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【再生可能エネルギー特集】風力発電 
 

風力エネルギー・バロメータ 2009 年(EU) 
－2008 年末の EU 総設備容量は 65GW，世界に占める欧州のシェアは 54.6%－ 

 
本稿は、フランスの Observ’ER（Observatoire des énergies renouvelables：再生可能

エネルギー観測所） が作成した「風力エネルギー・バロメータ」を、同観測所の許可を得

て全訳・掲載するものである。内容は、2008 年の世界の概況、EU の代表的な国々の状況、

風力発電の欧州における経済的な側面、主要タービンメーカーの動向などから成る。 
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1. はじめに 
 
1.1 世界の概況 
 風力エネルギーのグローバリゼーションが進んでいる。世界の風力発電総設備容量は

120,823.5MW と推定され、1 年間で 100,000MW の大台を突破した。これほど急速に発展

したエネルギー部門は、他に例がない。2008 年の欧州連合(European Union: EU)の新規

設置容量は若干停滞したものの（-1.8%、8,447.1MW）、米国（+59.4%、8,358 MW）およ

び中国（+90.7%、6,300 MW）の成長は目を見張るものがあった。 
 
 推計によれば、2007 年におよそ 20GW であった世界の風力発電新規設置容量は、2008
年には約 27GW(27,019.1ＭＷ)に達した（表 1）。これにより、世界の風力発電総設備容量

は約 121GW になった（図 1）。欧州は依然として、北米およびアジアを抑え、総設備容量

で大きなシェア(54.6%)を占めている（図 2-1）。 
 
 新規設置容量は、北米（32.9%）、欧州（32.7%）およびアジア（31.8%）が均等に分け

合っており、それ以外の市場は世界市場のシェア

の 2.6％にすぎない（図 2-2）。 
 
 特記すべきは、デンマークと並んで 1980 年代

初頭から風力エネルギーを開発してきた偉大なパ

イオニアである米国は、2008 年の世界風力エネル

ギー市場でもリーダーであり続けていることであ

る（図3）。アメリカ風力エネルギー協会(American 
Wind Energy Association: AWEA)によれば、米国

の 2008 年の新規設置容量は 8,358MW で（2007
年は 5,244MW）、総設備容量が 25,170MW にな

った。この容量は、米国のおよそ 700 万世帯への

電力供給量に匹敵する。2008 年の設置容量のうち

の約半分（4,112MW）は、第 4 四半期に設置され

たものである。これにより、米国は総設備容量で

ドイツを抜いた(図 4)。 

風力発電機 
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表 1 世界の風力発電総設備容量(MW) 

＊推計 
出典：EurObserv’ER 2009 (EU 諸国)、AWEA 2009（米国）、 GWEC 2009 (欧米以外) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域 2007 年末 2008 年末＊ 新規設置容量 
（2008 年） 

操業廃止分

（2008 年） 
EU 56,614.6 64,980.5 8.447.1 81.2
その他欧州 608.0 998.0 392.0 2.0
欧州全体 57,222.6 65,978.5 8,839.1 83.2
米国 16,824.0 25,170.0 8,358.0 12.0
カナダ 1,846.0 2,369.0 523.0 0.0
北米全体 18,670.0 27,539.0 8,881.0 12.0
中国 5,910.0 12,210.0 6,300.0 0.0
インド 7,845.0 9,645.0 1,800.0 0.0
日本 1,528.0 1,880.0 356.0 4.0
その他アジア諸国 504.0 633.0 133.0 4.0
アジア全体 15,787.0 24,368.0 8,589.0 8.0
その他 2,228.0 2,938.0 710.0 0.0
世界全体 93,907.6 120,823.5 27,019.1 103.2

図 1 1993 年以降の世界の風力発電総設備容量(MW)*
* 推計                                    出典：EurObserv’ER 2009 
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図 2-1 地域別風力発電総設備容量       図 2-2 新規設置容量の地域別シェア 
    （2008 年末）             （2008 年）  

出典：EurObserv’ER 2009
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ポルトガル 
その他 

米国 
英国 

フランス 

イタリア 

スペイン 

ドイツ 

インド 

中国 

図 3 新規設置容量の上位 10 ヵ国（2008 年*）
* 推計 
出典：EurObserv’ER 2009 (EU 諸国)、AWEA 2009（米国）、GWEC 2009（欧米以外） 
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27 019,1MW 
全世界 
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 北米市場は拡大傾向にあるものの、今年は金融危機の影響でプロジェクトの一部に資金

調達面で遅れが生じる可能性がある。関係者は、これらのプロジェクトが資金を獲得して

新たなスタートを切るための、政治的決断を待っている。 
 
 中国市場は非常に有望で、近い将来、風力発電における主導的な市場になる可能性があ

る。世界風力エネルギー協会(Global Wind Energy Council: GWEC)によれば、中国では

2008 年に 6,300 MW が設置されている（2007 年は 3,304MW、2006 年は 1,347MW）。 
 
 インドの新規設置容量は、いくらか鈍化したようである（2008 年に+14.3%、1,800 MW）

が、それでもこの国の持つ潜在的可能性は非常に大きい。インドにはすでに第一級の風力

エネルギー産業があり、すぐにでも風力エネルギー超大国に加わる能力がある。 
 
1.2 EU の新規設置容量は 8,447.1MW 
 一回目の推計によれば、EU 市場は成長に若干のかげりが見られる（-1.8%、8,447.1 MW）

（表 2）。これは、主としてスペイン市場における大幅な後退とドイツ市場の停滞によるも

のである。しかし、EU の市場は今ではより多様化してバランスが取れており、この 2 つ

の市場への依存度が下がっている。実際、EU 市場におけるドイツおよびスペインのシェ

アは 38.8%であった（2007 年は 60.1%）。世界の風力発電設備容量上位 10 ヵ国のうち 7
ヵ国が（図 4）、また新規設置容量の上位 10 ヵ国のうち 6 ヵ国が EU 加盟国である（図 3）。
これらの EU 諸国は世界の風力発電総設備容量の 47.3%を占めている。人口当たりの設備

容量に換算した場合、上位 5 ヵ国はデンマーク、スペイン、ドイツ、ポルトガル、および

アイルランドである（図 5）。 
 
 

風力エネルギー：主要なエネルギー 
 欧州風力エネルギー協会(European Wind Energy Association: EWEA)によれば、欧州

では、2008 年に他の発電技術を抑えて風力の設置容量が も多かったとのことである。ガ

ス火力発電所は 6,932MW、石油火力発電所は 2,495MW、石炭火力発電所は 762MW であ

った。この状況は、欧州の国々がよりクリーンで、環境により優しいエネルギーを採用し

たいと望んでいることを示している。 
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表 2 EU 各国の風力発電総設備容量(MW) 

*推計                                                          出典：EurObserv’ER 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 

国名 2007 年末 2008 年末* 2008 年の 
新規設置容量* 操業廃止 

ドイツ 22,247.4 23,902.8 1,665.1 9.7
スペイン 15,151.3 16,740.3 1,609.1 20.1
イタリア 2,726.1 3,736.5 1,010.4 ―

フランス 2,455.1 3,404.0 948.9 ―

英国 2,419.3 3,287.9 868.6 ―

デンマーク 3,123.8 3,179.9 77.6 21.5
ポルトガル 2,149.6 2,862.0 712.4 ―

オランダ 1,747.0 2,224.6 499.4 21.8
スウェーデン 831.0 1,021.0 190.0 ―

アイルランド 795.0 1,002.7 207.7 ―

オーストリア 981.5 994.9 14.0 0.6
ギリシャ 870.9 985.0 114.1 ―

ポーランド 297.9 451.1 153.2 ―

ベルギー 287.0 383.6 104.0 7.4
ブルガリア 57.0 158.0 101.0 ―

チェコ共和国 113.8 149.7 35.9 ―

フィンランド 110.0 143.0 33.0 ―

ハンガリー 65.0 124.0 59.0 ―

エストニア 58.6 78.3 19.7 ―

リトアニア 51.0 65.0 14.0 ―

ルクセンブルク 35.3 43.3 8.0 ―

ラトビア 27.0 27.0 0.0 ―

ルーマニア 8.9 10.9 2.0 ―

スロバキア 5.1 5.1 0.0 ―

スロベニア 0.0 0.0 0.0 ―

キプロス 0.0 0.0 0.0 ―

マルタ 0.0 0.0 0.0 ―

EU27 ヵ国 56,614.6 64,980.5 8,447.1 81.1
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図 4 風力発電総設備容量*の上位 10 ヵ国
*推計 
出典：EurObserv’ER 2009 (EU 諸国)、AWEA 2009（米国）、GWEC 2009（欧米以外） 
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世界合計 
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1.3 2008 年に稼働開始した EU の 5 つの新規洋上ファーム注1（341.1MW） 
 
 EU の洋上風力総設備容量は 1,463.6MW に達した（2007 年比で+341.1MW）。この数

字は「沿岸」実証プロジェクトの容量を含んだものである（表 3）。2008 年には 5 つの新

規洋上ウィンドファームが系統に連系した。5 つの洋上ウィンドファームとは、オランダ

の Princess Amalia（120MW）、英国の Lynn （81MW）および Inner Dowsing（81MW）、

ベルギーの Thornton Bank 第 1 期（30MW）、フィンランドの Kemi Ajos 第 1 期および第

2 期（24MW）である。Lynn および Inner Dowsing ファームの風力タービンは、2008 年

                                                 
注1 ウィンドファーム：複数の風力発電設備を設置した集合風力発電所のこと。ウィンドパークとも

呼ばれる。 

デンマーク 
スペイン 

ドイツ 
ポルトガル 

アイルランド 
オランダ 

オーストリア 
スウェーデン 

ルクセンブルク 
ギリシャ 
イタリア 

エストニア 
英国 

フランス 
ベルギー 

フィンランド 
ブルガリア 
リトアニア 

チェコ共和国 
ハンガリー 
ラトビア 

ポーランド 
スロバキア 
ルーマニア 
EU-27 全体 

580.7 
369.7

290.7

269.6 
227.8

135.6
119.4

111.2

89.5 
87.8 

62.7 
58.4 
53.7 
53.4 

36.0 

27.0 
20.7 

19.3 
14.4 
12.3 
11.9 

11.8 

1.0 

0.5 

130.6 

図 5 欧州における 1,000 人当たりの風力発電総設備容量(2008 年、kW)* 
* 推計 
出典：EurObserv’ER 2009 
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末の時点でまだすべてが稼働していたわけではなかった。これらの 2 ファームの計画容量

は 194ＭＷである。5ＭＷの実証用 Bard 風力タービンは、ドイツの Hooksiel
（Wilhelmshaven 近郊）の町の沿岸から 400 メートルの海域に設置されている。これは、

今年の春から稼働する予定の Bard ウィンドファーム（第 1 期）建設準備のための検証試

験に使用される。 
 

 
表 3 EU 各国の洋上風力発電*総設備容量(MW) ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*沿岸域のプロジェクトおよび風力タービンの洋上での試運転も含む。 
**推計              出典：EurObserv’ER 2009 

 
 
 
 
 

国名 2007 年末 2008 年末 
英国 403.8 565.8 
デンマーク 426.4 426.4 
オランダ 126.8 246.8 
スウェーデン 133.5 133.5 
ベルギー   0.0  30.0 
アイルランド  25.0  25.0 
フィンランド   0.0  24.0 
ドイツ   7.0  12.0 
イタリア   0.0   0.1 
EU27 ヵ国 1,122.5 1,463.6 
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オランダの Princess Amalia 
(120MW)。2008 年に操業を開始

した EU の 5 つの重要パークの

１つ 

Princess Amalia 
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2. EU の代表的な国々の状況 
 
2.1 将来に備えるドイツ 
 ドイツエネルギー研究所(German Wind Energy Institute : DEWI)によれば、2008 年の

ドイツ市場は 1,665.1MW が新規に設置され、2007 年の 1,667MW と比較してほぼ同じで

極めて安定している。これにより、ドイツの総設備容量は、2008 年 12 月 31 日の時点で

23,902.8MW になった。2008 年の市場規模は、専門家が予測していた 1,600MW 近辺とい

う数値と良く一致している。2008 年 6 月の再生可能エネルギー法の修正により（2009 年

1 月発効）、同国の風力エネルギーの成長が再び見られると考えられる。新たに採用された

ベルギーの Thornton 
Bank （第 1 期 30MW）
の内の 1 基の設置風景) 

Thornton Bank 
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固定買取価格注2は一層魅力的なもので、ドイツ市場の特殊性に更になじむものである。そ

の目的は新規陸上ウィンドファーム建設の持続的なリズムを維持し、 良の地点に設置さ

れている時代遅れのタービンの更新を進め、視野に入ってきた巨大な洋上市場の登場に備

えることにある。 
 
 陸上風力タービンの稼働開始後 5 年間に適用される初期買取価格は、2009 年 1 月 1 日

から 9.2€ c /kWh（それ以前は 8€ c /kWh）になった。その後の 15 年間に適用される買取

価格は、改訂前の法律とほぼ同様で、5€ c /kWh である。買取価格はボーナスと同様に徐々

に減額するものの、買取価格の減少を長い時間をかけて補償するために、逓減率は以前の

年 2％から年 1％に下がった。法律改訂の別の重要な側面は、全面的に改装されたウィン

ドファームの電力生産に対し、0.5€ c /kWh のボーナスが支給されることである。このボ

ーナスは、取り替え前の機械が使用期間 10 年以上で、取り替え後のタービンの出力が 2
倍もしくは 大 5 倍まで増加している場合にのみ支給される。小規模のタービンは法律の

適用から除外されている。電力系統の要件に適応できる制御システムを搭載したタービン

には技術的なボーナスも与えられるため、風力発電電力の系統への連系が推進される。こ

のボーナスは、2009 年 1 月 1 日から 2014 年 1 月 1 日までの間に稼働する風力タービンに

対して 0.5€ c /kWh、2002 年から 2008 年の間に稼働した風力タービンで制御システムが

2011 年までに稼働するものに対して 0.7€ c /kWh 支給される（5 年間適用）。 
 
 洋上風力タービンに対する固定買取価格も、投資家にとって更に心強いものである。

2015 年 12 月 31 日までに稼働するすべての洋上ファームに対して、 初の 12 年間適用さ

れる買取価格は 15€ c /kWh で、その後 8 年間は 3.5€ c /kWh に据え置かれる。固定買取

価格に対する逓減率は 5％に引き上げられた（法律改正前は 2％）が、これは 2015 年から

適用される（法律改正前は 2008 年からの適用）。 
 
 この新しい固定買取価格制度から 初に恩恵を受ける洋上ファームは、現在建設中のフ

ァームである。具体的には、今年中に稼働予定の Alpha Ventus (60MW)と Baltic 1 
(52.5MW)、および 2012 年に稼働予定の Borkum Riffgat (220MW) と Bard (400MW) で
ある。欧州風力エネルギー協会（European Wind Energy Association: EWEA）によると、

北海およびバルト海における上記以外のドイツのプロジェクトは、28 ある。2015 年まで

におそらく稼働するであろうこれらのプロジェクトの総設備容量は、8,700MW になる。 
 
2.2 スペイン市場の一時的な後退 
 スペイン風力エネルギー協会 (AEE)によれば、2008 年の同国の新規設置容量は

1,609MW で、EU 市場で 2 位に後退した。スペインは 2007 年に 3,505MW を新規に設置

                                                 
注2 固定買取価格：feed-in tariff。 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

全量買い取ることを送電事業者に義務付けた「固定価格買取制度（feed-in tariff (FIT)システム）」
で定められている買取価格。 
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しているので、著しい減

少である。この鈍化は、

金融危機の影響や風力エ

ネルギーに対する自信喪

失が主要な原因ではない。

むしろ、2008 年 1 月 1
日に発効した新たな勅令

667/2007 が主要因であ

る。政府は、市場価格に

ボーナスを上乗せするシ

ステムがあまりにも[電
力事業者にとって] 好条

件であるとして、この勅

令で電力の固定買取条件

を修正したのである（Le 
Journal des Énergies 
Renouvelables 183 号の

“Wind Energy  
Barometer Systèms  
Solaires”を参照のこと）。

そのため投資家は、修正

前の有利なシステムから恩恵を得るために自分たちのプロジェクトの設置を急いだのであ

る。AEE は、スペイン市場は今後 2 年、現状維持か若干の拡大になると見ており、

20,155MWの風力タービンを2005年～2010年に設置するという再生可能エネルギー計画

の目標は達成できると考えている。 
 
 AEE によれば、風力発電による電力供給は、新記録を打ち立てた。昨年（2008 年）11
月に、スペインの風力発電電力は、強風の吹き荒れた時期に、国内の電力総消費量の 43%
を供給した。既に 2008 年 3 月 22 日に、この割合は 40.8%に達していた。より 近のケー

スでは、2009 年 1 月 23 日に、国内の電力生産の 40％以上を、数時間に渡り風力エネル

ギーが賄った。風力発電電力量は、一日前の 1 月 22 日に達成した 234GWh という記録が

ある。これは、電力需要の 26％に匹敵し、出力では 11,159MW であった。2008 年を通じ

て、風力発電は国内の電力需要の 11％を賄い、電力の価格は大幅に減少した。 
 
2.3 イタリア市場は GW（ギガワット）を達成 
 ENEA 注3によれば、イタリアは 2008 年に 1,010.4MW を新規設置して、EU で 3 番目

に大きな市場に成長した。このおかげで、イタリアの総設備容量は 3,736.5MW になり、

                                                 
注3 新技術、エネルギーおよび環境に関する国立エネルギー機関。 

スペイン市場は今後 2 年
間に渡り、現状維持または
拡大すると AEE は推定し
ている。 

Meira (スペイン) 
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デンマークを 3 位の座から引きずり下ろした。この成功は、イタリアのグリーン認証注4シ

ステムが依然として価値があることを証明するものである。このシステムは、生産者と輸

入業者に再生可能エネルギー源由来の電力を系統に連系するよう義務付けている（2008
年は 4.55%）。輸入業者はこの義務を、再生可能エネルギー源由来の電力を系統に連系す

るか、グリーン認証を購入することによって果たすことができる。この認証は、二者間の

契約により、あるいは取引所を通じて売買することが可能である。2008 年金融法は、グリ

ーン認証取得に係る計算方法を修正した。2008 年 1 月 1 日より、取得したグリーン認証

の総量を決定するために、発電に係数が掛けられる。陸上の風力エネルギーに対しては、

係数1で現状と同じであるが、洋上の風力エネルギーは係数が1.1となるため恩恵がある。

各認証は 3 年間有効である。 
 
2.4 フランスは風力エネルギー向けの固定買取価格を修正 
 SER（再生可能エネルギー協会）によれば、2008 年の新規設置容量は 948.8MW で、フ

ランス市場はイタリア市場に肉薄している。これにより総設備容量が 3,404MW になり、

欧州でのフランスの順位を一つ上に押し上げた。 
 
 風力エネルギーの専門家たちは、2008 年 12 月 13 日に官報で発表された法令をみて喜

んだ。この法令は、昨年夏に上院で破棄された法令に代わるもので、風力発電電力向けの

固定買取条件が規定されている。エネルギー規制委員会(CRE)から留保が表明されたもの

の、この新法令は、風力発電に対する現存の固定買取条件を延長するもので、何らの変更

も加えられていない。 
 
 しかし、ウィンドファームの建設場所といった行政的な変更は直ちに発効する可能性が

ある。「グルネルⅡ」注5として知られる国家環境政策法案は、環境法 553 条 4 項が、設備

分類別（ICPE）の許認可プロセスに風力タービンを含むことができるよう提案している。

換言すれば、大きな危険性とリスクを与える設備から住民を守るための仕様書を作るとい

うことである。現行法ですでに要請されている影響調査と市民の意見募集の実施に加え、

ICPE 許認可プロセスにリスクの影響が加えられ、地域の当局がその評価方式を決めるこ

とになる。 
 
2.5 洋上部門でリードする英国 
 英国風力エネルギー協会(British Wind Energy Association: BWEA)によれば、英国の

                                                 
注4 再生可能エネルギー源によって発電を行う事業者に与えられる認証。 
注5 環境グルネル（環境グルネル懇談会）は、フランスにおける多くの関係者が参加する公開討論で、

中央政府、地方政府および組織（産業、労働者、専門家協会、および NGO）の代表が集結し、
特定のテーマについて立場を統一することを目的とする。2007 年の夏、ニコラ・サルコジ大統
領によって提案された環境グルネル円卓会議の目的は、今後 5 年間の、環境に優しく、且つ持
続可能な開発についての公共政策の重点を明示することである。グルネルⅠ（一般的な目標を定
めた法的措置）に掲げられた目標を実施するための、詳細で具体的な方法を規定したものがグル
ネルⅡである。 
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2008 年の新規設置容量（洋上および陸上）は 868.6MW で、総設備容量が 3,287.9MW に

なった。今後数年間、英国は欧州の洋上風力発電部門での首位の座を巡ってドイツと競争

すると見られる。英国は 2008 年に、2 つの洋上ファーム（Lynn および Inner Dowsing、
合計 162MW）を連系したことで一歩リードしている。この 2 つの洋上ファームの稼働に

より、英国の洋上風力発電設備容量は 565.8MW となり、初めてデンマークの 426.4MW
を超えた（表 3）。洋上ファームの操業を許可するライセンスを発行する王立機関である

Crown Estate は、すでに割り当てられている 8GW の洋上風力とは別に、第三回目の

25GW 追加割当分の入札公告を行った。この入札公告によりすべての操業ライセンスが割

り当てられれば、「2020 年までに 33GW の洋上風力発電を導入する」という政府の目標が

達成される。担当の役所と将来の操業者との初回の契約は、今年の年末に署名され、初回

契約で定められた建設海域での建設は 2012 年初頭に始まる。 
英国における再生可能エネルギー源由来の発電に対する支援は、グリーン認証システム

に基づいている。英国のグリーン認証システムは再生可能エネルギー使用義務認証システ

ム（Renewable Obligation Certificate System: ROCS）注6と呼ばれる供給割当てに基づく

もので、市場価格に供給割当ての価値が上乗せされる（Le Journal des Énergies 
Renouvelables 183 号の“Wind Energy Barometer Systèms Solaires”を参照のこと）。 

2008 年 4 月から 2009 年 4 月まで、エネルギーの供給者は、自らが供給するエネルギー

のうち 9.1%は再生可能エネルギー源由来であることを証明しなければならない。罰則につ

いては、2008 年および 2009 年は不足分１MWh につき￡35.75 が課せられる。このシス

テムの下では、規制当局注7に支払われた罰金は、再生可能エネルギーの生産者の間で比例

配分される。ROCS の新しい配分方法に洋上風力エネルギーの開発が追加される予定であ

る。実際、陸上風力による電力は 1ROCS/ MWh であるが、今年の 4 月から洋上風力によ

る電力は 1.5ROCS/ MWh となる。 

                                                 
注6 ROCS については、NEDO 海外レポート 904 号（2003 年 4 月 7 日）「英国、再可エネ使用義

務証書 ROCs をめぐる動き」 （http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/904/904-3.pdf）を
参照されたい。 

注7 ガス・電力市場局 (Office of Gas and Electricity Markets : OFGEM） 
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3. 欧州の風力発電電力量及びタービン 1 基あたりの平均出力 
 
3.1 欧州の風力発電電力量は 122.7TWh 注8に 
 一回目の推計によれば、2008 年の欧州の風力発電電力量はおよそ 122.7TWh で、2007
年対比 18.6%の増加（表 4）、EU の発電量の 3.6％を賄っている。この発電量は、1 世帯

が年間 3,000kWh 消費すると仮定した場合、4,090 万世帯分に相当する。 
 
 
 

                                                 
注8 1TWh（テラワットアワー）＝1,000GWh＝100 万 MWh 

英国は、欧州の洋上風力
エネルギー部門で首位
の座を巡り、ドイツと競争
するとみられる。 

Beatrice (英国) 
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表 4 EU 各国の風力発電電力量(TWh) 
国名 2007 年 2008 年* 国名 2007 年 2008 年*

ドイツ 39.500 41.923 ベルギー 0.520 0.653
スペイン 27.050 34.207 フィンランド 0.191 0.260
デンマーク 7.173 7.300 チェコ共和国 0.125 0.240
英国 5.274 6.591 ハンガリー 0.110 0.230
イタリア 4.034 5.957 ブルガリア 0.061 0.157
ポルトガル 4.040 5.700 エストニア 0.072 0.121
フランス 4.052 5.654 リトアニア 0.066 0.104
オランダ 3.437 4.200 ルクセンブルク 0.064 0.071
アイルランド 1.875 2.298 ラトビア 0.051 0.051
ギリシャ 1.847 2.159 ルーマニア 0.008 0.018
オーストリア 2.019 2.040 スロバキア 0.006 0.010
スウェーデン 1.430 2.021 EU27 ヵ国 103.477 122.687
ポーランド 0.472 0.723

*推計                                                        出典：EurObserv’ER 2009 

 
 
3.2 風力タービン 1 基当たりの出力は平均 2MW 
 欧州の主要市場で設置された風力タービンの平均出力は持続的に増加しており、英国の

風力タービンの平均出力が も高い(2,124kW)（表 5）。これは、平均風速が早い、より大

出力のタービンに適した設置場所が存在するためである。また、新しい洋上設備として、

合計 45 基の 3.6MW シーメンス製風力タービンからなる Lynn および Inner Dowsing が

稼働したことによる。また、フランス市場で設置された風力タービンの平均出力が、徐々

にドイツ市場のそれに近づいていることは興味深い。 
 

 
 

表 5 主要 5 ヵ国の設置年別風力タービン平均出力(kW)* 

年 ドイツ スペイン フランス イタリア 英国

2002 1,397 952 713 776 843 
2003 1,650 951 795 802 1,678 
2004 1,696 1,123 1,162 918 1,691 
2005 1,723 1,342 1,132 1,198 1,688 
2006 1,848 1,375 1,689 1,149 2,119 
2007 1,888 1,562 1,752 1,534 2,017

2008* 1,923 1,775 1,907 1,567 2,124
*推計                                                       出典：EurObserv’ER 2009 
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4. 欧州における経済的な側面 
 
4.1 雇用と富のための成長部門 
 欧州の風力エネルギー市場で も影響力のある国々は、世界の風力エネルギー部門の成

長を 大限に活かしている。ドイツ風力エネルギー協会(Bundesverband WindEnergie: 
BWE)によれば、2008 年末の風力エネルギー関連の雇用は 9 万人である。DEWI（ドイツ

エネルギー研究所）の推計によると、風力エネルギー部門は 2007年に 84,300人を雇用し、

76 億ユーロの売り上げ（製造、設置、サービスおよび運転を含む）があったと推定してい

る。 
 
 スペイン風力エネルギー協会(Asociación Empresarial Eólica: AEE)は、コンサルタント

会社の Deloitte 社に依頼し、スペインの風力エネルギー部門の影響に関するマクロ経済的

調査を行った。2008 年 11 月に発表された調査結果によれば、風力エネルギー部門で 2007
年に 37,730 人（直接雇用は 20,781 人、間接雇用は 16,949 人）が雇用されたとのことで

ある。同調査はまた、風力エネルギー部門から直接生み出された富は 19 億ユーロ、間接

的に生み出された富は 13 億ユーロ、合計すると約 33 億ユーロと推定している。これは、

スペインの国内総生産の 0.35%に匹敵する。AEE の推定では、2008 年には約 4 万人が雇

用されたと見ているが、これは約 25 億ユーロの直接売り上げに相当する。 
 
 デンマーク風力エネルギー協会は、まだ同国の風力エネルギー産業の売り上げに関する

2008 年の数値を発表していないが、輸出関連の売り上げは 20％増加したと推定している

（これは、デンマークの風力エネルギー産業の主要部分を占める）。これには、デンマーク

企業が海外に所有する生産ユニットの活動が含まれていないが、2007 年の売り上げは 47
億ユーロ、雇用は約 23,500 人であった。 
 
欧州風力エネルギー協会(EWEA)は、2008 年末時点で合計 16 万人が欧州の風力エネル

ギー部門で直接的または間接的に雇用されており、EU 各国の合計で 110 億ユーロが投資

されたと推定している。 
 

風力エネルギー部門はまた、EU の域外でも多くの雇用を生んでいる。米国風力エネル

ギー協会(AWEA)は、2008 年に部品の生産、機械の建設と設置、風力発電設備の運用とメ

ンテナンス、および法的、商業的サービスに関連して 85,000 人が雇用されたと推定して

いる（2007 年は 5 万人）。米国ではこの 2 年で、70 の生産ユニットが建設されたか拡張さ

れた（このうち、55 のユニットが 2008 年に建設された）。これにより、風力エネルギー

産業に関連した 2008 年の新規の直接雇用は 13,000 人に上った。AWEA の推計によれば、

2005 年に 30％であった米国内での風力タービン部品の生産シェアが、2008 年には 50％
になったとのことである。 
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4.2 変化しつつある産業の状況 
 欧州の製造会社は、世界市場のほとんどで健闘している。主要な企業は生産ユニット（ナ

セル、発電機、ギアボックス、タワーおよびブレード）を中国および米国に持っており、

地元の企業と協力して風力部門を創設した。米国企業 GE 社とインド企業スズロン社は、

中国市場への投資に際し、同じ戦略を採用した。この戦略は成果を上げ、上記 2 社はアジ

アおよび北米における風力エネルギー市場の強い拡大傾向から恩恵を受けている。 
 
 しかし、欧州企業にとって現在有利な状況は、近い将来変化する可能性がある。という

のも、中国企業が強力に市場に参入しているからである。中国企業は 近まで主要な風力

タービンメーカー上位 10 社に名を連ねていなかったが、2007 年にはゴールドウィンド社

（8 位）およびシノベル社（10 位）の 2 社が登場した（2006 年には 1 社であった）（表 6）。
中国市場の目覚ましい成長を考慮すれば、この両社の順位は 2008 年には上がるはずであ

る。この 2 社に加え、まもなくあと 2 メーカー（ドンファン・スチーム・タービン社とグ

ァンドン・ミンヤン社）が登場するとみられる。中国には全部で 18 のメーカーがあり、

完成までの様々な段階にあるプロジェクトを抱えている。中国企業は今年 1 万 MW の生産

能力を持ち（昨年は 4,000MW）、その市場では外国製のタービンと国産タービンが 50%ず

つシェアを分け合っている。中国は急速に世界の風力タービン製造をリードするようにな

ると考えられる。 
 

表 6 主要タービンメーカー上位 10 社（2007 年） 
企業名 国名 供給量 シェア 売上高 従業員数 従業員数 
  (MW) (%) (百万ユーロ)  (2008 年) 
Vestas デンマーク 4,503  20.3 4,861 18,000 20,500
GE Energy 米国 3,283  14.8 >4,000 2,000 2,150
Gamesa スペイン 3,047  13.7 3,274 6,470 6,900
Enercon ドイツ 2,769  12.5 2,400 8,000 10,000
Suzlon インド 2,082   9.4 2,157 13,000 14,000
Siemens ドイツ 1,397   6.3 1,365 2,350 5,600
Acciona スペイン 873   3.9 1,093* >1,000* n.a.
Goldwind 中国 830   3.7 351 843 n.a.
Nordex ドイツ 676   3.0 747 1,304 2,000
Sinovel 中国 671   3.0 n.a. n.a. n.a.

その他 2,076   9.3  

合計 22,207 100.0  

* Acciona のエネルギー部門                      出典：EurObserv’ER 2009 
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従って、西欧諸国の企業がもし急速に拡大する市場での優勢を取り戻したいのであれば、

競争に勝ち抜く準備を開始しなければならない。新製品や技術を巡っても競争が行われて

いる。このため、メーカーは出力範囲 2.5～3.5MW の風力タービンの開発とマーケティン

グにますます力を入れているのである。ローターの直径がおよそ 100 メートルある新機種

は、GE 社の 2.5xl、ヴェンシス 社の Vensys 100、ノルデックス社の N100 およびファー

レンダー社の FL100 である。 
 
また、Ecotècnia 社(Alstom group)の 3MW の ECO 100 という新機種の開発にも、言及し

ておく。この機種のプロトタイプは、既にスペインで稼働している。 
 
技術レベルに関するその他の傾向としては、ギアボックス（増速機）のない同期式風力

タービンで使用される「ダイレクトドライブ（直結形）」システムに対して再び関心が集ま

っている。メーカーによれば、この技術は（ローターの部品の数が減るため）メンテナン

ス費用を削減できる可能性がある。これにより、この機種の利用が広まることが考えられ

る。メンテナンス費用と時間は、より高出力の風力タービンでより多くかかる。特に、洋

上に設置された場合は、そうである。ダイレクトドライブ技術の主な欠点としては、生産

コストが非同期式風力タービンに比べて高いことである（イラストおよび関連記事参照）。

この技術はドイツ企業のエネルコン社で広範に利用されている。シーメンス・エナジー社

は昨年 7 月に、この技術を使った 3.6MW のタービン 2 基を、デンマークの西部で試験す

ると発表した。昨年 7 月に 初のタービンが設置され、少なくとも 2 年の歳月をかけて試

験されるとのことである。このプロジェクトの目的は、「ダイレクトドライブ」技術が、極

めて高出力の非同期型タービン（ギアボックス付き）と競争できるかどうかを調べること

にある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

欧州の主要なタービンメーカ
ーは、中国および米国に生産
ユニットを持っている。 

ノルデックス社の中国における生産ユニット 
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2008 年以降の新しいタ
ービンの 1 つ：エコテク
ニア社 の ECO 100  
(3MW) 

Ecotecnia (ECO 100) 
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5. 主要タービンメーカーの動向 
 
5.1 ヴェスタス社(Vestas) 
 ヴェスタス社は 2008 年にタービンメーカーとしての首位の座を守ると見られる。同社

の 2007 年のマーケットシェアは 20.3%で、2008 年に 25％にまで引き上げる計画で 
ある。このように楽観的でいられるのは、このデンマーク企業が中国市場および米国市場

に確固たる基盤を持っているからである。ヴェスタス社の 2007 年の収益のうちユーロ圏

のシェアは 58%にすぎない。同社は昨年デンマークに 大の研究開発センターを開設し、

また米国（コロラド州）およびスペイン（カスティーリャ地方およびガリシア地方）に工

場を新設した。同時に、いくつかの工場の生産能力を拡大した。ヴェスタス社は、2008
年第 4 四半期から 2010 年第 1 四半期の間に生産能力を 3,000MW 拡大する意向である。 

 

風力発電は、基本的に 3 枚のブレード（翼）を取り付けたローターで風のエネルギーを回転
力に変換し、発電機を回して発電する。現在、風力タービンには、非同期型（ギアボックスあり）
と同期型（ギアボックスなし）の 2 種類がある。 
標準的な非同期型では、ローターの遅い回転数を加速させるために、ギアボックスがロータ

ー軸と発電機軸の間にあり、この装置で増速させる。同期型では、ローター軸と発電機軸は直結
しており、ギアボックスがない。このことにより、ローター用部品の数が減り、システムへの機
械的負荷が軽減される。 

 

ナセル ギアボックス ブレード
ナセル 

同期発電機 非同期発電機 

タワー 

ケーブル 
変圧器 

非同期型風車 同期型風車 
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 ヴェスタス社はこれまでのところ金融危機の影響を受けていない。2008 年の総収入は、

2007 年の 48 億 6,100 万ユーロから 60 億 3,500 万ユーロに増加した（+24.2%）。同時に

金利税引前利益(EBIT)注9も 6 億 6,800 万ユーロに増加した（+50.8%）。同社は今年の売り

上げを 72 億ユーロ、金利税引前利益率を 11~13%と予測している。2008 年末の従業員数

は約 20,500 名である。 
 
 今後数ヵ月のうちに、ヴェスタス社は新規に 2 つのタービン製造に着手する予定である。

まず 初は、V112-3.0MW タービンで、もう一つはその後まもなく着手する V100-1.8MW
タービンである。現在この新機種のマーケティングを行っており、2010 年にタービンの初

出荷の準備が整う予定である。 
 
5.2 GE エナジー社 (GE Energy) 

GE エナジー社は 2007 年に 3,283MW の容量を販売して、世界第 2 位のタービンメーカ

ーであった（シェア 14.8%）。同社の米国市場における優位性を考慮すれば、必然的に同

社は 2008 年に世界第 2 位の座を維持したと考えられる。GE Energy は、ドイツ、スペイ

ン、中国、米国に生産ユニットを持ち、2007 年に風力部門で 40 億ユーロの売り上げを達

成した。同社関連の主なニュースとしては、昨年 10 月に着手した 新の風力タービン

(2.5MW の GE2.5xl)の製造がある。これは、数週間ですでに 1,000MW 分の注文を受け、

大成功しているようである。 
 
5.3 ガメサ社 (Gamesa) 
ガメサ社は、欧州第 2 位のタービンメーカーで、2008 年の生産実績を 3,600MW 以上と

推計している（2007 年は 3,289MW、2006 年は 2,250MW）。同社はスペインに 25 ヵ所、

米国に 4 ヵ所および中国に 4 ヵ所の生産拠点を持っている。 
  

ガメサ社は同社の成長の要因を、海外市場での活動の拡大によるものと見ており、1~9
月の販売のうちの 63％が海外であると説明している（米国 24％、スペイン以外の欧州 16％、

中国 13％、およびその他 10％）。販売の 72％は G8x-2MW である。このスペイン企業は

また、東欧市場の開放から恩恵を受けており、今年ポーランド、ルーマニア、ブルガリア

およびハンガリーで工場を建設する予定である。また、風力タービン部品の不足（特にロ

ーターホルダー）が解消されたことも、同社が需要に積極的に対応できるようになった要

因である。 
 

                                                 
注9 Earnings Before Interests and Taxes：略号 EBIT は「イー・ビット」と読む。税引前当期利益に 
支払利息を加算したものであり、他人資本を含む資本に対してどの程度の（税引前）付加価値を産み 
出したかを示す利益概念。EBIT＝税引前当期純利益＋支払利息で表される。特別損益（資産売却な 
ど）や支払利息以外の金融損益（受取利息や為替差損益等）が発生しなければ営業利益に等しい。 
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 同社の 2008 年の売り上げはまだ発表されていないが、非常に強い成長トレンドを示す

と考えられる。2008 年 1~9 月の販売は 28 億 9,000 万ユーロに達した（前年同期は 20 億

8,200 万ユーロ）。すでに 11,500MW を受注していることを考慮すれば、同社の成長見通

しは非常に有望である。これには、イベルドローラ・レノバブレス(Iberdola  Renovables)
社と合意した、合計 4,500MW と

なる欧州、米国およびメキシコで

の風力ファームの建設が含まれる

（投資額 63 億ユーロ）。技術レベ

ルに関しては、ガメサ社は未来型

の 4.5MWの G10xの開発を終え、

近日中に極めて高出力の風力ター

ビン分野に参入するとみられる。 
 
5.4 エネルコン社 (Enercon) 
他のライバル企業同様、エネル

コン社も世界規模での需要に応え

るべく生産能力を拡大している。

昨年の 9 月、このドイツ企業はポ

ルトガルで新たな生産拠点の建設

を始めた。この生産拠点は、今年

から 2MW の E-82 を生産し、500
人を雇用する予定である。同社は

また、おそらく2011年からHaren 
an der EmsにE-82モデルの生産

拠点を建設する計画である。リパ

ワー社の 6MW の風力タービン

と並び 強の商業用風力タービン

である 6MW の E-126 の生産は、

Magdeburg および Emden で今

年始まる予定である。同社は、

2007 年に生産したタービンの約

70％を輸出しており、欧州の市場

だけでなく、ニュージーランド、

オーストラリア、インドおよびカ

ナダの市場でも上位につけている。

エネルコン社は、欧州市場での販

売を伸ばすために、再生可能エネ

ルギー源に関する新欧州指令を活

エネルコン社 E-126 
(6MW) の設置 

Enercon E-126 
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かす意向である。 
 
5.5 スズロン社 (Suzlon) 
このインド企業は、2007 年末に世界ランキングの 5 位に順位を上げた。スズロン社は、

特に自国の国内市場で良い位置につけており、米国市場および中国市場だけでなく欧州市

場でのシェアを拡大する計画である。同社のタービンは、完全な垂直統合生産プロセスに

基づいて生産されており、それぞれの部品の設計から風力タービンの組み立てに至るまで、

生産の各段階が管理されている。スズロン社の生産ユニットのほとんどはインドにあるが、

中国、ベルギー(Hansen)および米国にも工場をもっている。風力タービンの大企業の例に

倣い、同社は生産能力を拡大するために大型の投資を行ってきた。この生産能力は 2008
会計年度（2008 年 4 月 1 日～2009 年 3 月 31 日）中に 5,700MW に達すると考えられる。

この目的のため、インド（複数箇所）とベルギー（1 ヵ所）に新しい生産ユニットを開設

した。スズロン社の販売実績は、2006 会計年度には 1,456MW であったが、2007 会計年

度には 2,311MW に増加した。また売上高も 7,986 カロール・ルピー（12 億 4,200 万ユー

ロ）から13,679カロール・ルピー(21億2,700万ユーロ)へ増加した。同社は年末に、Martifer
社が保有していたドイツの風力タービンメーカーであるリパワー社の株式の第 1 回売却分

を買い上げて、リパワー社の株式の 73.7％を取得したと発表した。リパワー社はスズロン

社が 2006 年 6 月から株式支配している企業である。年末までぎっしり注文が入っている

リパワー社は、2007 会計年度の 6 億 7,820 万ユーロから、2008 会計年度に 11 億ユーロ

達成という大幅な売り上げ増加を見込んでいる。2008 年 12 月 31 日現在、リパワー社は

タービン 708 基分（総出力は陸上および洋上設備併せて 1,502.6MW）に相当する 16 億ユ

ーロ分を受注している。 
 
5.6 シーメンス社 (Siemens) 
シーメンス社の風力タービン事業は昨年も拡大した。このドイツ企業の昨年の販売実績

は 2,100MW であった（2007 年は 1,103MW）。同社のエネルギー部門における再生可能

エネルギー（主として風力）の売り上げは、2007 年には 13 億 6,500 万ユーロであったが、

2008 年には 20 億ユーロを超過した（厳密には、20 億 9,200 万ユーロ）。 
 
シーメンス社は洋上風力市場部門では主導的役割を果たしている。このドイツ企業は、

英国およびデンマークの 5 ヵ所の海域に、今年中に 300 基の洋上風力タービンを建設する

計画である。 大の注文は、英国サフォーク州 Greater Gabbard の洋上風力ファーム向け

3.6MW のタービン 140 基である（合計 504MW、2009 年および 2010 年に出荷予定）。こ

の注文の総額はおよそ 8 億ユーロである。SWT-3.6-107 型のタービンが水深 24~34 メー

トルに設置される。 
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シーメンス社は今年、英
国とデンマークの 5 ヵ
所の洋上ファームに、
300 基の洋上風力ター
ビンを建設することを
計画。 

Burbo Bank（英国）。シーメンス 107-3.600.の設置風景 
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シーメンス社の基盤が特に強い米国で大型契約に署名したこともあり、このドイツメー

カーにとって 2008 年は陸上部門でも大きな利益を手にした年であった。前会計年度中、

同社は米国だけで合計 24 億ドル受注した。部品の一部は、アイオワ州の新工場で現地生

産される。注文の例としては、ドイツの電力会社 E-ON の米国(650 MW)および欧州(500 
MW)のプロジェクト向けの合計 1,150MW と、FPL Energy 社の米国市場向け 2.3MW の

タービン（SWT-2.3-93 型）218 基の注文である。シーメンス社はまた、コペンハーゲン

（デンマーク）、アーヘン（ドイツ）、デルフト（オランダ）、およびキール（英国）にある

研究開発センターに加え、コロラド州に新たな研究開発センターを開設すべく準備してい

る。 
 
 技術面に関しては、シーメンス・エナジー社が昨年 7 月に、デンマークの西方の海域で

「ダイレクトドライブ」技術（ギアボックスを持たない、ローター軸と発電機軸を直結す

る方式）を利用した 3.6MW のタービン 2 基を試験すると発表した。昨年 7 月に 初のタ

ービンが設置され、少なくとも 2 年かけて試験を行う予定である。 
 
 
6. 金融危機でも EU の風力発電分野の持続的成長は確実 
 2008 年 9 月の金融危機は、欧州の風力エネルギー業界に対して、まだ実際にはいかな

る影響も及ぼしていないが、今後の動きを評価するのは困難である。風力エネルギーへの

高度に資本集約的な投資は、銀行の貸し出し抑制の影響を受ける可能性がある。特に、極

めて高額な投資、従って 大のリスク（洋上風力エネルギーは、特にその対象になりうる）

が予見されるプロジェクトへの貸し出しが抑制される可能性がある。その一方で、風力エ

ネルギー市場は現在、産業として非常に好調で、すべての需要に供給が追いつかない状況

にある。主要企業の受注票は 2010 年までびっしり埋まっており、エネルギーコストおよ

び原材料価格の下落も生産コストの削減に寄与している。生産コストの削減によりタービ

ンの価格も下がり、その結果風力エネルギープロジェクトの利益率も上がるのである。 
 
 しかし、金融危機はプロジェクト支援に影響を与え得る。EWEA の 高経営責任者であ

る Christian Kjaer 氏によれば、小規模の開発会社がもつプロジェクトの一部をより大規

模な電力生産事業者が買い取ることで、大規模なエネルギーグループの利益となるような

形で市場集中という現象が起こる可能性があるとのことである。 
 
 欧州企業および外国企業による投資という、楽観的になれる要因もある。もはや部品不

足が市場の成長を鈍化させる要因とはならず、供給が欧州の需要に応えられるようになる

と考えられる。前述のように、金融危機の市場に与える影響について予測するのは困難で

ある。需要の高い状態が保たれ、生産に対するインセンティブが機能して投資が保証され

続ける限り、銀行はプロジェクトの支援者を支え続けることになる。従って、金融危機の

風力エネルギー市場に対する影響は限定的であると見られる。EU のいくつかの市場（イ
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タリア、英国、フランスおよびポルトガル）が現在急速に拡大している条件下では、なお

さらである。ポーランドなど、一部の東欧諸国の市場が開放される可能性があることも、

欧州市場を支えると考えられる。 
 
 この新しい環境を考慮し、EurObserv’ER は、欧州市場が年間 15％程度で確実に成長す

るという見通しに基づいた 2010 年までの予測を若干下方修正した。これにより、EU の

総設備容量はおおよそ 86,000MW に達すると見られる（図 6）。 
 
 2008 年 3 月、EWEA は同協会の雑誌 Pure Power に EU27 ヵ国の風力産業の目標値を

発表した。その目標値とは、2010 年に 80GW（そのうち 3.5GW が洋上風力）、2020 年に

180GW（そのうち 35GW が洋上風力）、2030 年に 300GW（そのうち 120GW が洋上風力）

というものである。EU の加盟国がこれらの目標を達成する意欲を表明していること、ま

た、2020 年までに再生可能エネルギーの比率を 20％にするという厳格な指令が投票にか

けられることから、こうした目標値は非現実的であるとはいえない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

白 

書 

図 6 現在の傾向と白書の目標の比較(MW)
出典：EurObserv’ER 2009 
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EWEA は、2020 年には洋上
風力総設備容量が 35GW にな
るとみている。 

Horns Rev 
(デンマーク) 

ブレードの設置風景 
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出典：DEWI (Germany), AEE (Spain), ENS (Denmark), ENEA (Italy), SER (France), BWEA 
(UK), EWEA, WSH (Netherlands), IG Windkraft (Austria), HWEA (Greece), IWEA (Ireland 
Rep.), Swedish Energy Agency, URE (Poland), Apere (Belgium), VTT (Finland), Ministry of 
Industry and Trade (Czech Rep.), Energy Centre (Hungary), UAB “V j spektras” (Lithuania), 
Estonian Wind Energy Association, Direction de l’energie (Luxembourg), Latvian Wind Energy 
Association, ANRE (Romania). 
 
フランスの Observ’ER（Observatoire des énergies renouvelables：再生可能エネルギー

観測所） が作成した刊行物を許可の基に翻訳・掲載した。この刊行物は「EurObserv’ER 
プロジェクト」の成果であり、その詳細は下記のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

翻訳：吉野 晴美 
 
出典：WIND ENERGY BAROMETER 65 GIGAWATTS IN EUROPE, 27,019MW 

ESTIMATED FOR THE WORLD WIND ENERGY MARKET IN 2008, 54.6% 
OF INSTALLED WIND POWER CAPACY WORLDWIDE IS EUROPEAN 
(http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro189.pdf) 

 
 
 

 
This barometer was prepared by Observ’ER in the scope of the “EurObserv’ER” Project 
which groups together Observ’ER (FR), ECN (NL), Eclareon (DE), Institute for Renewable 
Energy (EC BREC I.E.O, PL), Jozef Stefan Institute (SL), with the financial support of 
Ademe and DG Tren (“Intelligent Energy- Europe” programme), and published by 
Systemes Solaires – Le Journal des Energies Renouvelables. The sole responsibility for the 
content of this publication lies with the authors. It does not represent the opinion of the 
European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may 
be made of the information contained therein. 
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EU 加盟国の風力発電設備容量（2008 年*） 

2008 年末の EU 各国
の総設備容量 

2008年中のEU各国の新
規設置容量(MW) 

2008 年中の 
操業廃止分 

* 推計 ** マルタは設置容量なし 
1 フランス海外県および海外準県を含む 
出典：EurObserv’ER 2009 
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【再生可能エネルギー特集】風力発電 

 

カナダの風力発電の現状および将来見通し 
 
はじめに 

 
カナダ風力エネルギー協会(Canadian Wind Energy Association)は先般、「WindVision 

2025: Powering Canada's Future」と題された資料を発表した。本稿では主として、この

うちの「背景説明（Backgrounder）」部の第 5、6、9 節に基づき、同国における風力発電

の現状と今後の見通しについて紹介する。 
カナダの年間電力生産量は600TWh(2007年)で、その規模は世界第6位に位置している。

そのうちの約 60％は水力を主とする再生可能エネルギーによって生産されており、残りの

約 20％が原子力、約 15％が石炭、約 5％が天然ガスという構成である。カナダが風力発

電に取り組み始めたのは比較的 近のことであるが、2000 年には 137MW だった発電容

量が 2007 年には 1,846MW に増大するなど、近年の風力発電量の伸びには目覚しいもの

がある。現在、カナダ全体の電力需要のうち、風力が占める割合は 0.8％で 56 万 9,000 戸

の電力が風力でまかなわれているほか、2008 年度には 600MW、2009 年度には 1,000MW
の発電設備が新たに建設されることになっている。 
 
2025 年に 20％との目標 

 
カナダ風力エネルギー協会では、2025 年に総電力需要の 20％を風力でまかなうとの目

標を掲げたうえで、この数値は十分に達成可能であると同時に、達成に向けた努力が必要

であると呼びかけている。その背景としてまず、諸外国で風力発電への取り組みがすでに

大きな成果を上げていることが紹介されている。すなわち、デンマークがすでに電力需要

の 20％を風力で生産しているほか、ドイツ、スペインも電力供給サイドでは 25％から 30％
という数字が視野に入り始めているといった事例や、アメリカでは昨年、エネルギー省に

より 2030 年までに電力需要の 20％を風力で生産することが技術的に可能であるとする報

告書が提出されたほか、「再生可能エネルギーポートフォリオ基準（Renewable Portfolio 
Standards）」を設定済みの 26 州のうち、いくつかの州では風力の割合を 20％にまで引き

上げようとしているといった事例である。 
以上のような先行事例に加えて、カナダの将来的な電力需給の見通しを考慮すると、他

のエネルギー源とともに風力も積極的に活用していくことが不可欠であるとの見解が示さ

れている。2008 年から 2025 年の間に電力需要は 36%増加し、2025 年には年間 815TWh
の電力が消費されるようになると予想されているが、これは現在国内で生産されている電

力量を 215TWh 上回る数値である。さらに、このような電力需要の増加に加え、現在の発

電施設のうちの 15％、発電電力量で 109TWh にあたる分が、2025 年までに設計寿命が尽

き、建替えが必要になるということも指摘されている。その結果、これからの 17 年間に
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わたって電力需要に応えていくためには、年間 323TWh 相当の施設を新たに建設すること

が必要となるが、これは、現在の発電量の半分以上にあたる数値となる。この 323TWh に

上る新たな設備容量を確保するには、水力ならば Hydro Quebec 社の大規模な La Grande 
Riviere 発電施設の 4 倍、原子力ならばオンタリオ州のダーリントン発電所の 13 倍の規模

が必要とされ、水力、原子力、風力のいずれかひとつでまかなうことは不可能であること

から、各エネルギーをすべて活用することが不可欠であるとされている。 
 
カナダ風力エネルギー協会では、323TWh の半分を風力で生産することが可能であると

しつつ、風力発電こそ、信頼性、経済性、環境への影響といった点から見て望ましいエネ

ルギーを、需要の伸びにあわせて供給することの可能なエネルギー技術であるとアピール

している。具体的には、カナダ全土で 450 ヵ所に 22,000 基の風力発電タービンを設置し、

55,000MW の発電容量を確保することが必要となるが、それには、現在の風力発電ファー

ム設置のスピードを上げていくことが不可避であると指摘。2020 年には毎年 3,500MW 分

の設備が新たに建設されるようになるとともに、発電容量の伸び率が上昇し、2025 年には

毎年 5,000MW の設備容量が新たに加わるようになるとの予測を紹介している。この数字

に関しては、スペインが 2007 年に 3,500MW を上回る分の設備を新たに建設しただけで

なく、向こう 10 年にわたってこのペースを維持していくと予想されていることを考える

と、決して無理なものではないとしている。 
 
州別の現状と将来見通し 

 
現在、全国で稼働中の風力発電ファームは 83 ヵ所、タービン数は 1,410 基に上る。2008

年末には、ユーコン準州を含むすべての州で、風力エネルギーが何らかの形で利用されて

いることになる。地域別に見ると、2007 年末には、アルバータ州が総設備容量で首位、僅

差でオンタリオ州がそれに続いていたが、2008 年内にはオンタリオ州がアルバータ州を抜

き、さらに 2010 年ごろにはオンタリオ州とケベック州が首位を争うようになると予想さ

れている。2007 年末における州毎の風力発電の利用状況および 2008 年 8 月時点での施設

の設置見通しは以下のとおりである。 
 
ニューファンドランドラブラドール州 

設置済み設備容量は 390kW。計画中ないし建設中のものが 54MW で、2008 年内に

初の大規模発電ファームが完成予定である。州当局は、ニューファウンドランド島で利

用可能な風力エネルギー資源を 80MW と見積もっている一方、ラブラドール地方では

それを大幅に上回る量の風力エネルギーの利用が検討されている。 
ノバスコシア州 

設置済み設備容量は 59MW。再生可能エネルギー基準(Renewable Energy Standard)
の導入により、2013 年には 580MW の設備容量が実現すると予想されている。 
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プリンスエドワードアイランド州 
設置済み設備容量は 72MW。2008年末までにさらに 79MW分が稼動予定である。現在、

州当局は、地元用と他地域への輸出用をあわせた 500MW の風力発電設備の建設につい

て可能性を検討中である。2007 年には電力需要の 15％が風力により生産されており、

2008 年末には 25％を超える見込みである。 
ニューブランズウィック州 

設置済み施設はなし。2008 年末までに同州初の 96MW の発電ファームが完成予定であ

る。州政府は、2010 年までに 400MW の設備容量を達成するとの目標を正式に設定し

ており、そのうちの多くはすでに契約を終えている。そのほか、2025 年までに設備容量

を 2,000MW 以上に引き上げることの実現可能性に関する調査に着手している。 
ケベック州 

設置済み設備容量は 422MW。州政府は 2016 年までに 4,000MW の設備容量を達成する

のに加え、新たな水力発電設備が 1,000MW 建設されるごとに 100MW の風力発電設備

を設置するとの目標を正式に設定している注1。 
オンタリオ州 

設置済み設備容量は 521MW。州電力当局は、2020 年までに風力発電総設備容量

4,600MW を達成することを目標に定めている。 
マニトバ州 

設置済み設備容量は 104MW。現在 300MW の発電設備について契約交渉中である。州

政府は 2018 年までに 1,000MW の設備建設を正式な目標として設定済みである。 
サスカチュワン州 
設置済み設備容量は 171MW。州政府は、2011 年までに 300MW の風力エネルギー利用

目標を設定している。 
アルバータ州 

設置済み設備容量は 534MW。正式な目標値は設定されていないものの、南アルバータ

地方において 3,000MW の新たな風力エネルギー開発に対応するための送電設備の改良

を計画中である。 
ブリティッシュコロンビア州 
設置済み施設はなし。同州初の風力発電施設が 2008 年末までに稼動することが予定さ

れているほか、325MW 分の設備が現在計画中あるいは建設中である。州当局の新たな

エネルギー政策によれば、2,000MW に上る風力発電設備が建設される可能性がある。 
ユーコン準州 

                                                 
注1 編集部注：「水力発電所の設置が進んでいる地域においても風力発電を推進する」という意図が
あるものと思われる。この理由として、風力エネルギーと水力エネルギーでは、貯蔵、制御の可
能性、間欠性等において違いがあり、二つを組み合わせることが望ましいことが考えられる。な
お、下記資料等を参照。 

http://www.wind-watch.org/news/2009/03/11/integrating-wind-and-hydro-power-in-quebec/ 
http://www.hydroquebec.com/learning/eolienne/compagnons.html 
http://www.hydroquebec.com/learning/eolienne/couplage.html 
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設置済み設備容量は 810kW。 
 
以上を合計すると、カナダ全土における現在の設置済み設備容量は、1,846MW であり、

当局による現時点での計画に基づくと、2016 年には 12,000MW、2020 年には 18,000MW
の設備容量が確保される見通しである。 
 
風力発電設備製造の現状 

 
現在までのところ、カナダの風力発電ファーム向け資材を供給しているのは、欧州およ

びアメリカの企業であり、この分野におけるカナダ企業の存在感はなきに等しい。2007
年には、タービン、ブレード、ギアボックス、発電機などの主要部品の売上高が 280 億カ

ナダドルに、風力発電プロジェクトでの立案、開発、建設、ファイナンス、運用、維持に

関する売上高が270億カナダドルに上るなど、巨大な市場を形成していることを考えると、

カナダは大きなビジネスチャンスをみすみす逃していると指摘されている。 
しかしながら、変化の兆しもすでに現れており、ケベック州では、2006 年に実施された

1,000MW の風力発電ファームの入札に当たり、発注元の Hydro-Quebec 社が 60％を地元に

事業所を持つ企業に割り当てた結果、タワー本体、ブレード、ナセル用カバーを製造する工

場で数百人の雇用が生まれるとともに、オンタリオ州やアメリカなどの他地域へ製品を輸出

するようになった例が紹介されている。2008 年には再び同社が、2011 年から 2015 年にか

けて稼動開始予定の 2,000MW の風力発電ファームに関し、55 億米ドルの総予算の 60％、

タービン部の予算の 30％を、ケベック州に展開する企業に割り当てたことにともない、

Enercon 社および Repower 社が現地での新たな工場建設を発表するにいたったという 。 
また、2008 年実施の調査によると、風力発電向け設備を製造可能、あるいは、簡単に製

造技術を取得可能な企業が数百社存在しているとされており、特に輸送費が高くつくタワ

ー本体やブレード、ナセルカバー、世界的に需給がタイト化している鍛造部品、フレーム

やハブ、ギアボックスケースなどの鋳造部品が、地元企業にとって参入のチャンスが大き

いと指摘されている。 
 
参考文献 
 
(1)”WindVision 2025: Powering Canada's Future--Backgrounder“, Canadian Wind Energy 

Association 
http://www.canwea.ca/images/uploads/File/Windvision_backgrounder_e.pdf 

(2)”WindVision 2025: Powering Canada's Future--Summary”, p5, Canadian Wind Energy 
Association 
http://www.canwea.ca/images/uploads/File/Windvision_summary_e.pdf 

(3)David Ehrlich “Big boost for Quebec wind industry”, Cleantech Group 社ホームページ資
料,2008.5.6 
http://cleantech.com/news/2809/big-boost-for-quebec-wind-industry 
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【再生可能エネルギー特集】風力発電 

 

洋上風力発電で再興したブレーマーハーフェン（ドイツ） 

 
かつては失業率の高い地域であったドイツの港町ブレーマーハーフェンが、主要な洋上

風力発電のノウハウの集結地あるいはそれ以上のものに変化することによって、目覚しい

経済発展を遂げている。 
 

ドイツの北海・バルト海沿岸の少なくとも 4 都市が、この数年間に、この国の主要な風

力発電産業の物流センターや設備の生産・供給拠点になっている。 
エムデンはエネルコン(Enercon)社の風力タービンの主要な輸出港の役割とともに、ドイ

ツにおける風力発電市場のリーダー的な役割を果たしており、エムデン市域内に大型コン

クリート塔の製造設備がある。バード・エンジニアリング(BARD Engineering)社は、洋

上風力用タービンの組立工場とローターブレードの製造工場の立地として、エムデンを選

んだ。それに加え、バード・エンジニアリング社とエネルコン社の 2 社は、少なくとも彼

ら自身の需要を満たすため、重量鋳造部品生産用のファウンドリーをこの地域に建設した。 
 
ドイツ東部のロストクという港町も、風力タービンの供給業者であるノルデックス

(Nordex)社の主要な風力タービン組立、ローターブレード製造の拠点となっている。 
エムデンやロストクに加え、ブレーマーハーフェンにおいても、風力発電産業における

2 つの研究開発組織と 6 つのハードウェア供給事業者が拠点を構えるか、現在ある拠点の

拡張を既に決定している。 
 
ブレーマーハーフェンの歴史は非常に古い。1827 年には大型船で川を遡っての寄港が不

可能になったブレーメン市の外港としての役割を果たしていることが確認されている。ブ

レーメンから、ヴェーザー川に沿って北に 50km に位置するブレーマーハーフェンの港と

コンテナターミナルは、遠洋航海用の大型船にも適した十分な水深があるという、現代の

海運業において重要な前提条件を満たしていた。別個に存在した漁港は現在、食品加工セ

ンターになっており、欧州大陸で 大の冷凍食品製造拠点となっている。 
政治的には、ブレーメンとブレーマーハーフェンは、ともに「自由ハンザ都市ブレーメ

ン」というドイツの連邦州格の市を構成している。 
 
ブレーマーハーフェン・ブレーメン風力エネルギー・エージェンシーという 185 の会員

組織を有するネットワークが、2002 年にドイツ北西地域における風力発電開発を促進する

目的で設立された。この組織が目指す主要な目的は 2 つあり、それには洋上風力発電の開

発と、この地域の再活性化プログラムの実施が含まれている。 
マネージング・ディレクターであるジャン・リプセン氏によると、ここ数年間で 5 億ユ

ーロがドイツ北海沿岸地域の洋上風力発電に投資されており、その約半分が、ブレーマー
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ハーフェンへの投資であるという。こうした投資の主要な対象は、洋上風力発電のタービ

ンやその他部品の、一貫した生産設備であった。 
 
港湾都市としての歴史がもたらしたネットワーク 

 
1980 年代の終わりに、ブレーマーハーフェンは深刻な不況に苦しんでいた。ブレーマー

ハーフェンは海運業の街であり、地域経済は伝統的に常に、船舶・造船業、漁業に依存し

ていた。 
第二次世界大戦以降、ブレーマーハーフェンは在独米軍の物流拠点でもあった。多くの

米兵とその家族がこの街に居住し、経済的な面はもちろん、様々な面においてこの街に貢

献してきた。 
 

1989 年にベルリンの壁が崩壊し、冷戦が終わりを迎えると、その結果としてブレーマー

ハーフェンは米軍への物資供給港という役割を失うことになった。この冷戦崩壊のプロセ

スの中で、多くの雇用が失われ、また多数のアメリカ兵がこの街を去っていった。 
同時に、ブレーマーハーフェンの産業の基盤であった造船業も、アジアや東欧の造船所

との競争の激化によって困難に晒された。その結果、造船所は閉鎖され、造船所で働いて

いた 3,500 人の労働者が職を失った。漁業も深刻な不況を迎え、さらに多くの雇用が失わ

れた。この悪循環がブレーマーハーフェンを直撃し、人口は 15 万人から 11.5 万人に激減、

近い将来 10 万人を下回るであろうといわれていた。 
 
深刻な不況と失業に直面して、2001 年から 2002 年にかけて、市議会はブレーマーハー

フェンが直面しているこの悪循環を断ち切るための斬新な解決策を提出、決議した。策定

された計画は港湾の再生計画で、ブレーマーハーフェンがコンテナ船舶を早期に受け入れ

た港であるという立場（利点）を活かしたものであった。この立場から、この街にはマー

スク(Maersk)社や MSC 社のような船舶運航業者が誘致されており、この都市と深い関わ

りを持っていた。港湾の衰退から蘇るプロセスにおいては、この過去の蓄積が経済の安定

要因へと繋がった。 
 
この都市が持つ強みと弱みを分析し、 終的にはこの都市の総合的な港湾技術、ノウハ

ウ、そして熟練した労働力などの強みを活かすべく、この都市は造船・重機製品の設計・

生産拠点として特化することになった。分析の結果、包括的かつ詳細な計画が立てられ、

ブレーマーハーフェンの特色である海運都市としての強みを活かすことがその目標となっ

た。その計画の中には、再生可能エネルギー産業の強力な拠点を作ることも含まれていた。 
そして再生可能エネルギーの中でも、（洋上）風力発電に焦点を当てることになった。 
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大規模で集中的な開発 
 
大量の洋上風力発電用タービンへの特化が意味を持つためには、それからの数十年の間

に、ドイツ国内及び世界で、大規模な洋上風力発電が計画される必要があった。ドイツで

は既に、北海で少なくとも 23 の洋上ウィンド・ファームの計画があり、それ以外にバル

ト海で 9 つの計画があった。 終的な目標は、2030 年までに運用ベースで 25～30GW の

発電容量を確保することであった。 
北海のプロジェクトは、典型的なものでは海岸からの距離が 50～100km あり、その地

点の水深も 40～50m になるもので、非常に巨大な、かつ経済性の高い風力タービンを必

要としている。 
 

ブレーマーハーフェンのような、水深の深い河川や港湾に非常に近い立地が、風力発電

システムを完成させるための大規模な部品を費用効果の高い形で製造・運搬するためには

不可欠なものである。RE パワー・システムズ(REpower Systems)社とマルチブリッド

(Multbrid)社は、2004 年から彼らが開発した 5MW 級洋上風力発電用タービンの試験と

適化を行った。両社とも、組立施設をブレーマーハーフェンに建設した。 
RE パワー社は出力 5MW の 5M 洋上機をこの都市で製作し、また、2008 年には初期に

製作した 3 基を 6MW の 6M 継続モデルにアップグレードした。それに加えて、新たな

3.3MW の陸上用プロトタイプ機、3.XM REpower タービンをブレーマーハーフェンに建

設した。 
ローターブレードの新しい製造業者であるパワーブレーズ(PowerBlades)社は、株式の

51%を保有する RE パワー社と、そしてドイツのローターブレード供給メーカーの SGL
ロテック(SGL Rotec)社（以前の Abeking & Rasmussen Rotec 社。SGL 社が株式の 51%
を取得し子会社化、今に至っている）のジョイント・ベンチャーである。パワーブレーズ

社は RE パワー社が設計した「RE ローターブレード」の生産工場をブレーマーハーフェ

ンに建設した。 
製造するブレードは、将来的には61.5mの長さにもなり、REパワー社の2MWから6MW

のタービンに取り付けられることになる。 
マルチブリッド社（株式の 51%をフランスの巨大原子力メーカーアレバ社が、49%をド

イツのプロジェクト開発会社プロコン・ノルト(Prokon Nord)社が保有）は 2007 年より、

出力 5MW 級の M5000 洋上風力発電用ウィンドタービンの組立を行った。2004 年と 2006
年のプロトタイプには 2 シリーズの風力タービンがあったが、全ての生産は市域内で行わ

れた。 
プロコン・ノルト社は、ハンブルグの西のシュターデ(Stade)に立地する子会社、PN 

Rotor 社とともに M5000 風力タービン用に長さ 56.5m のローターブレードを生産してい

る。シュターデ市はブレーマーハーフェンと同じく Prokon Nord 社の、重量のある M5000
機の台座の生産拠点であり、2009 年から生産が開始されている。 
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鉄製の基礎の生産 
 
ブレーマーハーフェンで 4 番目に大きな洋上風力発電関連企業がヴェーゼルウィンド・

オフショア・コンストラクション・ゲオルクスマリーエンヒュッテ(WeserWind Offshore 
Construction Georgsmarienhütte)社である。この企業は高強度の鉄製の洋上基礎構造物

の設計・製造に特化した会社である。ヴェーゼルウィンド社は従業員 9,000 人、売上高 27
億ユーロのドイツの巨大な製鉄メーカーである。 
現在生産されている製品の中には、マルチブリッド社のウィンドタービン用の三脚支持

構造物や、BARD Engineering 社によって採用された、RE パワー社、Tripiles 社のウィ

ンドタービン向けの被覆型の基礎も含まれている。 
 
こうした風力発電設備供給事業者は、互いに Luneort Bremerhaven– Zentrum für 

Offshore-Windenergie と呼ばれる新たに開発された産業施設を有している。 
市議会はさらに、Luneort 地域に、新たなターミナルの開設を計画しており、その運用

は 2011 年に開始される。この「積み込み」ターミナルは、例えば 250 トンを超える重さ

のナセルや 61.5m 以上の長さのローターブレードなど、重厚長大な部品を直接扱うことが

できるだけでなく、組立を全て行うことも可能である。 
 
また、洋上風力発電に特化したマーケティング部門を、2 つの新規参入の風力タービン

供給業者（パワーウィンド社と、Deutsche Windguard 社）が設置し、ビジネスを開始し

ている。これらの 2 社はそれぞれ、900kW から 1,250kW 規模の発電機に照準を合わせて

いる。 
ヨーロッパの風力発電産業の需要の主たる部分は、既に数メガワットクラスの風力ター

ビンへシフトしている。そのため、パワーウィンド(PowerWind)社(2007 年以前はコネル

ギー(Conergy)社)は新たに PowerWind 56 という、新たに開発したローターブレードの直

径が 56m ある発電容量 900kW のウィンドタービンを、輸送用のインフラストラクチャー

が整っていない輸出市場への主力商品としている。 
 
魅力的な風力発電設備供給事業者に隣り合う場所に、ブレーマーハーフェン市は 2 つの

主要な研究開発施設を提供した。風力発電のコンサルティング会社、Deutsche Windguard
は世界で も大きな、ローターブレードの音響 適化装置を備えた風洞実験装置を所有、

運営・管理を行っている。そして、フラウンホーファー風力エネルギー・海洋工学センタ

ーが、ブレードの直径 70m までの実験が可能な施設を新設した。将来的には、試験可能

なブレードの直径は 100m に拡張されるであろう。 
 
先を見通した計画 

 
今まで述べてきたように、ブレーマーハーフェンの産業構造転換計画の成功要因は、こ
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の街が持っているしっかりした港湾施設と港湾立地、賢明で先進的な政治的サポートが行

われたこと、十分な投資が行われたことにある。この街と、ここでビジネスを行おうとす

る事業主体の間に Win-Win の関係を構築できるような相互の利益を創出できていること

が、ブレーマーハーフェンの先進的な産業支援の仕組の も重要な部分である。 
この Win-Win 関係の明確な事例として引き合いに出されるのが、風力タービンの供給

事業者への支援と迅速な許認可プロセスである。 
 
試験立地環境を迅速に提供した見返りとして、ブレーマーハーフェン市はマルチブリッ

ド社に製造工場をブレーマーハーフェンに建設するよう検討を依頼した。この要求は決し

て法的拘束力を持つものではなく、ただの紳士協定であった。しかし、マルチブリッド社

がブレーメン州政府から研究開発に関する支援を受けた時に比べ、彼らは容易にブレーマ

ーハーフェンへの進出を決定することができた。 
 
今、ブレーマーハーフェン市域内に、5 基の 5MW 級風力タービンが稼動している。そ

のうち 4 基はマルチブリッド社の M5000 で、1 基が RE パワー社の 5M である。それに加

え、エネルコン社は 3MW の E-82 型風力タービンを建設している。また、PowerWind 社

は既に、組立工場の近くに 900kW の試作機を稼動させており、さらに類似の風力タービ

ンを建設する計画がある。さらに、シーメンス(Siemens)社の 2.3MW タービンが 3 基、ブ

レーマーハーフェンに建設されている。 
 

 現在稼動している全ての風力タービンが系統連系すれば、そのエネルギー生産量の総量

で、ブレーマーハーフェン全体の電力需要をほぼまかなうことができるという。そのうち

に、エネルギーの生産・消費という点で持続可能な都市を実現したいという市民の願いを

満たしてくれるようになるだろう。 
 
参考文献 
Boomtown Bremerhaven: The Offshore Wind Industry Success Story 
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2009/03/boomtown-bremerhav
en-the-offshore-wind-industry-success-story 
 
Local wind farm worth exploring 
http://www.gtowntimes.com/story/Editorial-_-Local-wind-farm-worth-exploring 
 
Offshore wind power development project in Bremerhaven 
http://efre-mehrsprachigkeit2.flora.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen59.c.2697.en 
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【再生可能エネルギー特集】太陽エネルギー 太陽光発電 
 

米国及び世界の 2008 年の太陽エネルギー普及は記録的ペースに 
 
 2008 年は米国と世界中で記録的なペースで太陽エネルギーが普及したことが、新しい報

告書によって明らかとなった。2009 年 3 月 19 日、太陽エネルギー産業協会(SEIA: Solar 
Energy Industries Association)が発表した「米国太陽エネルギー産業 2008 年次報告書

(2008 U.S. Solar Industry Year in Review)」によると、米国の太陽エネルギー容量は 2008
年に 17％増加し、約 8,775MW に達したことが判明した。SEIA の報告書では全ての種類

の太陽エネルギーが総計されており、2008 年に米国が設置した太陽光発電(PV)の容量は

342MW であった。また、太陽温水暖房の容量は 139MWth 注1、太陽プールヒーターが 762 
MWth、太陽冷暖房が 21MWth であった。 
 
 グリッド連系 PV 電力システムの成長率は過去 大となり、58％増加して総容量が

792MW となった。グリッド連系 PV 電力システムが一番多いのはカリフォルニア州（設

置容量 178.6MW）であるが、 大規模の PV システム(10MW)はネバダ州ボールダーシテ

ィーに設置されている。一方、米国内の PV 製造能力は 65％増加し、2008 年末時点での

米国の PV 製造総容量は、概算で年間 685 MW となっている。詳しくは SEIA のプレスリ

リース注2と、レポートの完全版を参照されたい注3。 
 
 SEIA の推定によると、2008 年に米国各地に設置された PV システムは 342MW であっ

た。また Solarbuzz 社の年間 PV 産業報告書では、それより若干高く、360MW と推計さ

れている。 
しかし、米国の成長率は世界で も成長している PV 市場、すなわち、スペインとドイツ

に比べると、依然として少ない。Solarbuzz 社の調査によると、スペインは 2008 年に太陽

光発電容量を 2,460MW 追加し、ドイツは 1,860MW を追加しており、米国はその二国から

大きく引き離されて第三位である。同社の推定では、2008 年の世界の市場は 5,950MW 成

長した。世界の太陽電池生産能力は 2008 年に年間 6,850MW に達した。これは、2007 年の

年間 3,440MW から大幅に増えている。このような急速な成長率に貢献した要因としては、

薄膜太陽電池モジュールの生産量が二倍以上になり、2008 年末に年間 890MW に到達した

ことが挙げられる。詳しくは Solarbuzz 社のプレスリリースを参照されたい注4。 
 

翻訳：大釜 みどり 
出典：http://apps1.eere.energy.gov/news/news_detail.cfm/news_id=12362  

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

電力の出力単位をWatt electrical（ワットエレクトリカル。略号We）という。 
注2 http://www.seia.org/cs/news_detail?pressrelease.id=385 
注3 http://www.seia.org/galleries/pdf/2008_Year_in_Review-small.pdf 
注4 http://www.solarbuzz.com/Marketbuzz2009-intro.htm 
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【再生可能エネルギー特集】太陽光発電 
 
米国の太陽光発電システム設置コスト（1998～2007年）分析レポート 
 

2009年2月、米国エネルギー省(DOE: Department of Energy)ローレンス・バークレー

国立研究所(Lawrence Berkeley National Laboratory、以下バークレー研究所)は、1998
年～2007年における米国のグリッド連系太陽光発電(PV: Photovoltaic)システムの設置コ

ストの傾向を概説した報告書を発表した注1。NEDO海外レポートでは「再生可能エネルギ

ー特集」としてこの報告書のエグゼクティブサマリー（大要）と関連図表を紹介する。 
 
エグゼクティブサマリー 
 
 グリッド連系太陽光発電(PV: Photovoltaic)システムの設置量が増加するにつれて、PV
システムの設置コスト（システムの特性、設置場所、部品など）についての経時的な追跡

調査を望む声も増加している。本レポート(“Tracking the Sun: The Installed Cost of 
Photovoltaics in the U.S. 1998-2007”)は、1998年～2007年における米国のグリッド連系

PVシステムの設置コストの傾向を概説しており、このニーズを満たす一助となるだろう注

2。同レポートでは、住宅用PVシステムと非住宅用PVシステム約3万7千基弱（総容量

363MW。2007年に米国に設置されたグリッド連系PVシステムの総容量の約76％に相当）

から得た設置コストのデータに基づいて分析を行っている。 
 
主な分析結果は以下の通りである注3。 
 

総設置コスト 

・データセットの全PVシステムの平均設置コスト（単位は2007年の実質ドル／設置ワッ

トで計算。あらゆる直接的な奨励金、税額控除を受ける前の額）は、1998年の$10.5／W
から2007年の$7.6／Wへと減少した。これは、年間で平均$0.3／Wの減少、つまり、実質

価値換算(real dollars)で3.5%／年の減少に相当する。 
 
・設置コストが全体として経時的に低下しているのは、主に非モジュール系のコストが減少し

たことが原因である（各システムの総設置コストから世界のモジュールの年間平均物価指数を

引いて算出）。1998年～2007年の非モジュール系コストの平均は、$5.7／Wから$3.6／Wに

                                                 
注 1 NEDO 海外レポート No.1040「太陽光発電システムの設置コストは大幅に低下（米国）」参照。

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1040/1040-14.pdf 
注2 このレポートは、データセットで示されている12の州を用いて米国の傾向を表すことを目的と
しているが、サンプル全体としては、米国で多数のPVシステムが設置されているカリフォルニア
州とニュージャージー州のシステムに大きく偏っている。 

注3 特に注釈がある場合を除き、結果は全てのシステム型を反映している（ラックマウント型、建
物一体型、追尾型、非追尾型、結晶型、非結晶型など）。 
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減少した。これは同期間の総設置コストの平均減少額の73％に相当する。これは、コスト削

減を加速させる上で、（恐らくモジュール系価格よりも非モジュール系価格に大きな影響力を

持つ）州と地域のPV開発プログラムが、多少なりとも成功を収めてきたことを示唆している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・平均設置コストに関しては、100kW未満のシステムの設置コストは1998年から減少して

きた。設置コストが絶対値で減少しているのは5kW未満のシステムであり、1998年の$11.8
／Wから2007年には$8.3／Wに減少している。100kW以上のシステムのコスト減少はあま

り見られないが、調査期間の早期の年のデータが不足しているため、必要以上に重視する

必要はないと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

容
量

加
重

平
均
設

置
コ
ス

ト
(2

00
7$

/W
) 

設置年 

図 1：モジュール系コストおよび非モジュール系コストの経時的傾向 
注：非モジュール系コストは総設置コストから世界のモジュールの平均物価指数を引いて算出。 
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図 2：PV システムのサイズ別 設置コストの経時的傾向 
注：平均設置コストは規定年の規定サイズ区分で 5 ヵ所以上の観測結果が入手できた場合にのみ示した。
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・一定サイズのシステムの設置コストの分布範囲は、1998年から大幅に集約されてきている。

コストの高い異常値の出現が稀になってきたことは、市場が成熟してきたことを示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・平均コストの低下と、コスト分布の集約化は2005年に一段落した。平均コストとコスト

の分布は、2005年～2007年から基本的に変わっていない。 
 
・PVの設置コストには大きな規模の経済性(economies of scale)注4が認められる。例えば

2006年もしくは2007年に設置が完了した2kW未満のシステムの平均設置コストは$9.0／
W、750kW以上のシステムの平均設置コストは$6.8／Wであった（ 小サイズのPVシス

テムの約25％低い値である）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
注 4 規模の経済性：生産規模の拡大に伴って製品単位当りのコストが減少していくこと。 

割
合
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図 3：10kW 未満の PV システムの設置コスト分布図 
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図 4：PV システムのサイズ別 設置コスト 
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・平均設置コストは州によって大きく異なる。2006年もしくは2007年に設置が完了した

10kW未満のシステムの平均設置コストは、一番低い州はアリゾナ州で$7.6／W（続いて、

カリフォルニア州（平均$8.1／W）、ニュージャージー州（平均$8.4／W））、一番高い

州はメリーランド州の$10.6／Wとなっている。 
 
・国際的な見地から見ると、米国が極めて近い将来にコストをより大きく削減できる可能

性が示唆されている。2007年の住宅用PV設置平均コスト（消費税と付加価値税を除く）

については、日本($5.9／W)とドイツ($6.6／W)の両国は、米国($7.9／W)を大幅に下回っ

ていた。日本及びドイツと米国の比較や、米国の各州の比較を行った結果、平均設置コス

トは大きく異なっている。この調査結果からは、往々にして大規模なPV普及プログラムが

存在する市場の方が、住宅用PVシステムの平均設置コストがより下がる傾向があることが

示唆されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・住宅用PVシステムを新築に組み込んで設置する場合は、追加設置する場合よりもコスト

の優位性がある。カリフォルニア州の新興再生可能エネルギープログラム(Emerging 
Renewable Program)による助成を受け、2006年もしくは2007年以内に設置が完了した1
～3kWのPVシステムについては、追加設置された場合よりも、新築に設置された場合の

方が、コストが$0.6／W弱安かった（ラックマウント型PVシステムのみに絞った場合は、

$0.8／W弱）。 
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住宅用 PV ｼｽﾃﾑの平均設置ｺｽﾄ（左軸） 
ｸﾞﾘｯﾄﾞ連系累積容量（右軸）

日本 ドイツ 米国 

図 5：日本、ドイツ、米国の平均設置コストの比較 
（2007 年に設置完了した住居用システム） 

注：日本のコストデータは2~5kWシステム、ドイツ及び米国は3~5kWシステムである。但し、米国のデ

ータは消費税を除いているため、本報告書内で他で示されている消費税を含むデータがある場合、完全

に同じ内容ではないことに注意されたい。日本とドイツのデータの出典：Ikki, O. and K. Matsubara. 
2008.「National Survey Report of PV Power Applications in Japan 2007」Paris, France: 「International 
Energy Agency Cooperative Programme on Photovoltaic Power Systems」、並びに、Wissing, L. 2008. 
「National Survey Report of PV Power Applications in Germany 2007」Paris: France:「International 
Energy Agency Cooperative Programme on Photovoltaic Power Systems」 
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・2006年もしくは2007年に設置された10kW未満のシステムのラックマウント型PVシス

テムについては、結晶系モジュールを使用するよりも、意外なことに薄膜系モジュールの

方が平均で$0.5／W以上コストが高いことが判明した注5。2006年もしくは2007年に設置が

完了した大規模PVシステムの平均設置コストについては、結晶系と薄膜系のシステムの間

で大きな差はなかった。 
 
・現在入手できる、限られた構成要素レベルのコストデータ（100kW未満のシステムのみ

対象）によると、モジュールのコストは平均で総設置コストの50％強、インバータのコス

トは10％弱となっている。小規模な住宅用PVシステムには、間接費のコストが高いこと

や、法規制の遵守のためのコスト、その他のコスト（$／Wベース）が大規模なPVシステ

ムよりもかかる等の課題がある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
注5 一般的に薄膜系の方がコストが低い（ただし変換効率は低い）と言われている。 

平均+/-標準偏差

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州の新興再生可能ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
2006 年又は 2007 年に設置された 1~3kW ｼｽﾃﾑ

平
均

設
置
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ト
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図 6：追加設置 vs 新築組込みの設置コストの比較 
 
注：ラックマウント型もしくは建物一体型に区別できないシステムがあるため、ラックマウント型シ

ステム数＋建物一体型システム数は、システム数の総計ではない。

全ｼｽﾃﾑ ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型 建物一体型 ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型 全ｼｽﾃﾑ 建物一体型 

追加設置 新築組込 
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奨励金などのインセンティブを控除した純コスト 

・州と電力会社注6のPVへの奨励金は、2002年～2007年の期間、PVシステムの全サイズで

大幅に減少した。例えば、2002年～2007年の5kW未満のシステムでは、奨励金（税引前）

は平均$1.9／W減少した（2002年の$4.3／Wから2007年の$2.4／Wへ）。 
 
・しかし、2006年に商業用PVシステムへの連邦投資税額控除(ITC: investment tax credit)
が増加した結果、商業用PVシステムの奨励金（税引後）の総額（例えば、州／電力会社の

奨励金と、州ITC及び連邦政府ITCを足した額など。ただし、再生可能エネルギー証書注7の

販売による収入と加速償却(accelerated depreciation)注8の価値は除く）は、2007年に$4.0／
Wとなった。これは過去 高額である。一方、住宅用PVシステムの奨励金（税引後）の総

額については、2007年は平均$3.1／Wであった。これは2001年以降で も低いレベルであ

る。 
 
 

                                                 
注 6 米国では消費者向けに電力を販売する電力会社の中で州や自治体が所有する公営の事業体が一

定の比率を占めている。 
注7 再生可能エネルギーからの発電量を公的機関が認定した証書。再生可能エネルギー源使用義務

と結びついており、州によっては、義務量以上に再生可能エネルギー源による発電を行った発電
事業者が義務量を超過した分の証書を、義務量未達事業者に売却出来る。 

注8 再生可能エネルギー導入促進のため、設備投資費用について実際の耐用年数よりも短い減価償
却期間を設定したり、初年度に50%償却できる特典を設けるなどの税制上の優遇措置。 

総
設

置
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ト
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合

 

住宅用 
(3~5kW) 

小規模商用 
(10~50kW)

大規模商用 
(100kW 未満) 

屋根置き固定方式

図 7：構成要素別の PV 設置コスト（バークレー研究所調査結果） 
 
注：住宅用システムと大規模商用システムの調査に回答したのは設置業者 6 社。 
小規模商用システムは設置業者 5 社。 

間接費､法的準拠、

その他 
設置作業 
 
他の材料 
 
ｲﾝﾊﾞｰﾀ 
 
ﾓｼﾞｭｰﾙ 
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これらの傾向からは、1998年～2007年の間に、米国のPV市場が商業用PVシステム部門

の方向に移行してきたことがある程度読み取れる。ただし、2009年からは住宅用PVシス

テムの連邦ITCの上限引き上げが行われるため、住宅用PVシステムの奨励金総額は若干の

増加が見込まれる。 
 
・2001年～2007年の住宅用PVシステムへの奨励金（税引後）の総額が全体的に減少した

ことによって、住宅用PVシステムの純設置コスト（設置コストから、州／電気会社の奨励

金の額と税額控除額を引いたもの）は、2007年に平均$5.1／Wとなった。これは2001年を

わずか1％下回る値であった。しかし、商業用PVの純設置コストについては、2007年の平

均設置コストが過去 低に近い$3.8／Wとなり、2001年の平均純設置コストを32％下回る

結果となった。 
 
・住宅用PVシステムの奨励金と純設置コストは州ごとに大きく異なっている。2007年に

設置が完了した住宅用PVシステムの各種奨励金の総計（税引後）は、メリーランド州の$2.5
／Wからペンシルベニア州の$5.7／Wまで様々であった。これら二つの州の住宅用PVの純

設置コストについては、ペンシルベニア州が 低平均コストの$3.2／W、メリーランド州

が 高平均コストの$7.7／Wであった。これと同様に、商業用PVシステムに対する奨励金

と純設置コストについても、州によって大きく異なっている。 
 

図 8：税引後の州／電力会社の奨励金 ＋ 州／連邦 ITC（推定） 
 
注：本レポートでは、10kW 未満のシステムは（特に明示されていない限り）全て住居用で州／電力会

社の奨励金は非課税、連邦 ITC の算定基礎は減額されるものとみなした。10kW 以上のシステムは（特

に明示されていない限り）全て商用で州／電力会社の奨励金には連邦政府の法人税率 35％＋州の主な

法人税率が課税され、連邦 ITC の算定基礎は減額されないものとみなした。 

税
引

後
の

奨
励
金

＋
 

州
／

連
邦

IT
C

(2
00

7$
/W

) 

設置年 

住宅用 
商用 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1043,  2009.4.22 

 49

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
均

コ
ス

ト
、
奨

励
金

 
(2

00
7$

/W
) 

州／電力会社の奨励金（税引後） 
純設置コスト（ITC を除く） 

総設置コスト 
ITC（州と／もしくは連邦政府） 
純設置コスト（ITC 込み） 

図 9：住居用 PV システムの純設置コスト 経時変化（推定） 
 
注：本レポートでは、10kW 未満のシステムは（特に明示されていない限り）全て住居用で州／電力会

社の奨励金は非課税、連邦 ITC の算定基礎は減額されるものとみなした。 
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図 10：商用 PV システムの純設置コスト 経時変化（推定） 
 
注：本レポートでは、10kW 以上のシステムは（特に明示されていない限り）全て商用で州／電力会社

の奨励金には連邦政府の法人税率 35％＋州の主な法人税率が課税され、連邦 ITC の算定基礎は減額さ

れないものとみなした。 
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図 11：2007 年に設置された住居用 PV システムの 
各州の奨励金及び純設置コストの比較（推定） 

 
注：本レポートでは、10kW 未満のシステムは（特に明示されていない限り）全て住居用で州／電力会

社の奨励金は非課税、連邦 ITC の算定基礎は減額されるものとみなした。 
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図 12：2007 年に設置された商用 PV システムの 
各州の奨励金及び純設置コストの比較（推定） 

 
注：本レポートでは、10kW 以上のシステムは（特に明示されていない限り）全て商用で州／電力会社

の奨励金には連邦政府の法人税率 35％＋州の主な法人税率が課税され、連邦 ITC の算定基礎は減額さ

れないものとみなした。 
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・2005～2007年の平均設置コストは横ばい状態のままであったが、今後数年間でPVの顧

客経済性が大幅に変移する可能性がある。産業専門家の多くは、PVモジュールが2009年
に供給過多となってモジュール価格が下がり、総設置コストも下がる可能性を予測してい

る。さらに、2009年に始まる住宅用PVの連邦政府ITCの上限引き上げも、住宅の純設置コ

ストのさらなる削減につながると見込まれる。これらの事から、今後数年間は、住宅用PV
市場が再びある程度重要視される可能性がある。 
 
出典：“Tracking the Sun: The Installed Cost of Photovoltaics in the U.S. 1998-2007” 

http://eetd.lbl.gov/ea/emp/reports/lbnl-1516e.pdf 
   （本文：Executive Summary） 
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【再生可能エネルギー特集】スマートグリッド 
 
連邦エネルギー規制委員会がスマートグリッド基準策定を提案（米国） 
 
 2009 年 3 月 19 日、米国連邦エネルギー規制委員会(FERC: Federal Energy Regulatory 
Commission)は、スマートグリッドの発展を左右する、スマートグリッドの基準に関する

政策方針(policy statement)および活動計画の提案書を発表した。スマートグリッドは通信

技術と制御システムを電力網に付加したものであり、電力網の信頼性を高め、先進的なエ

ネルギーシステムに対応する能力を増加させる。「2007 年エネルギー自給・安全保障法

(“EISA: Energy Independence and Security Act of 2007”)」は、米国立標準技術研究所

(NIST: National Institute of Standards and Technology)に対してスマートグリッド基準

策定のための調整を行うことを命じている。また、FERC に対しては、NIST の調整後に

公的ルールの策定を通じてスマートグリッドを広めることを命じている。しかし FERC は、

電力産業が既にスマートグリッド技術を進展させていることに留意し、スマートグリッド

基準に採り入れられるべき一般原則(general principle)の確立を提案している。 
  
 FERC が特にスマートグリッドの 優先課題として掲げているのは、サイバーセキュリ

ティー注1とグリッドの信頼性である。サイバーセキュリティーは既に現在のグリッドシス

テムでも課題の一つとなっている。システムが安全でなければスマートグリッドの双方向

通信の場合、その状況はさらに悪くなる。FERC は、グリッド運用者が広域の電力網の動

作状態を明瞭に把握できるように、システムの双方向通信を可能にする明確な基準も求め

ている。2003 年 8 月に米国とカナダで大停電が起きたのは、このような双方向通信能力

がなかったことが一因であったと考えられる。 
FERC はクリーンエネルギーの成長にも注目しており、再生可能エネルギー源、需要応

答(demand response)システム、エネルギー貯蔵システム、及び電気自動車に対して、ス

マートグリッドをより良く確実に適応させることも求めている。 
電気自動車については、FERC は少なくとも、電力需要が低い時間帯にスマートグリッ

ドによって充電できることを目指しているが、理想的には、スマートグリッドを V2G 注2技

術に適応させ、電気自動車が、広範な分散型エネルギー貯蔵システムとして使用されるこ

とを目指している。詳しくは FERC のプレスリリースを参照されたい注3。 
 

 多くの電力会社が既にスマートグリッド技術の配備に向けて、歩みを進めている。この

ため FERC は、そのような電力会社の取組みに対する暫定的な金利政策も提案している。

FERC は、システムがグリッドの信頼性と安全性に悪影響を及ぼさない限り、電力会社が

                                                 
注1 多数のコンピュータが接続されたインターネット空間における、不正侵入やデータの破壊、情報 
の漏えいなどに対する安全防止対策。 

注2 Vehicle-to-Grid(V2G)：電気自動車をグリッドに接続し、電力をグリッドに送るなど、電力会社
と電力を共有する仕組み。 

注3 http://www.ferc.gov/news/news-releases/2009/2009-1/03-19-09.asp 
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スマートグリッドの取組みにかけたコストを回収できるような提案を行っている。しかし、

このようなシステムは、将来の基準を満たすためにアップグレードすることが可能でなけ

ればならない。 
さらに FERC は、電力会社に対して、米国エネルギー省(DOE)のスマートグリッド情報

センター注4（同センターは、米国再生・再投資法 (ARRA: American Recovery and 
Reinvestment Act)により承認されている）と、プロジェクトに関する情報を共有するこ

とを求めている。FERC は連邦官報の発表後 45 日間、提案した政策方針と活動計画につ

いての意見を受け付ける。提案された政策方針と活動計画については FERC の関連ページ

を参照されたい注5。 
 

翻訳：NEDO 研究評価広報部 
出典：http://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/news/news_detail.html?news_id=
12364 

                                                 
注4 同センター(Smart Grid Information Clearinghouse)はウェブベースの情報センターである。

DOE の関連記事を参照されたい：http://www.oe.energy.gov/news_room_and_events/1223.htm 
注5 http://www.ferc.gov/whats-new/comm-meet/2009/031909/E-22.pdf 
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【再生可能エネルギー特集】 政策 再生可能エネルギー資源 潮力発電 

 

再生可能エネルギー利用見通し、および潮力発電導入事例(英国) 
 

1. はじめに 

英国ビジネス・企業・規制改革省は昨年 12 月、「Energy markets outlook」と題された

資料を発表した。これは、エネルギー市場全体の見通しをまとめたものであるが、そのう

ちの第 9 章が再生可能エネルギーに充てられている。まず、この資料を基に同国の再生可

能エネルギー利用の見通しを簡単に紹介する。つぎに、新たなエネルギー利用の一例とし

て、英国における潮力発電の導入事例について紹介する。 
 
英国は 1960 年以来、北海油田での原油および天然ガス生産の恩恵を被っていたが、1999

年にピークを打った同油田の原油産出高は今後、年率 5.5％で減少すると考えられている。

これから予想されるエネルギー需給のタイト化に対し、英国は、エネルギー供給元の多様

化およびエネルギー市場の自由化の推進を通じて対処するという選択をすでに行った。そ

れに伴い、産出地域が地理的に限られる化石エネルギーへの依存度を下げるためにも再生

可能エネルギーの利用の重要性が認識されることとなった。2020 年にエネルギー需要の

15％を再生可能エネルギーでまかなうことが実現すれば、天然ガスの年間輸入量を 12％か

ら 15％削減することが可能との見通しも紹介されている。 
 
現在の再生可能エネルギーの利用状況は、2007 年度の発電量約 41 万 GWh に占めるエ

ネルギーごとの割合で見ると、水力が 1％、風力が 1％、その他が 3％で合計 5％にとどま

っている(3)。フランスでは 2006 年において既に消費電力の 12％を再生可能エネルギーで

まかなっていることと比較すると、依然として遅れをとっている感が否めない。しかしな

がら、英国において潜在的に利用可能な再生エネルギー量は決して小さくはない。 
 
2. 再生可能資源量 

英国の風力資源の総量は 1,000TWh/年と見積もられている。ただし、陸上でも海上でも

発電装置の設置に様々な制約があることから、実際に利用可能な風力エネルギーは、

150TWh/年と評価されている。風力に関しては、間欠性や、日内および季節ごとの変動、

短時間での風速変化による出力の変動と電力需要とのバランスの問題などがあるものの、

それらは解決可能であるとされている。 
 
現在、英国のバイオマスに基づく再生可能エネルギーの主力となっているのが埋立地ガ

スであるが、利用可能な大規模な施設はすでに利用済みであることから、今後の伸びは期

待できず、将来的には埋め立て施設の減少に伴いエネルギー源としても衰退すると予想さ

れている。エネルギー源としての下水ガスも、2020 年以降は横ばいとなることが予想され

ており、それ以上の伸びは、塵芥およびエネルギー作物を利用することが必要であると指
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摘されている。 
 
バイオディーゼルの年間生産能力は、計画中の施設がすべて稼動を開始し既存の施設が

フル生産したと仮定した場合、2010 年までに 160 万キロリットルに達すると予想されて

いる。しかしながら、この数値は、2007 年のディーゼル消費量の 6％に過ぎないうえ、大

量の植物油の輸入が不可欠となると指摘されている。一方、バイオエタノールの年間生産

能力は、計画中の施設がすべて稼動を開始した場合、2011 年までに 60 万キロリットルに

達するが、これはガソリン消費量の 2.7％であり、大量の小麦の輸入が必要となると指摘

されている。なお、現在、熱源として用いられている再生可能エネルギーとしては、バイ

オマスがもっとも重要であり、なかでも木質バイオマスおよびバイオマスを大量に含む都

市部の塵芥の比重が大きい。 
 
英国における波力発電および潮力発電は、非常に大きなエネルギー源となる可能性が指

摘されている。大西洋という大洋に面するうえに卓越風の方向の関係上、英国は世界でも

も波力エネルギーの大きな地域のひとつとなっている。また、南西部に位置し漏斗状に

広がるブリストル湾奥のセヴァーン河三角洲では、世界第二位の干満差が観測される。施

設設置に適した場所へのアクセスという制約があるため、これらのエネルギーのうち実際

に利用可能なものは一部分に限られるものの、Carbon Trust の見積もりによると、セヴァ

ーン三角洲だけでも英国全体の電力需要の 5％をまかなうことが可能であり、全土では波

力および潮力エネルギーによって電力需要の 15％から 20％が生産可能であるという。な

お、潮流は長期にわたって完全な形で予想することが可能であるのに対し、波の強さとス

ピードは風速と相関するために、波力発電には、風力発電同様の間欠性および変動性とい

う問題がつきまとうと指摘されている。 
 
水力利用に関しては、1980 年以降、大規模な施設が新たに建設された例はほとんどなく、

今後もほとんどないとされる。未利用のままに残された水力エネルギーは、極小規模ない

し小規模の水力エネルギー生産設備によるもののみで、そのような設備は現在、家庭用お

よび農場用に使用されているほか、電力会社への売電を目的に地域で使用されている例も

あるという。 
 
そのほか、太陽熱、空気熱源ヒートポンプ、土壌熱源ヒートポンプ、太陽電池、マイク

ロ風力発電機、マイクロ水力発電機などを用いて熱や電力を近隣地あるいは地域の電力網

へ供給している事例があるものの、これらは、英国全体のエネルギー供給から見ると極め

て小さいものに過ぎないのが現状である。とはいえ、数多くの場所で様々なエネルギー生

産方法が利用可能である点を考えると、再生可能エネルギー利用および二酸化炭素削減に

おける目標を達成するにあたり、これらの持つ可能性は決して小さくないと指摘されてい

る。 
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3. 設備建設見通し 

2008 年 9 月現在で、建設中の再生可能エネルギー発電施設は、合計出力約 1.5GW に上

る。そのうちの 60％強が、国務大臣の承認を必要とする一ヵ所あたり 50MW を上回る規

模のプロジェクトによって占められる。さらに、8.3GW 分に相当する設備の建設に対し、

すでに国務大臣あるいは地域の政策当局からの承認が得られているほか、承認申請の準備

中のものが 8.4GW あると見積もられているが、当然ながらこれら施設の建設には不確定

要素も大きいことが指摘されている。エネルギー源別の内訳は、いずれの場合も、陸上お

よび海上風力発電が大部分を占めている。 
 
また、再生可能エネルギーによるエネルギー生産施設建設に際しては、従来の施設建設

の場合と同様の問題が生じると指摘したうえで、供給サイドで上手く行っていない点とし

て以下の 6 点が挙げられている。しかしながら、これらの点は同時に、英国にとっての新

たなビジネスチャンスにもなりうるとの見方も紹介されている。 
 
・風力発電機の確保 
・海上での施設建設向けの特殊船舶の確保 
・海上風力発電ファームと陸上の電力インフラとを結ぶ高圧直流ケーブルおよび高圧交

流ケーブルの確保 
・変圧器や開閉装置などの設備の確保 
・バイオマス燃料の確保 
・優れた技能を有する技術者の確保 
 
これらの問題点に関し、Redpoint 他によるエネルギー政策と将来における再生可能エネ

ルギー利用状況との関係に関する研究が紹介されている。英国は、再生エネルギー利用の

推進において様々な振興策をとっているとはいえ、市場主導が基本にあるとされているが、

この研究はまさに市場の反応を見据えたものである点が興味深い。 
 
それによると、現状のままでも 2020 年までに再生エネルギーによる発電容量が 12GW

分（その大半は陸上および海上風力発電）新たに確保されると予想されている。これは、

現在の発電容量の 4 倍に当たる数値である。しかし、設置可能な 大容量に対する、実際

に設置される見込みのある容量の割合が、通常のバイオマス発電ではほぼ半分にしかなら

ないなど、風力を除くすべてのエネルギー源（13 項目中 9 項目）で 60％程度未満にとど

まると予想されている。また、利用可能な各資源の利用率も、陸上の強い風力（onshore 
high-wind potential）が 80％に達するのを除くと、ほとんどが数十％未満という低い数値

になることが予想されている。 
 
これに対し、EU による合意事項を達成するために、2020 年までに電力需要の 32％を

再生可能エネルギーでまかなうことを政府が試みた場合、新規の施設建設に関わる問題点
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に関して も楽観的なシナリオが実現するように市場が反応することが期待される結果、

大半のエネルギー源（13 項目中 8 項目）で、設置可能と考えられる発電容量のほぼ 100％
に当たる分が実際に建設されると予想されている。ただし、その場合でもなお、利用可能

な各資源の利用率は、大半のエネルギー源（13 項目中 9 項目）において 50％程度以下に

とどまると予想されている。豊富な再生可能エネルギー資源を持ちながら、その利用率が

低いことは英国にとって大きな課題となっており、本年前半に発表される Renewable 
Energy Strategy においても、いかに利用率を引き上げていくかという点が盛り込まれる

予定である。 
 

4. 潮力発電の取り組み 

英国の潮力発電は、Marine Current Turbine社によるデボン沖での 300kWのSea-Flow
型発電装置の試験例などの先進的事例があったものの、再生可能エネルギー全体の中では

さほど重視されてはおらず、助成金の対象もバイオ燃料や風力、太陽エネルギーが中心と

なっていた。ところが、2008 年 1 月、ビジネス・企業・規制緩和省のジョン・ハットン

大臣により、セヴァーン湾での潮力発電に関し、2 年間にわたる実現可能性調査の実施が

発表され、その後 5 種類のプランについて詳細な検討が行われることが決定されるなど、

潮力発電を取り巻く状況はにわかに活況を呈することとなった。 
 

2008 年 2 月には、北アイルランドのベルファストの南東部に位置するストラングフォ

ード湾に、商業用としては世界初となる潮力発電装置を設置するとの計画が発表された。

SeaGen と命名された本計画に携わるのは Marine Current Turbine 社で、600kW のター

ビン 2 基を利用することで 1.2MW の発電容量を確保し、1,000 戸へ電力を供給する予定

という。この発電装置は、平均海面レベル上に 9m 程度上部が露出するように海底に固定

された直径 3m の柱状の本体に、可動式の腕木を装着、さらにその腕木の両端にプロペラ

が設置されるという構造を持っており、総重量は 1000 トン、全幅 43m と巨大なものであ

る。1m/秒の潮流で発電を開始し、回転が 大スピードに達した場合、ブレード先端の回

転速度は 12m/秒と、風力発電機の約 3 分の一程度となる。回転数は 12rpm で、その回転

エネルギーがギアボックス装置を経由して発電機を駆動する。ベルファストで組み立てを

終えた後、5 月に現地へ設置、7 月に試運転を開始し短期間ながら 150kW の電力を生産し

たほか、本年 1 月時点には発電量が 1,200kW にまで引き上げられているという。なお、

昨夏、試運転中にブレードが破損するというアクシデントが発生したが、同社はこれを、

試運転中にのみ発生する諸条件が重なったことによるものと説明している。 
 
本計画の総予算は 850 万ポンドであり、ビジネス・企業・規制改革省が 520 万ポンドの

助成を行っているほか、Northern Ireland Electricity 社も 50 万ポンドの出資を行ってい

る。Marine Current Turbine 社はさらに、ストラングフォード湾での導入例を足がかり

に、向こう 3 年間に合計 10MW の潮力発電ファームの建設を計画しているほか、2015 年

までに潮力による発電容量を 500MW にまで拡大する方針を明らかにしている。その一環
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として、ウェールズ北部のアングルシー島沖への 10.5MW の SeaGen 型発電施設建設計画

がすでに発表されており、実現可能性調査に対しウェールズ政府が 70 万ポンドの助成を

行っている。そのほか、2009 年 1 月には、同社がカナダの Minas Basin Pulp and Power
社と共同で、カナダのノヴァスコティア州のファンディ湾における 1.5MW の潮力発電設

備の建設計画に参加すると発表されている。 
 
本年 1 月には、Tidal Energy Limited 社が 1MW の潮力発電施設をウェールズ西部ラム

ゼイ・サウンドのペンブロークシャー海岸に設置予定であるとの報道があった。2010 年に

はフル稼働させ、1,000 戸に電力を供給する予定であるという。本計画では DeltaStream
型と呼ばれる発電装置が使用される。この装置は、幅 30m の三角形のフレームの角に 1
基ずつ、水平方向の回転軸をもつプロペラによって駆動されるタービンを配した構造を有

するもので、総重量は 250 トンと軽量である。また、重心が低いことから、他の潮力発電

装置のように海底を掘削して固定する必要がなく、陸上で組み立てを終えた後に海底へ投

ずるだけで設置が完了する。メンテナンス時や設計寿命が尽きた場合も、引き上げるだけ

でよいので、維持や撤去に際し特殊な船舶を必要とする他のタイプに比べて大きな優位性

があるという。また、環境面でも、DeltaStream 型発電装置は、海底に与える影響が 小

限に抑えられるという利点のほか、ローターの回転スピードが遅いために海洋生物を傷つ

ける可能性が小さいという点も挙げられている。 
 
英国の潮力エネルギー資源の大半は、水深 45m 以上の海底に存在しているが、これま

での固定型潮力発電装置にとってこの水深は深すぎるため、利用が難しかったという。そ

れに対して、DeltaStream 型発電装置では、設置に関して水深に制限がないため、どのよ

うな深度でも稼動可能であることから、英国沿岸の広大な海底を潮力エネルギー源として

活用することができるようになるとされている。ABPMer 社によると、英国領海内で潮力

発電に適した水深、水流速度が観察される海底の総面積は、3000 平方 km 以上に上ると見

積もられている,が、この面積と、複数の DeltaStream 型発電装置を密集させて設置し「潮

力発電ファーム」を建設することも可能である点を考えあわせると、Carbon Trust による

予想値をはるかに上回る電力を潮力発電によって生産することも考えられるとの見方も存

在する 。 
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【個別特集】CO2回収・貯留(CCS) 
 

CO2回収・貯留(CCS)関連の政策および技術動向(世界) 
（第 2 回 米国・オーストラリア・欧州） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 米国、欧州、オーストラリアにおける CCS 関連の政策、動向、技術開発状況 
3.1 米国 
3.1.1 政策 
オバマ政権は CCS プロジェクトに 24 億ドルの予算を計上した。米国エネルギー省

(United States Department of Energy：DOE)は、炭素隔離リーダーシップフォーラム

(Carbon Sequestration Leadership Forum：CSLF)、地域的炭素隔離パートナーシップ

(Regional Carbon Sequestration Partnerships)、FutureGen クリーンコール・プロジェ

クト(FutureGen Clean Coal Projects)、炭素隔離中核プログラム(Carbon Sequestration 
Core Program)という、CCS 関連の 4 つのイニシアティブに取り組んでいる。各プログラ

ムの詳細は以下のとおりである。 
 
炭素隔離リーダーシップフォーラム(CSLF) 

CSLF は、CO2のコスト効率の高い分離・回収と、効率の良い輸送を実現するための技

術改良に取り組む、国際的なイニシアティブである。このイニシアティブの目的は、世界

中で情報を共有し、技術開発を加速化することである。米国の研究者らは、このイニシア

ティブで承認されたプロジェクトのうち、オーストラリアのオトウェイ・プロジェクトや、

EU の CO2SINK プロジェクト、アルジェリアのインサラー・プロジェクト、カナダのワ

イバーン・プロジェクトなどに参加している。詳しくは下記の URL を参照： 
http://www.cslforum.org 

目次 
 

3. 米国、欧州、オーストラリアにおける CCS 技術の政策、動向、

技術開発状況 
3.1 米国 

3.1.1 政策 
3.1.2 技術 

3.2 オーストラリア 
3.2.1 政策 
3.2.2 技術 

3.2.2.1 CO2の回収 
3.2.2.2. 貯留 
3.2.2.3. 実証プロジェクトおよびパイロットプロジェクト 

3.3 欧州 
3.3.1 政策 
3.3.2 技術 
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地域的炭素隔離パートナーシップ 
地域的炭素隔離パートナーシップに関する情報は、下記の URL を参照： 

http://fossil.energy.gov/programs/sequestration/partnerships/index.html 
 
FutureGen クリーンコール・プロジェクト注1 

FutureGen クリーンコール・プロジェクトに関する情報は、下記の URL を参照： 
http://fossil.energy.gov/programs/powersystems/futuregen/index.html 
 
炭素隔離中核プログラム 
炭素隔離中核プログラムでは、「炭素隔離に関する新構想(Novel Carbon Sequestration 

Concepts)」として、エネルギー生産によって発生した CO2 を対象として、革新的な回収

手法や再利用・貯留技術の開発などが行われている。詳しくは下記の URL を参照： 
http://fossil.energy.gov/programs/sequestration/novelconcepts/index.html 
 
3.1.2 技術 
米国立エネルギー技術研究所(National Energy Technology Laboratory：NETL)の「炭

素隔離プログラム(Carbon Sequestration Program)」は、CCS 技術の向上を目指す取り組

みであり、次のような研究開発目標に重点が置かれている。 
 
1. 大規模排出源における CO2回収のコスト効率の向上 
2. 地中貯留された CO2の漏れやすさ（透過性）と、地球の生態系に影響を与える可

能性のある要因に対する理解の促進 
 
同プログラム下で実施された研究の成果は、既存の発電設備に導入できる効果的な CCS

技術を開発するために役立てられる。 
 
炭素隔離プログラムは、「中核的研究開発(core research and development)」および「実

証・展開(demonstration and deployment)」という技術開発の 2 本柱で構成されている。 
 
1. 中核的研究開発 

CO2 の回収、貯留、監視、削減のほか、その他の温室効果ガスの抑制および技術

進歩に焦点を定めた、研究所での研究やパイロット規模研究。 
2. 実証・展開 

商業的な開発に取り組むイニシアティブを後押しし、新技術の実際的なテストを

行う実証プロジェクト。 
 
                                                 
注1 NEDO海外レポート1018号「炭素隔離式の石炭火力FutureGenの 新状況(米国)」参照。 

(http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1018/1018-03.pdf) 
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NETL はまた、DOE の資金を用いて、政府、産業、大学、国際組織などとの共同プロ

ジェクトにも参加している。CO2回収プロジェクトの一覧は下記の URL を参照： 
http://www.netl.doe.gov/technologies/carbon_seq/core_rd/co2capture.html  
 
これらのプロジェクトには、たとえば次のようなものがある。 
 
1. CO2の燃焼前回収で利用できる、ポリベンゾイミダゾール(PBI)系膜システムの開発およ

び大規模化 
この研究の目的は、高温・高圧環境で作動する、経済的に実現可能な PBI 系回収シス

テムを開発することである。 
 
2. CO2回収に利用できる金属モノリス構造アミングラフトゼオライト 

このプロジェクトでは、金属モノリス（共連続構造体）と、アミン注2が結合したゼオ

ライト注3を一体化させた、革新的な CO2回収システムの研究が行われている。現行の技

術では CO2回収コストが高いため、石炭火力発電所に導入できる高効率で低コストな回

収技術の開発を目指している。 
 
3. 炭酸カリウムを吸収剤として利用する CO2回収技術 

このプロジェクトは、ピペラジン注4の混合された含水炭酸カリウムを使った、アルカ

ノールアミンで吸収・除去を行う CO2回収技術の改善を目指したものである。この取り

組みでは、従来のモノエタノールアミンを使った吸収プロセスよりも少ないエネルギー

で利用できる技術の開発を目指している。 
 
NETL はまた、これらと関連のあるガス分離プログラム(Gas Separation Program)にも

取り組んでおり、その成果は炭素隔離プログラムにも役立てられる。ガス分離プログラム

についての詳細は下記の URL を参照： 
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/gasification/gas-sep/index.html 
 

2008 年 11 月、DOE は、米国とカナダの炭素隔離状況を示す地図帳の第 2 版(Carbon 
Sequestration Atlas II of the United States and Canada)を発表した。この地図帳によれ

ば、米国とカナダにある油田、ガス田、炭層、含塩層を合わせると、3.5 兆トン以上の潜

在的な CO2貯留能力があるという。地図帳のダウンロードやインタラクティブ（対話型）

マップの閲覧は、下記の URL から可能： 
http://www.natcarb.org/ 
 
                                                 
注2 アンモニアの水素原子を炭化水素基で 1 つ以上置換した化合物の総称。置換した数が 1 つであれば第一級

アミン、2 つであれば第二級アミン、3 つであれば第三級アミンと呼ばれる。 
注3 ナノメートルレベルの孔が規則的に並んだ多孔性アルミノ珪酸塩の総称。 
注4 環状構造を持つアミンの一種。 
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オーストラリアの CO2CRC 注5が米国などで実施している実証プロジェクトの一覧： 
http://www.co2crc.com.au/demo/worldprojects.html 
 
今後実施される可能性のある CO2CRC プロジェクト： 
http://www.co2crc.com.au/demo/worldprojects_pro.html#giga 
 

CO2CRC のプロジェクトはオーストラリアなどの他国と連携して実施されているため、

これらのプロジェクトにおける技術進歩に関しては、3.2.2 の項で説明する。 
 
米国で実施されているその他のプロジェクトについては、下記の URL を参照： 
http://www.co2captureandstorage.info/cont_northamerica.php 
 
3.2 オーストラリア 
3.2.1 政策 
オーストラリア政府が実施している CCS プロジェクトへの支援には、次のようなもの

がある。 
 
- 連邦科学・産業研究所 (Commonwealth Scientific and Industrial Research 

Organisation：CSIRO)およびオーストラリア地球科学局(Geoscience Australia)
による貯留・回収技術の研究 

 
- CO2CRC など、共同研究センターへの資金提供 
 
- 政府と州政府や産業界が共同で開発した標準や枠組みの監視・評価 
 
- 低排出技術実証基金(Low Emissions Technology Demonstration Fund)を介した

低排出技術への資金提供（5 億豪ドル）と、再生可能エネルギープログラムに対

する資金提供（5 億豪ドル超） 
 
- 「国連気候変動枠組み条約(United Nations Framework Convention on Climate 

Change：UNFCCC)」および「気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental 
Panel on Climate Change：IPCC)」に対する支援 

 
- 「炭素隔離リーダーシップフォーラム(Carbon Sequestration Leadership Forum：

CSLF)注6」および「クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ

(Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate：APP)注7」への参加 
                                                 
注5 Cooperative Research Centre for Greenhouse Gas Technologies（温室効果ガス技術・共同研究センター）. 

オーストラリアの政府系研究機関。 
注6 www.cslforum.org 
注7 http://www.app.gov.au/ 
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2008 年 12 月、オーストラリア政府は国内排出量取引制度(Carbon Pollution Reduction 

Scheme：CPRS)に関する白書「Carbon Pollution Reduction Scheme: Australia’s Low 
Pollution Future」を発表した。この制度が導入されると、同国の各事業者は CO2の排出

に対して代金を支払わなければならなくなり、CO2 排出量を抑制することが可能になる。

政府は、2050 年までに、国内の CO2汚染レベルを 2000 年の 60%減とする目標を定めて

いる。オーストラリアの CO2 削減戦略は、国内排出量取引制度 (Carbon Pollution 
Reduction Scheme)、再生可能エネルギー目標(Renewable Energy Target)、再生可能エネ

ルギーおよび CCS への投資、エネルギー効率への取り組み、の 4 つである。政府は、2010
年 7 月 1 日から国内排出量取引制度を開始することを予定している。 
 
同白書についての Fact Sheet は下記の URL のリンクを参照： 
http://www.climatechange.gov.au/whitepaper/factsheets/index.html 
 
同白書は下記の URL からダウンロード可能： 
http://www.climatechange.gov.au/whitepaper/report/index.html 
 
オーストラリアはまた、CCS に関連した財産権や法的責任の問題への取り組みも開始し

ている。これら（特に CO2の所有者、土地の所有権、長期的な管理と責任、国際条約や国

際協定などの問題）について論じた報告書を下記の URL からダウンロードすることがで

きる： 
http://www.environment.gov.au/settlements/industry/ccs/publications/ccs-propertyrigh
ts.html 
 
2008 年、沖合石油法が改正され、温室効果ガスの貯留に関する規制が整備された(Offshore 
Petroleum Amendment (Greenhouse Gas Storage) Act 2008)ことにより、海底 CCS プロ

ジェクトにおける責任の所在が明確化された。 
 

2008 年 9 月、オーストラリア政府は、国際 CCS 研究所(Global Carbon Capture and 
Storage Institute)の設立計画を発表した。同研究所はオーストラリア国内に設立される予

定であり、政府は毎年 1 億豪ドルの資金を提供するという。この資金援助の目的は、オー

ストラリア内外における産業規模での CCS 技術の開発、および商業化を支援することで

ある。オーストラリア政府はまた、CCS 技術を推進するために、大規模な経済的支援を行

っている。APP の枠組みを通して、CCS に対する国際的な取り組みを調整し、国際的な

パートナーと共に実施しているさまざまな CCS 関連プロジェクトを支援することが、そ

の目的である。すでに開始されている支援としては、National Low Emissions Coal Fund
（低排出石炭技術基金）の下で実施されている、National Low Emissions Coal Initiative
に対する 8 年間で 5 億豪ドルの資金助成プログラムなどがある。 
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APP は、オーストラリア、カナダ、中国、インド、日本、韓国、米国などが参加する国

際的な枠組みであり、経済の発展と貧困の軽減を推し進めながら、気候変動、空気汚染、

エネルギーの安全保障などといった問題に取り組むことを目指している。2006 年、オース

トラリア政府は、APP に対して 5 年間で 1 億豪ドルを拠出することを発表した。 
同政府はこれまでに、APP の 60 件を超えるプロジェクトに対して、9,300 万豪ドルの資

金を提供している。APP が進めているプロジェクトには、地中貯留候補地の評価、石炭火

力発電所向けの試験的な可動式燃焼後回収設備の開発などがある。これらのプロジェクト

について詳しくは下記の URL を参照： 
http://www.ap6.gov.au/index.cfm?event=object.showContent&objectID=187A1FAC-9E
7B-8BB2-5D069A4A5B4701B4 
 

2006 年 1 月、CO2CRC は、ビクトリア州西部のオトウェイ盆地で CCS プロジェクトが

開始されたことを発表した。オトウェイ盆地には、地下に枯渇ガス田がある。このパイロ

ットプロジェクトでは、注入気流の監視と評価に対して、数百万豪ドルの研究助成金を受

けている。同プロジェクトでは、まず、既存の井戸から抽出された CO2とメタンを分離し、

輸送のために CO2 を圧縮する。圧縮された CO2 を枯渇天然ガス田に注入し、その後の経

過を監視する計画となっている。オトウェイ・プロジェクトについて詳しくは下記の URL
を参照： 
http://www.co2crc.com.au/demo/otway_project1.html 
 
3.2.2 技術 
オーストラリアで実施されている研究は、次の 3 つのグループに分けることができる。 
 

1. CO2の回収 
2. CO2の貯留 
3. 実証プロジェクトおよびパイロットプロジェクト 
 
また、地域ごとに展開されている、州レベルの戦略や研究プロジェクトもある。 
 
これらのプロジェクトは CO2CRC のパートナーシップを通じて実施されており、オー

ストラリアが主導しているものの、BP、シェル、シュルンベルジェなどといった産業パー

トナーを通して国際的な広がりを見せている。パートナー組織の一覧は下記の URL から

入手可能である： 
http://www.co2crc.com.au/about/partners.html 
 
これらのプロジェクトにおける技術開発内容について、以下に詳しく説明する。 
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3.2.2.1 CO2の回収 
CCS にかかるコストの 80%は、CO2 の回収に対するものである。オーストラリアの回

収技術研究では、CCS を温室効果ガスの削減に役立つ実用的な技術にするために、これら

のコストの削減に取り組んでいる。 
 
溶剤系システムの改良 
- 吸収装置用の新しい設備の性能 
- 気液膜接触器 
 
革新的な膜システム 
- 高分子膜の性能 
- CO2を除去するための新しい高分子膜 
- ガス分離用のナノ多孔膜 
- 膜モジュール設計の 適化 
- ポリアミド膜の性能に対する不純物の影響 
- CCS におけるジオポリマー注8の利用 
 
圧力スイング吸着法注9 
- CO2回収で利用できる吸着プロセスの開発 
- 圧力スイング吸着法を使った CO2の分離に利用できる材料 
- CO2の分離に利用できる無機／有機ハイブリッド膜 
- CO2回収で利用できる電気的に再生可能なメソ多孔性炭素注10 
 
水和物と低温学 
- 水和物の形成と深冷分離システム注11 
経済モデル 
- CO2回収システムの経済モデル 
- 加熱・冷却の総合的アプローチ 
 

2009 年 2 月にモナッシュ大学の研究者らが発表した報告書では、オーストラリアの発

電所で CO2回収コストを 25%削減するための技術について、詳しく説明している。この研

究によれば、回収設備と発電所の加熱・冷却条件を、個別にではなく全体的に検討するこ

とにより、エネルギー損失量の大幅な削減が見込まれるという。この研究の成果は、新し

                                                 
注8 geopolymer. 人工石の一種。 
注9 power swing adsorption system. 圧力を変えることによって気体を吸着材に吸着、あるいは吸着材から脱

着させ、気体の分離・回収を行う技術。 
注10 mesoporous carbon. 微小な孔が多数あいた炭素材料。 
注11 cryogenic distillation system. 原料となる混合ガスを冷却して液化させ、それぞれのガスの凝縮温度の違

いを利用して、蒸留あるいは部分凝縮によって CO2を分離するシステム。 
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く建設される CCS 設備に導入できるほか、既存の発電所に導入して、設備を改良するこ

ともできる。この報告書は下記の URL からダウンロード可能である： 
http://www.co2crc.com.au/dls/media/09/CO2CRC_capture_more_affordable.pdf 
 
3.2.2.2. 貯留 
貯留の研究には、貯留サイトの選択や特性解析のほか、CO2注入後の監視・評価技術の

研究も含まれる。 
 
地中貯留サイトに対する地域的な調査 
- それぞれに適した技術を使って、さまざまな貯留サイト候補地の評価が実施されている。

地域的調査について詳しくは下記の URL を参照： 
http://www.co2crc.com.au/research/regional.html 

 
貯留層とシール層注12の特性解析 
- 貯留層とシール層の特性解析および地層学 
 
地力学／油層岩石物理学 
- Iona ガス貯留設備：CO2貯留との類似 
- 貯留層の応力経路／断層系の解釈 
- CO2貯留プロジェクトにおけるキャップロック注13の完全性の研究 
 
流体力学／地球化学 
- CO2地中隔離サイトに類似した海底の自然地形の調査 
- CO2地中隔離サイトに類似した陸上の自然地形の調査 
- 土壌ガスを計測することによる自然状態での CO2の移動の調査 
- 流体と岩石の相互関係を示す地球化学モデル 
- 塩性帯水層とシール層 
 
貯留層モデル 
- 貯留層の状態の短長期的な変化のモデル化 
 
地球物理学 
- 連続的な地震探査注14 
- CO2が飽和状態になっている砂岩の弾性応答 
- 大気技術の開発 
                                                 
注12 seal. シール性（密閉性）のある遮断層。キャップロックなど。 
注13 cap rock. 貯留層を覆う遮断性のある緻密な地層で、シール層の一種。帽岩とも呼ばれる。 
注14 seismic imaging. 弾性波の伝播特性を利用して、地下構造を調査する技術。「弾性波探査」、「弾性波イ

メージング」などとも呼ばれる。 
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- 大気監視 
 
炭層への CO2の貯留 
- CO2の炭層貯留に関する研究 
- 炭層内部の気体流路 
- 炭層と CO2の相互作用 
- 炭層への CO2貯留の経済性 
 
リスク評価 
- 回収・貯留システムに対するリスク評価 
 
3.2.2.3. 実証プロジェクトおよびパイロットプロジェクト 
オトウェイ・プロジェクト（第 1 段階） 
オトウェイ・プロジェクト（第 1 段階）は、オーストラリアで初めての CO2地中貯留の

実証プロジェクトである。このプロジェクトは、CO2CRC の一環として国際的な研究チー

ムによって実施されている、地中隔離に対する規制要件の策定に向けた先導的な取り組み

である。 
 
ヘーゼルウッド発電所における燃焼後回収プロジェクト 

CO2CRC は、メルボルン大学で開発された溶剤・膜技術と、モナッシュ大学で開発され

た吸収剤を、ビクトリア州ヘーゼルウッドにあるパイロットサイト（試験運用サイト）で

テストする。この燃焼後回収技術の実証プロジェクトでは、ビクトリア州に新たに建設さ

れる発電所や、既存の褐炭火力発電所における、これらの技術の技術的・経済的実現性が

確認される。 
 
マルグレーブにおける回収プロジェクト 

溶媒の吸収能力、膜分離技術、圧力スイング吸着技術の研究を行うために、燃焼前回収

の試験プロジェクトが実施される。この試験の結果もっともコスト効率の高いことが分か

った技術は、ガス化プラントや、その他の工程を含む設備でさらにテストされ、CO2回収

技術の向上に役立てられることになる。 
 
計画中のプロジェクト 
オーストラリアで、現在実施が検討されているプロジェクトには、ムーンバ、モナッシ

ュ、ZeroGen、カライド A、オトウェイ・プロジェクト（第 2 段階）などがある。詳しく

は下記の URL を参照： 
http://www.co2crc.com.au/demo/worldprojects_pro.html#giga 
オーストラリアにおける CCS プロジェクトについて、より詳しくは下記 URL を参照： 
http://www.co2captureandstorage.info/cont_australasia.php 
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3.3 欧州 
3.3.1 政策 
ゼロエミッション化石燃料発電所に関する欧州技術プラットフォーム (European 

Technology Platform for Zero Emissions Fossil Fuel Power Plants：ZEP)は、欧州委員

会(European Commission)、欧州産業界、非営利組織(NGO)、科学者、環境活動家などに

よって構成されている枠組みであり、2020 年までに欧州内の化石燃料発電所における CO2

排出量をゼロにすることを目指している。2008 年、ZEP は、利用可能なすべての CCS 技

術および燃料源の実証プロジェクトと、欧州全土の地形・地質調査プロジェクトの 適ポ

ートフォリオを策定した。 
 

ZEP は、EU と欧州経済領域(European Economic Area：EEA)注15の全域を結ぶパイプ

ラインで現在進められているプロジェクトについて検討し、今後 10～12 件の実証プロジ

ェクトを実施する必要があると結論づけた注16。現状では、技術ごとに実証の進み具合が異

なっているが、これらのプロジェクトにより、そのようなばらつきを解消し、回収、輸送、

貯留の各技術に総合的に取り組むことが可能になる。ZEP によるプロポーザル（提案）は

下記の URL からダウンロード可能： 
http://www.zero-emissionplatform.eu/website/library/index.html#etpzeppublications 
 

ZEP は、新しい空気分離膜などといった新技術を除外し、検証の必要な主要技術を以下

のとおり特定した。 
 
- 回収：3 つの主要技術（燃焼後回収、燃焼前回収、酸素燃料） 
- 貯留：2 つの主要オプション（枯渇した油田やガス田、深海塩性帯水層） 
- 輸送：2 つの主要オプション（パイプラインと船舶） 
- 設備効率の向上（CO2回収プロセスのために発生する損失分の補填） 
 
新しいプロジェクトでは、これらの技術を用いて、無煙炭・褐炭・ガス燃焼、また褐炭と

バイオマス燃料の併用燃焼から CO2を回収・貯留する方法が評価されることになる。 
 

2008 年 12 月、EU は、発電所への CCS 設備の導入を促す内容を含む一括法案を採択し

た。EU はまた、新しく建設される 10～12 基の CCS 実証プラントに対して、EU 排出量

取引制度(EU ETS)で定められた新規参入者リザーブ注17の中から 3 億アローワンス注18（数

                                                 
注15 欧州経済共同体(EEC)と欧州自由貿易連合(EFTA)にまたがる経済領域。1994年1月に発足。具体的にはEU 

加盟国にアイスランドとノルウェー、リヒテンシュタインを加えた領域。 
注16 すでに計画済みの 8 件のプロジェクトに、新たに 2～4 件のプロジェクトが追加されることになる。 
注17 New Entrant Reserve. EU ETS の下で、新規加入者（施設）へ割り当てるためにあらかじめ確保してあ

る排出枠。 
注18 Allowance. 排出枠。 
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十億ユーロ相当）を与えることにより、各国政府が経済支援を行うべきだという点にも合

意した。 
 
3.3.2 技術 
欧州で実施されている CO2CRC プロジェクトについて、以下に紹介する。 

 
スライプナー(Sleipner)プロジェクト 
（場所：ノルウェー領北海、事業主体：スタットオイル社注19） 

このプロジェクトについては、NEDO 海外レポート 1042 号に掲載された本稿前半の「2. 
CO2回収・貯留に関する地球規模での政策」注20の中で説明している。 
 
ラック(Lacq)天然ガス発電所におけるパイロットプロジェクト 
（場所：フランス、ルース天然ガス田とラック盆地、事業主体：Total 社） 

このプロジェクトは、スチームボイラーからの CO2の排出から地中貯留までの、回収・

貯留プロセス全体をテストするパイロットプロジェクトである。ラック天然ガス発電所の

スチームボイラーを酸素燃料燃焼ユニットに改造し、そこから排出された CO2を回収・圧

縮して、27km 離れた場所にあるルース天然ガス田（ほぼ枯渇している）へパイプライン

で輸送し、注入する。 
 
K12B プロジェクト（場所：北海、K12B 沖合プラットフォーム） 
天然ガス生産時に発生した CO2を回収し、元のガス貯留層に再び注入する。このパイロ

ットプロジェクトの第 2 段階では、CO2の注入に伴ってガスの生産量が増進される可能性

について調査が行われる。現在、CO2の注入と、その後の監視、評価が進められている。 
 
CO2 SINK プロジェクト（場所：ドイツ、ブランデンブルク州ケッツィン） 

このプロジェクトでは、閉鎖されたガス貯留層の下にある塩性帯水層に CO2が注入され

ている。注入は 2009 年に終了する予定である。同プロジェクトは、CO2 貯留技術に対す

る理解を深めるための調査研究である。 
 
スノービット(Snøhvit)プロジェクト（場所：ノルウェー領バレンツ海） 

スノービット天然ガス田に建設されたスタットオイル社の天然ガス液化プラントには、

アミン法注21を用いた天然ガスからの CO2回収設備が設けられている。回収された CO2は

ガス貯留層の下にある塩性帯水層へ注入されている。CO2の貯留は2008年に開始された。 

                                                 
注19 Statoil. ノルウェーの国営石油会社。 
注20 「CO2 回収・貯留(CCS)関連の政策および技術動向(世界)（第 1 回 概要）」 

(http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1042/1042-01.pdf?nem) 
注21 CCS 技術の一種で、アルカノールアミン水溶液などアミン系の吸収剤を利用して CO2を化学的に分離す

る手法。 
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RECOPOL 注22プロジェクト（場所：ポーランド、Kaniow） 
EU と RECOPOL コンソーシアムによる共同出資の下で実施されている、先進的な炭層

メタン研究・実証プロジェクトである。このプロジェクトは、炭層からメタンガスを生産

し、それと同時に、回収した CO2を地中へ貯留するというものである。CO2の注入はすで

に終了しており、現在は、監視と分析が行われている。 
 
CO2STORE プロジェクト（場所：ドイツほか） 

このプロジェクトは欧州における貯留層の特性分析や評価を行うものであり、ドイツ北

東盆地の深部塩性帯水層の研究などが実施されている。ENCAP、CASTOR、CO2GeoNet、
ISSC など、ここで紹介したもの以外の欧州の CCS プロジェクトについては、下記の URL
を参照： 
http://www.co2captureandstorage.info/cont_europe.php 
 

インペリアルカレッジ・ロンドン注23（英国、ロンドン）とケンブリッジ大学（同ケンブ

リッジ）は、「ZECA」と呼ばれる概念に基づいた共同プロジェクトを実施している。

「 ZECA 」の工程は、水素を添加して石炭をガス化する「水素添加ガス化法

(hydrogasification)」と呼ばれる手法を用いたものであり、酸素を使った燃焼というプロ

セスを避けてエネルギーを生産する設計となっている。ZECA を構成する個々の技術要素

はすでにテスト済みであり、Nexant 社注24が独自に行った調査によれば、ZECA は潜在的

に実現可能であり、効率的な技術になりうることが分かっているという。この技術につい

て詳しくは、下記の URL を参照： 
http://www3.imperial.ac.uk/carboncaptureandstorage/carboncapture/zeca 
 

EU は、CO2燃焼前回収技術の開発に取り組む ENCAP と呼ばれるプロジェクトに資金

を提供している。このプロジェクトは、次のような複数のサブプロジェクトによって構成

されている。 
 
1. 工程と電力系統(process and power systems) 
2. 燃焼前炭素除去技術(pre-combustion decarbonisation technologies) 
3. 酸素燃料ボイラー技術(oxy-fuel boiler technologies) 
4. 化学ループ燃焼注25(chemical looping combustion) 
                                                 
注22 Reduction of CO2 emission by means of CO2 storage in coal seams in the Silesian Coal Basin of 

Poland. 
注23 旧ロンドン大学インペリアルカレッジ。2007 年にロンドン大学から独立した。 
注24 Nexant Inc. エネルギー産業に対する技術ソリューションの提供や、コンサルティングサービスなどを行

っている米国企業。 
注25 燃焼法の一種として、発電システム等に適用可能な化学ループ燃焼法が知られている（特開2000-37168

号公報）。この燃焼法では、金属酸化物と燃料とを第１反応容器内で還元反応させるとともに、金属酸化物

の還元体を第２反応容器に移動させて酸化剤と酸化反応させる。（出典：J-STORE 科学技術振興機構研究

成果展開総合データベース。特許コードP06A009586「膜燃焼方法及び膜燃焼装置」（朝倉祝治、島野 哲）

http://jstore.jst.go.jp/cgi-bin/patent/advanced/detail.cgi?pat_id=13331） 
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5. 動力サイクルのための高温酸素生成(high-temperature oxygen generation for 
power cycles) 

6. 新しい概念の燃焼前回収技術(Novel pre-combustion capture concepts) 
 
各プロジェクトについて詳しくは、下記の URL を参照： 
http://www.encapco2.org/prjovrvw.htm 
 

(完) 
翻訳：桑原 未知子 

 
（出典： SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program） 
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【エネルギー】 省エネルギー 地方助成    

 
オバマ政権が地方のエネルギー効率向上に 32 億ドルを助成（米国） 

 
 バイデン副大統領およびエネルギー省(Department of Energy: DOE)のスティーブン・

チュー長官は、米国の都市、郡、州、自治領、および先住民居住区域におけるエネルギー

効率・節約プロジェクトに 32 億ドル投資する計画を発表した。オバマ大統領のアメリカ

再生・再投資法に基づいて拠出されるエネルギー効率・節約包括的助成(Block Grant)プロ

グラムは、エネルギーの総消費量や化石燃料からの温室効果ガス排出を削減し、エネルギ

ー効率を全国的に向上させるプログラムに対する助成方式を規定するものである。 
「この投資により、税金を節約することができ、国中のコミュニティで雇用を生み出す

ことになるのです。これらの資金をどのように実際のプロジェクトに使うかは、地方のリ

ーダーに委ねられることになります。しかし私たちは、これらの投資が早急に、且つ賢明

に地方の経済を立て直し、エネルギー消費を抑えられたかどうかについて、彼らに説明責

任を負わせます。」バイデン副大統領は、こう述べた。 
 
 この資金は、エネルギー監査、および住宅や商業ビルへのエネルギー効率装置の設置、

先進的な建設法や検査の開発と実施、およびエネルギー効率向上のための財政的インセン

ティブプログラムの構築を支援することを目的としている。助成金の使用が認められるそ

の他の活動としては、エネルギーを節約する運輸プログラム、埋め立て地からのメタンな

どの温室効果ガスの排出を削減し回収するプロジェクト、政府関連ビルへの再生可能エネ

ルギーの設備設置、エネルギー効率が向上した信号機や街灯の導入、コジェネレーション

(Combined Heat and Power: CHP)の導入、および地域冷暖房システムの導入などがある。 
 
 説明責任を明確にするために、DOE は指針を提供すると共に、助成金受領者に対して、

報告を求める。報告すべき内容は、創出されたあるいは確保された雇用の数、節約された

エネルギーの詳細、設置された再生可能エネルギー容量、温室効果ガスの排出削減量、お

よび助成金の利用額である。人口の規模とエネルギー消費を基にした方式に従って、助成

の金額が決定される。 
 
 「エネルギー効率・節約包括的助成は、エネルギー問題の解決に向けた重要な投資です。

これにより、アメリカの経済を活性化し地方レベルで雇用を創出することを目指していま

す。私たちが利用でき、すぐにでも導入できる も安価で、 もクリーンで、 も信頼で

きるエネルギー技術（エネルギー効率およびエネルギーの節約）に資金が投入される予定

です。またこの助成により、地方のコミュニティは、クリーンエネルギーの導入や気候変

動対策といった国の長期的目標を達成するための戦略的投資を行うことができるようにな

ります。」とチュー長官は語った。 
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 エネルギー効率・節約包括的助成プログラムのもとで、市や郡は 19 億ドル近くを、州

や自治領は約 7 億 7,000 万ドルを獲得する予定である。DOE による直接拠出の対象にな

るほど規模が大きくない郡や市に関しては、州が資金を受け取り管理する。先住民につい

ては、部族政府に対して 5,400 万ドル以上の資金が直接分配される。 
 
 この資金のうち 大 4 億 5,600 万ドルが、地方のエネルギー効率のための個別プロジェ

クト競争提案に振り向けられる計画である。競争提案の詳細に関しては後日告示される。 
 
 今回の発表は、耐候化（断熱加工）支援および州のエネルギープロジェクト支援用に約

80 億ドル拠出するという DOE の 近の発表注1とは別のものである。 
 
 州別、郡別、市別、部族政府別の内訳の詳細は、ウェブサイト注2から入手できる。 
 
 ホワイトハウスでの今回の発表後、チュー長官および労働省(Department of Labor: 
DOL) のヒルダ・ソリス長官はペンシルバニア州ピッツバーグのアレゲニー郡にあるコミ

ュニティ・カレッジを訪問中である。同施設の労働者は各種の「グリーンジョッブ(環境関

連の職業、Green jobs)」訓練を受けている。市や郡は、環境配慮型建物の建設や設備の近

代化から、エネルギー効率が向上した街灯の導入、エネルギー監査の導入まで、[あらゆる

レベルで]グリーンジョブに投資している。チュー長官およびソリス長官は、市や郡は他の

コミュニティに対する模範であると共に、この資金拠出が地方の雇用を創出し省エネに役

立ったことを示す好例であるとして、その努力を称えた。 
 
 詳細についてはウェブサイト注3から入手できる。 
 

翻訳：吉野 晴美 
 
出典：Obama Administration Announces $3.2 Billion in Funding for Local Energy Efficiency Improvements 

(http://www.energy.gov/news2009/7101.htm) 

                                                 
注1 NEDO 海外レポート No.1040「経済再生法における省エネ・新エネプログラム（米国）」参照。 
  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1040/1040-10.pdf 
注2 http://www.energy.gov/recovery 
注3 Energy Efficiency and Conservation Block Grants 

(http://apps1.eere.energy.gov/wip/block_grants.cfm) 
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【環境】 気候研究 

 

米国とポルトガルは気候研究での協力協定に調印 
 

2009 年 3 月、米国とポルトガルはアゾレス諸島グラシオーザ島に移動式気候観測装置

を設置する協定に調印した。 
 
この可搬式の観測装置は、5 月から 20 ヵ月の間、島の海洋環境からの雲とエアロゾル特

性の測定データを入手する。測定結果は低層の海洋雲で起こる微細なプロセスについての

科学的な理解を促進し、気候モデルをテストし改善するのに使われるであろう。 
 
可 搬 式 の 観 測 装 置 、 す な わ ち 移 動 式 大 気 放 射 観 測 (Atmospheric Radiation 

Measurement：ARM）装置は、米国エネルギー省（DOE）が世界中の様々な場所に戦略

的に配置したデータ収集装置のうちの 1 つで DOE 基礎科学局の管轄である。 
 
低層あるいは境界層の海洋雲は世界中の沿岸環境でみられ、地球の気候システムに大き

な役割を果たしている。しかしコンピュータによるシミュレーションでは、海面温度の上

昇、季節サイクル、温室効果ガスやエアロゾル特性に対して低層雲が与える影響について

いろいろと異なった反応を示している。将来の気候を正確に予測するために、科学者達は

こうした雲のタイプ別のライフサイクルを制御する要素をもっと良く理解する必要がある。 
 
「コンピュータモデルが将来の気候のシミュレーションを改善し続けるためには、科学

界としてはこれらの雲についてのもっと包括的なデータが必要である。」と、DOE の生物・

環境研究局の Anna Palmisano 副局長は言う。 
 
協定は、DOE とアゾレス諸島大学との間の科学面の協調活動を公式化したもので、「海

洋境界層における雲、エアロゾルおよび降水量」という名称の研究から開始される。ワシ

ントン大学の Robert Wood をリーダーとして、科学チームにはさらに米国、チリおよび

英国からの研究者も加わる。 
 
「この研究は、雲の垂直構造の高分解能での解析および遠隔地の亜熱帯海域における低

層雲の降雨特性という気候学上の初めての成果になるであろうし、また国際的な気候研究

界への非常に大きな貢献となるであろう。」と Wood は言う。 
 
グラシオーザ島は、ポルトガル領の群島であるアゾレス諸島の中の多くの小島の 1 つで

あり、北米東海岸からは東に 3,900km、リスボンの西 1,500km の地点にある。アゾレス

諸島は近くの大陸からの汚染された気団が通過してしまうので比較的清浄な大気の状態で

あるため、この立地は大気の広範囲の状態を捉えるのに理想的なのである。 
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移動式観測装置は継続的な大気の観測結果を得るために開発された。そのためこの観測

装置の普及先にはドイツ、アフリカ、さらに 近では中国も含まれている。この観測装置

はまた、アラスカ、オクラホマおよび北オーストラリアの熱帯西太平洋地域の固定（永久

的）観測所でも稼働している。 
 
移動式装置によって集められたデータは無償で入手可能である。 
 
DOE 科学局は 1989 年に生物・環境研究局の中に ARM（大気放射観測）プログラムを

創設したが、これは気候モデルを改善する目標を持って、雲と大気中のエネルギーとの相

互作用について科学的に不確実な点を調査するためであった。このプログラムを通じて確

立されたインフラとデータアーカイブスが、2003 年に科学利用者の機関にすなわち ARM
機関に指定された。ARM プログラムの詳細はと機関については以下のサイトを参照のこ

と。 
http://www.arm.gov/ 
 
 
出典：U.S. and Portugal Sign Agreement for Climate Research Collaboration 
 （http://www.energy.gov/news2009/7107.htm） 
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【産業技術】 ナノテク  

 

太陽光を液体燃料に：人工光合成用のナノ結晶光触媒を開発(米国) 
 
米国エネルギー省ローレンス・バークレー国立研究所(バークレー研究所)「ヘリオス太

陽エネルギー研究センター」の成果である、酸化コバルト・ナノ結晶は、太陽光から液体

燃料を生産するための人工光合成システムにとり、重要な半反応の 1 つである水分子の分

割に効率的に使用することができる。 
 
何百万年もの間、緑色植物は、太陽光からのエネルギーを捕らえて、それを電気化学エ

ネルギーに変換するために光合成を用いている。研究者の目標は、二酸化炭素と水から液

体燃料を生産するために使用することが可能な、光合成の人工バージョンを開発すること

である。バークレー研究所の研究者たちは、酸化コバルト・ナノサイズ結晶が、水分子を

分割する重要な光合成反応を効率的に行なうことができるという発見で、この目標に向け

た大きな一歩を進めた。 
 
「酸素、電子およびプロトン(水素イオン)への、水分子の光酸化は、人工光合成システ

ムの 2 つの必須である半反応の 1 つである。それは、二酸化炭素を燃料に還元するために

必要とされる電子を提供する。 
効率的な光酸化は、太陽光の光子を効率的に使用すること、また、その光子のむだを避

けるために、太陽の光束に遅れずついていくために十分に高速であることという、両方に

効率的な触媒を必要とする。 
酸化コバルト・ナノ結晶クラスタは、十分に効率的でかつ高速で、さらに、長期間にわ

たり強健で、また豊富である。このクラスタは、これらの条件を完全に満足させる」、とポ

スドク研究者のフェン・ジオと共にこの研究を行っている、バークレー研究所物理バイオ

サイエンス部の化学者ハインツ・フライは語った。 
 
フライとジオは、「アンゲヴァンテ・ケミー(Angewandte Chemie)誌」に発表した論文

の中で、彼らの研究成果を報告している："Nanostructured Cobalt Oxide Clusters in 
Mesoporous Silica as Efficient Oxygen-Evolving Catalysts.",「効率的に酸素を生み出す

触媒としてのメソ多孔質シリカのナノ構造化酸化コバルト・クラスタ」 
 
この研究は、ヘリオス太陽エネルギー研究センター(Helios SERC：Helios Solar Energy 

Research Center)においてポール・アリビサトの指導のもとに行われている、太陽光から

の燃料開発を目指すバークレー研究所の科学プログラムである。フライはヘリオス太陽エ

ネルギー研究センターの副所長を務めている。 
 
液体燃料生産用の人工光合成は、石油や石炭の燃焼に起因する地球温暖化に関与しない、
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輸送エネルギー用の再生可能でカーボンフリーな資源の可能性を提供する。その目的は、

太陽の光子を捕らえることができ、水を酸化させることができる触媒システムを単一プラ

ットフォームの光集光システムに統合することにより、長い間にわたり働いてきている緑

色植物やある種のバクテリアのプロセスを改良することである、言いかえれば人工の葉の

開発である。 
 
「光の吸収、電荷輸送そして触媒特性が、個々の無機分子構造により制御可能である柔

軟性と正確さを利用するために、我々はシリカ中の多核金属酸化膜ナノクラスタの研究を

行っている。 
初期の研究で、酸化イリジウムが、この仕事を進めるのに、効率的で十分に速いことを、

我々は発見した。しかし、イリジウムは地球上にあまり豊富ではない金属なので、非常に

大規模な使用には適当ではなかった。我々は、同じように効率的で、はるかに豊富な金属

を探していた」とフライは語った。 
 
緑色植物は、光化学系 II と呼ばれるタンパク質複合体で水分子の光酸化を行なっている。

マンガン酵素はその中で触媒として働いている。光化学系 II をモデルにした、マンガン基

盤の有機金属複合体が、水酸化用光触媒としてある見込みを示した。しかし水の溶解性に

多少問題があり、また、どれもそれほど強健ではなかった。 
 
水に溶解しバイオ模倣材料よりも遙かに強健な純無機材料の触媒の探索で、フライとジ

オは、重要な産業用触媒であり非常に豊富な材料である酸化コバルトを調べ始めた。フラ

イとジオが酸化コバルトのミクロンサイズ粒子をテストした時、彼らは、この粒子は非効

率的で光触媒として動作するにはあまり速くはないことを知った。しかしながら、彼らが

その粒子をナノ寸法にした時、その結果は別問題であった。 
 
「酸化コバルト(Co3O4)ナノサイズ結晶クラスタでの収率は、ミクロンサイズ粒子よりも

およそ 1600 倍以上高かった。また、酸素分子の産出速度は、クラスタ当たり約 1140 個/
秒であり、これは、地表面の太陽光子束(平方メートル当たりおよそ 1000 ワット)に相当し

ている」とフライは説明する。 
 
フライとジオは、足場としてメソ多孔質シリカを使用して、「湿式含浸」として知られ

る技術によって、シリカの天然の平行ナノスケールチャンネル内にそのコバルト・ナノ結

晶を成長させた。 良の結果は、長さ 50 ナノメーター、直径 8 ナノメーターの大きさの

ロッド状結晶であった。それらは、クラスタ束を形成するために短いブリッジによって相

互に連結された。クラスタ束は、直径 35 ナノメーターの球体のように形作られた。コバ

ルト金属自体の触媒効率が重要だった一方、クラスタ束の向上した効率と速度の背後の主

な要因はその寸法であるとフライは語る。 
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「これらの 35 ナノメーター・クラスタ束の比較的に大きな内面積(ここで触媒作用が起

こる)が、向上した効率の背後の主な要因であり、より大きなクラスタ束(直径 65 ナノメー

ター)を作った時には、内側の面積が減少したため、その効率利得の多くを失ったのではな

いか考えている」と彼は語った。 
 
フライとジオは、なぜ、これらの酸化コバルト・ナノ結晶クラスタが、このように効率

的で高速の光触媒であるのかについて、よりよい理解をするためにさらに研究を行ない、

また、他の金属酸化膜触媒も研究する予定である。しかしながら、次の大きなステップは、

水酸化半反応を人工葉型システムの二酸化炭素削減ステップと統合することであろう。 
 
「我々の酸化コバルトナノ結晶クラスタの効率、速度および寸法は、光化学系 II と匹敵

している。酸化コバルトの豊富さ、使用中のナノクラスタの安定性、適度な電圧と穏やか

な pH および温度条件を計算に入れる時、実行可能な統合太陽燃料変換システム開発のた

めの、見込みある触媒部品を手に入れたと信じている。統合システムは、燃料生産用人工

光合成分野での、次の重要な挑戦である」とフライは語った。 
 

出典： 
http://newscenter.lbl.gov/press-releases/2009/03/10/turning-sunlight-into-liquid-fuels-berk
eley-lab-researchers-create-a-nano-sized-photocatalyst-for-artificial-photosynthesis/ 
  

 
「人工光合成シナリオによる太陽燃料」の下

では、膜内に埋め込まれたナノチューブが、

緑色の葉のように動作するであろう、水分子

(H2O)を分割するために太陽輻射(Hγ線)を
使用して、電子と酸素(O2)を自由にし、その

後、燃料を生産するために二酸化炭素(CO2)
と反応して、ここに示されたメタノール

(CH3OH)を生産する。 
その結果は、化石燃料の燃焼からの大気中の

過剰な二酸化炭素の削減を支援する再生可

能なグリーン・エネルギー資源である。 
(Credit： Flavio Robles, Berkeley Lab Public Affairs) 
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