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【省エネルギー特集】グリーン(環境対応)ビル   
 

建物の省エネと国立再生可能エネルギー研究所の貢献(米国) 

 
 あなたが買い物をする衣料品店、あなたが働くオフィス、あなたの車を点検する自動車

修理工場－こうした建物のすべては、エネルギー効率を改善しクリーンな再生可能エネル

ギーを使用することによって、省エネを進める余地が大いにある。 
 
 30 年にわたる国立再生可能エネルギー研究所(NREL)での、建物が消費するエネルギー

に関する研究開発の結果として、私たちにはエネルギーを、そしてお金を節約する機会が

提供されることになった。今日、NREL の建築物・熱システムセンターのエンジニアおよ

び研究者たちは、商業ビル業界と先進技術に関する専門知識を共有し続けている。 
 
 「私たちは分析手法、モデルシミュレーションと 適化を開発し、現場での監視能力を

高めてきました。これにより、建築物における省エネを も費用効果的に行うにはどうす

ればよいかという業界の質問に対する 良の答えを出すことができるようになったので

す。」と、Ronald Jadkoff センター長は語っている。 
 
 商業ビルは米国で消費される全エネルギーの 17％を消費する。従って、エネルギーおよ

びコストを節約する余地が大きいのである。ますます多くの企業が、新築および既存の建

物に対してエネルギー効率の良い技術を取り入れれば、エネルギーとコストが節約できる

ことを認識し始めている。 
 
 近年、多くの団体が、先進的建築物技術を市場に導入するための支援を NREＬに求め

てきた。その結果、NREＬの技術専門家は、今ではいくつかのアメリカ 大の商業ビル団

体のエネルギー管理者、建設業者、マーケティングスタッフと連携している。 
 
 NREＬは現在、商業ビル産業を変革するという米国エネルギー省（DOE）の目標達成

の一助となる、いくつかの刺激的なプロジェクトのパートナーになっている。我々は、学

校、病院および小売店舗用ビルに対する先進的なエネルギー指針の開発を支援し、米陸軍

が軍の施設に省エネ技術を導入するのを助け、一部の国内 大手小売企業とともにエネル

ギー費用削減に取り組み、自然災害に見舞われた地域の再生に手を貸してきた。 
 
K-121学校に対するエネルギー効率ガイダンスの提供 
 
 エネルギー効率の向上により、公立学校以上に節約できる場所が他にあるだろうか？今

                                                 
1 K-12 とは、幼稚園から高校卒業までの 13 年間（無料）の教育期間の総称を指す。（K は

kindergarden －幼稚園－の K） 
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日、学区運営に際して調整可能な支出のうち、優に 16％がエネルギー消費に向けられてい

る。エネルギー効率的な技術を導入し、建築慣行を変えることにより、エネルギー消費に

大量に投じていた資金をより有効に使うことができるようになるのである。 
 
 NREＬのエンジニア Paul Torcellini 氏は、公立学校のエネルギーコスト節約の可能性

を探る支援を行っている。彼は、特に幼稚園から 12 年生までの生徒を受け入れている学

校（K-12）向けに書きおろされた出版物を作成した委員会の会長を務めた。この指針は、

設計チームがエネルギー効率のよい学校を計画し建設する一助となる。使用するのは既成

の技術であるが、 小限のエネルギー効率要件に合致する建築物が使用するエネルギー量

と比較して、30％以上のエネルギー消費の削減が可能である。 
  
 「国中の多くの学校が、エネルギー効率措置を導入することにより、エネルギー効率を

向上させ、費用を削減し、環境負荷を減らしました。しかし、まだ教育関連の支出以上に

エネルギー支出の大きな学校もあります。学校が、エネルギー削減によって浮いたお金を

使って毎年何ができるかちょっと考えれば、エネルギー節約を実行するはずです。もっと

多くの本やコンピュータを購入し、先生の月給を上げ、メデ

ィアセンターや体育館の質を向上させることができるのです。

ほかにもまだあるでしょう。」と Torcellini 氏は言う。 
 
 K-12 校舎のための先進的エネルギー設計指針は、米国暖房

冷凍空調技術者協会（ASHRAE）2によって発表された。こ

の指針は、アメリカ建築家協会、北米照明協会3、米国グリー

ン建物協議会4および DOE との共同作業によるものである。

この同じメンバーは、共同で先進設計指針の全シリーズを開

発中で、それには小規模小売店舗用ビルやオフィスビル向け

設計指針が含まれる。このシリーズは、今後倉庫のエネルギ

ー効率に取り組む指針を策定する予定である。 
 
 学校向け指針は、統合建築設計というコンセプトを開発、

推進している NREＬの広範な経験に基づいている。統合設

計は、建築物をシステムとして捉えて設計し、エネルギー効

率の良い再生可能エネルギー技術を全システムベースで使用

するというものである。 
 

                                                 
2 American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 
3 Illuminating Engineering Society of North America ：IESNA 
4 U.S. Green Building Council：USGBC (http://www.usgbc.org/)。1993 年に発足した、グリーン

(環境対応)ビル促進のための全国的な非営利組織。その中心的活動は、環境配慮基準(LEED)の開
発とその認証制度の運用にある(注 9 参照)。 

 

NREL のエンジニアたち

は、設計チームがエネル

ギー効率のよい学校を設

計、建設するのに資する

新出版物の作成に貢献し

た。 
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 「エネルギー高効率ビルの建設のためには、ビル全体のシステムという観点から、初期

設計に注目しなければなりません。」NREＬのエンジニア Shanti Pless 氏は、こう述べる。 
 
 学校建設指針は、様々な気候ゾーン用に簡単に取り入れられる提案や、実際の学校建設

プロジェクトを用いた一連のケーススタディを提供している。また、グリーンビル税額控

除5を獲得すること、さらに、現行の建築基準から 30％以上のエネルギー効率向上という

先進的な省エネを達成するための補足的戦略を描くこと提案している。 
 
 新 K-12 設計指針の実施を学校に奨励するために、ASHRAE とそのパートナーは、米国

中にある 16,000 の教育委員会に無料のコピーを配布した。指針が示す提案に従えば、よ

りエネルギー効率的な校舎になり、学習効果を高める安全で快適な環境を創設する役に立

つのである。 
 
エネルギー効率を向上させるための陸軍との協力 

アメリカ陸軍工兵司令部（U.S. Army Corps of Engineers）は、エネルギー効率の良い

再生可能エネルギー技術を、世界中にある陸軍の施設に広めるための闘いに参加した。

2005 年エネルギー政策法（Energy Policy Act：EPAct）6によれば、新築の連邦関連ビル

は、標準的な建築基準を満たした建物より 30％以上エネルギー効率が高くなければならな

い。この目標を達成するために、工兵司令部は NREＬのエンジニアやアナリストの支援

を受けている。NREＬのエンジニア Michael Deru 氏は、陸軍が利用する 8 つの異なるタ

イプの建物についてモデルを構築し、シミュレーションを行っている。その結果は、陸軍

が新たに建物を建設する際の一助となる。また、他の連邦組織のみならず産業界でも同タ

イプの建物に応用できるようになる。 
 

                                                 
5 グリーンビル税額控除法(Green building Tax Credit Act)では、建設地の保存、建物の設計、エ
ネルギー効率など一定の要件を満たした建物をグリーンビルと定義し、既存の建物をグリーンビ
ルに建て替える場合、あるいはグリーンビルを新築する場合、その建物を所有している（または
購入した）納税者は税の控除を申請することができる。（参照：グリーンビル税額控除法 Green 
building Tax Credit Act
（http://www.aia.org/static/state_local_resources/adv_sustainability/Tax%20incentives/Tax_
Credit_Act.pdf） 

6 2000 年以降の原油価格上昇基調やカリフォルニア電力危機(2000 年)を背景に、市場主導型エネル
ギー政策から脱却して、エネルギー安全保障重視型エネルギー政策を実現するための包括的なエ
ネルギー政策法。エネルギー政策法については、以下を参照されたい。 

「米国の包括エネルギー政策法」2005 年 8 月 8 日 
（http://www.nedodcweb.org/report/2005-7-29.html）；および 
「新・エネルギー政策法での省エネ促進策（米国）」NEDO 海外レポート 968 号、2005 年 11 月
30 日（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/968/968-02.pdf） 
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「こうした建物のプロトタイプの一部は、

NREＬの 適化メソッドを使用しているとい

うことに興奮しています。このメソッドは、数

千ものバリエーションがある建物を、 良のエ

ネルギーソリューションを求めて分析したもの

です。」と Deru 氏は語る。 
 
 工兵司令部は NREＬに、2 タイプの兵舎、食

事施設、車両補修用ビル、大隊用司令部ビルお

よび企業職員用ビル、子供発達センター、およ

び陸軍予備軍センターの仕様書を送った。NRE
Ｌが開発したソフトウェアに基づき、Deru 氏

および他の NREＬのエンジニアたちは仕様書

を使ってモデルを構築し、15 の気候サブゾーンを対象に、数千の 適化シミュレーション

を行っている。このシミュレーションにより、EPAct 要件を満たす一連の技術を、広範な

規模で革新的に応用できるかが分かるようになる。 
 
 米国の商業ビル業界の大方がそうであるように、陸軍も NREＬの分析能力やシミュレ

ーション能力を評価している。これには、その一部を NREＬが開発した公的に入手可能

な EnergyPlus ソフトウェアプログラムと、NREL の内部ソフトウェアツールである

Opti-E-Plus が含まれる。EnergyPlus ソフトウェアプログラムは、広範なパラメーターを

モデル化することができ、包括的な分析結果を提供することができる。一方、Opti-E-Plus
は、 適な省エネをもたらす製品と技術の組み合わせを探すために、数万のシミュレーシ

ョンを行う複雑な 適化プログラムである。NREＬはさらに、これらのモデルを創りシミ

ュレーションを行うための込み入った計算を、効果的に管理、実施する強力な分散型計算

環境を構築した。 
 
エネルギー効率の良い技術の価値を小売業へ提示 
 米国の小売店舗用ビルは、商業分野のエネルギー消費の約 20%を占めている。小売 
店舗用ビルといっても、街角の小さな店から 20 万平方フィート以上の巨大な小売店舗ま

で、様々ある。規模の大小に拘わらず、小売業界は一般的に、薄利、厳しく管理された原

価、および賢明なマーケティングの面で高度に競争的である。 
 

 

NREN のエンジニア Michael Deru
氏は、陸軍が利用する異なるタイプの

建物についてモデルを構築しシミュ

レーションを行っている。その結果

は、陸軍が世界中にエネルギー効率な

建物を建設する一助となる。 
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 成功している小売店

舗は、消費者の需要を

把握し、満たしている。

それがどのような需要

であろうと、小売業者

は現在、エネルギーを

上手に管理することは、

費用効果的かつ消費者

目線の商品とサービス

を提供するうえで決定

的に重要であると考え

ている。多くの小売業者が、さらにエネルギー効率の良い再生可能エネルギー技術に注目

しており、NREL にその利用方法を尋ねに来ている。 
 
 たとえば、NREL は 2 年以上、大規模小売アウトレットの建設および運営の大手である

Wal-Mart と協力している。エンジニアたちは、この巨大小売業者がエネルギーコストを

削減するのに も効果的な技術を見つける支援をしている。彼らは、Wal-Mart がコロラ

ド州オーロラの実験的店舗「スーパーセンター」に導入した、50 以上の異なる技術を監視、

評価している。NREL の分析により、どの技術が も効果的か、また現在建設中あるいは

改装中の店舗にどの技術がすぐに適用できるかが決定される。 
 
 モニタリングの結果の 1 つとして、Wal-Mart は、LED（発光ダイオード）照明を冷蔵・

冷凍食品用ケースに使用することで、蛍光灯と比べて 70％以上省エネを達成できることを

認識した。LED 照明の導入によって必要な設置ワット数を削減でき、省エネを達成できる

のである。 
 
 その後、Wal-Mart のスタッフは、LED に運動

センサーを追加することで、冷蔵ケースの前に顧

客が立ったときだけ照明が光るようプログラムで

きることがわかった。その他の時間に照明を切っ

ておけば、大幅に省エネできるのである。NREL
のこの技術が非常に効果的なので、Wal-Mart は

アメリカ国内に展開する 1,000 店舗にケース用

LED 照明を導入し始めている。 
 

NRELのWal-Martおよび他の小売店舗との協

力事業がもとで、別の画期的なプロジェクトであ

る小売業エネルギー同盟が結成された。エネルギ

 

 

Wal-Mart は、LED（発光ダイオード）

照明を冷蔵・冷凍食品用ケースに使用

することで、標準的な蛍光灯と比べて

70％以上省エネを達成できることを

認識した。 

NREL は、Wal-Mart がコロラド州オーロラの実験的店舗「スーパ

ーセンター」で導入した、採光も含め 50 以上の異なる技術を監視、

評価している。 
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ー管理が持つ価値についての認識が小売業界でこれまでになく高まってきた結果として、

NREL と DOE はこの同盟を立ち上げるお膳立てをし、この業界が、エネルギー効率が高

い再生可能エネルギーを利用した戦略や技術を採用する支援を行う。この同盟に参加した

小売業者は、自分だけでは商業ビルの建設、運営に劇的な変化をもたらすのに十分ではな

いことを認識している。しかし、彼らが集まれば、建設業界だけでなく、建設に使われる

材料の供給網にも影響を与えることができるのである。 
 
 特筆すべきことは、同盟を立ち上げた 12 社は 12 億 5,000 万平方フィートの小売店舗ス

ペースを運営しており、Wal-Mart、Target、Food Lion、Whole Foods、Home Depot、
Lowe's、Best Buy といった国内 大級の小売業者が加入していることである。大規模な

小売業者は、同じデザインで複数の店舗を建てる傾向にある。企業間で店舗の設計や運営

が似ているため、小売業エネルギー同盟は迅速かつ広範に有望な技術を実施する可能性が

高いのである。 
 
打撃を受けたコミュニティの再建と再生を支援 

 「再生可能」という単語の「再生」は、災害からの復興努力に使われるとき異なった意

味合いを持つ。ルイジアナ州ニューオーリン

ズやカンザス州グリーンズバーグのような都

市にとっては、エネルギー効率の良い再生可

能エネルギーを念頭に置いたやり直しと再建

の決意を意味する。この両方の街で、NREL
は DOE や他の連邦、州および地域の機関と

連携して市民の回復・再建努力を進めてきた。 
 
 カテゴリー3 のハリケーン・カトリーナと

その後遺症により、2005 年 8 月 29 日にニュ

ーオーリンズの 80％が打撃を受けたが、現在

も再建努力が続けられている。グリーンズバ

ーグにとっての運命の日は 2007 年 5 月 4 日

であった。その夜、アメリカ気象局の分類シ

ステムで 高レベルに分類されている EF57

レベルの竜巻に襲われた結果、街の 95％が破

壊され、住民 1,500 名の生活が永久に変わっ 

                                                 
7 改良藤田スケール（Enhanced Fujita scale）。2007 年 2 月 1 日からアメリカで導入された、旧
藤田スケールに代わる竜巻の分類で、EF0 から EF5( 強)までの 6 段階ある。EF5 は、時速 322km
以上で、信じがたいほどの被害をもたらすレベルの竜巻のこと。 

 

カンザス州グリーンズバーグは、2007
年 5 月 4 日に EF5 の竜巻に襲われた。

街の 95％が破壊され、住民 1,500 名の

生活が永久に変わってしまった。 
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てしまった。 
 NREL のスタッフは両件の被害から目を

そらすことはなかった。NREL は、技術マネ

ージャーの Mary Colvin 氏が DOE 職員によ

る現地視察団に加わり、州や地域の職員と会

合を持ち始めた 2007 年の秋以降、ニューオ

ーリンズに復興支援を行っている。NREL は、

エネルギー効率の良い再生可能エネルギー技

術および専門家による湾岸復興向けの DOE
の資金のうち、100 万ドルを管理している。

復興支援の一環として、NREL の 2 人の職員

Joe Ryan 氏および Phil Voss 氏をニューオ

ーリンズに派遣し、コミュニティに対する直

接支援を行っている。 
 
 グリーンズバーグでは、NREL は地域および州の職員、FEMA8、その他の連邦機関と

共にエネルギー効率的な再建および再生可能エネルギーのより多くの使用のための資源を

提供している。グリーンズバーグ市長、市議会、カンザス州知事は皆グリーンズバーグを

グリーン(環境対応の)シティとして再建することを誓約した。しかし、ただエネルギー効

率の良い建物を持つだけのコミュニティの再建を望んでいるわけではない。彼らは、再生

可能エネルギーによる発電施設を新設し、再生可能燃料および車両の利用を進め、分散型

ソーラーおよび風力の利用を奨励し、グリーン産業を立ち上げて地域に投資を呼び込むと

ともに雇用を生み出すことを計画している。 
 
 実際、NREL は市が条例を策定するのを手助けした。この条例は、4,000 平方フィート

を超える全ての建物が LEED プラチナ認証9基準を満たすように建設することを求めるも

のである。LEED は米国グリーン建物協議会の環境配慮基準で、プラチナは 高ランクの

認証である。現在では多くのプロジェクトが、LEED レベルに達しつつある。 

                                                 
8 連邦緊急事態管理庁（Federal Emergency Management Agency）。アメリカ国土安全保障省に
属し、天災(洪水、ハリケーン、地震など)や人災(原子力発電所の事故など)による大災害が発生し
た際、連邦機関、州政府、地元機関の業務を調整し、復旧のための資金支援を行う。 

9 米国グリーン建物協議会が開発した環境配慮基準(Leadership in Energy and Environmental 
Design Green Building Rating System™：LEED)に基づく認証制度。LEED は、建物の省エネ、
環境性能の程度を測る評価方法(69 点満点)で、米国の公共機関や一定規模以上の建物を建築する
際に LEED の認定を求められるなど、事実上、環境対応基準になりつつある。各評価項目は数値
化され、得点に応じて 4 段階の認証が与えられる。26~32 点：認証、33~38 点：シルバー、39~51
点：ゴールド、52~69 点：プラチナ。 
(参照：浦島茂「米国の環境対応評価システム LEED の科学」 

（http://www.websanko.com/marketinfo/officemarket/pdf/0809/science.pdf）；および 
古屋奈保子「グリーンビルディング」 

（http://chikyukankyo.com/column/detail.php?column_id=60）) 

 

BNIM Architects がグリーンズバーグ

に新しい学校を設計したとき、NREL
は、太陽電気システムの利用、採光、お

よび他のエネルギー効率や再生可能エ

ネルギーの特性に関する技術的なアド

バイスを与えた。 
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 「低所得高齢者用の 32 ユニットから成る公営住宅プロジェクトは、LEED のゴールド

認証を獲得する予定で、とても費用効果的です。NREL が行う全ては、費用効果に基づい

ています。私たちは、彼ら（地域住民、および地域や州の職員）が、省エネルギーと再生

可能エネルギーの導入に向けた実在の堅実なビジネスモデルを理解する手助けをしていま

す。」NREL のプロジェクトリーダーLynn Billman 氏は、こう述べる。 
 
グリーンズバーグへの支援はまた、①エネルギー効率的な商業ビル、学校、病院、およ

び住宅のための戦略設計、②再生可能エネルギーを利用した発電および燃料という選択肢

の評価、および③持続可能なコミュニティ戦略の策定を含んでいる。 
 

NREL 職員と契約業者によるチームは、広範な活動を通じて専門知識を提供した。こう

した活動は、効率的で再生可能なエネルギーを利用することで得られる機会についての大

きな俯瞰図を示すことから、日常の地道な再建努力を促し、住民、商業ビルの所有者およ

び建設業者に対してエネルギー効率を向上させる方法をトレーニングすることまで様々で

ある。 
 
 NREL とそのパートナーたちはアメリカの建築環境と建物のあり方を同時に変えてい

るといえる。しかし NREL は、新設計指針に関する業績や、軍の機関、小売業者同盟、お

よび都市全体との共同作業を通して、できるだけ多くの建物でこうした変化を確実に起こ

す効果的な方法を探しているのである。 
 

翻訳：吉野 晴美 
 
出典：Building New Markets for Energy Efficiency 
（http://www.nrel.gov/research_review/2007/deployment_markets.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大規模展開段階のものである。 
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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【省エネルギー特集】 商業用ビル 

 

商業用ビルへの省エネ技術導入支援制度（米国） 
 
今年 5 月、米国エネルギー省（DOE）は国内の大規模産業施設に対して、500 件の省エ

ネアセスメントを実施したことを発表した。これらのアセスメントによって、企業に天然

ガス 80 兆 BTU1分の省エネ余地があることがわかった。これはほぼ、米国の一般世帯 100
万軒分の天然ガス消費量に相当するものであり、これは金額にすると 8 億ドル以上の省エ

ネ余地となる。 
また、米国では商業用ビルが米国全体の 19%のエネルギー消費と、18%の温室効果ガス

排出のシェアを占めている（2007 年現在）。 
この状況の中で DOE ではこの業務用ビルの省エネ化に取り組んできた。 
9 月 26 日、DOE は、「ネットゼロエネルギー・商業ビルイニシアティブ」として、1,500

万ドルの拠出を行うと発表した。 
支援対象は小売事業者や金融機関、不動産業者を含む 21 社であり、各社はエネルギー

省（DOE）の 2 つの研究機関とともに、自ら所有する商業・業務用ビルへ、 新の省エネ

技術の導入と効果的な省エネに資する建築設備設計の確立を目指す。 
 
具体的な企業名としては、以下の企業が上がっている 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
このプロジェクトの参加企業は、単年度の事業支援のほかに、複数年度にまたがる継続

的な事業支援を受けることができる。 

                                                 
1 BTU(British Thermal Unit) の略で、 1 ポンドの水を 1 華氏上げる熱量のこと。 
 1BTU= 0.252 kcal = 1.055 kJ 

小売事業者 
ベストバイ（Best Buy）社  JCPenney 社 
ジョンディア（John Deere）社 メイシーズ（Macy’s）社 
SuperValu 社   ターゲット（Target）社 
トヨタ自動車   Whole Foods Market 社 

 
不動産事業者 

CB Richard Ellis 社   Forest City Enterprises 社 
Hines 社    InterContinental Hotels グループ 
The Opus グループ 
ProLogisRegency Centers 社  Ryan Companies US 社 
Simon Property 社   Tishman Speyer 社 
The Westfield グループ 
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 各社は国立太平洋北西研究所（PNNL）や国立再生可能エネルギー研究所（NREL）と

協力し、DOE の要請のもと事業提案を行ったが、その提案内容は、エネルギー総合効率

において全米暖房冷凍空調技術者協会の省エネ基準を 50%以上、既存物件の改修は 30%以

上上回るものであった。 
 

各民間企業の提案内容は、各社で設備の設計とマネジメントのチームを結成し、国立研

究所との協働のもと、設計、施工、維持管理を行う 低１棟以上の建物の建築または既存

建物の改築を行い小規模エネルギー施設を整備、それぞれの建物の設備が協会基準の 50％
（新築）または 30％（改築）上回るエネルギー効率を達成する、という内容である。 
この支援策の特徴は、研究所が関わる、新しいコンセプトを有する小規模なエネルギー

施設の設計・改修を対象としていることである。これは、実験研究段階にある新しい技術・

コンセプトによる省エネ技術・設備を容易にするものである。 
 
また、このプロジェクトの普及推進が、新たな省エネルギー技術の普及に必要な人材の

育成・確保をもたらすことにもなる。 
新しいコンセプトの設備・システムを有する小規模エネルギー施設の整備に関する意思

決定プロセス、ビジネスモデル、資金運用モデルが確立されることが期待されている。そ

して本プロジェクトの実行プロセスに通じた専門家が、プロジェクトの施行を通じて研究

所内に多数養成されることにより、同種の事業を行おうとする研究者、建設コンサルタン

ト、建設企業・設備メーカーの技術者、プロジェクトマネージャーが、支援を継続的に受

け続けることができる。 
 この提案内容を達成に必要なプロセス、設備内容について、NREL が以下の定義を行っ

ている 
 ・ビル全体の設計プロセス 
 ・使用開始後の効果測定・評価 
 ・測定内容・手順の明確化 
 ・採光・照明システム 
 ・乾燥地域での気化冷却システム 
 ・自然通風装置 

 ・ピーク時のエネルギー需要を減らし、負荷率を高めるための需要即応エネルギーシス

テム制御（オンサイトの蓄電池、自然採光による照明負荷の抑制、オンサイト発電を

統合したもの） 
 
これらの専門家は 先端の省エネ技術やオンサイトの再生可能エネルギー発電を導入

し、電力系統から供給されるエネルギー使用を補完するために活用する、という商業用ビ

ルにおける、小規模エネルギー施設の整備によるエネルギー使用の合理化を行うことがで

きるようになる。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1034,  2008.12.3 
 

11 

 実際のビルを対象とした本事業は、省エネ型ビルの実現に向けた決定プロセス、ビジネ

スモデル、資金策について、新たな知見を民間企業にもたらすと期待される。 
 
参考文献 
1.” DOE Awards $15 Million in Technical Assistance to Support Major Retailers, 
Financial Institutions and Real Estate Firms to Adopt Energy-Efficient Technologies” 
米国エネルギー省プレスリリース 2008 年 9 月 26 日 
http://www.energy.gov/news/6577.htm 
2.” Net-Zero-Energy Buildings” Kent Peterson, Today’s Facility Manager, 2008 年 4 月 
http://www.todaysfacilitymanager.com/tfm_08_04_hvac.php 
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【省エネルギー特集】 建物  

 
「正味ゼロ」エネルギー高性能環境ビルの 

連邦研究開発検討事項(概要)（米国） 
 
建築や建物の分野は、膨大なエネルギーや上水そして材料を消費している。建物は、世

界のエネルギーのおよそ 3 分の 1 を消費しており、人口が増加し、都市化して、より豊か

になるとともに、その割合は増加し続ける。 
今日の米国での 1 次エネルギーの使用割合は、産業界の 32%、輸送セクターの 28%と比

較して、建物部門は 40%以上を使用している。さらに、建物部門の電力および熱の使用は、

米国の温室効果ガス排出(GHGS：greenhouse gas emissions)の約 40%を占めている。 
現在のこの傾向が継続すれば、世界の建物は 2025 年までに 大のエネルギー消費者と

なり、2050 年には産業界と輸送セクターを合わせたのと同じくらいのエネルギー使用にな

るだろう。 
 
我々の資源のより有効な管理は、国家セキュリティ、環境維持ならびに経済的福祉に寄

与をし、建物は、経済的にエネルギー消費量を減らし、温室効果ガス排出を制限する、

良の機会の 1 つを提供する。 
建物の、設計、建設、運用、改築、再利用の方法を改善することは、建物がエネルギー

および他の基本的な資源を使用する方法を大きく変えることができる。この挑戦は、新し

いコスト効率の良い建築技術、建築施工および建築基準の開発、建物要件の改訂と再確認、

ならびに建物、敷地、構内および地域社会内でのエネルギーおよび資源使用の全体的な設

計を必要とする。 
これらは、「正味ゼロ」エネルギー建物を達成する新しい技術ならびに戦略を含み、設

定された期間(通常 1 年)にわたり、「正味ゼロ」エネルギー建物は、建物が消費するのと同

じ量のエネルギーを生産し、建物のエネルギー自給自足を可能とする。 
 
新しい「正味ゼロ」エネルギー高性能建物技術の開発および採用が、この挑戦に取り組

む核心である。多様な商業部門にわたって、これらの技術を作成する産業界は、国内経済

および世界経済の両方で、有効な資源利用および雇用の増加においてますます重要な役割

を果たす。したがって、米国の建物関連産業の国際競争力を向上させることは、我々の国

家の経済的活力に寄与するであろう。 
 
連邦研究開発(R&D)投資は、学術部門と民間部門の研究開発活動と協力して、新しい高

性能で高エネルギー効率の環境に優しい建物の開発に重要な役割を果たす。これらの研究

開発投資の 適化は、連邦の企業を横断して調整され、オープンで広く配布された連邦研

究開発検討事項により、民間部門と学術部門の研究開発活動が協調されることを求める。

ここで示された連邦研究開発検討事項は、16 の連邦行政機関に加えて国会議事堂とスミソ
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ニアン研究所の建築家、の一致した評価である。これらの連邦機関が、全米科学技術委員

会の省庁間建物技術研究開発小委員会を通して、将来の建物に必要な技術の研究開発展望

を定義している。(図 1) 
 

 
建物技術研究開発の構想 

 
新しい建物および寿命を越えた既設建物の改造の設計を、以下のことを可能と

する、 
－ 消費するよりも多くのエネルギーを作り出し(「正味ゼロ」エネルギー)、温室

効果ガス(GHG)を大きく減少させること、 
－ 建築材料、製品およびシステムの耐用年数を 2 倍にし、寿命の影響を最小化す

ること、 
－ 生活用水の使用を半分にし(例えば 200 リットル/日/人以下に)、水の再利用お

よび雨水の確保を最大にし、雨水の流出を最小にすること、 
－ 室内居住者の健康、生産性および快適さにおける画期的な改善を達成するこ

と。 
 

図 1 
 
この連邦研究開発検討事項は、「正味」ゼロエネルギーで高性能な環境に優しい建物の、

エネルギー、水、および、材料の使用に必要とされる、変革への主要な進歩を定義する 6
つの重要な建築技術目標を含んでいる。 

建築研究社会と建物の所有者の社会からヒントを得て、この目標は、建物の性能および

居住者の健康および生産性を大きく改善する技術にともなう実現障壁と同様に研究開発の

必要性にも取り組んでいる。各目標について、達成のために取り組まなければならない課

題を示す集中領域が識別されている。(表 1 を参照)  
同時に、この研究開発検討事項は、エネルギー効率の改善、再生可能エネルギー使用の

増加、温室効果ガスの低下、健康な室内環境の提供、基礎資源の持続性を可能とするとい

う、より広汎な目標の間での相関的な相互依存に取り組んでいる。 
 
この検討事項中の研究開発集中領域は、コスト効率の良い「正味ゼロ」エネルギーの高

性能な技術、施工および手順の広範囲な利用可能性をもたらすために必要とされる技術の

進歩を反映している。 
この集中領域は、さらに、建物部門の基本的特性、時代遅れで不必要な制限的建築基準

および規則、また環境に優しい建築技術に投資する建設業者および建物所有者のための構

造的または規制的な阻害要因を含む、施行への障害を克服するために必要な研究を含んで

いる。 
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表 1 建物の効率的なエネルギー、水および資源利用の目標 
 

 
目標 1  
正味ゼロエネルギーの持続可能な高性能建築技術の達成を可能とする計測学の開発 
集中領域 a 
高性能建物の目標を、予測、評価、監視、また確認することを可能とし、また、

新しいエネルギー効率的な技術、製品および施行の開発を可能とする厳密な評価指

標の開発 
集中領域 b 
建物の全寿命にわたる建築部材およびシステムの複雑な相互作用に取り組むた

めの、実際的なツールおよびプロセスの開発による高性能目標を広範囲に導入する 
 
目標 2  
正味ゼロエネルギー建築技術および戦略の開発 
集中領域 a 
建物のエネルギー負荷を最小化するための、建物外壁の材料、部品、システムお

よび建設手法の開発 
集中領域 b 
エネルギー消費を最小化し、建物のエネルギーの必要性を満たす、超高エネルギ

ー効率の構成材およびサブシステムの開発 
集中領域 c 
エネルギー効率と結びついた場合に、正味ゼロエネルギー建物および社会を達成

することができる、供給面重視の技術を開発 
 
目標 3  
水使用の大幅な削減および雨水保持力向上のための科学技術的な基盤の開発 
集中領域 a 
効率的な節水装置、設備および給水システムを通しての水使用の削減 
集中領域 b 
広範囲な水の再利用および雨水確保の増大に対する、環境、健康および技術的な

障害を克服するための解析および技術の開発 
集中領域 c 
雨水流出を大きく削減させるための、影響の低い開発施工の開発 

 
目標 4  
資源利用、廃棄物および寿命による環境影響を最小化する、建築材料のためのプロ

セス、手順および製品の開発 
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集中領域 a 
建物の建築、改築および取り壊しからの廃棄物発生を最小化するプロセスの開発 
集中領域 b 
製品や材料選択の十分な環境および公衆衛生への影響を識別するための、寿命一

覧データの拡張と、寿命評価の実施 
集中領域 c 
拡大した寿命にわたり環境および公衆衛生への影響を最小にした新しい建材お

よび製品の開発 
 
目標 5  
居住者の健康、快適性および生産性を促進するために、必要とされる知識および関

連するエネルギー効率技術および施工の開発 
集中領域 a 
室内の環境基準を向上し、かつ建物のエネルギー消費を削減する技術の開発 
集中領域 b 
建物居住者の健康および快適さに取り組む、科学的に正しい建物に特有の基準と

規則を支援するのに必要な知識の開発 
 
目標 6  
正味ゼロエネルギーで高性能な環境に優しい建物のための技術移転の実現 
集中領域 a 
都市計画立案者、建築家、エンジニア、建設業者および所有者/管理担当者のため

の高性能建築設計ツールおよび手引き書の開発 
集中領域 b 
現代に適応した性能基盤の建築法規の使用を可能にするツールおよび手引き書

の開発 
集中領域 c 
革新的な技術および施行を採用・使用するための刺激策の費用有効性の分析 

 
識別されたすべての目標を達成するために、研究開発集中領域は、全体の統合システム

としての建物の関連で考慮されなければならない。政府機関や産業界の研究者による研究

で、現在利用可能な高性能化技術の使用が、建物のエネルギー消費量および CO2 排出量

を 30%～50%削減できることが分かっている。 
さらに、実験室での研究では、建物設計に総合的に統合された新技術は、エネルギー消

費量と CO2の排出を 70%も削減することができることを示している。 
このレベルのエネルギー効率の改善により、多くの場合、施設内の再生可能エネルギー

で残りのエネルギー必要量を供給することができる。これらの技術のコスト効率が良くな

る限りは、「正味ゼロ」エネルギー高性能ビルの広範囲の採用が可能になるであろう。 
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将来の建物に対するその他の重要な事項は、この報告書では取り組まれていない。それ

らは、改良された構造弾力性、都市計画と敷地のより一般的な環境とエネルギーへの影響、

および居住者の家庭と仕事場の間の移動に関係した関連輸送経費を含んでいる。もし建物

群あるいは地域社会へ変更なしで当てはめるならば、この報告書の範囲は、新しい技術の

開発、取り扱い手順、建設用敷地での施行に制限されている。 
 
この新しい連邦研究開発検討事項は、「正味ゼロ」エネルギーの高性能で環境に優しい

目標を達成するための、建物の建築と改装を可能とするであろう、現在とこれからの研究

開発プログラムの統合に向けた重要なステップである。確立した目標および集中領域は、

連邦機関が共有する展望を示す、その使命は、研究、開発、および環境に優しい建物に関

連した技術の実証を含んでいる。達成された時、現在の我々の知識と実践における進歩は、

我々の国家の将来の建物を定義するのを支援するであろう。 
 
この報告書の重要な法的基盤は、エネルギー政策法 2005(EPAct 2005. Public Law 

No.109-58)、およびエネルギーインデペンデンス・セキュリティ法 2007(EISAct 2007. 
Public Law No.110-140)である。これらの 2 つの法律は、居住・商業ビルをより効率的で、

より持続可能にする連邦研究開発を展開させ、そして、居住者の健康と生産性を改善する

一方で、環境への影響を低下させる概略的な命令を定義している。 
 
 

－「正味ゼロ」エネルギー商業ビルイニシアチブ－ 
このイニシアチブの目標は、以下のビルに対して、「正味ゼロ」エネルギーの商業

ビルの開発と確立のための、技術、施行および政策を展開し普及させることである、

 
(1)  2030 年までに、米国に新しく建設される任意の商業ビル; 
(2)  2040 年までに、米国の商業ビル資源の 50 パーセント; 
(3)  2050 年までに、米国のすべての商業ビル。 

 
出典：EISA 2007, Title 4, Subtitle B, Section 422c 

 
EISAct 2007 の中で概説された商業ビルのために確立された国家目標は、2050 年まで

に商業ビル分野の完全な変革もたらすことである。 
 

( 出典：FederalRDAgendaforNetZeroEnergyHighPerformanceGreenBuildings,  
http://www.bfrl.nist.gov/buildingtechnology/documents/FederalRDAgendaforNetZer
oEnergyHighPerformanceGreenBuildings.pdf  )  
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【省エネルギー特集】 産業部門 鉄鋼業 

 
鉄鋼業のエネルギー消費削減に役立つ Save Energy Now 評価(米国) 

 
米国全土の鉄鋼メーカーが、米国エネルギー省(U.S. Department of Energy：DOE)に

よるエネルギー評価を受けている。これらは DOE の産業技術プログラム(Industrial 
Technologies Program：ITP)である Save Energy Now(SEN)イニシアティブ 1の一環とし

て行われている無料の評価 2 であり、産業施設の主要工程におけるエネルギー消費量を削

減する方法を特定するために役立っている。鉄鋼産業が加熱工程と蒸気工程でどれだけ効

率を向上させたかを示す 2 つの新しいケーススタディが公開された。これらのケーススタ

ディでは、有効性が幅広く確認されている、回収期間法 3 に基づいたエネルギー消費量の

削減対策についても触れられている。 
 
1 つは米国の鉄鋼業全体に対する評価で、加熱工程と蒸気工程に焦点を定めた取り組み

である。もう 1 つは個別事例としての US スチール社の Minntac 工場におけるケーススタ

ディである。NEDO 海外レポートでは「省エネルギー特集」として、この 2 つのケースス

タディを紹介する。本稿ではこのうち米国の鉄鋼業全体のケーススタディを紹介する。US
スチール社の事例については本号の別稿を参照されたい。 

 
なお、アルミニウムや自動車、化学、林産物、繊維など、ほかの分野のケーススタディ

でも、エネルギー効率の向上に役立つさまざまな対策を見ることができる 4。また、Save 
Energy Now 評価への参加を申し込むことも可能である。より詳しくは、下記のリンクを

参照。 
http://www1.eere.energy.gov/industry/saveenergynow/assessments.html 
 
鉄鋼業におけるケーススタディ 

過去に Save Energy Now 評価に参加した米国内の 23 ヵ所の製鉄工場で、エネルギーコ

ストが 1.05 億ドル以上減少する可能性があるということが分かった。この数字は、エネル

ギーコスト全体で平均 10.2%の削減に相当する。さらに各企業の報告により、全体的な潜

在削減量として次のような数字が見込まれている。 
  
・天然ガスの消費量が 10.4 兆 Btu 減少。（米国内の約 144,000 戸の一戸建て住宅で 1 年間

に消費されるエネルギー合計量に相当） 

                                                 
1 10 年間でエネルギー原単位を 25%削減することをめざすもの。 

http://www1.eere.energy.gov/industry/saveenergynow/index.html 
2 http://www1.eere.energy.gov/industry/saveenergynow/assessments.html 
3 payback period. 投資資金の回収に必要な期間を算出して評価指標とする投資評価法の一つ。「投資回収期

間」などとも呼ばれる。 
4 http://www1.eere.energy.gov/industry/saveenergynow/case_studies.html 
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・二酸化炭素(CO2)の排出量が 73.6 万トン以上減少。（134,000 台以上の自動車を道路から

排除した場合の削減量に相当） 
・一工場あたりのエネルギー消費量が平均して加熱工程で 12%、蒸気工程で 3%減少。 
 
加熱工程と蒸気工程に焦点を定めた取り組み 
製造業における天然ガスの総消費量のうち、74%近くが加熱・蒸気工程で消費されてい

る。DOE による産業技術プログラムは、Save Energy Now 評価を実施することにより、

鉄鋼メーカーにおけるエネルギー消費量の多い工程を効率化する方法を見つけるために役

立っている。 
 

Save Energy Now イニシアティブは、産業界のエネルギー消費原単位を 10 年間で 25%
削減することを目標とした国家的な取り組みであり、このイニシアティブにより、米国内

の大規模工場を対象にエネルギー評価が実施されている。これらの評価は DOE のエネル

ギー専門家によって DOE のソフトウェアツールを利用して実施され、鉄鋼メーカーの加

熱工程と蒸気工程におけるエネルギー消費量が分析される。評価は 3 日間かけて行われ、

従業員らはその間に、実施中の評価におけるソフトウェアツールの利用方法や、そのツー

ルを他施設で利用する方法を学ぶことができる 5。分析の終了後、現状を改善するための

対策と、それらの対策を採用した場合に期待できる加熱・蒸気工程における潜在的なエネ

ルギー削減量などに関する情報が、従業員や経営者に対して提供される。 
 
コスト効果の高い対策の決定 

Save Energy Now 評価によって示された対策の採算性を企業が判断するのを助けるた

めに、DOE のエネルギー専門家は、各対策を導入するために必要な推定投資額を提示す

る。この金額は、より費用がかさんだ場合と、比較的低コストに抑えられた場合の両方が

示される。その後、より費用がかかった場合の推定投資額を使って投資回収期間が試算さ

れる。多くの場合、この期間は 2 年以下となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 NEDO 海外レポート 1013 号「米国エネルギー省の 2006 年「Save Energy Now」評価結果」参照。

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1013/1013-04.pdf 

年間の節約量 
確認されている潜在的エネルギーコスト削減額の合計 1.05 億ドル 
潜在的な CO2排出削減量の合計 73.6 万トン 
9 ヵ月以内の投資回収が見込める対策の割合 44% 
これまでに実現されたエネルギーコスト削減量の合計 800 万ドル 
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導入を阻む主要な障害の評価 
Save Energy Now 評価で特定される対策では、多くの場合、投資回収期間は 2 年以内

となる。しかし中には、技術的な再検討や計画が追加で必要となる可能性が高く、そのた

めに投資回収がより長期に及ぶものもある。また、投資額の回収という問題以外にも、エ

ネルギー削減対策を導入する決断を阻む可能性のある障害として、次のようなものがある。 
 
• 処理工程を変更することに対する作業上の制限や懸念 
• 社内で利用可能な技術の限界 
• 運転休止時間の発生および生産量の低下 
• エネルギーの削減に関する会社方針の変更 
• 企業の合併や工場の閉鎖 
 
過去の評価結果：鉄鋼メーカーに対して提示されたエネルギー削減対策の上位項目 
 対象工程 エネルギーコストの

平均削減額* 
工場全体のエネル

ギーコストから見た

エネルギーコストの

平均削減率(%) 

短期的対策（0 ヵ月～9 ヵ月） 

工業用炉廃熱の回収・利用 加熱 470 万ドル 2.2%
過剰な未燃焼炭化水素の排除 加熱 130 万ドル 1.6%
排気ガス中の酸素含有量の削減 加熱 37.4 万ドル 1.4%
伝熱面の清掃 加熱 88 万ドル 1.1%
ボイラーの効率の改善 蒸気 75.5 万ドル 0.8%

中期的対策（9 ヵ月～2 年） 

原燃料の予備加熱の改善 加熱 120 万ドル 7.5%
熱のカスケード（多段階）利用 6 加熱 160 万ドル 2.7%
処理空気や排気の燃焼への利用 加熱 59.1 万ドル 2.2%
蒸気需要の削減 蒸気 93.4 万ドル 1.0%
炉の開閉、漏損の低減／解消 加熱 16 万ドル 1.2%

長期的対策（2 年～4 年） 

酸素の燃焼への利用 加熱 120 万ドル 4.2%
内部冷却の削減あるいは排除 加熱 13.7 万ドル 1.1%
炉の適切な断熱や保守 加熱 33.4 万ドル 0.5%
炉の熱伝導の改善 加熱 37.2 万ドル 0.4%
*3 桁以下の端数は切り上げ 
 
                                                 
6 熱を高温から低温まで多段階に順に滝のように利用することで、熱の利用効率を 大にする方法 
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エネルギー削減対策の特定 
鉄鋼産業は製造業部門で 大のエネルギー消費者のひとつであるが、同産業ではエネル

ギーパフォーマンスの重要性がこれまでになく高まっている。製鉄工場における Save 
Energy Now によるエネルギー評価は、エネルギーコストを削減するための対策を鉄鋼メ

ーカーに提供するものであり、これらの対策の導入費用は多くの場合 2 年未満で回収する

ことが可能である。この評価に時間を割くことにより、製品１単位の生産に必要とされる

エネルギー量を大幅かつ長期的に削減し、企業の収益も向上させることが可能になる。エ

ネルギー効率が上がるだけでなく、設備の保守にかかる手間が減り、休止時間も少なくな

る。また生産能力が向上し、製品の品質も改善されることになる。 
 

産業技術プログラム(ITP)の持つ資料の利用 
産業技術プログラム(ITP)のウェブサイト内にある Save Energy Now のページ 7では、

Save Energy Now への参加を申し込めるほか、省エネルギー対策を導入するために役立つ

情報シートなどの技術情報や資料などを入手することができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
翻訳：桑原 未知子 

編集：NEDO 技術開発機構 研究評価広報部 
 
出典： 
1) DOE エネルギー効率・再生可能エネルギー局(EERE)リリース 
Save Energy Now Assessments Help Steel Industry Reduce Energy Consumption 
http://www1.eere.energy.gov/industry/newsandevents/news_detail.html?news_id=11989 
2) Save Energy Now 鉄鋼業ケーススタディ 
Industrial Technologies Program Save Energy Now Case Study - STEEL 
http://www1.eere.energy.gov/industry/saveenergynow/pdfs/43367.pdf 

                                                 
7 www.eere.energy.gov/industry/saveenergynow 

強い米国のための強力なエネルギーポートフォリオ 
エネルギー効率の改善とクリーンな再生可能エネルギーの発展は、経済の強化と

よりクリーンな環境、およびエネルギー自給の向上を米国にもたらす。DOE のエ

ネルギー効率化・再生可能エネルギー局 (Office of Energy Efficiency and 
Renewable Energy)は、州、地域社会、産業、大学などと幅広く協力して、さま

ざまなエネルギー技術への投資を行っている。 
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【省エネルギー特集】 産業部門 鉄鋼業 

 
米国最大の鋼材メーカーが大幅な省エネに成功(米国) 

－US スチール社の工場で実現された加熱工程の効率化と省エネルギー戦略の活性化－ 
 
U S スチール社の Minntac 工場におけるケーススタディ 
概略 

2006 年 7 月、米国 大の鋼材メーカーである US スチール社の、ミネソタ州マウントア

イアンにある Minntac 工場で米国エネルギー省(Department of Energy ：DOE)による

Save Energy Now 評価が 1実施された。また、エネルギー消費量を削減するための 9 つの

対策案が提示された。 
 
この評価では、同工場の加熱工程の効率が分析され、省エネを図るための対策が示された。

評価は DOE のエネルギー専門家である D. Paul Mehta によって行われた。Mehta は DOE
の Process Heating Assessment and Survey Tool (PHAST)というツールを使い、工場の従

業員らの協力を得て評価の作業を進めた。評価の結果、各加工ラインで大きな省エネルギー

効果を上げることが期待できる複数の対策が特定された。PHAST はまた、既に導入されて

いたバーナーシステムの影響による天然ガス消費の削減効果の評価にも役立った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minntac 工場では、Save Energy Now 評価の実施に先立って、大型キルン内の 6 基の

古いバーナーをより小型の 14 基の高効率バーナーに取り替えていた。Save Energy Now
評価では、新しいバーナーの性能と、これらのバーナーの導入が加工ラインの効率にどの

ような影響を与えたかが調査された。Mehta は PHAST を使って、新しいバーナーの導入

                                                 
1 Save Energy Now イニシアティブは DOE の産業技術プログラム(Industrial Technologies Program：ITP)
のひとつであり、主要な工業工程におけるネルギー消費量を減らす方法を特定することによって、工場をよ

り効率的に稼働させ、より高い収益を上げるための後押しをしている。 
www.eere.energy.gov/industry/saveenergynow 

 
ミネソタ州北部メサビ鉄山のMt.IronにあるUSスチール社 Minntac工場では、

年間約 1,450 万トンのタコナイトペレットが生産されている。 
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が省エネ効果をあげていることを確認し、工場内のほかの加工ラインも、キルンに同様の

バーナー設備を導入することによって省エネが可能であると判定した。新しいバーナーの

導入により、同工場では年間のエネルギーコストが 76 万ドル、エネルギー消費量が 950
億 Btu、さらに保守人件費も 3 万ドル削減されることになる。プロジェクトの実施コスト

は約 120 万ドルであり、同工場は 1.5 年の単純投資回収期間を実現している。 
 
利益 
・エネルギーコストが年間 76 万ドル減 
・天然ガス消費量が年間 950 億 Btu 減 
・1.5 年の単純投資回収期間を実現 
・CO2排出量が減少 

 
主な評価結果 
• システム内の適切な場所に高効率な設備を導入することによって、大幅な省エネルギ

ーが可能であり、さらにそれ以外の利益も得ることができる。 
• Save Energy Now のエネルギー評価により、高額な資金をかけたプロジェクトを実施

する判断が正しかったことが証明され、同様の対策を別の場所に適用した場合にも効

果が期待できることが示された。 
• 重要な加工ラインで利用されているキルン内のバーナーの性能を上げることにより、

Minntac 工場では大幅な省エネが実現された。また、メンテナンスが楽になり、生産

力も向上した。 
 
評価対象 

Minntac 工場における加熱工程は、タコナイト 2を加熱・乾燥処理する工程であり、工

場全体のエネルギー消費量の大部分がこれらの工程によって消費されている。タコナイト

のペレットを加熱するキルンの効率を向上させることにより、大幅なエネルギーの節減を

実現し、生産の信頼性を確保することができる。 
 
 
プロジェクトを推進する動き 

Minntac 工場にとってエネルギーの効率化は大きな問題である。同工場では Save 
Energy Now 評価に先立ち、1 本の加工ラインで使われているキルン内のバーナーを新し

くすることを決定した。この決定が下されたのは、省エネのためだけではなかった。既存

のバーナーが老朽化し、技術的にも時代遅れであるため、生産ラインの停止を引き起こす

ことがあったのも理由のひとつであった。生産ラインの停止は、ほかの設備に障害を与え

る可能性がある。バーナーが新しくなり、性能が向上したことをきっかけに、同工場では、

省エネルギーに対してより積極的な取り組みが進められるようになった。エネルギー問題

                                                 
2 鉄鉱石の一種で不純物の多いもの。 
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全体を統括するマネージャーが置かれ、その下に二酸化炭素とエネルギーに関する社内委

員会が設置された。この委員会の目的は、社内全体のエネルギー効率に関するガイドライ

ンを作ることであった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
企業と工場のバックグラウンド 

US スチール社は、ペンシルバニア州ピッツバーグに本部を持つ、1901 年に設立された

米国 大の鋼材メーカーである。同社の世界中の拠点では 47,000 人の従業員が働いてお

り、高付加価値な鋼板や鋼管、錫（すず）メッキ製品、コークスやタコナイトのペレット

など、さまざまな製品が生産されている。国内外の年間粗鋼生産能力をすべて合計すると、

3 億 1,700 万ネットトンにのぼり、年間の総売上高は約 169 億ドルである。 
 

US スチール社の社内事業グループのひとつに Minnesota Ore Operations と呼ばれる

グループがあり、この下には Minntac 工場と Keetac 工場という 2 つの工場がある。これ

らの工場では、鉄鋼の含まれるタコナイト鉱石を採掘し、製鋼で利用できるようにタコナ

イトペレットに加工するという作業が行われている。Minntac 工場は、1,200 人の従業員

を抱え、毎年約 1,450 万トンのタコナイトペレットを生産している。同工場で消費されて

いるエネルギーの大部分は加熱工程における消費である。Minntac 工場には、キルン、予

熱器 3、乾燥器を 1 基ずつ備えた 5 本の加工ラインがあり、それぞれのラインでタコナイ

ト鉱石がペレットに加工されている。これらのラインでは、乾燥器内で 320～540℃、予

熱器内で 1,200℃、キルン内では 1,340℃という高温が必要とされる。各ラインではさら

                                                 
3 ボイラーなどの廃熱を利用して燃焼用の空気の昇温を行う装置。 

 
Minntac 工場の加工ラインでは、タコナイトペレットを作る

ために、タコナイト粉と粘土の混合物がキルン内で 1,340℃
に加熱される。1 本の加工ラインに高効率なバーナーを導入

して以降、同工場ではエネルギーコストが 76 万ドル、天然ガ

ス消費量が 950 億 Btu 削減された。 
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に、通風ファン、粉砕器、混合器などの大型のモーター駆動の設備が利用されている。

Minntac 工場における 2007 年の天然ガスの消費量は約 4 兆 9,000 億 Btu であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
評価の概要 

Minntac 工場に対する Save Energy Now 評価は、PHAST の有資格者である DOE のエ

ネルギー専門家により実施された。PHAST は、加熱工程を分析するために DOE によっ

て開発されたソフトウェアツールである。専門家は、Minntac 工場の主任工程技術者(lead 
process engineer)およびその他数人の従業員、US スチール社内の別の工場のマネージャ

ーや新入社員、技術者などと共に、評価を実施するためのチームを結成した。チームは

PHAST を使用して、一丸となって Minntac 工場の加工ラインの評価を実施し、エネルギ

ー効率を向上させるために役立つ対策を見つけ出した。 
 
 
評価の結果示された対策 
評価では、5 本の加工ラインから収集されたエネルギー消費に関するデータが分析され、

9 項目の潜在的な省エネ対策が提示された。評価チームはこれらの対策のひとつひとつを

技術的および経済的な実現可能性という側面から注意深く検討し、それぞれの回収期間に

基づいて、各対策を中期的あるいは長期的対策のどちらかに分類した。節減量の試算結果

は、評価が終了した後でより新しい情報や追加の評価に基づいて更新された。 
 
潜在的な中期的対策 
• 加工設備を断熱する 

Minntac 工場でキルンや予熱器、乾燥器などに用いられている耐火材の厚みは 大で

8～10 インチ 4、また断熱材の厚みは 2 インチであり、断熱の性能が充分でないという

ことがわかった。このために、年に約 4,070 億 Btu ものエネルギーが壁を通して失われ

ていたと判定された。5 本のラインすべてを適切に断熱すれば、壁での熱損失を半分に

抑えることが可能であり、年間の天然ガス消費量を 2,030 億 Btu 以上、エネルギーコス

トを 160 万ドル削減できることになる。 
                                                 
4 1 インチ=2.54cm 

「DOE が実施した 初の Save Energy Now 評価のひとつを受けることができたことを

Minnesota Ore Operations は喜んでいた。我々の工場では大量のエネルギーを消費するた

め、エネルギーの専門家から省エネを進めるための公平な助言を得られたことは有り難かっ

た。この評価を受けたことにより、我々の実施していたいくつかのプロジェクトが正しい方

向に進んでいたということが確認できた。またこれは、さらに取り組みを進める必要のある

分野を特定するためにも役立った。」 
Raymond Potts（US スチール社、工程技師） 
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• 外気の侵入を減らす 
動作中のキルンの内部は負圧環境となるため、キルン内に外から空気が侵入し、それ

らの空気を加熱するために年に約 1,190 億 Btu ものエネルギーが消費される。このよう

な外気の侵入を防ぐことにより、天然ガスのコストを年間約 95 万ドル削減することが

できる。 
 
• より高馬力のファンを使う 

何本かのラインで、ほかのラインでキルンへの通風に使われているファンよりも馬力

の低いファンが使われていた。そのために、これらのラインのキルンでは、他のキルン

よりも多くの天然ガスが消費されていた。このようなラインにより強力なファンを導入

することによって、キルン内の対流熱移動の効率を上げ、燃料の消費を減らすことが可

能であることがわかった。この取り組みにより、年間の天然ガス消費量を 880 億 Btu 以

上、エネルギーコストを 70.9 万ドル削減することができる。 
 
• すき間を塞ぐ 

評価の中で実施された実地検証を通して、加工ライン内の複数の場所に多数のすき間

があることがわかった。これらは特に、覗きドアの周辺で見つかることが多かった。こ

のようなすき間は、対流熱や放射熱の損失の原因となる。これらのすき間を塞ぐことに

より、年間の天然ガス消費量を約 440 億 Btu、エネルギーコストを 35 万ドル削減する

ことができると試算された。 
 
潜在的な長期的対策 
• 高効率なバーナーを導入する 

評価が実施される少し前に、高効率なバーナーが 1 本の加工ラインに導入された。そ

のラインでは、以前のエネルギー消費量と比較して、年間のエネルギーコストが 76 万

ドル、エネルギー消費量が 950 億 Btu 削減されることが確認された。また、同様のバー

ナーをほかのラインに導入した場合にも、各ラインのバーナーの効率が同じように向上

するという計算結果が示された。残りの 4 本のラインに新しいバーナーが導入されると、

年間のエネルギー消費量が合計約 3,200 億 Btu、エネルギーコストが合計 257 万ドル削

減されることになると試算された。 
 
• ペレット冷却器の廃熱を回収する 

ペレット冷却器からは 320～480℃の大量の廃熱が発生するが、これらの熱はこれま

で回収利用されていなかった。吸収冷却剤を導入することにより、この廃熱を回収して、

暖房や冷房のために利用することができる。評価の結果、この廃熱のうちの 10%を回収

して冬季の暖房に利用すれば、年間のエネルギーコストを 110 万ドル、エネルギー消費

量を 1,380 億 Btu 削減することができると試算された。 
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• 軸受けの冷却用水からの廃熱を回収する 
評価の結果、キルンが回転している間、軸受けを

冷やすために利用されている水から発生する廃熱も

また回収利用されていなかったことがわかった。こ

の冷却水からの廃熱を回収すると、年間のエネルギ

ーコストを 89.3 万ドル、エネルギー消費量を 1,120
億 Btu 削減することができると試算された。 

 
• 乾燥工程と予熱工程からの廃熱を回収する 

乾燥工程と予備加熱工程で出る廃熱もまた、回収

利用されていなかった。これらの廃熱を再利用すれば、

年間のエネルギー消費量を 30 億 Btu 以上、エネルギ

ーコストを 2.4 万ドル削減できることになる。 
 
• 復熱装置を導入する 
  評価が実施された時点で、1 本を除いた全ての加工ラインにスタック型レキュペレー

タ 5が導入されていた。残りの 1 ラインにも同様の復熱装置を設置して燃焼エアの予備

加熱に利用すれば、年間のエネルギー消費量を約 2,210 億 Btu、エネルギーコストを 180
万ドル削減できることが、評価の結果から明らかになった。 

 
これらの対策が導入されると、年間のエネルギーコストが合計約 1,000 万ドル削減でき

ることになる。 
 
 
結果 

エネルギー専門家は PHAST を使って、新設されたバーナーの性能を分析し、同様のバ

ーナーをほかのキルンにも導入することでどれだけ工場に利益が出るかを導き出した。新

しいバーナーの設置されたラインでは、バーナーの効率がその他のラインよりも 5%高く、

年間約 950 億 Btu（その処理ラインにおける天然ガス消費量の約 10%）のエネルギー削減

が可能になると判定された。 
 
さらに、新しいバーナーの導入されたキルンでは、そのほかのキルンと比べて一酸化窒

素(NO)の排出量が 6%低減されたと評価チームは発表した。また、バーナーシステムが原

因の生産ラインの緊急停止が大幅に減ったほか、キルン内のスラグの清掃にかかる時間も

3 分の 2 短縮された。これらのことから、保守にかかる人件費が年間で約 3 万ドル節約で

きた。節約コストの合計が 79 万ドル、設備導入などにかかった費用が 120 万ドルであり、

同工場では 1.5 年の単純投資回収期間が実現された。 
                                                 
5 レキュペレータ：工業炉の廃熱回収などに用いられる熱交換器の一種。 

Minntac 工場で生産されたこれ

らのタコナイトペレットは、製

鋼所に運ばれ、溶かされて鋼鉄

に加工される。 
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新しい高効率なバーナーの導入が効果を上げたことは、エネルギー効率の向上を目指す

US スチール社の今後の取り組みを促進する働きをした。インディアナ州とミシガン州に

ある同社の別の工場でも、2006 年と 2007 年に Save Energy Now 評価が実施された。評

価で特定された対策がこれらの工場で導入された場合、年間エネルギー消費量が約 8,630
億 Btu、エネルギーコストが 600 万ドル以上削減されることになると試算されている。 
 

Minntac 工場では、残りの 3 本の生産ラインにも新しいバーナーが導入される（2008
年に 2 本、2009 年に 1 本）ほか、工場内のファンシステムに対しても Save Energy Now
評価を実施することが計画されている。さらに同工場では、現在、ペレット冷却器からの

廃熱の回収と、復熱装置が未設置の生産ラインに復熱装置を導入する取り組みの実現可能

性について検討が進んでいる。 
 
 
評価を通して分かったこと 
高効率な設備を導入し、加熱システムの性能を向上させることによって得られる利点は、

エネルギーの節約だけではない。Minntac 工場では、大型キルンの中で老朽化したバーナ

ーが天然ガスを過剰に消費し、生産ラインの停止を引き起こすことにより、ほかの設備に

障害を与えることがあった。高効率なバーナーをキルン内に設置することにより、同工場

では大幅な省エネに成功したほか、省エネ以外にも複数の利益を得ることができた。たと

えば、排気ガスの削減、生産ラインの緊急停止の低減、保守人件費の削減などが実現され

た。Save Energy Now 評価では、このプロジェクトに対する評価が実施され、さらにバー

ナーシステムの今後の改善に向けた動機付けが行われた。 
 

DOE では、産業システムや工程を分析し、大幅な省エネを実現するための対策を特定

するために利用できるソフトウェアツールを PHAST 以外にも提供している。そのような

ツールには、たとえば、AIRMaster+、Fan System Assessment Tool (FSAT)、
MotorMaster+、Steam System Assessment Tool (SSAT)、Pumping System Assessment 
Tool (PSAT)、3E Plus®などがある。PHAST など、DOE のシステム評価用ソフトウェア

ツールの詳細については下記のリンクを参照のこと。 
http://www1.eere.energy.gov/industry/bestpractices/software.html 

 
翻訳：桑原 未知子 

編集：NEDO 技術開発機構 研究評価広報部 
 
出典：Largest Producer of Steel Products in the United States Achieves Significant 

Energy Savings at its Minntac Plant 
http://www1.eere.energy.gov/industry/saveenergynow/pdfs/42858.pdf 
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【省エネルギー特集】 自動車産業 

 
先端技術を利用した自動車製造に対する融資プログラム(米国) 

 
米国エネルギー省(Department of Energy：DOE)は 11 月 5 日、エネルギー自立・安全

法 2007(Energy Independence and Security Act of 2007：EISA)第 136 条(P.L. 110-140)
に基づいて、先端技術を利用した自動車製造に対するインセンティブプログラム

1(Advanced Technology Vehicles Manufacturing Incentive Program)を実施するための

暫定 終規則(Interim Final Rule)を発表した。EISA 第 136 条は DOE の全面的な管理と

責任において執行される。 
 
同プログラムは、先進技術を利用した自動車やそれらの部品を製造する国内設備の整

備・拡張、また新工場の建設に対して DOE が融資を行うものであり、2009 年度の予算継

続決議で割り当てられた補助金を利用して、 高 250 億ドルまでの直接融資が行われる。

これらの設備で製造される自動車は、燃費性能の大幅な向上が見込めるものでなければな

らない。 
 

議会は、同プログラムのための暫定 終規則を 60 日以内に（11 月 29 日までに）発表

するよう予算継続決議の中で求めたが、DOE はおよそ半分の期間でこれらの規則を完成

させ、発表した。DOE では通常、規則の制定には 18 ヵ月費やされる。 
 
「今回の暫定 終規則の発表は、自動車メーカーや部品メーカーが、このインセンティ

ブプログラムによる政府の補助金を直ちに申請できるようにするものである。」DOE の

Samuel Bodman 長官はこのように言う。「30 日ほど前に議会で予算が割り当てられてか

ら、DOE は迅速に、かつ責任を持ってこの規則の草案をまとめた。また、融資業務を行

う事務所と、融資の申し込みを審査するための委員会も設置した。」 
 
議会は EISA 第 136 条に基づき、同プログラムによる助成金への補助として 75 億ドル

を割り当てたが、DOE が実際に融資しうる金額は、法定 高限度額の 250 億ドルを上限

として、個々の借り手の状況や提案プロジェクトの内容に応じて決定される。 
 
また、EISA 第 136 条に基づいて融資を実施するには、国家環境政策法(National 

Environmental Policy Act：NEPA)などの法的要件にも従う必要がある。DOE は、同プ

ログラムに対する申請者の審査・評価を迅速に進める予定である。 
 

                                                 
1 Fact Sheet(本稿末尾の出典 2)では先端技術を利用した自動車製造に対する融資プログラム

(Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program：ATVMLP)と言っている。 
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以下は、同時に発表された本プログラムの「ファクトシート」の内容である。 
 
・今回発表された暫定 終規則は直ちに施行され、同プログラムへの申し込みが開始でき

るようになる。 
 
・官報(Federal Register：FR)でこの暫定規則が公布された時点で、DOE は同プログラム

への申し込みの受付を開始する。受理された申し込みは、必要な提出物がすべてそろっ

ていれば、直ちに審査が開始できる。 
 
・この暫定規則は納税者を保護するものであり、先進的な自動車技術の開発に取り組む自

動車メーカーが融資を受けるための条件が定められている。 
 
・今回、暫定 終規則が早期に発表されたことからもわかるように、DOE は、この重要

な規則作成を迅速に進めるために全力を挙げて取り組んでいる。DOE はまた、プログラ

ムの導入に向けて、連邦、州、地域で定められている法律や規則、許可などの条件を早

急に満たすよう力を尽くしている。 
 
・融資の開始時期は、申し込みの提出時期、提出物の完成度、必要な許可や認可の取得状

況などによって異なる。 
 
・この融資プログラムは、古くなった工場や設備を整備し、エネルギー効率の良い自動車

を製造するための資金を自動車メーカーに提供することを目的として議会が発案した

ものであり、DOE は議会に委任された作業をすべて行っている。 
 
・融資を受けることができれば顧客の需要にあったより効率の良い自動車を製造できるよ

うになるとして、DOE は自動車メーカーなどに対し、この融資プログラムへの参加を推

奨している。 
 
・議会を通過した法律には、自動車会社への速やかな資金供給を妨げる可能性のある多く

の制約があった。そのような制約の中で、DOE はできるかぎり迅速な資金提供が可能に

なるように全力を尽くした。 
 
・DOE の責務は、議会を通過した法律を実施することにある。DOE は、プログラムの目

的に合致し、定められた法律の中で許される自由度に合わせたやり方で、与えられた役

割を果たしている。 
 
プログラムへの応募と規則の施行 
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・法律用語に従えば、今回発表された暫定 終規則は、融資の受給資格の基準と、融資プ

ログラムへの応募要件を定めたものである。 
 
・申請者は、一回の応募で複数の融資を申し込むことができる。 
 
・提出された申し込みは内容の確認後、各募集期間ごとに審査される。 初の募集期間の

締め切りは 2008 年 12 月 31 日である。 
 
・今回発表された暫定 終規則に対する 30 日間のパブリックコメント（公衆意見聴取）

期間が過ぎたのち、DOE はプログラムの評価を実施し、 終規則の施行時期を決定す

る。 
 
受給資格について 
・議会は、直接融資の受給対象となるプロジェクトの内容と資金用途（コスト）の基準を示

した。先端技術を利用した自動車または自動車部品として認められるための主要な基準

には次のようなものがある。 
 
- 融資対象となる製造施設が米国内に存在すること。 
- 融資対象となる工学技術の統合が米国内で行われること。 
- 融資された資金が、米国内で実施される設備の整備・拡張、あるいは新工場の建設

に関連するコストに充当されること。 
- 米国内で実施される工学技術の統合のための費用として、融資された資金が利用さ

れること。 
 
・遡及的な融資は行われない。つまり、先進技術に対する過去の投資は、この融資の対象

とならない。 
 
技術的な基準 
・今回発表された暫定 終規則により、自動車の年式の「基準年」を 2005 年とすることが定

められた。 
 
・DOE は、米国環境保護庁(Environmental Protection Agency：EPA)の定めた燃費評価

のための分類を使って、自動車をよく似た属性を持つ車種ごとにグループ分けした。

DOE はさらに、車両性能を定義する下位分類（たとえば「スポーツカー」など）をこ

の分類に追加した。 
 

・ 今回の暫定 終規則では、先端技術を利用した自動車として認定されるためには、同じ

グループに分類された車種の 2005 年モデルの平均燃費と比べて、その自動車が 125%
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以上の燃費性能(mpg：mile per gallon)を有するということが証明されなければならな

い。 
 
詳細は、下記 Web サイトを参照： 
http://www.atvmloan.energy.gov/ 
http://www.energy.gov/media/Auto_Loan_Program_Final_Rule.pdf 
 

翻訳：桑原 未知子 
編集：NEDO 技術開発機構 研究評価広報部 

 
出典： 
１．U.S. Department of Energy Issues Rules for Auto Loan Program 

http://www.energy.gov/news/6708.htm 
２．Fact Sheet: Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program 

http://www.energy.gov/news/6709.htm 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1034,  2008.12.3 
 

32 

【省エネルギー特集】国家機関の取組 照明 

 
エネルギースター®「オペレーション・チェンジアウト」の節約効果 

‐84 の米軍基地で光熱費を約 1,100 万ドル節約‐ 
 
 2008 年 10 月、米国エネルギー省(DOE)1は、DOE と国防総省(DOD)2との共同の取組

みである、エネルギースター®の「オペレーション・チェンジアウト(Operation Change Out
‐The Military Challenge)」に参加し白熱電球を電球型蛍光灯(CFL: compact fluorescent 
light bulbs)に交換した 84 の米軍基地について、節約された光熱費の中間集計結果を発表

した。DOE のボドマン長官が 2008 年 4 月のアースデイ 3に発表したこの共同イニシアテ

ィブは、全米基地のエネルギー効率増大、コスト削減、二酸化炭素(CO2)排出量低減を支

援するものである 4。 
 
 「私達の国を、今度は、地球の気候変化対策や、輸入石油への依存低減、コストの削減、

国のエネルギー安全保障強化によって守ってほしいという私達の呼びかけに、米軍の兵士

達は応えてくれた」とエネルギー効率・再生可能エネルギー局(EERE)の John Mizroch 次

官補代理は話す。キャンペーンのスローガンは、「Take Command of Your Energy Future
（エネルギーの未来の指揮を執ろう）」であり、陸・海・空軍、海兵隊及び沿岸警備隊は、

そのスローガンをただ実行に移しただけである。」 
 
 「オペレーション・チェンジアウト」は連邦政府のエネルギー効率目標（大統領命令

(EO)13423 号「連邦政府の環境、エネルギー及び輸送の管理強化」5 や、大統領が 2007
年に署名した「エネルギー自立・安全法」など）を支援するものである。電球の交換をた

だ行うだけで軍事施設のエネルギー使用量を大幅に削減できる上に、軍の家族や一般市民

にも大幅な節約の可能性があることを示した。 
 

                                                 
1 DOE: Department of Energy 
2 DOD: Department of Defense 
3 米国の上院議員ゲイロード・ネルソンが1970年に深刻化していた環境問題への関心を高めるため
に、4月22日を「アースデイ（地球の日）」として宣言。当時スタンフォード大学の大学院生だっ
たデニス・ヘイズが全米に呼びかけた地球環境保護の運動。この年2,000万人以上の米国民が参加。
この取組みは翌年以降も米国全土に広がり、環境保護庁の設置をはじめ、様々な環境法の整備が
急速に進む契機ともなった。1990年には米国の呼びかけで世界各地で大規模な活動が行われ、こ
の年から日本でも開催されている。 

4 NEDO 海外レポート 1024 号（2008 年 6 月 28 日発刊）で「米国エネルギー省と国防総省による
エネルギースター®「オペレーション・チェンジアウト」－軍による CFL 電球の使用促進チャレ
ンジキャンペーン－」と題して取り上げた。本稿は約半年後の成果を追ったものである。 
（参考 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1024/1024-02.pdf） 

5 “Strengthening Federal Environmental, Energy, and Transportation Management” 
2007年1月にブッシュ大統領が発表：連邦機関に以下を指示している。①エネルギー消費量と温室
効果ガス排出量の削減、②再生可能エネルギー技術の大幅な利用拡大と効率改善、③持続可能な設
計手法の導入、④公用車のガソリン使用量削減。 
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 2008 年 10 月 1 日時点で、84 の基地、40,951 世帯で 359,268 個の CFL 電球が導入され

た。これにより以下の成果が見込まれている。 
 
・電球の寿命の期間を通じて 1億kWh以上節約。国内のエネルギー使用量を大幅に削減。 
・光熱費を 1,110 万ドル弱削減（電球を全寿命使用した場合で計算）。 
・CO2排出を 1 億 5,000 万ポンド強（約 6,800 万トン）防止。 

 
エネルギー効率で群を抜いているのは以下の 3 基地である。 

 
 ・Fort Drum 陸軍基地（ニューヨーク州）は、106,012 個の電球を交換した。この数は

同キャンペーン開始以降で 大である。新しく交換された CFL 電球により、同基地の

光熱費は 2,780,271 ドルの削減が見込まれている（9.3 セント／kWh で計算）。 
 
・Lejeune 基地（ノースカロライナ州）は、3,500 世帯で少なくとも 1 個の電球を交換

するという目標を大幅に超過し達成した。DOD公営住宅と私営住宅5,000軒弱で19,020
個が交換された。これにより、同基地の光熱費は 498,819 ドルの節約が見込まれている

（9.3 セント／kWh で計算）。 
 
 ・Tobyhanna 陸軍倉庫（ペンシルベニア州）は 2,414 個の電球を交換することを約束し

た。これまでに 23,158 個の電球が交換された。電力節約量：6,530,556kWh、光熱費節

約額：607,342 ドル（9.3 セント／1kWh で計算）、CO2削減量：9,471,622 ポンド（約

4,296 トン）が見込まれている。 
 
 また、基地の販売店と交換店は、エネルギースター®認可の CFL 電球の売上げが大幅に

増加したことを指摘している。例えば、陸空軍販売店(AAFES: Army and Air Force 
Exchange Service)6は、CFL 電球の売上げが前年比で 290％増となったことを報告してい

る。同キャンペーンの開始以降、AAFES の国内での CFL 電球売上げは 45,000 個を超え

た。「オペレーション・チェンジアウト」によって、参加基地では CFL 電球の交換だけで

なく、エネルギー効率の悪い冷蔵庫や洗濯機についても、エネルギースター®認可モデルの

新しい製品への買い替えが進んでいくことが予想される。 
  
 

翻訳・編集：NEDO 研究評価広報部 
出典：http://www.energy.gov/news/6657.htm 

                                                 
6 陸空軍販売店(AAFES)：常時勤務部隊(Active Duty)・予備役州兵部隊(National Guard)・予備役

部隊(Reserve)の兵士、退役軍人、及びその家族に商品とサービスを提供している。 
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【省エネルギー特集】 政府機関の取組 
 

ホワイトハウスが連邦機関チームの省エネ努力を表彰（米国） 
 
 ホワイトハウスは、4 つの連邦機関のエネルギー管理チームの省エネ努力をたたえ、表

彰した。4 機関とは、住宅都市開発省、海兵隊、国立公文書館および総合サービス局で、

各チームが、所属する機関の施設利用や業務遂行に当たり、エネルギー効率の向上を支援

し、リーダーシップをとってこの問題に取り組んだことが評価された。44 名の連邦職員お

よび請負業者を含むチームは、7,200 万ドル以上、3 兆 Btu1以上という年間の節約見積も

りに対して責任を負う。3 兆 Btu 以上というのは、32,000 の標準的な世帯が１年間に消費

するエネルギー量に相当する。Joe Cascio 連邦環境行政局長とエネルギー省エネルギー効

率再生局の John Mizroch 次官補代理により、ホワイトハウスで表彰式が行われた。 
 
 「エネルギー効率は現政府の優先事項ですので、連邦政府がまず範を示しています。政

府は、エネルギー消費を削減し、またエネルギー効率の良い製品を使用することにより、

温室効果ガス排出を削減すべく努力しています。たとえば 2005 年には、連邦機関は約

2,866GWh2のグリーン電力を購入しましたが、これは 28 万以上の平均的な世帯に毎年再

生可能エネルギー源による電力を提供できる量なのです。そのうえ、大統領令(Executive 
Order)132213 の待機電力要件を満たすためにいくつかのコンピューター製品のデザイン

を変更しましたが、これにより消費者は今後 6 年で年間 5 億ドル以上のエネルギーコスト

を削減できるようになります。これは、おおよそ 63,000 の世帯に 1 年エネルギーを供給

できる額に相当します。」Joe Cascio 連邦環境行政局長はこう述べた。 
 
 連邦エネルギー管理におけるリーダーシップに対する大統領賞は、連邦政府内でエネル

ギー効率を高め再生可能エネルギーを利用するというブッシュ大統領の意欲的な目標を支

援するものである。大統領令 134234で、大統領は連邦政府に対して、年に 3%ずつエネル

ギー強度 5を下げることにより、2015 年には 2003 年時に比べて 30％のエネルギー使用削

減を達成するよう要請している。2005 年エネルギー政策法は連邦政府に対して、2013 年

までに自らが使用する電力の少なくとも 7.5%に相当する分を再生可能電力で発電するか、

購入するよう求めており、大統領命令は、この再生可能エネルギーの少なくとも半分は

1999 年以来開発が進んでいる新再生可能エネルギー源からの利用を要請している。 

                                                 
1 Btu=British Thermal Unit（英国熱量単位） 
2 GWh(giga watt hour)=1,000MWh=100 万 kWh 
3 連邦機関が民生機器を調達する場合、待機消費電力が 1 ワットの製品を購入するよう義務づける

もので、「1 ワットイニシアティブ」ともよばれる。大統領が 2001 年 7 月 31 日に署名。 
Executive Order: Energy Efficient Standby Power Devices  
(http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/07/20010731-10.html) 

4 Executive Order: Strengthening Federal Environmental, Energy, and Transportation  
Management (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/01/20070124-2.html) 

5  国内のエネルギー総消費量をGDPで除したものであり、経済のエネルギー効率を表す。 
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 受賞者は、エネルギー省に提出された候補の中から選ばれて、ホワイトハウスに伝えら

れた。ホワイトハウスは審査員パネルと共に候補を検討し、大統領に受賞者を推薦した。 
 
 賞は、以下の分野での極めて優れた成果を認証するものである。 

・エネルギーと水の保全および効率的な使用 
・新興のエネルギー技術 
・革新的戦略、ベストプラクティスおよび適用 
・再生可能エネルギー源 
・代替的資金調達 
・連邦政府によるエネルギー効率を実現するための機動性 

 
 2008 年の連邦エネルギー管理のリーダーシップに対する大統領賞を受賞した 4 つのチ

ームは、以下の成果が認証された。 
 

・住宅都市開発省先住民住宅問題室： 
住宅都市開発省先住民住宅問題室は、公営住宅機関の資産価値を向上させるため、エ

ネルギーの保全と管理に投資する包括的なプログラムを開発した。このプログラムの

重要なポイントは、主要な財政的ツールとしてエネルギー性能契約の利用を増加させ

たことである。2006 会計年度から 2007 会計年度にかけて、全ての締結された契約

による節約額は 3,760 万ドルから 6,800 万ドルへ 80%増加し、エネルギー保全投資

は 1 億 2,100 万ドルへ 35％拡大した。また、今日までに 201,800 の公営住宅ユニッ

トが修復された。 
・海兵隊ミラマー航空基地： 
海兵隊ミラマー航空基地は、海兵隊の全施設の中でエネルギー強度が も低く、1 平

方フィート当たり 49,000Btu であった。2007 会計年度にミラマー基地は、エネルギ

ー強度を前年度と比べて 9.5%削減し、ベースラインから 13％の削減を達成した。こ

れにより、340 億 Btu のエネルギーと約 140 万ドルのコストが節約された。基地は、

費用が全く、あるいはほとんどかからない方法を探るために資源効率管理者をフルタ

イムで雇用するとともに、照明器具および冷暖房空調設備改善のための省エネ性能契

約と直接の予算資金を利用した。同基地はまた 2007 会計年度に、数段階にわたる水

消費の削減を実施し、再生水の利用により 9,700 万ガロンの飲料水を保全した。 
・国立公文書館、全館エネルギー管理イニシアティブ： 

国立公文書館(National Archives and Records Administration: NARA)は、全館に適

用するエネルギー管理計画を策定した。この計画は、NARA のエネルギー管理に関

する政策、手続きおよび責任を様式化するものである。NARA は、その 大の建物

で、照明器具および機械システムやエネルギー管理コントロールシステムの改善に際

して、省エネ性能契約を利用した。直近の 2 会計年度中、NARA はエネルギー効率
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プロジェクトに 750 万ドル以上を投資した。その結果、NARA は 2006 会計年度対

比でエネルギー強度を 6％以上低下させ、2003 年のベースラインと比較して約 19％
の削減を達成した。すなわち、1,140 億 Btu のエネルギーと 200 万ドル以上のエネ

ルギーコストを削減したのである。 
・総合サービス局環太平洋地域： 

総合サービス局の太平洋エネルギーおよび持続可能性チームは 2007 会計年度に、24
の建物を含む 9 つの施設で実施されたプロジェクトを完成した。プロジェクトには、

モジュール式の代替発電プラントを設置する電力購入契約が含まれていた。これには、

274kW の太陽光発電システムの導入、現場で発電した太陽光発電（年間 740MWh）
による電力の 10 年間の購入契約、および広範囲の照明改造計画が含まれる。チーム

の取り組みは、地域における 2003 年のベースラインと比べて 2％以上のエネルギー

強度低下という結果をもたらした。 
     
 

翻訳：吉野 晴美 
 
出典：White House Honors Federal Agency Teams For Saving Energy and Reducing 

Energy Costs 
(http://www.energy.gov/news/6693.htm) 
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【省エネルギー特集】 国家行動計画  
 

州レベルの省エネ事業を推進する国家行動計画（米国） 
 
 米環境保護庁(EPA)および米エネルギー省(DOE)は、州による低コストのエネルギー効

率の推進努力を支援している。全国から 60 名以上のエネルギー、環境および州の政策立

案担当者が集い、「2025 年に向けた国家行動計画ビジョン：変革への枠組み」の更新版を

策定した。行動計画は、全土でエネルギー需要の伸びを 50％以上削減するのを支援するた

めの戦略を概説し、今後 20 年で正味 5,000 億ドル以上を節約する方法を示している。も

し実施されれば、これらの戦略は、9,000 万台の車両が 1 年間に排出する温室効果ガスに

匹敵する量の排出を削減する一助になるとみられている。 
 
「州、公益事業者、およびエネルギー消費者が重要な行動を取れば、エネルギー問題に

対する低コストの解決策を推し進めることになります。この計画は、エネルギー効率がよ

り向上した未来に向けての大きな一歩であり、アメリカの経済を成長させつつ温室効果ガ

ス排出を削減するのに役立つものなのです。」EPA 大気・放射性物質局の Robert Meyers
第一副行政官はこう述べた。 
 
「州政府、および民間部門からのリーダーたちがエネルギー効率技術の推進を持続的に

推し進めてきたことは、賞賛に値します。こうした技術は、増加するエネルギー需要を満

たすための電気・ガスのインフラを近代化する重要な役割を果たしているのです。」と DOE
の配電・エネルギー信頼性局の Kevin Kolevar 次官補は言った。 
 
 行動計画には、低コストのエネルギー効率プログラムへの国の投資を増加させるという

目標に向け、州の政策決定者たちが取るべき決定的に重要なステップが概説されている。

行動計画にはまた、州によるこれらの目標達成への進捗状況が示されている。州、公益事

業者、その他の組織はエネルギー効率プログラムに対して年間約 20 億ドルを支出してい

る。この投資を通じて、州、公益事業者、その他の組織は 500MW の発電能力のあるプラ

ント 30 基分以上に匹敵する省エネを達成し、ひいてはエネルギーの消費者に年間 60 億ド

ル程度の節約をもたらしたのである。こうした努力は、900 万台の車両が 1 年間に排出す

る温室効果ガスに匹敵する量の排出を削減するのに貢献した。 
 
 行動計画の更新版はまた、追加的な進捗が期待できる領域を特定している。およそ 1/3
の州は省エネ目標を設定し、事業者がエネルギー効率努力を躊躇する要因に取り組んでい

る。さらに、およそ半分の州が主要顧客に対するエネルギー効率プログラムを策定し、建

築基準を見直して更新した。 
 
 州が行動計画の下で策定した省エネ目標を達成するのに役立つ 2 つの技術支援文書も入
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手可能である。1 つ目の文書は、エネルギー効率プログラムのための費用効果試験を策定

するガイダンスを提供する。2 つ目の文書は、ビジネス上の顧客にエネルギーの使用と費

用に関するデータを提供するための、ベストプラクティスを概説する。 
 
 2005 年に着手されたエネルギー効率のための国家行動計画は、30 の電気・ガス事業者、

20 の州機関および 12 の他の組織のリーダーシップを対象としている。この州主導のイニ

シアティブは、電気および天然ガスなど公共料金納付者が節約しつつエネルギー効率を向

上させるのを手助けすることになっている。120 以上の組織が、行動計画のオリジナルの

勧告を支持し、その実現に取り組んでいる。 
 
 2 つの文書と行動計画は以下のサイトから入手可能である。 
http://www.epa.gov/eeactionplan 
 

翻訳：吉野 晴美 
 
出典：Changing the Climate: Looking Towards a More Cost Effective, Energy Efficient Future 

(http://www.energy.gov/news/6748.htm) 
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【省エネルギー特集】 政策 

 

英国の省エネ関連技術政策動向 
 
英国における省エネルギー関連の政策、技術開発の 近の動向について 3 つのトピック

スを紹介する。 
 
1. 環境変革基金（ETF：Environment Transformation Fund） 

ETF は、英国における低炭素エネルギーの新技術および省エネルギーの新技術の開発を

促進するための、新たなイニシアティブである。 
基金の活動は公式には 2008 年 4 月にスタートし、環境・食糧・農村地域省（Defra）と

ビジネス・企業・規制改革省（BERR）が共同で運営する。 
本基金は英国国内向けと海外向けの 2 本立てになっている。 
・英国内向け：2008/09 年度から 2010/11 年度まで。総予算は 4 億ポンド。 
・海外向け：2008/09 年度から 2010/11 年度まで。総予算は 8 億ポンド。開発途上国の

貧困撲滅、環境保護、地球環境対策を対象とする。 
ETF はまた、カーボン・トラスト（企業の二酸化炭素排出削減を指導する政府系機関）

の 2008/09 年度技術計画に対し 4,740 万ポンドを提供する。これには、同トラストの中小

企業（SME1）ローン計画（Carbon Trust energy efficiency loans scheme for small and 
medium sized enterprises）と、サリックス・ファイナンス社（公的機関の低エネルギー

政策推進のため設置された会社）が運営する公共部門の同様の計画（Salix Finance public 
sector invest-to-save loan schemes）に対する資金提供も含んでいる。  

また、「バイオエネルギー資本補助」および「バイオエネルギー・インフラ整備計画」

の新ラウンドに対し 2008/09 年度に 1,000 万ポンドを提供する。 さらに、商業規模によ

る嫌気性消化技術の可能性を実証したプロジェクトに対し、3 年間で約 1,000 万ポンドを

提供する。 
 
2. エネルギー技術研究所（ETI：Energy Technologies Institute） 

ETI は官民による合弁事業（産業界と英国政府が有限責任事業組合を形成）により設立

された研究所で、10 年間で 低予算約 6 億ポンドを投入し、運輸向けを含む低炭素技術の

研究開発を行い、商用化を促進する。この事業によって、英国はエネルギー技術研究を遂

行するうえで世界有数の手段を擁することになる。また、ETI がこの分野で活躍する 高

の科学者と技術者を結びつける世界的ネットワークを形成することも、この事業の狙いの

一つである。これは、2050 年までに二酸化炭素を 60％削減するという政府目標を達成す

るための有力な手段として位置づけられている。2008 年 11 月現在の産業界のメンバーは

E.ON UK, EDF Energy, Shell, BP, Caterpillar, Rolls Royce の 6 社である。 
対象技術分野は以下のようになっている。 

                                                 
1 Small and Medium Enterprises 
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・海洋エネルギー（波力、潮力） 
・洋上風力 
・運輸 
・分散エネルギー 
・CCS 
詳細な戦略については 2009 年初期に発表される予定である。 

 
3. 家庭エネルギー節約プログラム 

英国政府は 2008 年 9 月 11 日に、10 億ポンド規模の「家庭エネルギー節約プログラム」

を発表した。これは、家庭のエネルギー効率化を促し、低所得世帯には冬季のエネルギー

代を支援するものである。トップ映画監督シェーン・メドウス氏を起用したテレビ CM を

実施し、9 月 11 日に政府が「家庭エネルギー節約プログラム」を発表して以降、「CO2削

減対策・無料電話相談ライン」への相談件数は 4 倍（省エネルギートラスト調べ）になっ

ている。 
 このプログラム費用の 10 億ポンドのうちの 9 億 1,000 万ポンドは、エネルギー会社に

拠出を求めることになっている。 
この他、特に燃料不足に陥る恐れの大きい世帯に対しては、寒冷地手当を 2008/09 年の

冬に週 8.5～25 ポンドに増額するとともに、向こう 2 年間で 7400 万ポンドを拠出し、4
万世帯にセントラルヒーティングの改善、エネルギー効率化対策等を講じる。 
 
（出典） 
①英国大使館ウエブサイト 

http://ukinjapan.fco.gov.uk/ja/working-with-japan/energy-environment/key-climate-c
hange-policies/technology-finance 
http://ukinjapan.fco.gov.uk/ja/working-with-japan/energy-environment/targets-curre
nt-emission 

②ビジネス・企業・規制改革省（BERR）ウエブサイト 
http://www.berr.gov.uk/whatwedo/energy/environment/etf/page41652.html 

③Energy Technologies Institute ウエブサイト 
http://www.energytechnologies.co.uk/Home.aspx 

④環境・食糧・農村地域省（Defra）ウエブサイト 
http://www.defra.gov.uk/news/2008/080911a.htm 
http://www.defra.gov.uk/environment/climatechange/uk/legislation/index.htm 

⑤英国議会ウエブサイト 
http://services.parliament.uk/bills/2007-08/climatechangehl.html 
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【省エネルギー特集】研究開発計画 

第 7 次欧州研究開発フレームワーク計画における省エネルギー対策 

 
欧州研究開発フレームワーク計画1 は、欧州連合(EU)における科学分野の研究開発への

財政的支援制度であり、その第7次計画(FP7)が2007年1月から始まった2（実施期間2007～

2013の7年間）。NEDO海外レポートでは、省エネルギー特集として、このプログラムの

うち「エネルギー効率・省エネルギー」に関する部分を紹介する。 

 

 エネルギー分野は、FP7 では主要な研究テーマに共同で取り組む「協力」プログラム(全
部で 10 分野)の 1 つとして位置づけられ、7 年間で総額 23 億ユーロの支援計画となってい

る。エネルギー分野はさらに下記の 9 分野に細分化されている。 
1. 水素と燃料電池 

2. 再生可能エネルギーによる発電 

3. 再生可能燃料の生産 

4. 再生可能エネルギー冷暖房 

5. ゼロエミッション発電のためのCO2 回収貯留技術 

6. クリーンコール技術 

7. スマート・エネルギー・ネットワーク 

8. エネルギー効率と節約 

9. エネルギー政策のための知識 

 
本稿では、FP7 の支援対象事業の説明サイトから、上記「8. エネルギー効率と節約」の

部分を紹介する。また末尾の別表はこれまでに提案募集が行われたプログラムの一覧であ

る。 

＊＊＊＊＊ 
 

 エネルギーの 終消費および一次エネルギーの節約ならびにエネルギー効率の向上は、

新コンセプトの研究、 適化、検証および実証、すでに証明されたコンセプトや新規のコ

ンセプトの 適化、ならびに建築物、運輸、サービスおよび産業向けの技術を通じて行わ

れる必要がある。これは、持続可能な戦略や技術を上手に組み合わせることにより、エネ

ルギー効率を向上させ、再生可能エネルギー、コージェネレーションおよびポリジェネレ

ーション 3 の使用を促進し、都市やコミュニティにおける大規模な需要管理措置と装置を

                                                 
1 the Framework Programme for Research and Technological Development。 
2 NEDO 海外レポート第 997 号「第 7 次欧州研究開発フレームワーク計画(FP7)がスタート（EU）」

参照。(http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/997/997-01.pdf) 
3 複合的なエネルギー・物質併給施設。例えば熱・電気・水素の同時供給システム。 
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統合し、さらには気候に対する影響が 小限になる建築物（エコビルディング）の実証を

図ろうとするものである。これらの大規模な活動は、革新的な研究開発によって支持され

る可能性がある。たとえばポリジェネレーションやエコビルディング（照明を含む）とい

った特殊な要素や技術に取り組むものである。重要な目的のひとつは、地域コミュニティ

におけるエネルギーシステムの 適化、すなわち、エネルギー需要を大幅に削減すること

と、 も手頃な価格かつ持続可能な方法でエネルギーを供給することの間でバランスを図

ることである。これには、車両専用に使用される新規の燃料が含まれる。 
 
活動は以下の 7 分野が対象となる。 

 
1．製造業における効率的なエネルギー使用 
製造業は、工業用品や消費財を生産する過程で電気、熱、冷気、燃料など（一次エネル

ギーの比率で）大量のエネルギーを消費している。したがって、製造過程においてエネル

ギー効率が向上すれば、エネルギー供給の安全保障のみならず温室効果ガス排出削減の点

で多大な利益をもたらす一方で、生産された財のコストを削減する。この分野での活動は、

大幅な省エネと環境性能の向上を伴う製造業における革新的な生産過程の実証に焦点を当

てる。全体的なエネルギー効率を 大化する一方で、製造過程で発生する排熱の革新的な

回復、および産業やコミュニティからの廃棄物や残留物の効率的な管理が重要視される。 
 
2．高効率ポリジェネレーション 

ポリジェネレーションの目的は、電気、熱、冷気、バイオ燃料（固体、液体または気体）

を任意に組み合わせて、エネルギー用途および材料用に、2 つ以上のエネルギーベクトル

を用意することにある。全体的な目的としては、ある過程でエネルギー効率を 大化し、

天然資源の利用を 適化することである。この領域の活動では、工業および第三次産業向

けの革新的ポリジェネレーション技術の実証に焦点を当てる。プロジェクトは、欧州の産

業の市場競争力を向上させつつ、高度の技術的信頼性と経済的実現可能性を示さなければ

ならない。公益事業会社あるいは産業部門のエネルギー効率を（生産、流通、および使用

時に）全体として大幅に改善できるように、既存の用途内で技術とプロセスを革新的に組

み合わせることが重要視される。支援対象となるプロジェクトは、注目度が高いものであ

り、欧州の産業界の業績を損なっている既存の問題（たとえば、高値で不安定なエネルギ

ー価格、高品質な送電系統の不足）に対する解決策を提示しなければならない。持続可能

な解決策が優先される。 
 
3．建築物における再生可能エネルギーの供給とエネルギー効率の大規模な統合

（ECO-Building） 

 支援の対象となるのは、(1)再生可能エネルギーによる大規模な自給（建物内でのエネル

ギー生産）と外部からのエネルギー供給との革新的統合、(2)異なるタイプの建物、異なる
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気候ゾーン、また異なる地域的な条件に適したエネルギー効率措置に向けた劇的なアプロ

ーチ、である。これには、設計と計画が含まれ、建物の建設段階や、コジェネレーション/
トリジェネレーション(tri-generation)4 といったエネルギー効率技術の統合へとつながる。 
 
4．大規模コミュニティにおける再生可能エネルギーの供給とエネルギー効率の革新的統

合 (CONCERTO) 
支援の対象となるのは、(1)再生可能エネルギーによる大規模な自給（コミュニティ内で

のエネルギー生産）と外部エネルギー供給との革新的統合、(2)コミュニティにおける関連

のエネルギー効率措置、である。統合された設計、計画プロセス、地域における公共サー

ビス（電気・ガス・水道など）の供給および公共施設の建設活動のみならず、コジェネレ

ーション/トリジェネレーションといったエネルギー効率技術が、高い注目度を持って実証

されなければならない。CONCERTO イニシアティブは、新しい、あるいは改造されたコ

ミュニティや自治体に適用される。その目的は、特に従来型エネルギーの消費を、特定分

野あるいは全分野において劇的に削減することにある。 
 
5. クリーンな都市輸送のための革新的戦略(CIVITAS-plus) 

CIVITAS-plus の目的は、都市部におけるクリーンで持続可能な輸送のための大胆で統

合された革新的な戦略をうまく導入するのに必要な、枠組み、プロセスおよびパッケージ

をテストし、これらに対する理解を深めることにある。この戦略は、エネルギー効率、運

輸政策、代替燃料および環境に関する諸問題を提起している。この分野での作業は、 新

の研究成果をふまえること、また CIVITAS イニシアティブの過去の経験を組み込むこと

である。欧州諸国および急速に発展する地域における、都市部のクリーンで持続可能な輸

送に関する特殊な要件に特に注意が払われる。これは、結束政策 (Cohesion Policy)5を背

景に、経済的な収束を図ることを目指すものである。この活動はまた、運輸作業プログラ

ム SST.2007.3.4 における募集の対象となる。 

 

6．社会経済的な研究および革新 
エネルギー効率分野における社会経済的な研究に関する以下のトピックが、取り組みの

対象となる。 
・ECO-Building や CONCERTO 対象コミュニティ、および CIVITAS 対象都市におけ

                                                 
4 コージェネレーション（熱電併給）に加え、発電のための燃料を燃焼させることによっ
て発生する二酸化炭素も利用（例えば温室内での植物の光合成促進）するシステム。 

5 EU の地域政策は、域内全体の調和のとれた発展を目指して各地域間の開発不均衡を是正し、経
済・社会・領土的結束を強化することを目的としている。この政策を推進するために結束基金
(Cohesion Fund)がある。結束基金は、国民所得が EU 平均の 90%以下である加盟国の運輸･環境
インフラ整備、エネルギー効率化、再生可能エネルギーへの支援に投入されている。 

（参照：「EU 域内で調和の取れた発展めざす」、欧州委員会在日代表部広報誌『europe ’08 Spring』、
(http://www.deljpn.ec.europa.eu/data/current/europe08spring.pdf)） 
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る全体的なエネルギー性能評価のためのモデルの利用 

・ECO-Building、CONCERTO、 CIVITAS プロジェクトの計画と実施プロセスに対す

る評価およびモニタリングに関連する要素の特定 
・プロジェクトの成功に必要な、関連する機構的、政治的、文化的、教育的、組織的、財

政的、法的状況の評価 
・プロジェクトの成果を高めるための、人間の行動や他の要因の特定 
・ECO-Building や CONCERTO 対象コミュニティ、および CIVITAS 対象都市のそれ

ぞれから提供されるエネルギーサービスの質、社会に対する影響、付加価値、およびリ

スクの評価 
・エネルギーの使用に関する産業およびコミュニティのための持続可能性基準の策定 
・CONCERTO および CIVITAS アプローチによって推進される統合的側面の評価 

 
7．テーマ別推進・普及活動 
上記の技術市場を活性化させるため、また、社会経済的研究と革新を進めるためには、

有力な推進活動および普及活動が必要である。これには社会におけるマーケティングキャ

ンペーンおよびコンセプトの 適化、新技術実証プロジェクトの経験と成果、教育および

市場行動が含まれる。それぞれの活動は、関連する EU の政策や法律文書の中でメッセー

ジを発しなければならない。たとえば、エネルギー効率に関する各種の指令 6 や補完的な

非技術的プログラムであるインテリジェント・エネルギー・ヨーロッパ 7に関連する指令、

および競争力と革新プログラム 8のエネルギーに関連する部分である。 
 

翻訳：吉野 晴美 
 
出典：ACTIVITY ENERGY.8: Energy efficiency and savings 

（http://cordis.europa.eu/fp7/energy/about8_en.html） 
 

                                                 
6 建物のエネルギー効率に関する指令(2002/91/EC)、コジェネレーションの促進に関する指令

(2004/8/EC)、エコデザインに関する指令(2005/32/EC)、エネルギーの使用効率と節約に関する指

令(2006/32/EC)。 
7 Intelligent Energy Europe : IEE 
8 Competitiveness and Innovation Programme : CIP 
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別表：エネルギー効率領域の FP7 の対象プロジェクト(2007～2009 年分) 
 

活動 エネルギー 8 ： エネルギー効率および省エネルギー 

領域：エネルギー 募集トピック 資金スキーム 

Topic ENERGY 2007. 8.1.1 
製造業：廃棄物および排熱の回復と輸送 

共同プロジェクト

Topic ENERGY 2007. 8.1.2 
製造業：中小企業のエネルギー革新 

共同プロジェクト

Topic ENERGY 2007. 8.1.3 
製造業：製造過程における革新的なエネルギー
効率  

共同プロジェクト

Topic ENERGY 2008. 8.1.1 
工業部門の熱交換器とボイラーのエネルギー
効率 

共同プロジェクト

8.1 
製造業におけるエネルギー
の効率的使用 

Topic ENERGY 2009. 8.1.1 
エネルギー多消費産業におけるエネルギー効
率 

共同プロジェクト

Topic ENERGY 2007. 8.2.1 
再生可能エネルギーを利用した高効率ポリジ
ェネレーション用アプリケーション 

共同プロジェクト8.2 
高効率ポリジェネレーショ
ン 

Topic ENERGY 2008. 8.2.1 
高効率ポリジェネレーション：工業用途の再生
可能エネルギー 

共同プロジェクト

8.3 
建築物における再生可能エ
ネルギーの供給とエネルギ
ー 効 率 の 大 規 模 な 統 合
（ECO-Building） 

募集無し  

8.4 
大規模コミュニティにおけ
る再生可能エネルギーの供
給とエネルギー効率の革新
的統合 (CONCERTO) 

Topic ENERGY 2008. 8.4.1 
CONCERTO コミュニティ：未来への道 

共同プロジェクト

8.5 
ク リ ー ン な 都 市 輸 送
CIVITAS-plus の革新的戦略 

Topic ENERGY 2007. 8.5.1 
クリーンな都市輸送のための革新的戦略の検
証 

共同プロジェクト

8.6 
社会経済的研究および革新 

Topic ENERGY 2007. 8.6.1 
CIVITAS-plus の評価およびモニタリングのた
めの支援活動 

調整支援活動 
（支援型） 

Topic ENERGY 2007. 8.7.1 
推進・普及活動 

調整支援活動 
（支援型） 

8.7 
テーマ別推進・普及活動 

Topic ENERGY 2007. 8.7.2 
CIVITAS-plus の調整と普及のための支援活動 

調整支援活動 
（支援型） 

詳細については、「エネルギー」協力テーマに関する 2007～2009 年の年次作業プログラム

9を参照されたい。 
 

                                                 
9 ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/cooperation/energy/e_wp_200701_en.pdf 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/cooperation/energy/e_wp_200801_en.pdf 
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/cooperation/energy/e_wp_200802_en.pdf 
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/cooperation/energy/e_wp_200901_en.pdf 
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【省エネルギー特集】コジェネレーション    
 

コジェネレーションの一層の推進に向けて (EU)  
   
コジェネレーション（以下、コジェネ）により、欧州連合(EU)は自ら設定したエネルギ

ー関連の目標に一歩近づいた。コジェネは、エネルギー効率を向上させ、省エネ目標を達

成するのに有効なツールであることが証明されており、2020 年までに年間の一次エネルギ

ーの消費を 20％削減するという目標に、2％貢献する。また、CO2排出を削減（年間 1 億

t）して、送電時のエネルギーロスを軽減することにより気候変動と闘うという努力を強化

するものである。同時に、電力市場における競争力を高めることに貢献する。従って、EU
全域でコジェネがもつ可能性を確実に 大限有効利用する必要がある。 
 
 コジェネは、非常に効率的で環境に優しい、電気と熱を同時に生産する方法である。コ

ジェネ、あるいは熱電併給(combined heat and power: CHP)は、一緒に生産された電気と

熱を両方とも使うこと、つまり生産の段階で無駄になるエネルギーを減らすことを意味す

る。これらのシステムは、消費者に近い場所に設置することができるため、送電時のロス

を軽減することができる。 
 
 エネルギー生産時に有効に使われなかった熱は、従来型の発電では必ず生成されてしま

う副産物としてしばしば環境に放出されるが、コジェネでは放出されることもなくなり、

地域に熱を供給するために利用されている。たとえば、温室、ショッピングセンター、あ

るいは地域の暖房システムに供給されるのである。コジェネは柔軟で、石炭、天然ガス、

および再生可能エネルギーといった各種の燃料を使うことができる。 
 
 欧州委員会は CHP 指令 1を、欧州が直面する問題を解決するのに貢献する重要なツール

であると考えている。加盟国と欧州委員会は、コジェネを推進するために緊密に連携して

いる。2004 年に CHP 指令が採択されて以来、EU 全域にわたって CHP 指令を完全に実

施し易くするために、重要な措置が取られてきた（たとえば、コジェネからの電気を計算

するための基準値の決定、詳細なガイドラインの策定など）。加盟国と緊密に協力しながら

コジェネを推進するために、欧州委員会は実施プロセスを監視し続け、必要に応じて更な

る提案を提示する計画である。EU27 ヵ国のコジェネによる電力の生産は 2006 年には 366 
TWh2、すなわち全発電量の 11％に達した。 
 
 供給の安全保障を高め、エネルギー効率を向上させることは、EU にとって も重要な

課題である。熱電併給は、この課題を解決するため、また、欧州の市民に対して各種の直

                                                 
1 域内のエネルギー市場における有用な熱需要に基づいたコジェネの推進と指令 91/42/EEC の修

正に関する欧州議会および理事会の、2004 年 2 月 11 日の指令 2004/8/EC。 
2 TWh（テラワットアワー）＝1 兆 Wh=10 億 kWh 
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接的、間接的な便宜を提供する上で も重要なのである。 
 
 さらにコジェネは、環境負荷の緩和も意味する。すなわち、無駄にしていた熱を減らし、

CO2 の排出を抑え、電力網でのロスを削減する。コジェネによる省エネの恩恵は、今日

EU27 ヵ国で年間約 35 Mtoe3に達するとみられている。これは、オーストリアの国内エネ

ルギー総消費量に匹敵するものである。 
 
 コジェネはしばしば、産業向けのイニシアティブと受け止められている。しかし、いわ

ゆるマイクロコジェネに関する過去の技術発展に伴い、コジェネは家庭向けでもより安全

でより柔軟なエネルギー供給源であり得ることが示されている。たとえば、自宅のマイク

ロコジェネ設備で発電すれば、光熱費の削減につながるのである。 
 
 後に、産業および居住エリアでコジェネ技術をより広範に使用することにより、電力

市場での競争力の強化や価格の低減につながると考えられる。 
 
 詳細については以下の URL4から入手可能である。 
 

翻訳：吉野 晴美 
 
出典：Combined Heat and Power generation (CHP) 

(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/695&form
at=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en) 

 

                                                 
3 Mtoe=石油換算百万トン 
4 http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/2008_11_ser2_en.htm 
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【個別特集】太陽光発電 

 
スペイン、 Jumillia の 20MW メガソーラー施設について 

 
NEDO 技術開発機構                  

欧州事務所長       吉本  豊 

エネルギー・環境技術本部 山崎 光浩 

 

スペイン Valencia にて開催された欧州太陽光国際会議（同記事は NEDO 海外レポート

第 1031 号レポートを参照）に出席後、2008 年 9 月 8 日（月）に東京工業大学黒川浩助特

任教授とともにスペイン Jumillia 近郊にある 20MW 級のメガソーラー（大規模太陽光発

電）施設の訪問を行った。 
 
（１）施設の全体概要 

 スペイン Valencia から南南東約 150km の

Jumillia 近郊にある平坦な台地の上に設置さ

れた施設。敷地は約 100ha の公有地。商業運

転が開始されている中では世界の 5 本指に入

る大型太陽光発電施設 1。運営はスペインの

Luzentia 社が行っている。 
 2008 年１月に商業運転を開始。2006 年一年

かけて整地、2007 年１月から８月にかけてパ

ネルの設置、その後技術的な調整を経て

年始からの運転となったもの。 
 
（２）構成 

 全体は、200 の区画（ユニット）及び管

理棟、変電設備等からなる。 
 一つのユニットは約 100KW の容量を持

ち、約 600 枚のソーラーパネル、インバ

ータ、変圧器、追尾（一軸）用装備一式、

計測器等からなる。よって合計約 12 万

枚のソーラーパネルが設置されているこ

とになる。インバータ、変圧器等は、2
ユニットに一つずつ建設されているプレ

ハブ小屋に設置されている。          (区画(ユニット)割の地図。上が北) 

                                                 
1 世界の大規模太陽光発電施設ランキングの 5 番目に本発電所の記載有り。

http://www.pvresources.com/en/top50pv.php 
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 個々のユニットに設置されたソーラーパネル群では、直流 600V をインバータで交流

400V（三相）に変換、20KV に昇圧したうえで、各ユニットからスーパーステーショ

ンと呼ばれる設備に送られる【写真 1】。スーパーステーションでは、200 のユニット

から送られる電気を束ね、計測し、パーク内部の消費電力を除き、変圧設備を通じ、

電力会社に電気を販売する【写真 2】。 
 

（３）各要素技術及び設備提供企業等 
＜ソーラーセル・パネル＞ 

 ソーラーパネルは、スペインの Atersa 社（スペイン）、Suntech 社、Yingli 社、Ningbo
社（いずれも中国）、Solon 社（独）の 5 社から調達しており、単結晶シリコンと多結

晶シリコンの二種類となっている。 
 システム全体の技術的な設計は Atersa 社が行っており、個々のパネルの受け入れ検査、

品質管理、調達・輸送管理等の責任も同社によってなされた。パネルメーカーの選定

は、2007 年 1～8 月の設置期間にタイムリーにかつ確実に調達できることが 優先さ

れ、結果的に上記の会社となった【写真 3】。 
＜追尾機構（トラッキング機構）＞ 

 太陽光を追尾するための機構は、米国 PowerTracker 社の一軸型の装置が導入されて

いた。黒川教授によると世界のメガソーラーでは、同社による一軸トラッキング型が

主流とのこと。 
 600 枚のパネルは、東西に中央に走るトラッキング駆動用の鉄柱の両サイドに片側 20
枚程度ずつ南北に一列の翼のように並ぶパネル群に分かれている。従って両翼で約 40
枚のパネルが、15 列揃って一つのユニット（区画）を構成している。 

 トラッキングの動力は、1 ユニットに一つずつ設置された小型のモーターのみであり、

モーターの脇に設置された GPS 受信機能を備えた制御装置から正確な時間情報を得

て太陽の位置を計算し、1 分に一回程度の割合でモーターを回し、パネル面が太陽に

対して垂直になるようわずかに中央の鉄柱を動かす。パネル群は「ギシギシ」と音を

立てながら、コンマ数度ずつ太陽に向かって毎分向きを変える 
 中央の鉄柱と各パネル群を結ぶ「軸受」は、鉄との摩擦抵抗の少ない黒いプラスチッ

ク製のリングを鉄製角材の周りにはめて、通しただけの簡易なものである。しかし雨

や砂に関わらずスムーズに長期間にわたり働くそうで、ベアリングや潤滑油の必要は

一切なく、メンテナンスコストが激減する由【写真 4】。 
 全体は日の出から日の入りまで約 90～120 度程度角度が変わり、夜間は垂直から約 15
度傾け、夜露によってパネル表面の砂埃等を洗い流す。したがって毎日のパネル表面

掃除等は一切必要ない。 
 パネルの軸の設置は必ずしも水平ではなく、地表面の傾斜に合わせて 3～5 度程度の

傾きは許容されている。しかしながら、トラッキングをしやすくするため一区画ごと

に水平方向の傾きは一定になるように設置されており、従って、地面から出る土台の

高さも一様ではない【写真 5】。 
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＜変圧装置、土台、構造等＞ 
 インバータ、変圧装置はいずれもスペインの地元企業の開発したものであり、基本的

には特注品らしきものは無く、いずれも大量に市場で入手できる標準品であるとのこ

と。また、変圧小屋やスーパーステーションの建屋も簡素な標準的プレハブ造りであ

り、特殊な設計要素は見当たらなかった。 
 パネルを支える支柱は、全部で 26,000 本が設置されており、各支柱とも地表から深さ

3m 直径 60cm の穴を掘りコンクリートを流し込んだものである。 
 当施設は、耐震性についても考慮してあるとのこと。また、風に対する備えも必要。

具体的には、国際基準を満たすことは当然として、上積みの部分については区画ごと

に厳密な強度設計をした上で保険会社に説明をし、その承認を得ているとのこと。 
 

（４）ビジネスモデル、投資額、メンテナンス等 
 ソーラーパークの建築資金は、200 の区画を投資家に分譲する形で調達。ファイナン

スを担当した銀行からその優良顧客に募り、一部はインターネットを通じて投資家を

募集したところ、わずか 1 か月で 200 区画全てが売り切れた。 
 敷地は 25 年間の自治体等からの貸与であり、計画通りの出力が出つづければ、 初

の 12 年で初期投資分を回収し、その後は利益になる計算。25 年以降については、そ

の時点で運転を継続するか、更地に戻すか等を関係者間で合意して決定するとのこと。 
 日照条件や故障、セルの相違等によって、200 区画ごとに発電量が異なっても、特定

の投資家に特定の区画からの発電収入が入るわけではなく、１年を通して得られた全

体の発電収入を単純平均して投資家に還元する。こうすることによって、リスクを分

散し、リターンを安定化させる。もちろんこの権利（電力売上の 200 分の 1 を受け取

る権利）は自由に売買可能である。 
 施設の管理棟にはわずか 2 人が常駐しているのみであり、太陽光発電状況のモニター、

データの収集を行っている。 
 まだ、運転を開始して 8 ヵ月余りであり、具体的な運転効率の分析や各社のソーラー

セルの評価については今後進める予定とのことであった。特に、投資家との関係から、

年単位での全体の効率評価のみを考えている模様であった。ちなみに、今年の 5、6
月は予想以上に天候が不順であり、初年度は想定を下回る発電量しか確保できないか

も知れないとのこと。 
 

４．所感 
 当初、我々が想定していたものよりもはるかに大規模であり、日本にあるメガソーラ

ーとは比較にならないほどの規模であった。黒く反射しているソーラーセルが何千枚

もある姿は「ソーラーセルの畑」という感じで壮観ですらあった。 
 発電所の建設を可能にしたのは日射量という太陽光発電にとっての好条件だけでなく、

再生可能エネルギーの買い取り制度（Feed in Tariff 制度 2）により、大規模なファン

                                                 
2 再生可能エネルギー源によって生産された電力の、一定の価格での買取を送電事業者に義務付ける制度。 
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ディングが容易になっていることが 大の要因と推測される。 
 特にスペインは、ソーラーパーク型の PV 電力に対する買い取り価格が、これまで 46
ユーロセント／kWh であったものを 31 ユーロセント／kWh へと 33％も引き下げる

ことを決定しており、投資家やプロジェクト担当者は、発電システムの稼働のタイミ

ングに極めて神経質になっている。ドイツでは 8%の引き下げにとどまったが、PV に

かかる FIT の買い取り価格の大幅な引き下げは、今後欧州各国で毎年議論の俎上に上

ることが想定される。 
 このような状況下では、施工時のパネルの調達可能性・確実性が、競争要素の大きな

比重を占めるのは当然であり、少なくとも欧州ではこのような状況が継続するものと

思われる。 
 発電所自体は技術的には高度な設備を使ってはおらず、「ハイテク技術」というイメー

ジではない。しかし、用いられている技術はいずれも上述のような「投資とリターン」

という経済の原則に忠実に、必要かつ 小限、 低コストで直ちに入手可能な技術が

見事に採用されている。high technology ではないが、highly engineered であること

は事実である。 
 このような実際的なエンジニアリング知識は、単に研究開発投資を増やすことで蓄積

されるのではなく、典型的な経験知（learning by doing）の領域である。欧州の急成

長している市場で経験を蓄積している欧州や中国の企業に追いつくことは容易ではな

いとの脅威を感じた。 
 なお、今回スペインの太陽光発電のセルメーカー（Atersa 社）が、単なるパネルの販

売というビジネスの枠を超え、こういった大規模太陽光発電施設の計画、ファイナン

ス、施工、運営を行う総合的なビジネスモデルを展開しており、ライバルとも思える

中国企業からパネルを積極的に調達してソリューションを提供している点は非常に示

唆的である。スペインには、建設業から発展した Acciona 社や Abengoa 社といった同

様のソリューションの提供をしている巨大企業が大きな力を持っており、PV ビジネ

スのバリューチェーン全般に大きな利益を上げている。 
 今後、日本において太陽光発電の大規模導入のためには、PV 単体の効率のみに着目

するだけでなく、このような包括的な PV ソリューション産業が日本に育つことは必

須であろう。 
 地震対策等のために必要となる国際規格を上回るスペックについては、国や行政が規

格を定めるのではなく、保険会社が保険を引き受けるか否かの判断によって実質的に

決まっているという事実には、率直に驚き、また感動した。 
 後に、今回の訪問を快く引き受け、質問に答えてくれた、スペイン CDTI の Ignacio 
Martin 氏、Luzentia 社の Mariano Pagan Martinez 氏に感謝の意を表したい。 
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５．写真 
 
【写真１ 変圧器小屋】 
（２区画に一つ設置された小屋。屋上に設置された無線のアンテナから運転情報を管理棟

に送信） 

   

 
【写真２ スーパーステーション】 
（スーパーステーション全景と内部の壁と天井。鉄枠にモルタルを張った板材をボルトで

留めただけの簡易なプレハブ造り。） 
（制御装置、計測装置等。いずれもスペ

イン製） 
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【写真 3 ソーラーユニット（区画）全景】 
 
（区画ごとのパネルの色から、単結晶型と多結晶型が混在していることがわかる。また、

２区画ごとに一つ変圧小屋が見える） 

 

（中国 Suntech 社製） 
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【写真 4 追尾機構】 
 
（駆動系、同制御系全景。一区画に一つずつある。米国 PowerLight 社製） 
  

 
   
 

（潤滑油のいらない軸受け）    （小型サーボモータ）    （GPS 付制御盤） 
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【写真 5】 
（一区画約600枚のパネルの平面性を保つため地表上の基礎のコンクリートの土台の高さ

が場所によって異なる。区画が違うと据え付け角度が異なり、水平面から５度程度傾いて

いる） 
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【個別特集】 太陽光発電  
 

瀕死状態に直面する中国の太陽電池関連産業 
 

NEDO 技術開発機構 

北京事務所 曲 暁光 

 
 100 年に一度と言われる米国発の金融危機は大西洋と太平洋を渡ってヨーロッパとアジ

ア大陸等を襲い、先進国、発展途上国の経済、産業に未曾有の大きな打撃を与えている。

特に、欧米への輸出に頼っているアパレル産業をはじめとする中国の製造業全体は今回の

金融危機による被害が も大きく、多くの企業が廃業に追い込まれたり、生産設備の大半

が停止させられるなどしている。 
 1978 年に「改革・解放」政策が提唱されて以来 30 年間、固定資産投資と対外貿易は中

国経済全体を引っ張る車の両輪となり、経済の高度成長を支えてきたが、当面世界規模の

金融危機により、長年中国経済の一翼を担ってきている対外貿易面は も厳しい試練を受

けている。 
 
中国の太陽電池（以下、PV）関連産業が抱えている脆弱な構造問題 
 
近年、成長が も速いと言われる中国の PV 産業は 2007 年の太陽電池生産量が

821MWp1に達し、世界の総生産量の 22%を占めており、はじめてドイツを越えて日本に

次いで世界第二位まで飛躍した。2008 年に、中国の太陽電池生産量は日本を凌いで世界一

になるであろうと予想されている。現在、中国の PV 関連企業数は 500 社以上に上り、シ

リコン材料、シリコンウェハ、太陽電池の専門企業はそれぞれ約 40 社、70 社、30 社あり、

PV 産業のチェーンが出来上がっている。 
しかし、中国の PV 産業は他の製造業よりも海外市場への依存度が遥かに高く、その製

品全体の 98%が海外市場へ輸出されていると言われている。更に、中国の PV 製品の 6、7
割は風力発電、PV 等グリーンな電力の導入に熱心なドイツ、スペイン等 EU 各国へ納入

されている。ここ数年来、中国内の PV 市場が十分に育っておらず、無闇に海外市場を頼

りにする傾向が強まりつつある中、EU 各国の PV 製品に対する旺盛な需要、ユーロ高は

中国 PV 企業の設備投資、生産規模の拡大、異業種の参入に拍車をかけて中国 PV 産業の

規模を膨らませている。 

                                                 
1  太陽電池は、日射強度、温度、地表への太陽光の入射角などにより、出力が変動する。このため、太陽光

発電所の出力や、太陽電池の種別による出力を比較するための標準試験条件が必要となる。 
ここで標準試験条件とは、日射強度=1,000W/㎡、太陽電池温度=25℃、入射角に関係するエアマス（AM）

=1.5 であり、この状態に換算した太陽電池パネルの 大出力を表す単位が Wp（ワットピーク）である。 
なお、エアマスのより厳密な定義は、太陽光が地上に入射するまでに通過する大気の量（Air Mass）である。 
また、1MWp（メガワットピーク）＝1,000,000Wp 
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一時期、PV 産業は「朝日産業」と言われ、多くの PV 企業は海外または中国内の株式

市場の上場に成功し、海外と国内の株式市場から潤沢な資金を調達していた。各 PV 企業

は豊富な資金力を武器に も伸びが速く、ユーロ高が進む EU 市場を狙って新規投資を行

い、増産体制を整えていた。現在、PV の年間設置量が世界の約半分を占めるドイツ国内

で使われている PV 設備の 9 割は中国製と言われている。 
このように、中国の PV 産業は EU 市場への一極集中が進んでおり、EU 市場への過度

な依存による大変脆弱な構造が形成されている。 
 
半分以上の中国 PV 企業は破産の可能性 
 
昨年以来、米国で起きた信用力が低い低所得者向けサブプライム・ローンに起因する金

融危機により、EU 諸国は株式市場の暴落、信用収縮等大きな被害を受けている。特に、

本年下半期以来、ユーロ安が急速に進んでおり、ユーロ対米ドル、対人民元の交換レート

がそれぞれ約 2 割下がってきている。 
数年前から米ドルに対する人民元高が続いてきているため、EU 各国に輸出する際、多

くの中国 PV 企業はユーロ・ベースで取引をするケースが非常に多い。先述したとおり、

ユーロ対人民元の交換レートが 2割下がった結果、ユーロ安に全く無防備な多くの中国PV
企業は「逆ザヤ」で EU 各国に輸出すればするほど、大きな損失を蒙ってしまう。   
本年 10 月以降、中国の多くの PV 企業はより大きな損失を避けるため、当面、対 EU

輸出を控えている。その結果、10 月前にシリコンのウェハ価格は 58 元程度で取引されて

いたのに対して、10 月以降の価格は 38 元まで下がったにもかかわらず、市場が低迷して

メーカの在庫が増えている。これ以上の在庫増加を防ぐため、現在、半分以上の中国の PV
関連企業は稼動中止を余儀なくされている。 

 
また、地球温暖化対策を積極的に推進する EU 各国では CO2を殆ど排出しない PV の市

場が将来大幅に伸び、ユーロ高が続くであろうと言う楽観的な予想を前提に、中国の多く

の PV 企業は相次いで新規の設備投資を行ってきた。EU への輸出が頓挫した結果、各地

で実施中の多くの新規投資プロジェクトも中断させられている。短期間に市況が回復しな

れば、銀行の不良債権が増え、銀行経営に影響を与えてしまう。 
 
現在、中国 大の PV 企業無錫尚徳太陽能電力有限公司（Wuxi Suntech Power 以下、

サンテックパワー）をはじめとする一部の中国 PV 企業はユーロ安の対策を取り始めてい

るが、まだ効果が見られていない。一方、この数ヵ月でナスダックに上場しているサンテ

ックパワーは株価が大幅に下落してきている。本年 11 月 6 日に同社の株価は 26% 以上下

がり、一株の価格が 12 ドル程になった。約一年前、同社の株価は一時期 90 ドルまで上が

っており、現在の 7 倍以上であった。 
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なお、EU 各国では金融危機により、実態経済は侵食されており、PV 市場の鈍化が避け

られない情勢となっている。EU 各国における PV 市場のニーズの鈍化は PV 設備の価格

に大きく影響し、ユーロ安で悲鳴を上げている中国企業に更なる一撃を与えてしまう。 
 
一方、今まで PV 企業が も懸念していたシリコン材料供給の不安定さは市場の低迷に

より解消され、価格の高騰も終わり、この数ヵ月間にその価格が一キログラムにつき、400
ドル台から 200 ドル台まで急落している。当初、シリコン材料を安定的に調達するため、

海外のシリコン材料メーカに契約金額の 5%に相当する保証金を払い、高い価格でシリコ

ン調達に係わる 5 年または 7 年の長期契約を締結している企業は多数ある。シリコン材料

価格の大幅な下落により、これらの企業は短期間に窮地に陥り、市場から駆逐されてしま

う可能性さえある。 
このような状況が長期化すれば、半分以上の中国 PV 関連企業は破産する危険性さえあ

ると言われている。一方、市場低迷によるシリコン材料価格の下落は PV 発電コストの低

下に大きく寄与できる。一部の専門家はシリコン価格が現在 200 ドル台/㎏から更に 100
ドル台/㎏に下がる可能性があると指摘する。資金力と技術力のある中国の優秀な PV 企業

は現在の苦境を乗り切り、シリコン材料の下落をバネに PV 発電コストを大幅に下げると

ともに、将来、海外市場の回復と国内市場の拡大を狙って大きな発展を遂げると期待され

ている。 
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【エネルギー】省エネ 安全保障 
 
欧州委員会が安全保障強化を目的としたエネルギー総合政策を提出 

 
 2008 年 11 月、欧州委員会は欧州のエネルギー安全保障を新たに促進することを目的と

して、幅広い分野に渡るエネルギー総合政策を提案した。この政策は、気候変動政策目標

（理事会と議会の承認期限は 2008 年 12 月）を支援する。欧州委員会は、EU 加盟国間の

エネルギー連帯を図る新戦略の提案や、より効率的で低炭素なエネルギー供給網への投資

を刺激するエネルギー供給網の新政策の提案を行っている。 
 
欧州委員会は、「EU エネルギー安全保障・連帯活動計画(EU Energy Security and 
Solidarity Action Plan)」1を提案している。この中では、持続可能なエネルギー供給を確

保するために更なる活動が必要な 5つの分野 2が規定されている。欧州が 2020年から 2050
年の間に直面する課題についても考察されている。 
 
それに加えて、主要分野の省エネ実施を目的とした、エネルギー効率の総合政策の提案な

どがなされている（例えば、建築物と EuP3 のエネルギー効率に関する法の強化や、エネ

ルギー性能証明書と冷暖房システム検査報告書の役割強化など）。 
 
 第二回戦略的エネルギー・レビュー(2nd Strategic Energy Review)を提示した欧州委員

会の José Manuel Barroso 委員長は次のように話す。「EU のエネルギー価格は 2007 年

に平均 15％上昇した。EU のエネルギーの 54％は輸入に依存しており、EU 市民一人あた

り 700 ユーロで輸入されている。私達は、エネルギー効率を増大し、輸入エネルギーへの

依存を低減する施策をとることで、この課題に緊急に取り組まなければならない。そのた

めには、エネルギーへの投資と、多様化を行わなければならない。今回採択された提案で

は、欧州委員会の目標‐安定した持続可能なエネルギー供給の保証‐が、はっきりと声明

として示されている。今回の提案は、重要な気候変動政策の目標達成の支援となるべきで

ある。」 
 
 エネルギー担当委員の Andris Piebalgs は、新たな投資やコスト削減、仕事創設の機会

を強調している。「これまで EU は、気候変動、エネルギー価格の高さ、エネルギー安全

保障の課題を一括では対応してこなかった。しかしこれからは、さらなる取り組みを行い、

                                                 
1 参考：http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/doc/2008_11_ser2/strategic_energy_review_memo.pdf 
2 5 分野：「インフラの必要性とエネルギー供給の多様化(Infrastructure needs and the diversification of energy 

supplies)」、「欧州以外の国とのエネルギー関係(External energy relations)」、「石油・ガス備蓄及び危機

対応メカニズム(Oil and gas stocks and crisis response mechanisms)」、「エネルギー効率(Energy 
efficiency)」、「EU 原産のエネルギー資源の有効利用(Making the best use of the EU’s indigenous energy 
resources)」。 

3 EuP(Energy-using product): エネルギーを使用する製品。 
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より壮大な目標を持ち、将来のエネルギー途絶リスクを避けるために果敢な行動をとらな

ければならない。つまり、投資である。エネルギー効率を含むエネルギーへの投資は、こ

の先行き不透明な時代において、EU 経済に必要なものを後援することを意味する。」 
 
 対外関係担当委員 Benita Ferrero-Waldner は次のように話す。「EU の国際関係におい

てエネルギーにより大きな重点を置くことは、エネルギー安全保障にとって極めて重要で

ある。鍵となるのは、供給国、通過国(transit countries)及びその他の主要エネルギー消費

国間の、強力で信頼できるエネルギー協力関係を発展させることである。このため、この

度の次世代エネルギー自立関連規定は、重要な前進である。さらに今回のレビューの中で

は、EU 外の国からのエネルギー供給に必要なインフラ支援を集める能力を強化する手段

についても提案されている。 
 
 第二回戦略的エネルギー・レビューで特定された 優先事項は、2007 年 3 月の欧州理

事会（首脳会議）で設定した政策目標‐欧州は 2020 年までに、(1) 温室効果ガス排出量を

20％削減、(2) 終エネルギー消費量における再生可能エネルギーの割合を 20％に増加、

(3) 将来のエネルギー需要量を 20％低減‐に到達するための施策を、採択して早急に実施

することである。この目標を達成するための気候変動総合政策「20-20-20」は、2008 年 1
月に欧州委員会によって提案されたものであり、12 月までに欧州理事会と欧州議会に承認

される必要がある。多様で効率的なクリーンエネルギーは、欧州のエネルギー供給と経済

に役立つだろう。また、新しい規則によって、エネルギーへの新たな投資のために、一貫

性・透明性がある安定した環境が作られるだろう。 
 
 優先事項の二番目は、危険が増している欧州のエネルギー供給の安全保障について取り

組むことである。再生可能エネルギー政策の目標が達成された場合でも、欧州は現在より

輸入エネルギーへの依存が増している可能性がある。EU はエネルギー効率の目標を達成

するために現行の政策を改善する必要がある。また、危機に共同で対応する能力も強化す

る必要がある。 
 
 欧州委員会は、今回の新しい「EU エネルギー安全保障・連帯活動計画」の中で、さら

なる活動が必要な 5 つの分野を定めた。この 5 分野は、将来 EU をより安全で持続可能な

エネルギー供給の未来に進ませるための支援を行い、EU 全域における危機のリスクを回

避することを目的としている。必要なインフラを建設するプロジェクトに対しては、より

効果的な支援が必要である。EU は EU 原産のエネルギー資源（再生可能資源と化石資源

の双方）をより有効に使わなければならない。また、連帯には、より深く注意を払わなけ

ればならない。これには EU の危機構造、石油備蓄、および、ガス供給途絶の可能性に対

処する様々なメカニズム、と言った内容が含まれる。エネルギー効率の改善のためには、

追加でより早急な取組みを行わなければならない。 
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 EU は、国際関係（相互依存を基盤とした、供給国、通過国、消費国との関係構築を含

む）において、エネルギーにより大きな重点を置くことにより、EU のエネルギー政策目

標の達成に寄与するだろう。そして、国際エネルギー開発に対する EU の影響力も増すだ

ろう。欧州以外の国とのエネルギー関係において、加盟国間や、欧州委員会と緊密な連携

をとることは、国際エネルギー開発の点で特に重要となるだろう。  
 
 これと併行して、欧州委員会はこれらの活動の発展を支援する文書を多数提出している。

重要項目はエネルギー効率である。エネルギー効率の総合政策の提案では、多数の分野

で省エネを実施することを目指している（例えば、建築物と EuP のエネルギー効率に関す

る主要な法の強化や、冷暖房システム検査報告書と同様にエネルギー性能評価書の役割の

強化など）。欧州委員会はエネルギー供給の効率を改善するために、高効率のコジェネレ

ーション(CHP: 熱電併給)施設からの発電分も取り入れることを定めたガイドラインを採

択した。欧州委員会は「エネルギー効率性に関する欧州活動計画 20064」の徹底的な評価

を 2009 年に計画している。 
 
 投資もこの総合政策の軸となる。欧州の供給網は、老朽化したインフラの置換えと、低

炭素・再生可能エネルギーへの適応のために、何十億ユーロもの投資が必要である。エネ

ルギー供給網に関するグリーンペーパー（政策提案書）では、EU のエネルギー安全保障

に必要な 6 つの戦略的イニシアティブが特定された： 1) バルト諸国の相互連携計画、2) 
地中海のエネルギー環状化、3) 欧州南北縦断ガス・電力ラインの、中部・東南部横断供給

網との適切な相互接続、4) 北海の洋上送電網、5) 南部のガス回廊、6) 欧州への液化天然

ガス(LNG)の効果的な供給。 
  
 
背景 
 第一回目の戦略的レビューによって、2007 年 3 月欧州理事会では、欧州エネルギー政

策目標の合意がもたらされた。この合意以降、欧州委員会はこのエネルギー目標を運用す

る施策を多く提案してきた： 
・EU のエネルギー市場の開放を進めるための総合政策の提案（採択間近） 
・クリーンエネルギー技術を促進するための「戦略的エネルギー技術計画(Strategic 

Energy Technology Plan)5」 
・消費財のエネルギー消費量を改善する新しい施策 
・再生可能エネルギーと温室効果ガス排出量についての新しい義務目標の提案 

 

                                                 
4 「2006 European Action Plan for Energy Efficiency」 
5 NEDO海外レポート1018号「低炭素社会にむけて(EU)－欧州の戦略的エネルギー技術計画－」参照 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1018/1018-06.pdf 
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 2007 年 3 月、欧州理事会は、戦略的エネルギー・レビューの改訂版を 2009 年早期に提

出するよう欧州委員会に要請した。今回の提案はその要請に応じたものである。 
 
第二回戦略的エネルギー・レビューと関連文書は以下から入手できる： 

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/2008_11_ser2_en.htm 
 

翻訳：NEDO 研究評価広報部 
出典：http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1696&format=H
TML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
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【エネルギー】風力エネルギー   
 

欧州の洋上風力発電 
 
 風力エネルギーは、2020 年までに再生可能エネルギーの割合を 20％にするという EU
の目標を達成し、欧州の市民と企業に安全で環境に優しく、手ごろな価格のエネルギーを

供給するのに非常に重要な役割を果たすと期待されている。欧州委員会による洋上風力エ

ネルギーに関する提案は、洋上風力エネルギーを有効利用するために取り組むべき課題と、

それらの課題克服のために EU（欧州連合）がどのように行動すべきかを特定している。

主要なテーマには、電力網および海上空間の利用計画、相互接続投資に関する規制措置、

および風力発電地帯の環境に対する影響評価といった分野で経験を共有し、調整を改善す

るための国境を越えた一層の協力の必要性が含まれる。 
 
 今日、すでに自国の電力システムに風力を 大 20％組み込んだ EU 加盟国もあるが、全

体として発電に風力エネルギーを利用する余地はかなり大きいといえる。とはいえ、風力

発電は急速に増加しており、欧州の電力網に 2007 年に新規追加された全発電設備容量の

40％以上が風力である。2020 年までに、再生可能エネルギー源からの総発電量の 1/3 以上

が風力エネルギーになると考えられている。 
 
 近い将来では、風力エネルギーは地上ベースのものが依然優勢であろうが、洋上設置型

が次第に重要になるとみられる。陸上での風力発電に比べると、洋上での風力発電は設備

の設置や維持がより複雑で費用がかかるものになる。しかし、多くの重要な利点も存在す

る。風は通常、陸上より海上の方がより強く、より広範囲に、より安定的に吹くため、設

置したユニット単位でみると洋上風力による発電量の方がずっと多くなる。海上では、風

力タービンは陸上に設置するものより大きくなる可能性がある。というのも、陸上では非

常に大きなタービン部品を、製造場所から陸上の設置場所まで道路輸送するロジスティッ

ク面の困難があるからである。 後に、海洋で競合する活動を妨害したり、海洋環境に関

わる重要な利害を侵害しない限り、海上での風力発電地帯は近隣の市民や他の利害関係者

の懸念を惹起しにくいことも洋上風力の利点である。 
 
 欧州の洋上風力資源は、膨大で自然な、クリーンで再生可能なエネルギー源である。化

石燃料を使用しないで電力を作り、欧州の企業が世界を主導している産業部門で雇用を生

み出し成長を達成することにより、洋上風力は EU の新エネルギー政策における 3 つの主

要な目的（温室効果ガス排出削減、エネルギー供給の安全保証の確保、および EU の競争

力強化）すべての達成に非常に大きく貢献することが見込まれる。 
 
 詳細は以下のサイトから入手可能である。 

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/2008_11_ser2_en.htm  
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 新エネルギー源および再生可能エネルギー源についての欧州委員会の取り組みについて

はウェブサイト 1を参照のこと。 
 

翻訳：吉野晴美 
 
出典：Offshore Wind Energy 

(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/702&forma
t=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en) 

 
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/energy/res/index_en.htm 
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【環境】温暖化ガス回収   
 

空気中からの温暖化ガス直接回収マシーン（カナダ） 
 
カルガリー大学気候変動科学者David Keith教授と

彼のチームは、商業化に近い技術を利用して、温室効

果ガスである二酸化炭素(CO2)を空気中から直接、効

果的に回収するために研究を続けている。 
 
カルガリー大学での研究で、Keith 教授とチームの

研究者たちは、地球上のあらゆる場所の空気中に微量

に存在する CO2（温暖化を促進する主要な温室効果ガ

ス）を捕捉することができる比較的単純な機械を使っ

て、CO2を削減することができることを示した。 
 
「初め、0.04%の濃度しかない空気中の CO2を回収

するという考えは、ばかげていると思いました。その

ころ私たちは、濃度 10％以上の CO2 が排出される発

電所で、CO2を費用効果的に回収しようとしていたの

ですから。しかし熱力学の知見から、空気からの CO2

回収は発電所からの回収より少し大変なだけだという

ことがわかりました。そこで私たちは、理論を実際の

工業技術に応用しようと思ったのです。」持続可能エネ

ルギー、環境および経済研究所(ISEEE)のエネルギー

および環境システムグループの指導者で、化学および石油工学の教授である Keith 氏は、

こう述べる。 
 
 空気からの回収技術は、車両や航空機といった輸送部門が排出する CO2を回収する唯一

の方法であるため、この研究は意義深い。これらのいわゆる拡散した排出源は、地球上に

排出される温室効果ガスの半分以上を占めている。 
 
 「気候変動の問題は、私たちが持つツールで解決するにはあまりにも大きいものです。

風力、原子力、「標準的な」炭素回収および貯留など、問題の解決に役立つとわかっている

ことを直ちに始めることは重要ですが、気候変動のような大きな問題を解決するための画

期的な新しいアイデアやアプローチについて考え始めることも、とても大切です。」と

Keith 教授は言う。 
 
 「エネルギー効率的で費用効果的な空中回収は、バイオ燃料や電気自動車など運輸部門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David Keith 教授と彼のチームは

温室効果ガスである二酸化炭素を
空気中から直接、効率的に回収す
るために研究を続けている。 

(写真提供：Ken Bendiktsen)  
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からの排出を削減する他のアプローチを補完するという有用な役割を演じる可能性があり

ます。David Keith と彼のチームは、大気中の炭素を効率的に回収するためのいくつもの

革新的な方法を開発してきました。これは、非常に喫緊な問題に対する解決法としての大

気回収を推進する重要なステップなのです。」と ISEEE の David Layzell 事務局長は語る。 
 
 「David Keith のビジョンと独創性は、カナダの大学における持続可能性イニシアティ

ブのためのエンジニアリング部門で本校が今年トップにランクされた（研究の実績および

カリキュラム双方で）主たる要因です。こうしたリーダーはどこにでもいるわけではあり

ません。ですから私たちは、本校がこのようなリーダーシップを支援していることを誇り

に思います。」Schullich 校の Elizabeth Cannon エンジニアリング学部長は、こう述べる。 
 
 空中回収は、アルバータ州と連邦政府による温室効果ガス排出削減のための戦略の主要

な要素である炭素回収および貯留(CCS)技術とは異なるものである。CCS は、たとえば石

炭燃焼中に発生する CO2 を回収するための設備を石炭火力発電所に設置し、この CO2 を

パイプラインで運んで地下に永久貯留する。 
 
 一方、空中回収は、回収システムの設置場所を問わず、周囲空気のどこにでも存在する

CO2を回収できる技術を使う。 
 
 「原則として、空中回収装置設置企業は Fort McMurray 近郊のオイルサンドプラント

と、空気から CO2を除去する契約を結びます。そして も安価にその装置を設置できる場

所（たとえば中国）に自身の空中回収プラントを建設することにより、オイルサンドプラ

ントと契約したのと同量の CO2が除去されます。」Keith 教授はこう語る。 
 

Keith 教授と彼のチームは、CO2 1 トンに付き 100kWh 以下の電力で空気から直接 CO2

を回収できることを示した。彼らの特注のタワーは、洗浄フィルター1 m2 当たり年間 20
トンの CO2 を回収することができた。20 トンというのは、北米経済圏で生活する人が、

一人で 1 年間に排出する CO2の平均的な量である。 
  
 「もし回収マシーンを動かすのに石炭火力発電所からの電力を使った場合、その電力 1
ユニットを生み出すために排出された CO2の 10 倍の量を、回収マシーンが回収するとい

うことです。」と Keith 教授は述べる。 
 
 カルガリー大学のチームは、空中回収のエネルギーコストを半減するために、パルプ・

製紙産業由来の化学プロセスを応用する新しい方法を考案した。そして空中回収システム

に係る全てについて 2 件の暫定的な特許を申請した。 
 
 空中回収技術はまだ初期段階にあると Keith 教授は強調して、こう続けた。「従来型の
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発電所からの CO2 回収に必要なエネルギーに匹敵するエネルギー量で空気から CO2 を回

収できると思われているようですが、確実に費用はもっとかかりますし、商業化までには

様々な困難が待ちかまえています。」 
 
 とはいえ、Keith 教授と彼のチームが開発した比較的単純で、信頼性があり、拡張可能

な技術は、商業規模のプラント建設への道を開くものである。 
 
 Virgin グループの Richard Branson 会長は、少なくとも 10 年にわたり、毎年 10 億ト

ン相当以上の CO2を大気から除去するシステムを考案した人を対象に、2,500 万ドルの懸

賞を提示した。 
 

カルガリーにある McMahonスタジアムでの回収タワーの屋外テストを含む Keith 教授

と彼のチームのこの夏の研究は、ディスカバリーチャンネルのテレビ番組“Project Earth”
新シリーズの 1 回分として特集が組まれた。 
 
 このシリーズはディスカバリーチャンネルの歴史上、 大の予算が組まれており、世界

中で 1 億人以上の視聴者の関心を引く可能性がある。Keith 教授らの研究についての特集

は、2009 年 1 月の第二金曜日までカナダでは放映されないが、アメリカではすでに放映

されており、ディスカバリーチャンネルのウェブサイト 1でみることができる。 
 
 

翻訳：吉野 晴美 
 

出典：U of C scientist captures global-warming gas directly from the air; 
technology could reduce emissions from transportation 
(http://www.ucalgary.ca/news/september2008/keith-carboncapture) 
Used with permission. 

 

                                                 
1 http://dsc.discovery.com/tv/project-earth/project-earth.html。「エピソード」をクリックのこと。 
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【産業技術】 IT  
 

DOE オークリッジ国立研究所のオープンサイエンス用 
ペタフロップス・スーパーコンピューター(米国) 

 
米国エネルギー省（DOE)オークリッジ国立研究所(ORNL)の「クレイ XT ジャガース

ーパーコンピューター」への 近の改良が、システムの計算能力を、ピーク値 1.64 ペタ

フロップスへ、あるいは毎秒 1,000 兆回の数学的計算へと高め、ジャガーをオープンサイ

エンスのための世界初のペタフロップス・システムにした。 
 
科学者は、既に、先例がない超伝導計算を完了させるために、新しく改良されたジャガ

ーを使用して、1.3 ペタフロップス以上の定常性能を達成している。 
 
「ジャガーは、科学技術の進歩のための、サイエンス局の 新で も強力なツールの 1

つである。ジャガーは、研究者が以前には見ることが出来なかった規模の物理的プロセス

をシミュレーションすることを可能とし、また、これまで可能であるとは考えられていな

かった力学プロセスの収束を取り扱うことができるであろう。高性能計算は、実験と理論

に加えて、科学的発見のための重要な 3 番目の柱になるであろう」と DOE サイエンス局

長のレイモンド L.オーバッハ博士は語った。 
 
DOE オークリッジ国立研究所の全国先導コンピュータ施設のアップグレードは、DOE

サイエンス局が DOE の国立研究所総合施設での非機密研究のためにスーパーコンピュー

タの性能アップグレードをする持続的な取り組みを始めた 2004 年に開始され、4 年間の

プロジェクトでの重要なマイルストーンを達成した。 
 
時間通りで、予算通りに、また予定の性能を上回って完成した、このペタフロップスマ

シン構築プロジェクトは、新しいハードウェアおよびコンピューターアーキテクチャーを

開発するための産業との協力を含んでいた。 
 
「オークリッジの主導コンピュータ資源の拡大により、DOE は、オープンで大きな影

響力を持った科学研究のために、 先端の計算プラットホームを提供し続けていく。この

新しいペタフロップスマシンは、気候モデル化、再生可能エネルギー、材料科学、核融合

および燃焼のような領域で、 も困難な科学的問題のいくつかに取り組むことを可能にす

るであろう」、と DOE サイエンス局高度科学計算研究部副部長のマイケル・ストレイヤー

は述べる。 
 
オークリッジのスーパーコンピュータへのアクセス時間内で、オークリッジ国立研究所

チームは、科学技術応用で定常的なペタスケール性能を初めて達成したグループになった。
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1998 年には、別のオークリッジのチームが、科学計算で定常的なテラスケール性能を初め

て達成している。 
 
計算および計算科学研究所のトマス・ザッカリア副所長は、ジャガーは次々にエネルギ

ー技術革新へと結びつく新しい開発を駆り立てるであろう、と期待していると語る。スー

パーコンピューティングは、米国の産業が複雑なシステムや製品の「仮想試作」を行うこ

とを可能にする見込みを含んで、米国の経済競争力に大きな期待を持っている。ジャガー

によって、企業は開発費を縮小し、新技術を市場にもたらすのに必要な時間を短くするこ

とができるであろう。 
 
ジャガーは、DOE、ORNL、および、迅速にコンピューティング能力を押し上げた、ク

レイ社の間の協力の結果である。現在のアップグレードは、XT4 ジャガーシステムの既存

の 84 台のキャビネットへ、クレイ XT5 の 200 台のキャビネットを追加した結果である。

2008 年第 3・四半期に、クレイ社は、スケジュールより進んで、ペタフロップスシステム

用のキャビネットをすべて成功裡に配置させることにより、大きなマイルストーンを達成

させた。 
 
2006 年に 26 テラフロップス(毎秒 26 兆回の計算)からスタートして、XT システムは、

一連のアップグレードを通してその能力を 60 倍拡大させ、今日の世界で も能力の高い

オープン研究に専心するシステムになった。ジャガーは、AMD 社の 新の 4 プロセッサ・

マルチコアのオプテロン・プロセッサを 4 万 5 千個以上の使用と、362 テラバイトのメモ

リーおよび 10 ペタバイトのファイルシステムを特色としている。 
 
このマシンは、プロセッサ内外へデータを移動させる 先端システムでの も大きなボ

トルネックに取組むために、毎秒 578 テラバイトの帯域幅および毎秒 284 ギガバイトの先

例がない入出力(I/O)メモリバンド幅を持っている。アップグレードされたジャガーは、

2009 年初期の生産移行前の 12 月後半に綿密な納入試験を受ける予定である。 
 
世界で も強力なオープン科学用計算システムの中で、ジャガーは、既にマシンの猛烈

な速度を利用するためにコードを磨いている研究者にひっぱりだこである。このジャガ

ー・ペタフロップスシステムは、科学的発見にとって不可欠な、速度、パワー、およびそ

の他の要素の中で、それが示すバランスにおいて独特である。他のマシンに比較してほと

んど 3 倍多いメモリー、より強力なプロセッサ、より広い I/O 帯域幅、および特に超高性

能コンピューティングのために開発された高速 SeaStar ネットワークを含んだ、いくつか

の設計選択が、ジャガーを計算科学のための優秀なマシンにしている。 
 
例年、この先導コンピュータ施設資源の 80 パーセントは、大学、産業、政府および非

営利団体の研究者に対して開かれた、競争選択の専門家評価プロセスである、DOE の理
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論および実験への革新的で斬新な計算の影響力プログラム(INCITE：Innovative and 
Novel Computational Impact on Theory and Experiment)によって配分される。DOE オ

ークリッジ国立研究所の研究者およびエンジニアは、クレイ XT システム用途の多様さの

増加を発見している。 
 
近の報告書は、昨年の米国の計算科学において 10 件のブレークスルーを識別してい

る。ブレークスルーを含んだ研究の中の 6 件は、より効率的な自動車エンジンを設計する

ために使用される燃焼プロセスでの初めての試みであるシミュレーションを含んで、ジャ

ガースーパーコンピューターで実行された。その計算科学報告書は、以下で参照可能であ

る：http://www.science.doe.gov/ascr/ProgramDocuments/Docs/Breakthroughs_2008.pdf 
 
2003 年刊行の歴史的な DOE サイエンス局の報告書「将来のサイエンスのための施設：

20 年の展望」に、第 2 番目の 優先事項としてウルトラスケールの科学コンピューティン

グ能力が挙げられている。世界のあらゆるところの政府科学資金提供機関によってこれま

でに出された中で、この報告書は、専門領域を横切って優先付けを行った、初めての長期

的な施設計画である。 
 
この報告書の準備に際して、オーバッハ博士は、秘密研究に対するオープン科学研究を

支援することが可能なコンピューティング能力を 100 倍以上増加させることに着手し、燃

焼プロセスの理解、熱反応のモデル化、気候変化データの分析、触媒の化学機構の解明、

また超新星の崩壊の研究などの複雑なシステムのシミュレーションに要求される時間を年

から日に減らすことを目指した。この報告書は、さらに、このサイエンス局のスーパーコ

ンピューティング施設は、仲間評価に提案したすべての研究者に対して利用可能であると

規定している。主導コンピュータ施設に関しての付加情報は：http://www.nccs.gov/ 
 

( 出典：http://www.energy.gov/news/6712.htm ) 
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【産業技術】 宇宙  
 

全米科学財団は「キューブサット」衛星建造に資金提供 
－宇宙天候の研究に役立つ 10 センチメートル寸法の小さな立方形状の衛星－ 

 
立方体形状の小さな衛星である「キューブサット(CubeSats)」の新しいシリーズが、ま

もなく宇宙に出て行く。研究者は、この「キューブサット」を使用して、他の機器では不

可能な宇宙天候の研究を行う。 
 
全米科学財団(NSF)は、初めての宇宙天候「キューブサット」ミッションを実施するた

めに、非営利の独立研究開発機関である SRI インターナショナル(メンローパーク、カリ

フォルニア州)へ資金提供した。 
 
「キューブサット」は、重さ約 1 キログラムで、10×10×10 センチメートルの寸法の

小さな衛星で、主に商用の既製エレクトロニクス部品を使用している。カリフォルニア州

立工科大学とスタンフォード大学は、共同取り組みによって開発し、世界の至る所の大学

が宇宙科学と宇宙探査の領域に入るための方法として、「キューブサット」を学術界に提供

した。 
 
大気の研究者によれば、「キューブサット」は、技術開発用や小規模の科学ミッション

用の優れたプラットホームとしての可能性を持っている。また、設計、製作および飛行ミ

ッションへの学生の関わりを推進する。 
 
「目標のうちの 1 つは、将来の宇宙科学者および航空宇宙技術者の訓練を支援すること

である。「キューブサット」は、さらに、電離層擾乱の原因や磁気嵐中の地球放射帯の増加・

減衰の原因のような、宇宙天候の問題に答えるのを支援する」と全米科学財団大気科学部

門プログラム責任者のセレジー・モレット・イエルゲンセンは述べた。 
 
全米科学財団の「キューブサット」への関心は、宇宙天候研究の基盤を増すための、2006

年全米宇宙天候プログラム評価委員会報告書の勧告から生じた。報告書によれば、宇宙天

候に加わる機関は、コスト効率的な科学と運用のデータソースを提供するために、小型セ

ンサーを持ったマイクロ衛星を使用するべきである。 
 
これを受けて、全米科学財団は、「キューブサット」科学ミッションを支援する新しい

プログラムを作成した。この新しいプログラムの下での 初のミッションは、SRI インタ

ーナショナルの物理学者ハサン・バーシバンとミシガン大学アナーバー校の航空宇宙エン

ジニアのジェームズ・カトラーの間の共同「キューブサット」プロジェクトである。 
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無線オーロラ探査(RAX：Radio Aurora Explorer)と呼ばれるこのミッションは、一個の

立方体衛星で、ほぼ半ガロンミルクカートンの寸法で重さ約 3 キログラムである。 
 
「地上の強力な送信器からの宇宙で受信された信号により、研究者は、通信と航法信号

に悪影響を与える電離層中の小規模構造に関するユニークな測定を行う」とイエルゲンセ

ンは説明した。 
 
「このプロジェクトは、宇宙の天候および大気の研究を支援するコスト効率の良い方法

を提供する。さらに、それは、将来のエンジニア、あるいは研究者になることを望む学生

のために、優れた訓練の機会を提供する」とバーシバンは語った。 
 
 
「我々は、プロジェクトに取り組む学際的な複数の部門のチームを持っており、そこに

はそれぞれのエンジニアと多数の大学生や大学院学生が含まれる」とカトラーは述べた。 
 
全米科学財団のこの衛星プログラムの 初の打ち上げ機会は、国防総省宇宙テストプロ

グラムにより、アラスカ州コディアックから打ち上げられるミノタウロス-4 ロケットに乗

って 2009 年 12 月に予定されている。 
ミッションの打ち上げ支援は、ヴァージニア州の NASA ゴダード宇宙飛行センターのワ

ーロップ宇宙飛行施設によって提供される。 
 

(出典： 
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=112341&org=NSF&from=news ) 
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