含む）から出た CO2 を上昇させている。この上昇した CO2 の一部は、その後対流圏

中部へと運ばれ、対流圏中緯度のジェット気流に乗って、あっという間に世界各所へと運

ばれていく。「対流圏は例えると世界に流れる水のようである」と Chahine は話す。「一つ

の場所で発生した CO2は別の場所に移動していく。」 

                                                 
1 Orbiting Carbon Observatory: 米国で NASA が打ち上げ予定の温室効果ガス観測技術衛星。 
CO2と O2を観測。 
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 この研究結果は米国の地球物理学雑誌「Geophysical Research Letters」で発表された。

その他の研究参加機関には、カリフォルニア技術研究所（カリフォルニア州パサディナ）、

カリフォルニア大学（アーバイン校）などがある。 
 

AIRS についての詳細は以下の URL を参照されたい：http://airs.jpl.nasa.gov/ 
 
ジェット推進研究所は NASA のためにカリフォルニア工科大学が運営している。 

 
注：この発表に関連したビデオファイルは NASA Television（ケーブルテレビ）で入手で

きる。詳細については以下を参照されたい：http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/ 
 

翻訳：大釜 みどり 
出典：http://www.nasa.gov/topics/earth/features/airs-20081009.html 
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【産業技術】ライフサイエンス 

 
電気ウナギの細胞モデルが秘める大きな可能性(米国) 

 
優れた着想は自然の中から得ることができると技術者達は昔から考えてきたが、イェー

ル大学と米国国立標準技術研究所(National Institute of Standards and Technology：
NIST)の研究者らが今回発表した研究論文は、この考えを細胞レベルの研究に取り入れた

ものであった。この研究によれば、現代の工学設計ツールを生命の基本単位の一つに適用

することにより、電気ウナギの細胞で発電が行われる仕組みを模倣、さらには改良し、人

工の細胞を作ることができるという。電気ウナギの発電細胞 1 を模したこの人工細胞は、

医療用インプラント 2 などの小さな装置への電力供給源として利用できるようになる可能

性を秘めている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今回の研究はシステム生物学という比較的新しい分野に属す研究の一例だと NIST の技

術者である David LaVan は言う。「我々は、発電細胞の設計や改良ができるほど、細胞が

電気を発する仕組みを理解しているだろうか。」LaVan はこのように問いかける。 
 
生物学者によれば、電気ウナギの体には発電細胞と呼ばれる特殊な細胞が何千個もあり、

これらの細胞の発する電力が集まることにより、 大 600 ボルトもの電圧が発生するとい

う。この発電の仕組みは、神経細胞が電気信号を出す仕組みと類似したものである。細胞

膜上にはさまざまなイオンを選択的に通す通路（イオンチャネル 3）が存在しており、化

学信号が細胞に伝わるとこれらの通路が開いて、ナトリウムイオンが細胞内へ流入し、カ

                                                 
1 electrocyte. 「電気細胞」とも呼ばれる。 
2 埋め込み式の医療器具。 
3 ion channel. 「イオンチャンネル」とも呼ばれる。膜タンパク質の一種で、刺激に応じて開閉し、イオンを

透過させる（＝輸送する）。細胞内外の各種イオンの濃度や膜電位の維持、調整などに関わっている。 

電気ウナギの生体構造 
 
1 番目の詳細図は、多数の発電細胞が直

列に並び（電圧が発生）、さらに並列に

並ぶ（電流が発生）様子を表している。

2 番目の図は、個々の細胞の細胞膜にイ

オンチャネルとイオンポンプが埋まっ

ている様子である。今回開発された細胞

モデルでは、このような細胞の振る舞い

が示された。 後の図は、細胞モデルの

構成単位の一つであるイオンチャネル

である。 
(Credit: Daniel Zukowski, Yale University) 
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リウムイオンが細胞外へ流出する 4。このイオン交換により細胞膜内外の電位変化が進む

と、さらに多くのイオンチャネルが開通する。このプロセスは、一定の点を超えると自己

増殖的に進行するようになり、その結果、電気信号が細胞内を流れることになる。その後、

イオンチャネルが閉じて代わりの通路が開き、ポンプ作用によって膜内外のイオン濃度は

静止時の状態に戻る。 
 

LaVan によれば、これらのイオンチャネルは全部で 7 種類以上あり、それぞれのチャネ

ルには、たとえば細胞膜内における密度など、微調整の必要ないくつかの可変要素がある

という。神経細胞が電気信号によって伝えるのはエネルギーではなく情報であり、これら

の細胞の発火 5 は、急速ではあるものの比較的小さな力しか生まない。一方、発電細胞に

よる起電は神経細胞よりも遅いが、これらは神経細胞よりも持続的に、より大きなパワー

を伝達することができる。LaVan と共同研究者の Jian Xu は、イオン濃度の電気インパル

スへの変換を表す複雑な数値モデルを開発し、これまでに発表されている発電細胞および

神経細胞のデータを用いたテストによって、この数値モデルの正確性を確認した。彼らは

その後、利用するイオンチャネルの全体的な構成を変化させることによって、 大限のパ

ワー出力を引き出すための方法を検討した。 
 
彼らの計算からは、これらの発電細胞の大幅な改良が可能であることが分かった。今回

設計された人工細胞の中には、天然の発電細胞と比べて一つのパルスから生じるエネルギ

ー量が 40％も大きくなったものがあった。そのほか、ピーク時の出力が 28%上昇したも

のもあった。原理的には、一辺 4 ミリメートル強の立方体の中に人工細胞の層を入れたも

のを使って、300 マイクロワットの電力を持続的に出力し、小さなインプラント装置の動

力源として利用することが可能だという。このような人工細胞を構成するさまざまな部品

（絶縁性の仕切りで隔てられた一対の人工膜やイオンチャネルなど、タンパク質工学の技

術で作ることのできる部品を含む）を作る技術は、すでに別の研究者達によって実証され

ている。これらの細胞のエネルギー源となるのは、天然の細胞と同様にアデノシン 3 リン

酸(ATP)である。ATP は、特別に誂えた細菌あるいはミトコンドリアを使って、生体内に

ある糖類と脂質から合成することができる。 
 

翻訳：桑原 未知子 
 
出典：Models of Eel Cells Suggest Electrifying Possibilities 

http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2008_1001.htm#eels 

                                                 
4 通常の状態では、細胞膜の外にはナトリウムイオン、細胞内にはカリウムイオンが多く存在し、一定のイオ

ンバランス（つまり細胞内外の電位差）が保たれている。 
5 神経細胞が電気信号を発生させることを神経細胞の「発火(fire)」と呼ぶ。 
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【産業技術】 IT  

コンピューターメモリーMRAM の速度記録を破る(EU) 

 
欧州は次世代のコンピューターメモリーMRAM技術の開発競争で一歩リードしている。

磁気メモリーの 近の実験が、過去の速度記録をすべて破り、磁気メモリーMRAM で到

達可能な 高速度に達した。これが平均的なヨーロッパ人にとって意味することは、新し

い高速コンピューターがすぐに手に入るということである。 
 
コンピューターはより小型になっている一方で、消費者の要求は増大している。 新の

コンピュータープログラムを実行するために、ますます多くのメモリーが要求されている。

研究者や政府機関等によって現在集められている情報を格納するためにも、より多くのメ

モリーが要求される。これらの要求に対処するために、より大量でより高速のメモリーが

必要である。磁気メモリーチップ、すなわち MRAM は、まさにこの増大する要求に答え

るために必要なものである。また、その開発はコンピューター産業を革新している。 
 
「フィジカルレビューレター」誌に 近掲載された記事に示されているように、欧州の

MRAM は大きな進展を示している。その記事では、ドイツ連邦科学技術研究所(PTB：

Physikalisch-Technische Bundesanstalt)によって行われた実験を明らかにしている。そ

の実験では、可能な基本的速度限界と同じ速度に到達したナノ磁石のスピントルク・スイ

ッチングを実現している。このアプローチは弾道スイッチングと呼ばれている。 
 
現在使用されているメモリーシステムは、ダイナミック及びスタテイック・ランダムア

クセスモリー(DRAM と SRAM)がある。それらは先行のメモリーより速いが、いくつかの

欠点を持っている。電源の供給停止は、現在処理中の情報の即時消失を意味する。 
 
これらのメモリーを使用するコンピューターは、さらに立ち上がりに長い時間がかかる。 
コンピュータープログラムがロードされるのを待たなければならない代りに、コンピュ

ーターのスイッチを入れて直ちに使用出来ることを想像してみよう。MRAM には、その

待ち時間がない。 
 
MRAM では、デジタル情報は電荷によっては格納しない代りに、磁気セルの磁化方向

が使用される。磁石は正あるいは負の方向に委ねられ、各状態は「0」か「1」のいずれか

に対応する。これはすべてのコンピューター上で使用されているバイナリーシステムであ

る。 
 
磁気ビットのプログラミングのために MRAM ではスピントルクが使用される。スピン

トルクの付加は、磁気セルのメモリ状態を電流パルスの印可によりプログラムすることを
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可能とする。正の電流は、一方向(デジタル状態「0」)へ磁化をスイッチし、また負の電流

が他の方向(デジタル状態「1」)へ切り替える。 
 
しかしながら、この状態の変更を達成するために、歳差運動のためにいくつかの電流パ

ルスが必要である。現在、MRAM は、デジタル状態を変更するために、約 10 ナノ秒持続

するいくつかのパルスを必要としている。これは、速度に抵抗となる。 
 
しかしこの実験では、弾道スピントルクのお陰で、磁化が一回の歳差運動の回転で達成

された。これは、僅かのバイアス磁場と組み合わせた電流パルスのパラメーターを細かく

調整することによって達成された。 
 
これが MRAM に意味することは、1GHz 以上のはるかに高い書き込みクロック周波数

に対応する 1 ナノ秒より短い電流パルスを使用して、計算を達成することができるという

ことである。これにより、 速揮発性メモリのクロック周波数での操作を高密度不揮発性

メモリーに可能とする。 
 

( 出 典 ： http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines 
/news/article_08_09_23_en.html&item= Infocentre&artid=8273 ) 
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