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【省エネルギー特集】 
 

国際エネルギー機関におけるヒートポンプ技術の取り組み 
 

NEDO 省エネルギー技術開発部 
プログラムマネージャー 宗像鉄雄 

 
【はじめに】 
 ヒートポンプ技術は、空気・河川・地中熱・排熱等の低温の再生可能熱源から人間の活

動に有効な熱を作る技術であり、全世界で 8％の CO2を削減できるポテンシャルを有して

いると考えられており注1、国際エネルギー機関(IEA)でも積極的な取り組みが行われている。

IEA の設立経緯等については、NEDO 海外レポート NO.1051, 2009.9.16「国際エネルギ

ー機関における電動車両と蓄電池に関する調査研究」に詳しく述べているため割愛するが、

本報告においてはヒートポンプ実施協定の経緯等について若干補足する。 
 IEA 理 事 会 (Governing 
Board: GB)の下には5つの常設

作業部会・委員会が設置されて

おり、その 1 つがエネルギー研

究技術委員会(The Committee 
on Energy Research and 
Technology: CERT)である。

CERT の下には 42 の実施協定

（2009 年現在）が活動しており、

ヒートポンププログラム(Heat 
Pump Programme: HPP)実施

協定は、この内の 1 つである。

なお、CERT の下には、用途別

に 4 つの作業部会・委員会が設

置されており、HPP 実施協定は、

その内の 1 つである 終用途技

術 作 業 部 会 (The Working 
Party Energy End-Use 
Technologies : EUWP)の下に

組織されている。 
IEA における HPP 実施協定

                                                 
注1 Heat pumps can cut global CO2 emissions by nearly 8%, IEA Heat Pump Centre Brochures and 

Informative Fact Sheets. 

図 1  IEA における HPP 実施協定の位置づけ
注 2 
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の位置づけを図 1 に示す注2。 
 HPP 実施協定は、1978 年に組織され、現在、13 カ国（オーストリア、カナダ、フィン

ランド、フランス、ノルウェー、イタリア、ドイツ、オランダ、日本、韓国、スウェーデ

ン、スイス、米国）が加盟している。日本は、1979 年に旧通商産業省工業技術院が調印者

となって加盟した後、2001 年に省庁再編により経済産業省産業技術環境局研究開発課が調

印者となり、その後 2004 年からは NEDO 省エネルギー技術開発部が調印者となって現在

に至っている。 
 HPP 実施協定の具体的な活動としては、協定加盟の各国政府代表機関(Contracting 
Parties)が出席する執行委員会(Executive Committee)、国際共同プロジェクト(Annex 活

動)、ヒートポンプ国際会議等を通して、冷凍冷蔵やエアコンを含むヒートポンプ技術全般

に関する知識や先端技術に関する情報交換が行われている。また、スウェーデンにヒート

ポンプセンターを置き、ホームページ(http://www.heatpumpcentre.org/)やニュースレタ

ーを通じた普及活動を行っている。執行委員会や Annex の各委員会は、年 2 回程度の割

合で開催されている。 
 
【Annex 活動状況】 
 現在活動中の Annex は、Annex 31～34 の 4 件であるが、日本は、この内、Annex 32
と 33 に参加している注3。直近まで活動していた Annex 29 からの活動状況は、以下のよう

になっている。 
 
１．Annex 29: 土壌（地中）熱源ヒートポンプ－市場と技術の障壁の克服（Ground-Source  
Heat Pumps Overcoming Market and Technical Barriers） 
幹事国(Operating Agent: OA)：オーストリア 
参加国：カナダ、日本、ノルウェー、スウェーデン、米国 

地中熱源ヒートポンプシステムの普及阻害の要因となっている市場の障壁や技術的な

問題点について討議し、それらを克服するための解決策について検討した。2004 年 9 月
にスタートした後、以下の専門家会議及びワークショップが行われ、ファイナルレポート

がほぼ完成している段階である。 
（活動経過） 
・2004 年 9 月 第 1 回専門家会議 [ウィーン(オーストリア) ] 
・2005 年 5 月 ワークショップ [ラスベガス（米国）] 
・2006 年 5 月 第 2 回専門家会議及びワークショップ [リンツ（オーストリア）] 
・2007 年 1 月 第 3 回専門家会議及びワークショップ [札幌・登別（日本）] 
・2008 年 5 月 ワークショップ [チューリッヒ（スイス）] 
 

                                                 
注2 http://www.heatpumpcentre.org/ 
注3 IEA HP 実施協定（ヒートポンプセンター）ニューズレター国内版 第19号（平成21年2月発行）

http://www.hptcj.or.jp/chikunetu_lib/ieanewsjp/pdf/ieanewsjp19.pdf 
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2．Annex 30: 建築物へのヒートポンプのレトロフィット（Retrofit Heat Pumps for 
Buildings） 
OA：ドイツ 
参加国：フランス、オランダ（日本は不参加）） 

欧州の市場で注目されている既築住宅へのヒートポンプ（ゼロあるいは低地球温暖化係数

(Global Warming Potential: GWP)の作動媒体を用いた電気式ヒートポンプおよび吸収式あ

るいは吸着式のガス燃焼式ヒートポンプ）のレトロフィットを中心テーマとした。2005 年 4
月にスタートした後、2008 年秋に終了した。ファイナルレポートを作成中である。 
 
3．Annex 31: スーパーマーケットシステムにおけるエネルギー消費のモデリングと解析 
ツール（Advanced Modeling and Tools for Analysis of Energy Use in Supermarkets） 
OA：スウェーデン 
参加国：カナダ、ドイツ、英国、米国（日本は不参加） 

スーパーマーケットにおける冷凍・空調システムについて、システム全体のエネルギー

性能を明らかにする解析ツールを開発し、 適運転のための制御方法やエネルギー効率を

表す指標について検討している。2006 年 1 月にスタートした後、2009 年 12 月で終了予

定となっている。 
 
4．Annex 32: ローエネルギー住宅の経済的な冷暖房システム（Economical Heating and  
Cooling Systems for Low Energy Houses） 
OA：スイス 
参加国：オーストリア、カナダ、フランス、ドイツ、日本、オランダ、ノルウェー、   

スウェーデン、米国 
ローエネルギー住宅に適した、冷・暖房、給湯、換気、除湿などが可能な多機能・複合

ヒートポンプシステムに関する調査やエネルギー消費・コストなどのシステム評価を通し

て、 適なシステム構成に関する検討や設計手法（ガイドライン）の確立を行っている。

2006 年 1 月にスタートした後、タスク 1～3 としてカントリーレポートをまとめた中間レ

ポートを 2008 年 11 月の執行委員会へ提出後、ファイナルレポートを準備中であり、2009 
年 12 月で終了予定となっているが、2010 年 3 月頃まで延長される見通しとなっている。 
（活動経過） 
・2006 年  4 月 第 1 回専門家会議（キックオフミーティング）[ムーテンツ（スイス）] 
・2006 年 11 月 第 2 回専門家会議 [アルクマール（オランダ）] 
・2007 年  5 月 第 3 回専門家会議 [アーリントン（米国）] 
・2007 年 12 月 第 4 回専門家会議及びワークショップ [京都（日本）] 
・2008 年  5 月 第 5 回専門家会議及びワークショップ [チューリッヒ（スイス）] 
・2009 年  3 月 第 6 回専門家会議 [グラーツ（オーストリア）] 
・2009 年  9 月 第 7 回専門家会議 [モントリオール（カナダ）] 
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5．Annex 33: ヒートポンプ用コンパクト熱交換器（Compact Heat Exchangers in Heat 
Pumping Equipment） 
正 OA：英国、副 OA：スウェーデン 
参加国：オーストリア、日本、米国 

ヒートポンプで使用される各種の熱交換器（蒸発器、凝縮器など）について、マイクロ

チャネル熱交換器などの高性能化・コンパクト化の可能性について検討している。 
2006 年 7 月にロンドン（イギリス）で立ち上げのための準備会合が開催され、イギリ

スの Brunel 大学が OA、スウエーデンの王立工科大学が副 OA となった。2006 年 10 月

にスタートし、活動期間は 3 年間となっており、現在、ファイナルレポートの作成に向け

て準備を行っている。 
（活動経過） 
・2007 年 5 月 第 1 回の専門家会議・ワークショップ [ストックホルム(スウエーデン)] 
・2008 年 5 月 ワークショップ [チューリッヒ（スイス）] 
・2009 年 1 月 ワークショップ [シカゴ（米国）] 
・2009 年 9 月 第 2 回専門家会議[ロンドン（イギリス）] 
 
６．Annex 34: 冷暖房ための熱駆動ヒートポンプ（Thermally Driven Heat Pumps for  
Heating and Cooling） 
OA：ドイツ 
参加国：オーストリア、カナダ、フランス、イタリア、オランダ、ノルウェー、スイス、

米国（日本は不参加）） 
IEA ヒートポンプ実施協定 Annex 24（吸収・吸着ヒートポンプの将来展開）の後続研

究であり、IEA 太陽エネルギー冷暖房実施協定の Annex 38（太陽熱空調と冷凍）との共

同研究である。このアネックスは熱駆動ヒートポンプシステムの経済性、環境性およびエ

ネルギー性能の定量の検討を加え、 も大きい環境効果、 も有利な経済性および 大の

市場潜在力を明らかにするものである。 
2007 年 10 月にスタートし、活動期間は 3 年間となっている。2008 年 5 月 20 日に、

第 9 回 IEA ヒートポンプ国際会議に併せ、チューリッヒ（スイス）にてワークショップ

（キックオフミーティング）が開催された。 
なお、Annex は、HPP 実施協定に加盟している各国から提案されたものが検討され、

二カ国以上の加盟があれば実施に移される。現在下記の５件のテーマが各国から提案され、

検討されているが、日本としては、(1)と(4)に参画する予定である。 
(1) Harmonized test procedures and calculation method for SPF for residential heat 

pump application（住宅用ヒートポンプ適用のための SPF の試験手順と計算方法） 
(2) Field Measurements (Demonstrate heat pump systems annual energy performance 

in real installations) （実地据え付けにおけるヒートポンプシステムの年間エネルギー

性能の実証） 
(3) Quality Installation / Quality Maintenance Sensitivity Studies (Avoiding Efficiency 
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Degradation due to Poor Installations and Maintenances) 
 （据付やメンテナンス品質精度の研究（粗悪な据付やメンテナンスによる効率悪化の防

止）） 
(4) Industrial heat pump application（産業用ヒートポンプの応用） 
(5) System using solar thermal energy in combination with heat pumps (ヒートポンプ

とソーラー熱エネルギー統合利用システム) 
 
【ヒートポンプ国際会議の準備状況】 
 IEA の HPP 実施協定の活動の中で重要な位置づけとなっているヒートポンプ国際会議

は、3 年毎に、欧州、北米、アジアの持ち回りで開催されており、毎回 500 名前後の参加

者がある。これまでの開催状況は、第 1 回（オーストリア：1984）、第 2 回（米国：1987）、
第 3 回（日本：1990）、第 4 回（オランダ：1993）、第 5 回（カナダ：1996）、第 6 回（ド

イツ：1999）、第 7 回（中国：2002）、第 8 回（米国：2005）、第 9 回（スイス：2008）
となっている。第 9 回の状況は、IEA Heat Pump CENTRE NEWSLETTER Vol.26、 No.3, 
2008 注 2

や IEA HP 実施協定（ヒートポンプセンター）ニューズレター国内版 第 17 号（平

成 20 年 7 月発行）注4 に詳述されているので興味のある読者は参照されたい。なお、第 10
回は 2011 年に日本の東京での開催が決定しており、2009 年 9 月 10 日に日本開催準備委

員会を開き、開催時期、開催場所、概要プログラム、今後の取り組み、等について議論を

行った。今後、日本開催組織委員会を組織し、この下に実行委員会および部会等を立ち上

げ、2011 年開催に向けた取り組みが本格始動する予定となっている。国際会議で議論され

るトピックスは、ヒートポンプ技術ばかりではなく、システム化や応用技術、市場の状況・

戦略、各国の政策、気候変動に対応する国際活動等、環境・省エネルギーに関し、幅広く

議論される。参加を考えている方は、2009 年 12 月を目処に今後立ち上げる予定の第 10
回ヒートポンプ国際会議のホームページ（IEA ヒートポンプセンターのホームページ

注 2
に

リンクされる）を参照されたい。 
 
【最近の話題と今後の課題】 

ヒートポンプの性能は冷媒の種類に大きく依存する。これまで、オゾン破壊係数

（Ozone-Depleting Potential：ODP）の大きい CFC（R12 等）や HCFC（R22 等）から

オゾン層を破壊しない HFC（R134A や R410A 等）への転換が図られてきているが、HFC
は、ODP はゼロであるものの GWP が 1000 以上と大きく、CO2 換算排出係数が大きくな

るため、低 GWP である冷媒への転換が図られつつある。家庭用ルームエアコンや自動車

用エアコンでは、それぞれ R410A、R134A 現状でも HFC が主流の冷媒として用いられて

いるが、冷蔵庫や深夜電力を利用して温水を貯めるエコキュートでは、それぞれイソブタ

ン（R600A：ODP=0、GWP=3）、二酸化炭素（R744：ODP=0、GWP=1）といった自然

冷媒に殆ど移行しており、業務用でもアンモニア（R717：ODP=0、GWP<1）を使用した

                                                 
注4 http://www.hptcj.or.jp/chikunetu_lib/ieanewsjp/pdf/ieanewsjp17.pdf 
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ものが実用化されている。なお、一般に、自然冷媒は、動作圧力、可燃性、毒性等の点で

使用が難しく、更に、使用に際しても現状の機器への使用では機器性能が劣る場合もあり、

更なる研究を要する。 IEA Heat Pump CENTRE NEWSLETTER Vol.26, No.4, 2008 注

2
では自然冷媒を特集しており、「米国・カナダのスーパーマーケットにおける CO2冷媒の

導入例（米国）」、「可変イジェクターを用いた遷臨界 CO2 サイクルの性能改善（米国）」、

「日本におけるノンフロン省エネ冷凍空調システムの開発」、「小容量システムにおける冷

媒としてのアンモニア（スウェーデン）」、「温水ヒーター用ヒートポンプ冷媒としての CO2

の伝熱特性（日本）」、といった内容が掲載されている。特に、日本におけるノンフロン省

エネ冷凍空調システムの開発は、NEDO 環境技術開発部で行われているプロジェクトであ

り、現状の HFC を用いた冷凍空調システムと同じ性能をノンフロン冷媒で実現するため

の技術開発に関するものである。こちらについては、IEAヒートポンプ国際会議とは別に、

次世代冷凍空調技術国際会議 2010 として 2010 年 2 月 17 日（水）～19 日（金）に東京国

際交流館で開催される予定である注5。また、自然冷媒に限らず、GWP が低く、使い勝手

の良い冷媒（ODP=0 は絶対条件）が望まれており、デュポン社とハネウェル社が共同開

発した冷媒 HFO-1234yf（ODP=0、GWP=4）の特性も近年注目されている注6。 
 一方、ヒートポンプの性能は上述した冷媒の種類ばかりでなく、ヒートポンプサイクル

における温度差にも大きく依存し、空気熱源のヒートポンプでは、暖房性能は寒冷地より

も温暖地の方が高く、逆に冷房性能は温暖地よりも寒冷地の方が高い。すなわち、温度差

が大きいほどヒートポンプ性能は低下する。このような特性を有するため、近年、年間を

通して比較的一定の温度となっている地中熱や河川熱を利用したヒートポンプが注目され

ている。地中熱や河川熱は、夏季には大気温度よりも低く、冬季には大気温度よりも高い

ため、ヒートポンプサイクルにおける温度差を空気熱源の場合よりも小さくできるためで

ある。IEA Heat Pump CENTRE NEWSLETTER Vol.27, No.1, 2009 注 2
では地中熱源ヒ

ートポンプを特集しており、 
 
① 「エネルギー使用を削減するヒートポンプの設置（スコットランド）」；河川熱源ヒー

トポンプによる温熱・温水供給システムの紹介 
 
② 「エネルギー効率：可変冷媒流量（Variable Refrigerant Flow：VRF）システムと地

中熱源ヒートポンプ（Ground Source Heat Pump：GSHP）の比較（米国）」；GSHP
システムの優位性 

 
③ 「基礎熱交換器：地中熱源ヒートポンプの初期費用削減（米国）」；掘削より低コスト

な地中熱交換器の設置方法 
 

                                                 
注5 http://2010nextacr.com/ 
注6 http://www2.dupont.com/DuPont_Home/ja_JP/assets/pdf/NewsEvents/20090107New%20 

DuPont %20Refrigerant_SA.pdf  
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④ 「大規模地中熱源ヒートポンプシステムの性能改善（カナダ）」；地中熱を用いた種々

のシステムでの性能改善の試みの紹介 
 
⑤ 「温室の空調への地中熱源ヒートポンプの適用（日本）」；既存の加熱方法（空気熱源

ヒートポンプや空気熱源ヒートポンプとボイラーを組み合わせたシステム）と比較し

たフィールドテストによる CO2排出やエネルギーコストの面からの地中熱源ヒートポ

ンプシステムの優位性 
 
⑥ 「日本における地中熱源ヒートポンプ（日本）」；日本における地中熱源ヒートポンプ

の現状紹介 
 
といった内容が掲載されている。 
地中熱源ヒートポンプについては IEA HPP Annnex 29 でも取り上げられているが、 

ヒートポンプの性能を大きく向上できるため、今後の技術開発・普及が大きく望まれる分 
野である。 
 
【まとめ】 
 IEA におけるヒートポンプ技術の取り組みについて、IEA HPP の概要（Annex や国際

会議の活動状況）、 近のニュースレターに取り上げられた記事、を中心に述べた。熱エネ

ルギーの有効利用の観点から、ヒートポンプ技術は省エネルギー、CO2排出抑制に大きく

寄与する技術であり、今後も性能向上・導入普及に向けた技術開発が望まれるものの一つ

である。 
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【省エネ特集】ヒートポンプ     
 

ヒートポンプ・バロメータ 2009 年(EU) 
－EU の 2007 年～2008 年の GSHP 市場の成長率は 9.5%－ 

－EU の 2008 年末時点での GSHP 総設備容量は 8,920.2 MWth 注 1に－ 
－EU の 2008 年の GSHP 新規設置数は 112,157 ユニットに－ 

 
地中熱源ヒートポンプ(ground source heat pumps: GSHP)は、快適で、経済的かつ環境

に優しいヒーティング注 2 システムとして徐々にその基盤を固めてきており、欧州連合

(European Union: EU)諸国では過去 3 年にわたり、毎年 10 万ユニット以上が設置された。

EurObserv’ER は、この技術に対する現時点での評価を行った。また、空気熱源ヒートポ

ンプ(air source heat pumps: ASHP)を再生可能エネルギー分野に再導入した欧州指令に

従い、ASHP も初めて評価対象に加えた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. はじめに 
 欧州では、ヒートポンプは完全に認知された証明済みの技術であり、その主な機能は住

居の暖房である（囲み記事 1 参照）。ヒートポンプは補助的に他の機能も果たすことがで

きる。なぜなら、住居に暖房を供給するシステムは、設定によっては給湯もできるからで

ある。その場合には、補助的なエネルギーが必要になる可能性がある。また、家屋への給

湯専用のヒートポンプもある。それ以外にも、冬に建物を暖め、夏に冷やすことができる

ヒートポンプ（可逆ヒートポンプ）がある。この場合、冷媒サイクルは逆になり、住居か

                                                 
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。 
注 2編集部注：本稿では、暖房と給湯をあわせたものをヒーティングと記載する。 

1. はじめに 
1.1 空気熱源式および地中熱式モデル 

2. GSHP 部門 
2.1 統計上の制限 

3. EU ではほぼ 80 万ユニットの GSHP 設置 
3.1 欧州の GSHP 部門を牽引するドイツ 
3.2 スウェーデンの GSHP 市場は縮小 
3.3 過渡期にあるフランス市場 
3.4 明らかに減速したオーストリア市場 

4. 欧州における空気熱ヒートポンプ事情 
4.1 多様化する GSHP 業界 

5. EU の GSHP 市場は 2010 年までに 100 万ユニット超 
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ら熱量を奪い建物外に放出する。エアコン（温度調節）というよりは冷房機能により、外

気温に比べて 3~4℃温度を低くすることができる。この点は重要である。というのも不足

分を補って暖房する個別の可逆エアコンもあるからである。しかしこれらは、冬の暖房需

要を満たすための設計が施されていないため、そうした目的を達するには適していない。

因みに、可逆ヒートポンプを設置しても、快適な温度レベルを供給するためには夏に電力

を使用しなければならない。この結果、省エネレベルは低下し、その分環境への好ましい

効果が削がれるのである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 空気熱源式および地中熱源式モデル 
 異なる性能レベルと用途を提供する、ヒートポンプの原理に基づいた多数のシステムが

存在する。これらは、主として 2 つの主要グループに分けることができる。 

囲み記事 1：基本原理 
 
ヒートポンプの基本原理は、外部環境（地中、空気または水）から熱を取り出して住居

を暖めることである。熱は、冷媒（熱の影響を受けて気化する特性を持つ）を用いて取り

出される。この流体は気相に変換された後、ヒートポンプの中で吸収、圧縮されて温度を

上昇させる。その後、熱は水熱交換される、あるいは直接建物内の空気に移される（直膨

方式ヒートポンプと呼ばれる）。熱が放出されると、流体は凝縮し液相に戻る。次に、液

相に戻った流体は、冷媒の圧力を低下させる膨張器を通過し、急激に温度を下げる。する

と、この流体は建物の外から熱量を奪い、新たなサイクルに入る準備ができる。 

貯湯タンクと結合した 
ヒートポンプ 
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①地中熱源ヒートポンプ(ground source heat pumps: GSHP)：水平式、垂直式の集熱器

網または掘削孔を通して、地中または地下水面から熱を取り出す。まれに、川、湖、

海といった地表にある水から熱を取り出すヒートポンプも見られる。こうしたヒート

ポンプは、自然環境からくみ出された水から熱量を取り出すため、地中から取り出す

GSHP と同じプロセスを適用する。簡素化するため、我々EurObserv’ER はこのタイ

プの水熱ヒートポンプを GSHP のグループに含めている。 
②空気熱源ヒートポンプ(air source heat pumps: ASHP)：外気または住居内の空気から

直接熱を取り出す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. GSHP 部門 
 EurObserv’ER のプロジェクトでは、GSHP 部門のみを統計的にモニターしてきた。な

ぜなら、長い間このタイプのヒートポンプのみが再生可能エネルギーを生み出すと考えら

れていたからである。欧州委員会は、再生可能エネルギー技術開発の例として GSHP の利

点を認め、1997 年の白書でこの技術を地熱生産目標に含めた。 
 
 ASHP が含まれなかったのは、冬季の性能レベルが低く、一貫性の点で劣っていたこと

が理由である。1990 年代末までは、多くの ASHP は、一次エネルギーの損益分岐点（1kWh
の電力の消費で 2.58kWth の熱エネルギーに変換する）を超えるのに苦心していた。つま

り、再生可能エネルギーとして受容される 低性能レベルの基準である、性能係数 3 に達

していなかったのである。 
 
 近年、とくにコンプレッサーの分野で多数の技術革新が起こり、ASHP の性能レベルが

著しく向上した。これらの新世代モデルにより、新指令で定義された再生可能エネルギー

の範疇に ASHP を含めるという判断が正当化される（囲み記事 2 参照）。 

垂直式集熱器設置
のための掘削孔の
ドリル ASHP は空気か

ら熱量を取り出
す。 
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2.1 統計上の制約 
 ほとんどの欧州諸国の公的統計機関は、オーストリア、オランダ、チェコ共和国を除い

て、必ずしもヒートポンプの設置数と容量を発表しているわけではない。そのため既存の

統計の大部分は各国の産業協会（スウェーデンは SVEP、フィンランドは SULPU 、フラ

ンスは AFPAC 、ドイツは BWP、エストニアは ESPEL など）あるいは欧州ヒートポン

プ協会(European Heat Pump Association: EHPA)の数字を用いている。GSHP 市場が完

全に無視され、調査やモニタリングが欠落している国もある。さらに、システムの推定設

置数だけは入手可能であるが、システムの容量については市場の特性とシステム当たりの

平均容量（市場で販売されたヒートポンプのタイプに基づき定義される）から推定されて

いることが往々にしてある。 

囲み記事 2：欧州におけるヒートポンプ機器の再定義 
 
 再生可能エネルギー新指令 2009/28/CE は、再び ASHP を再生可能エネルギーの範

疇に含めた。特に指令第 2 条は、3 つの異なるエネルギー源を定義することにより、ヒ

ートポンプの用途を拡大した。3 つのエネルギー源とその定義は以下の通り－①地中熱

エネルギー：地表面の下に熱の形で蓄えられたエネルギー、②水熱エネルギー：地表

の水の中に熱の形で蓄えられたエネルギー、③空気熱エネルギー：大気中に熱の形で

蓄えられたエネルギー。 
  
ヒートポンプで回収された空気熱、地中熱注および水熱の熱エネルギーは、 終エネ

ルギーの生産量が「ヒートポンプの作動に必要な初期のエネルギー投入量を大幅に上

回る」ことを条件に、エネルギーの 終総消費の計算に算入される。指令の付属文書

VII には、ヒートポンプからのエネルギーの算出方法が記されている。すなわち、投入

されたエネルギーに対して 低 115％以上のエネルギーを生み出したヒートポンプだ

けが、欧州基準に到達したポンプとして平均値にカウントされる。たとえば、もし電

力 1kWh をつくるのに必要な初期のエネルギー投入が 2.58kWth である場合、ヒート

ポンプが 低 2.97kWth(2.58×1.15)を生み出さなければ計算対象にはならない。 
  
次に、再生可能エネルギー生産量とは、ヒートポンプで生み出された熱から発電の

ための一次エネルギー消費量（推定平均季節成績係数(seasonal performance factor: 
SPF)[注 3 参照]）により計算されたエネルギー消費分を差し引いたものであると定義

される。欧州委員会は 2013 年 1 月 1 日までに、この係数と熱の生産量を推定する方法

を定める予定である。 
 

注 業界では通常、空気熱ヒートポンプは空気熱源ヒートポンプ(ASHP)を、地中熱ヒー

トポンプは地中熱源ヒートポンプ(GSHP)を意味する。 
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したがって、信頼性がより高いと EurObserv’ER がみなした新情報源が見つかった場合

には、大規模な修正を行う可能性がある。別の問題点は、集合住宅や商業用建物用のヒー

ティングという高容量の GSHP 市場はほとんどモニターされていないことである。この市

場部門は発展している傾向がみられるものの、包括的に市場の成長を把握することはほと

んど不可能である。このような理由から、表 1 の数値は主に国内市場を反映したものにな

っている。 
 
 再生可能エネルギーに関する欧州新指令は、データ収集と集計方法を確立して新たな基

準を遵守するよう多数の加盟国に強制することになるとみられる。これは将来、ヒートポ

ンプの統計を厳密に追跡し、統計の信頼性を高めるためである。 
 
 
3. EU ではほぼ 80 万ユニットの GSHP 設置 
 GSHP 市場は、2006 年から 2007 年にかけて若干停滞した後で 2008 年に 10 万ユニッ

トという節目の数字を超え（112,157 のシステムを販売）（表 1）、成長路線に戻った（9.5%
増）。2008 年末までに EU 内で設置されたシステムの総数は 78 万ユニット以上で、容量

換算でおよそ 8,920.2MWth であった（表 2）。 

ヒートポンプの出力を増加させるため
にスクロール・コンプレッサー技術が利
用された 

低温床暖房の設置－ヒ
ートポンプ用の 適な
熱移送ユニット 
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表 1 EU 内の GSHP の主要市場（設置ユニット数） 
 2007 年 2008 年＊ 
ドイツ 26,887 34,450 
スウェーデン 27,938 25,138 
フランス 18,600 19,430 
オーストリア 8,288 8,566 
フィンランド 5,300 7,500 
英国 3,000 5,000 
オランダ 3,529 4,098 
チェコ共和国 1,792 2,203 
アイルランド 2,608 2,095 
ベルギー 1,200 1,300 
ポーランド 1,700 1,000 
エストニア 1,123 972 
スロベニア 420 405 
ギリシャ 65 n.a. 
合計 102,385 112,157 
＊推計                         出典：EurObserv’ER 2009 

 
注 デンマーク市場に関しては不明な点が多いため、EurObserv’ER
は同国市場の推計を断念した。また多数の小規模市場に関しては統
計が入手できなかったため、言及されていない。ベルギー市場につ
いては、EurObserv’ER がメーカーを調査し、算出した。 

 
表1および2の出典： SVEP（スウェーデン）、BWP e.V.（ドイツ）、
AFPAC（フランス）、Observ’ER（フランス）、CBS Statistics 
Austria、Statistics Netherlands、GSHP Association（英国）、
SEI（アイルランド共和国）、ESPEL（エストニア）、Minstry of 
Industry and Trade（チェコ共和国）、Polish Geothermal 
Association、IJS（スロベニア）、Danish Technologist Institut、
Energy Centre Bratislava（スロバキア）、Ground Reach Project、
EHPA 
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表 2 EU 諸国における GSHP の設置数と設置容量＊ 
 2007 年 2008 年 

設置数 容量(MWth) 設置数 容量(MWth) 
スウェーデン 298,049 2,682.0 320,687 2,909.0
ドイツ 115,813 1,273.9 150,263 1,652.9
フランス 102,456 1,127.0 121,886 1,340.7
フィンランド 38,912 827.9 46,412 857.9
オーストリア 40,549 454.1 48,641 544.8
オランダ 15,230 392.0 19,310 508.0
ポーランド 10,000 133.0 11,000 180.0
アイルランド 7,578 124.0 9,673 157.0
イタリア 7,500 150.0 7,500 150.0
チェコ共和国 6,965 112.0 9,168 147.0
英国 5,350 69.6 10,350 134.6
デンマーク 11,250 123.8 11,250 123.8
ベルギー 8,200 98.4 9,500 114.0
エストニア 3,913 50.1 4,874 63.0
ハンガリー 350 15.0 350 15.0
スロベニア 720 6.4 1,125 12.2
リトアニア 200 4.3 200 4.3
ルーマニア 40 2.0 40 2.0
ギリシャ 194 1.9 194 1.9
スロバキア 8 1.4 8 1.4
ブルガリア 19 0.3 19 0.3
ラトビア 10 0.2 10 0.2
ポルトガル 1 0.2 1 0.2
EU27 合計 673,307 7,649.5 782,461 8,920.2
＊推計                                    出典：EurObserv’ER 2009 

 
注 デンマーク技術研究所およびオーストリア統計局の指導に従い、両国の数値は、われわ
れ EurObserv’ER が 近発表した数値と比べて大幅に下方修正された。データが入手でき
なかった国については、2008 年用の数値も 2007 年に使用したのと同じ数字を使用した。
2008 年に廃棄された GSHP は以下の通り。オランダで 18 ユニット（容量 3 MWth）、ス
ウェーデンで 2,500 ユニット（容量 22.5 MWth）、エストニアで 11 ユニット（容量 0.1 
MWth）、オーストリアで 474 ユニット（容量 5.3 MWth）。入手可能なデータのほとんど
は屋内向け GSHP であるため、高容量の GSHP に関する市場データはほとんど入手できな
い。 

 
3.1 欧州の GSHP 部門を牽引するドイツ 
 ドイツは初めて欧州の GSHP 市場でトップに躍り出た。ドイツヒートポンプ協会（BWP 
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e.V.）によれば、国内市場での 2008 年の販売実績は 34,450 ユニットであった。ブームに

なっている ASHP と併せると、28.1%という大幅な伸びである。空気－水方式

(air-to-water)（囲み記事 3 参照）の設備は専ら給湯用で、2007 年の 17,762 ユニットから

2008 年の 28,002 ユニットに増加した（57.7%増）。GSHP および ASHP の総販売数は、

2007 年の 52,630 ユニットから 2008 年の 77,288 ユニットに、ほぼ 46.9%増加した（屋内

向けの給湯専用のヒートポンプを含む）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
この急激な販売増加の主な要因は、2008 年に新たな奨励制度が発効し、異なる基準（新

築か旧建物か、住居用か非住居用か）とヒートポンプ技術（地中熱源か空気熱源か）に応

じて助成金が支給されるようになったことである。たとえば、住居用の新築建物に GSHP
を設置した場合、10 ユーロ/m2（ただし、住宅 1 軒の上限は 2,000 ユーロ）の助成金を受

け取ることができる。2 つ以上のアパートから成るコンドミニアムの場合には、助成金の

上限は投資額の 10％である。同じユニットを改築建物に設置した場合、個人の住宅向けに

は居住エリア 1 m2に付き 30 ユーロ（ただし、住宅 1 軒の上限は 3,000 ユーロ）、2 つ以上

のアパートから成るコンドミニアムにはコストの 15％までの助成金が支給される。 
 
 ヒートポンプ市場は 2009 年 1 月 1 日から、ドイツのヒーティング部門での再生可能エ

囲み記事 3：ヒートポンプの種類 
 
ヒートポンプは熱源と、熱分配の形態により分類される。空気熱源型はさらに、外気

から熱を取りだし温水を供給するもの（air-to-water：空気－水方式）、外気から熱を取

りだし屋内の空気を加熱するもの（air-to-air：空気－空気方式）、排気からから熱を取

りだし新鮮な空気を供給するもの（exhaust air-to-air：排気－空気方式）に分けられる。

2 つの熱流制御（常時機械換気。continuous mechanical ventilation: CMV）として知

られる後者は、2 流体を制御するファンと低出力ヒートポンプを結合させたものであ

る。これにより、確実に屋内の空気を換気し、余熱で暖める。このヒートポンプは、ユ

ーティリティルーム（台所、浴室、トイレ）の空気から CMV で熱を回収し、リビング

ルーム等（ラウンジ、寝室）に送られる新鮮な空気を予熱で暖める。この技術は特に、

暖房にほとんどエネルギーを使用しない、断熱に非常に優れた生物気候設計の建物

(bioclimatic buildings)に適している。 
  
地中熱源型は、地下水面に蓄えられた熱を利用する（water-to-water：水－水方式）

か、より一般的には地中の熱を利用する。これらはさらに、直膨方式、直膨－水方式、

ブライン－水方式に分類される。ブライン[brine：塩水、海水という意味]というのは、

移送流体の性質を表し、熱の抽出源を表しているのではない（熱の抽出源は地中で、水

ではないため）。 
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ネルギー源の使用促進に係る法律（Wärme-EEG）の発効により恩恵を受けるとみられる。

この法律では、新築建物の所有者に対してヒーティング需要の一部を再生可能エネルギー

で賄うよう義務付けている。GSHP であろうと ASHP であろうと、当該建物のヒーティ

ング需要の 50％以上はヒートポンプから供給されなければならない。同法はまた、ヒート

ポンプ季節成績係数(seasonal performance factor: SPF)注 3を用いた性能条件を規定して

いる。つまり、ASHP の季節成績係数は 3.5、GSHP の季節成績係数は 4 である。もし、

ヒートポンプが屋内給湯も行う場合、GSHP の係数は 低 3.8、ASHP の係数は 低 3.3
を満たしていなければならない。 
 
3.2 スウェーデンの GSHP 市場は縮小 
 EU 内のヒートポンプの 40％以上がスウェーデンに設置されていることから、同国は伝

統的にEUにおけるGSHPの主要市場であった。電気と石油の価格が高騰したことに加え、

エネルギー税制措置（炭素税）の実施を背景に、ヒートポンプ技術（全ての技術を含む）

に急激な革新がもたらされた。その後エネルギーコストが上昇したことにより、ヒートポ

ンプの競争力が著しく向上した。 
 
 SVEP（スウェーデン・ヒートポンプ協会）によれば、スウェーデン市場は現在、GSHP
の販売が 2 年連続で減少している（2006 年の 40,017 ユニットから、2007 年は 27,956 ユ

ニット、2008 は 25,138 ユニット）ことから縮小を余儀なくされている。2007 年に市場

が縮小した理由は、2006 年にピークに達したヒーティング機器の買い換え比率が下がった

ことである。2008 年の比率については、ASHP 機器との激しい競争が原因である。 
 
 優れた断熱設計の新築家屋は、小さな容量のヒートポンプしか必要としない。従って排

気－空気方式ヒートポンプは市場の 90％以上を占める。空気－水方式および空気－空気方

式ヒートポンプも、より効率的なモデルが投入されたことから市場に浸透しつつある。こ

のため、一般的なヒートポンプ市場における地中熱技術のマーケットシェアは、2006 年の

32.7%から 2007 の 29.8%、2008 の 19.6%へと低下した。ヒートポンプ総販売数（全技術）

は 2007 年に低下し（122,473 ユニットから 93,791 ユニット）、2008 年に再び増加して

128,400 を記録した。 
 
 スウェーデンでは、電気ヒーティングシステムを代替する場合に、GSHP に対する助成

金が税額控除の形で支給される。2006 年 1 月 1 日に発効したこの制度の実施期間は、2010
年末まで延長された。助成額は、3,300 ユーロを上限にヒートポンプ設置費用（購入費用

と取り付け費用）の 30％が保証されているが、GSHP ヒーティングシステムの電力使用

量が前システムの電力使用量の 35％を超えないことが条件になっている。 

                                                 
注 3季節成績係数(seasonal performance factor: SPF)により、ヒートポンプの全季節での理論的な

熱アウトプットを算出する。計算に際し、そのタイプ（性能係数、建物の熱特性、循環ループの
電力消費、熱移動流体温度など）に応じた種々のパラメーターを適用する。 
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3.3 過渡期にあるフランス市場 
 AFPAC（フランスヒートポンプ協会）

によれば、フランスは欧州 GSHP 市場で

2008 年に 19,430 ユニットを販売し、3
位を維持した（前年の販売実績は 18,600
ユニット）。このことは、2006 年から

2007 年に停滞した後で同国の市場が若

干成長している（2007 年対比 4.5%拡大）

ことを示している。 
 
 フランスでの GSHP の主要な市場で

ある不動産市場の停滞により、新築物件

の着工が 12.7%押し下げられたことが、

GSHP 販売の成長がやや控えめになっ

た一因である（2008 年の GSHP の販売

実績は 37 万 9,000 ユニット強）。 
 

この傾向を説明する別の要因としては、税還付制度（2006 年～2008 年は 50％、2009
年は 40％、2010 年は 25％）が、空気熱源技術より高価であるがより効率的な地中熱源技

術を推進するように設計されていなかったことである。この制度は、使われている技術の

違いにより税還付の比率に差異を設けていない。唯一の基準は、各技術に対する 低使用

性能レベルである 3.3 以上の成績係数注 4を適用することである。さらに集熱器（または地

中熱センサー）と熱交換機の購入費用は、税還付の対象には含まれない。 
 
ASHP は、この制度から特に恩恵を受けた。空気－水方式ヒートポンプの販売は 2007

年の 51,000 ユニット（Observ’ER 調べでは 50,365 ユニット）から 2008 年の 133,080 ユ

ニットに増加した、と AFPAC は述べている。空気－空気方式ヒートポンプの販売は

（Observ’ER 調べでは節目の数字である 61,000 ユニット程度）、空気－水方式と同様のブ

ームを経験することはないと思われる。なぜなら、Observ’ER の調査結果から、この市場

は 10％以上の縮小が予想されるからである。空気－空気方式ヒートポンプは税還付制度の

対象になっていないため、この市場の成長は 2009 年以降鈍化するとみられる。 
 
 他のほとんどの欧州諸国と同様に、フランスで ASHP がより高成長を遂げたのは、この

                                                 
注 4成績係数(coefficient of performance: COP)は、ヒートポンプの動作に必要な投入エネルギーに

対する、ヒートポンプによって移送された有効エネルギー量の比率である（コンプレッサーや周
辺機器の動作に使用されるエネルギーに対する建物内に放出された熱の比率）。たとえば、1 kWh
の電力を投入して 3 kWth の熱を生み出すヒートポンプの COP は 3 である。COP が大きければ
大きいほど、ヒートポンプの効率が高くなる。 

GSHPの主
要市場であ
る新築住宅
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技術が改築市場とより密接に関わっていること、またフランスの伝統的な電力事業者であ

る EDF（フランス電力公社）がこのタイプのヒートポンプの販売を重視しているという背

景がある。 
 
3.4 明らかに減速したオーストリア市場 
 オーストリア運輸革新技術省の委託で実施された調査の年次報告書（「Erneuerbare 
Energie in Osterreich, Marktenwicklung 2008」）によれば、2008年のGSHPの販売数は

8,566ユニットであった（2007年は8,288ユニット）。オーストリア市場の成長は、2007年
と比較すると明らかに減速している（2006年～2007年にかけての成長は14.6%、2007年～

2008年にかけては3.4%）。 
 

対照的に、空気－水方式 ASHP 市場は 2,110 ユニットから 4,057 ユニットへとほぼ倍増

した。暖房用の空気－空気方式部門は安定しているが、精彩を欠いている（2008 年 488
ユニット、2007 年 486 ユニット）。 
 

2008 年の市場成長率 20.5%（2008 年の設置数は 13,111 ユニット、2007 年は 10,884
ユニット）という文脈で見ると、GSHP のマーケットシェアは 2007 年の 76.2%からは減

少したものの 65.3%となり、ヒートポンプヒーティング部門の中では優勢を保っている。

これらの数字は、屋内の給湯用ヒートポンプを含んでいない。 
 
 オーストリアのヒートポンプ市場は未だに建設部門との結びつきが強く、これが GSHP
の数字が高い理由である。新築建物で GSHP の販売が伸びたのは、厳しいエネルギー効率

規制が原因である。この規制により、非常に高い季節成績係数(SPF)を持つ GSHP の設置

が促進された。同国では、改築部門および新築部門の双方における市場の成長可能性は高

い。この市場の成長は、空気－水方式の空気熱源技術の発展に有利なかたちで持続すると

みられる。 
 
 オーストリアの奨励制度は、基本的には連邦レベルで行われているが、オーバーエスタ

ーライヒ州で導入された制度は特に興味深い。なぜなら、この制度では、助成額と設置さ

れたヒートポンプの性能レベルが連動しているからである。1,500 ユーロの助成を受ける

ためには、新築物件では GSHP（ブライン－水方式および水－水方式）の SPF は 4 以上

でなければならない（屋内の給湯も行うヒートポンプの場合には 3.8）。SPF が 4.5 以上に

なると助成額が 2,200 ユーロになる（屋内の給湯も行うヒートポンプの場合には 4.3）。
1,500 ユーロの助成を受けるためには、直膨方式ヒートポンプの SPF は 低 3.8（屋内の

給湯も行うヒートポンプの場合には 3.6）、空気－水方式のヒートポンプの場合は 3（屋内

の給湯も行うヒートポンプの場合には 2.8）を満たしていなければならない。2,200 ユーロ

の助成を受けるためには、全てのケースで 4.5 以上が必要である。改築の場合には 220 ユ

ーロ増額するが、15 年以上使用した化石燃料（ガス、石油あるいは石炭）を燃やすボイラ
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ーの買い換えのみが助成対象になる。SPF は 低 3.5（屋内の給湯も行うヒートポンプの

場合には 3.2）必要である。ASHP はこのメカニズムの対象から除外されている。 
 
 
4. 欧州における空気熱ヒートポンプ事情 
 上述のように、現在 ASHP は欧州で活況を呈している。ASHP 市場に関する包括的な研

究はまだ行われていないが、EHPA (欧州ヒートポンプ協会)が欧州大陸の主要 8 ヵ国を対

象に実施した調査から市場を予測することができる。8 ヵ国とは、EU6 ヵ国（オーストリ

ア、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン）およびノルウェーとス

イスである。この調査によれば、全種類と用途（冷暖房および屋内の給湯に使用されるヒ

ートポンプを含む）を併せたヒートポンプの数は、2005 年に 249,394、2006 年に 370,447
（48.5%増)、2007 年に 392,756（6%増)、2008 年に 576,392（46.8%増)と、わずか 4 年

で 2 倍以上になっている。 
 

EHPA の調査はまた、様々な種類のヒートポンプを用途別に示しており（図 1）、暖房用

ヒートポンプ（給湯オプションの有無にかかわらず）、可逆ヒートポンプ（冷房も供給）、

排気－空気方式ヒートポンプ（よどんだ空気や湿気のある部屋から熱を回収して屋内へ給

湯、あるいはリビングルームを暖房）のマーケットシェアがわかる。 
 

EHPA の統計には、暖房用途（給湯の有無にかかわらず）に使用されるヒートポンプの

熱源（空気か地中熱か）について述べられていないが、空気熱源システムか地中熱源シス

テムかの内訳を推定することができる。欧州で販売される可逆ヒートポンプは、ほぼ全て

が空気熱源由来で、特に空気－空気方式だからである。熱回収型のヒートポンプも空気熱

源である。 

 

3.4%
排気ヒートポンプ 
（暖房のみ） 

38.7%
可逆ヒート 
ポンプ 
（冷暖房）＊＊

4.5% 
屋内給湯用ヒ
ートポンプ 

18.6% 
GSHP 

（暖房のみ）＊＊ 

34.9% 
空気－水方式 
(暖房のみ)＊＊ 

図 1 8 ヵ国*の種類別ヒートポ
ンプ（空気熱源および地
中 熱 源 ） の 販 売 内 訳
（EHPA 調べ） 

 
＊ オーストリア、フィンラン

ド、フランス、ドイツ、イタ
リア、スウェーデン、ノルウ
ェー、スイス 

＊＊ これらのヒートポンプには、
屋内用の給湯ができるもの
もある。 

出典：EHPA 2009
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 こうした仮説に基づけば、調査対象となった 8 ヵ国の市場の成長から大きな恩恵を受け

たのは ASHP（2007 年から 2008 年にかけて 58.6%増）であることが、EHPA の統計から

わかる（表 3）。GSHP も明らかに成長しているが、より控えめなものになっている（10.6%
増）。これらの市場ダイナミクスから論理的に導き出される結論としては、活況を呈してい

る市場を全体でみると ASHP が優勢であるため、GSHP のマーケットシェアは激減する

ということである。たとえば ASHP のマーケットシェアは、2007 年の 75.4%から 2008
には 81.4%に拡大した。しかしこの数値は、低容量の ASHP（排気－空気方式給湯器およ

び 2 流体制御 CMV タイプのヒートポンプ）を集計に含んでいるので容量の内訳と合致し

ない。 
 

表 3 使用される熱源別ヒートポンプの 8 ヵ国＊の販売傾向（EHPA 調べ） 
 2007 年 2008 年＊ 成 長 率

(%) 
地中熱源ヒートポンプ(GSHP) 
ブライン－水方式 74,126 85,787 15.7
水－水方式 9,907 11,090 11.9
直膨－水方式 4,925 5,445 10.6
直膨式 7,814 4,700 -39.9
GSHP 合計 96,772 107,022 10.6
空気熱源ヒートポンプ(ASHP) 
空気－空気方式（暖房のみ） 97,408 200,978 106.3
熱回収ヒートポンプ＊＊ 32,025 45,245 41.3
可逆ヒートポンプ（冷暖房）＊＊＊ 166,551 233,147 34.0
ASHP 合計 295,984 469,370 58.6
ヒートポンプ合計 392,756 576,392 46.8

 

出典：EurObserv’ER 2009/EHPA 2009 

 
＊オーストリア、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン、ノルウ
ェー、スイス。 

＊＊ 排気－空気方式ヒートポンプおよび給湯用ヒートポンプを含む。 
＊＊＊ EHPA によれば、欧州で販売される可逆ヒートポンプのほぼすべてが空気熱源で

あり、空気－空気方式が圧倒的である。 
 
4.1 多様化する GSHP 業界 
 欧州の GSHP メーカー数は数十に達している。これらのメーカーは主要な市場のある国

（スウェーデン、ドイツ、フランス、オーストリア）に本拠地を置いている（表 4）。各企 

業は独自の技術ミックスを持っている。また容量範囲も、屋内向け（市場の大部分）から

ユニットの容量が数百 kWth に達し得る集合住宅、商業用建物および産業用まで多岐にわ

たる。 
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  表 4 EU の代表的な GSHP メーカー＊（2008 年） 
 国 売上げ 

（百万ユーロ）

雇用者数 容量(kW) 

Nibe Heating 
(Nibe Industrier AB グループ) スウェーデン 290.51) 1,867 5~60

Buderus 
(Bosch Thermotechnik グループ) ドイツ n.a. n.a. 6~91.2

IVT Industrier 
(Bosch Thermotechnik グループ) スウェーデン n.a. n.a. 6~70

Thermia Värme AB 
(Danfoss グループ) スウェーデン 63.82) 220 4~45

Ochsner Wärmepumpen オーストリア 38.7 200 2~1,000

Satag Thermotechnik 
(Viessman グループ) スイス n.a. 40 4.8~109.7

Viessman ドイツ n.a. 8,600 6.2~106.8

Alpha-InnoTec 
(Schulthess グループ) ドイツ n.a. 380 6~160

Stieble Eletron ドイツ 400 3,000 5~44

Waterkotte ドイツ 503) 250 5~500

Thermatis Technologies 
(DFM グループ) フランス 26.2 110 2.3~31

France Géothermie フランス 36.2 160 2.6~47

出典：EurObserv’ER 2009 
＊ 上記企業のほとんどにとって GSHP の生産は企業活動の一部に過ぎない。 
1) 32 億 1,640 万 SEK 
2) 6 億 5,000 万 SEK 
3) 2007 年の数字 

 
主な傾向としては、次第に地中熱源業界と空気熱源装置業界の提携が進んでいることで

ある。地中熱エネルギーに特化したメーカー数の増加したことから、[各メーカーは]全市

場部門の成長から恩恵を受けるべく生産範囲を拡大しようとしているためである。もう一

つの傾向としては、ヒートポンプ専門のメーカーは、顧客にヒーティングの課題に完全な
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解決策を提供するために太陽熱パネルの製造へ転換しつつあることである。たとえば、ヒ

ートポンプは日照時間の少ない時期に太陽熱パネルでの発電の不足分を供給できるため、

ヒーティング用のヒートポンプを太陽熱システムに結合させて屋内に給湯するといったシ

ステムである。 
 
欧州の主要な総合ヒーティング機器メーカー（Viessmann社、Bosch Thermotechnik社、 

Nibe Heating社、De Dietrich社、Vaillant社など）はヒートポンプの欧州市場の一部で優

Viessmann 社の工場における
ヒートポンプの製造風景 
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位に立っている。これらのグループは、ヒートポンプに関するほとんどの技術を持ってお

り、数年前からそれぞれの再生可能エネルギー開発戦略を導入し始めた（ヒートポンプ、

太陽熱、バイオマスボイラー）。その理由としては、化石燃料を使用したシステムと比較し

て、これらの市場部門が急激に成長していることが挙げられる。上記グループは、自身の

ヒートポンプ生産体制を構築するか、あるいは既存の企業を買収して、すでに確立したブ

ランドネームを持つシステムはそのブランドネームで販売した。スイスのSatag 
Thermotechnik社やKWT社（Viessmannグループ）、Bosch Thermotechnikグループの

スウェーデンのIVT社、より 近ではフランスのグループ企業De Dietrich Remeha社によ

り買収されたフランスのグループ企業DFM社（より一般的にはSofathのブランドネームで

有名）といった、ヒーティング部門の主要なグループ企業の支配下にある企業の例を挙げ

ることができる。 
 
他の主要な事業形態としては、ヒートポンプシステム（地中熱源あるいは空気熱源）の

生産に特化し、自社のブランドネームでシステムを販売するグループ企業あるいは独立の

企業で構成される形態である（Alpha-InnoTec社, Waterkotte社, Ochsner社など）。 
 

 スウェーデンのメーカーは、自国の国内市場の規模から考えると、欧州に強い基盤を築

いている。ドイツのグループ企業Bosch ThermotechnikのIVT Industrier AB社は、スカ

ンジナビアでの主要企業の一つである。同社は、全分野のヒートポンプ技術（空気、排気、

地中および水）を商品化して販売し、市場の全部門の成長から恩恵を受けている。IVT 
Industrier AB社は、Boschグループ内の唯一のヒートポンプメーカーというわけではない。

同グループのヒートポンプは

Buderus 社 、 Junkers 社 、 IVT 
Lämpöpumput Oy社（IVT社のフィ

ンランドの子会社で、国内市場で操

業）も製造している。Boschグルー

プは、欧州のヒートポンプの市場規

模は2010年に13億ユーロにまで拡

大するとみている（2007年は9億ユ

ーロ）。 
 
 スウェーデンのグループ企業

Nibe Industrier AB の Nibe 
Heating 社は、スカンジナビア、

ポーランドおよびチェコ共和国の

市場でのリーダーである。温水器、

バイオマスボイラー、地域ヒーテ

ィング設備も製造している同社は、

ヒートポンプ製造
用ロボット 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1056,  2009.12.2 

24 

10 の工場を持っている（スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、ポーランド、チェコ共

和国、ロシアおよびオーストリア）。Nibe Heating 社は、5～60kWth までの 15 種類の

GSHP を製造している。いくつかのヒートポンプをカスケード接続することで、同社は 540 
kWth までのヒートポンプヒーティングシステムを提供できる。 

 
スカンジナビアでの強い存在感を示す Nibe Heating 社はまた、欧州、特にフランスお

よびドイツでのヒートポンプ市場の拡大に乗り出している。同社は、オーストリアの主要

ヒートポンプメーカーの一つである KNV Umweltgerechte Energietechnik GmbH 社の

買収を通じて、オーストリア市場での地位を強化した。ヒートポンプ部門は、2008 年の同

社の販売急増（12.5%増）の主な原動力となり、売上げが 32 億 1,600SEK 注 5（2 億 9,050
万ユーロ)に達した。 
 

Thermia Värme AB 社は、デンマークの業界大手 Danfoss 社が所有するスウェーデン

で第 3 位の企業である。ASHP も製造し 220 人を雇用するこのスウェーデン企業の 2008
年の売上げは、6 億 5,000 万 SEK（6,380 万ユーロ)であった。 
 
暖房機器および温水器の製造で欧州のリーダーの一翼を担うフランスのグループ企業

De Dietrich Remeha 社（売上高 6 億ユーロ）も、ヒートポンプ市場に参入した。2008 年

10 月に同社は、フランスの GSHP 部門のリーダーである Thermatis Technologies 社

(Sofath ブランドを持つ )を支配下に置く DFM グループを買収した。Thermatis 
Technologies 社は、近年各種の空気―水方式ヒートポンプを提供することで販売機種を充

実させ、2008 年に 2,620 万ユーロ売り上げた。また、フランスおよび欧州の多数の販売 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
注 5 SEK はスウェーデンの通貨、スウェーデン・クローナのこと。 

溶接作業風景（ババリア
地方 Kasendorf にある
Alpha-InnoTec 社のヒ
ートポンプ工場にて） 
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パートナーだけでなく、国内全域を網羅するネットワーク（フランスに 40 の独占ディー

ラーを持つ）を活用して自社ブランドの確立を図っている。 
 
 屋内の瞬間湯沸かし器および電気暖房に特化したドイツのグループ企業 Stiebel Eltron
社（売上高 4 億ユーロ）も、GSHP 部門および ASHP 部門を扱っている（全用途）。2007
年に同社は、Holzminden（ニーダーザクセン州）で主要なヒートポンプ製造工場の操業

を始めた。この工場への投資総額は 1,000 万ユーロで、年間 25,000 ユニットの生産能力

を持つ。2 年後、同社は 5 つの生産ラインを持つ新工場を建設したことで、年間の生産能

力が 6 万ユニットに増加した。Stiebel Eltron 社によれば、ドイツおよび国際市場の成長

が見込まれるため、800 万ユーロの投資は正しい決断であるとのことである。 
 
ドイツの他の主要企業には、Waterkotte 社および Alpha-InnoTec 社がある。2008 年

まで GSHP のみを販売していた Waterkotte 社は、今年新たに各種 ASHP の製造に着手

した。ここでは 5～550kWth のユニットを製造しており、これにより、ファミリー向け住

宅から公共建物および商業用建物まで全種類のヒーティングプロジェクトに対応できるよ

うになった。Alpha-InnoTec 社はスイスの Schulthess グループの子会社である。このド

イツ企業の、ババリア地方にある Kasendorf 工場の年間生産能力は 7 万ユニットである。

2008 年 1 月 1 日に、同社はフランスのアルザス地方 Haguenau 近郊に子会社を設立し、

フランス市場の成長を活用することに乗り出した。Alpha-InnoTec France 社は、トレー

ニングセンターを設立し、販路を提供するなどヒートポンプ設置会社への支援を充実させ

ることにより、彼らとのパートナーシップを強化し始めた。 
 
 
 

 

Holzminden（ドイツ）にある Stiebel 
Eltron 社のヒートポンプ製造施設
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5. EU の GSHP 市場は 2010 年までに 100 万ユニット超 
GSHP 市場の成長は 2006 年にピークに達した後、多少不安定な状況に転じた。全体の

売上げが 2007 年には若干低迷し、2008 年には再度ペースを上げようと奮闘した。GSHP
の成長鈍化の原因は、ASHP との競争激化と、GSHP の主要市場である新築家屋の建設数

減少をもたらした不動産市場の停滞に求められる。 
 
 因みに、EU 内の市場は国により著しく異なっている。たとえば、スウェーデン、アイル

ランド、エストニアの市場は縮小し、フランスおよびオーストリアの市場の成長は低迷して

いる。一方でドイツ、英国、フィンランドおよびオランダの市場は堅実な成長を見せた。 
 
 GSHP 部門が力強い成長へ回帰する見通しは明るいものではない。ほとんどのアナリス

トは、建設部門の持ち直しは 2011 年以降になることで合意している。その理由としては、

借り手が逃げ腰になっていること、また建設会社が困難に直面していることが挙げられる。 
 
 全体として、GSHP 推進インセンティブ政策や新建築基準（熱関連および他の規制）が

実施されるため、成長は続くと見られる。なぜなら新建築基準は、断熱効果の高い効率的

な暖房方式の設置を求めているからである。明るい側面としては、英国、オランダ、ベル

ギーおよび多数の東欧諸国といった有望な市場で GSHP 技術が発展していることが挙げ

られる。従って、EurObserv’ER の予測は楽観的で、2009 年および 2010 年の市場成長率

は 10％程度で維持されるとみている。この成長率が達成されれば、2010 年までに EU の

GSHP 設置数は 100 万ユニット強になると考えられる。もし過去 2 年のヒートポンプの平

均容量が 11kWthであったと仮定

すると、欧州全体で 11,700MWth
に達したと推定できる。 
 
 2010 年に 5,000MWth という

欧州白書で設定された全地中熱エ

ネルギーのヒーティングへの応用

（GSHP、低・中地中熱資源エネ

ルギー機器）の目標値は、かなり

以前に達成されたことになる。も

し、地熱の他の直接利用も加える

と、2010 年の地熱総設備容量は

14,430MWth になると考えられ

る（図 2）。つまり欧州白書の目標

値のほぼ 3 倍になるのである。 
 
 

白

 

書

出典：EurObserv’ER 2009

図 2 地熱熱源からの熱生産に関する現在の傾向
と白書の目標との比較＊（MWth） 

 
＊GHSP および低・中地熱資源エネルギー 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：Heat Pump Barometer 

（http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro193.pdf） 
 
フランスの Observ’ER（Observatoire des énergies renouvelables：再生可能エネルギー観測所） が
作成した刊行物を許可の基に翻訳・掲載した。この刊行物は「EurObserv’ER プロジェクト」の成

果であり、その詳細は下記のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
This barometer was prepared by Observ’ER in the scope of the “EurObserv’ER” Project 
which groups together Observ’ER (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 の国別 GSHP 設置容量と設置数（2008 年＊） 

＊推計                        出典：EurObserv’ER 2009 

GSHP の総設備容量(MWth) GSHP の設置総数 
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【省エネ特集】エネルギー需給 

 
エネルギー需給の現状と 2030 年の予測 
「International Energy Outlook 2009」の紹介 

 
米 国 エ ネ ル ギ ー 省 （ DOE ） の  エ ネ ル ギ ー 情 報 局 （ Energy Information 

Administration:EIA）では、毎年、世界のエネルギー需給についての見通しをまとめた報

告書を公表している。 
NEDO 海外レポートでは省エネルギー特集として、世界的な視野から省エネルギーを考

察するに当たっての参考資料として、本年 5 月に発表された「International Energy 
Outlook 2009」の要約部分を抄訳し、また、報告書を元に、セクター別エネルギー消費量

の現状と将来予測値などをグラフ化して紹介する。 
 
1．「International Energy Outlook 2009」のハイライト 

 
「International Energy Outlook 2009 (IEO2009)」では 2030 年までの世界エネルギー

の需給の見通しをまとめている。そのハイライト部分（予測方法の概要および本書の要約）

の抄訳を紹介する。 
 

ハイライト 
世界のエネルギー消費量は 2006年から 2030 の間で 44%の増加が見込まれている。OECD
諸国の需要の増加が 15%であるのに比して、非 OECD 諸国の全エネルギー需要は 73%増

加する。 
 

IEO2009 の基準ケース注 1によると、世界のエネルギー消費量は 2006 年から 2030 年の

間で 44%の増加が見込まれている。全世界の総エネルギー使用量は 2006 年の 472 千兆

Btu 注 2から、2015 年には 552 千兆 Btu、2030 年には 678 千兆 Btu に増加する（図 1 参

照）。現在の世界経済の悪化により、製造物やサービスに対する消費者需要が低迷している

ため、 近のエネルギー需要は落ち込んでいる。長期的に見れば 2010 年後の経済回復が

見込まれており、多くの国では所得とエネルギー需要の成長傾向が回復する。 
 
2006 年から 2030 年の間でのエネルギー需要の も急速な増加は非 OECD 諸国で見込ま

れている。IEO2009 の基準ケースの見込みでは、非 OECD 諸国全体のエネルギー消費の

増加は 73%であり、それに対して、OECD 諸国では 15%の増加である。新興の非 OECD

                                                 
注 1予測対象期間中、現在の法律や政策がそのまま続くと仮定したシナリオを反映したもの。この基
準ケースをもとに、高成長経済ケース、低成長経済ケース、原油高価格ケース、原油低価格ケー
スの各シナリオが提示されている。 

注 2 Btu: British Thermal Unit 英国熱量単位。1Btu=1,055J（ジュール）=252cal（カロリー）。 
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諸国における長期間での強い GDP の増加により、エネルギー需要の急速な伸びが助長され

ている。全ての非 OECD 諸国を合わせると、購買力平価による GDP は平均で年 4.9%増加

している。一方、OECD 諸国の伸びは、年 2.2%である。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEO2009 の基準ケースの予測では、図 2 に示すように、2006 年から 2030 年の間、

世界全体としては全燃料において消費が増加している。化石燃料（液体燃料と他の石油

類注 3、天然ガス、および石炭）は全世界で使用されているエネルギーの多くを引き続き

供給することが期待されている。液体燃料は全予測期間に渡り、 も世界でシェアの高

い燃料である。しかしながら、それらのシェアは 2006 年の 36%から 2030 年には 32%
と低下する。これは、高い石油価格が多くのユーザーをそのように導くからである。特

に、工業や電力分野ではフィージブル（経済的に可能）となれば液体燃料からの切り替

えがなされる。 

平均的な世界の石油価格注 4は 2003 年と 2008 年の間に毎年上昇した。スポット価格

は、2008 年の 7 月半ばに、バレル当たり 147 ドル（名目）に到達した。これは、1980
年代の初期に記録したバレル当たりのオイル価格をインフレ補正した新記録値を十分超

える価格であった。しかしながら、2008 年 7 月に高値をつけた後、価格は急激に低下

                                                 
注 3 「液体燃料と他の石油類」には石油由来の燃料とエタノールやバイオ・ディーゼル、CTL(Coal to Liquid。

石炭ガスを合成して液化したもの)および GTL(Gas to Liquid。天然ガスを合成して液化したもの)が含まれ

る。石油コークスも、固形燃料であるが、含んでいる。また、NGL(Natural GasLiquid。天然ガソリン)、
燃料として消費される原油や液体水素も含む。 

注 4 IEO2009 で報告されている世界石油価格とは、オクラハマ州の Cushing に届けられる軽質低硫黄原油の

価格を言う。この価格系列はニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX： New York Mercantile 
Exchange）で報告される軽質低硫黄原油と一致している。全てのオイル価格は、特に断りのない限り、2007
年のバレル当たりの実績ドル価格である。 

図1 世界エネルギー消費量 2006-2030 図2 燃料種別世界エネルギー消費量 2006-2030

実績 予測

図 1 OECD と非 OECD 国でのエネルギー消費量
の予測 

図２ 燃料種別の世界のエネルギー消費量 
の予測 
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した。今後世界の景気が好転するに従い、世界の石油価格は 2030 までの間に、実質ベ

ースでリバウンドして上昇に転じると予測されている。IEO2009 基準ケースでは、米国

の軽質低硫黄原油価格（実質 2007 米ドル）は、バレル当たり 2009 年の 61 ドルから 2015
年には 110 ドル、そして 2030 年には 130 ドルに上昇するとしている。 

全世界の燃料別のエネルギー使用 
（本部分は割愛しました） 

 
全世界のセクター別エネルギー使用 
産業界は他のどのエンド・ユーザーより多くのエネルギーを使用しており、現在の消

費量は世界の全エネルギーの約半分である。エネルギーは多様な産業グループ－製造業、

農業、鉱業、および建設業等を含む－で消費されていて、加工、組み立て、エアコン、

および照明のような広い活動領域－で消費されている。全世界では、産業界でのエネル

ギー消費は、2006 年の 175 千兆 Btu から 2030 年で 245.6 千兆 Btu に増加すると予想

されている。 
 
産業でのエネルギー需要は、経済活動や技術開発のレベルや種類に基づき、世界の地

域や国で異なっている。世界における産業界での消費増加の約 94%は非 OECD 諸国で

起こると予測されている。基準ケ

ースでは、非 OECD 諸国において

は、急速な経済成長により、産業

エネルギーの消費が年平均で 2.1%
の割合で増加すると見ている。予

測によると、非 OECD 諸国の成長

は、いわゆる、「BRIC」諸国（Brazil、
Russia、India、China）に牽引さ

れており、非 OECD 諸国の産業部

門のエネルギー消費増加の 3 分の

2 以上が、BRICS 国によるものと

カウントされている（図 3 参照方）。 
一方、OECD 諸国では、ここ数十

年で製造業の経済からサービス業

の経済にシフトしているところであり、経済的アウトプットの成長は比較的鈍化してい

ると予測されているため、OECD 域内における産業エネルギーの使用は全体として、

2006 年から 2030 年で、年間平均わずか 0.2%の成長と見込まれている。 
 

輸送部門は世界のエネルギー需要では産業部門に次いで第 2 位を占め、輸送の需要を

満たすことにおいて液体燃料が特に重要である。IEA2009 基準ケースでは、液体燃料全

体の消費量に占める輸送部門のシェアは 2006 年の 51%から 2030年の 56%へと増加し、

図 3 地域別産業エネルギー消費量 2006-2030
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【省エネルギー特集】車 
 

環境に優しい車(Green Car)の性能比較 
 
代替燃料を使用する自動車の総合的なエネルギー効率や二酸化炭素排出量の情報を、通

常の石油系燃料（ガソリンとディーゼル）エンジンと比較した情報は、着目すべき関心事

である。本レポートでは、以下に示す代替車の Web 情報を検索したので、その概要のまと

め、および使用した情報源を紹介する。 
・エタノールとガソリンの様々な比率で機能できるフレックス燃料自動車(FFV) 
・エタノール燃料 85%(E85 注 1)で動く自動車 
・電気自動車(EVs)とプラグイン・ハイブリッド車（どちらも再生可能エネルギー・ソー

スから電気を使って再充電可能である） 
・燃料電池自動車(FCVs 注 2)（再生可能エネルギー・ソースからの液体水素燃料を使用

する） 
 
・車両効率の比較 

DOE（米国エネルギー省）の代替燃料・先進車両データ・センター(AFDC 注 3、かつて

の代替燃料データ・センター)は、FFVs 注 4（フレックス混合燃料車）、ハイブリッド電気

自動車、電気自動車や燃料電池自動車等の代替燃料車の使用についての広範囲な情報源を

提供している注 5。 
そのサイトは、商業的に入手可能な軽量車および大型自動車の代替燃料車の燃費（マイ

ル/ガロンまたはマイル/キログラム）についての比較を提供したデータベースを保有して

いる注 6。例えば、3 種類に関する検索により、以下の表に示すような情報が得られる。 
フォード・エスケープ・ハイブリッド(2009） GMC・サバンナ 1500FFV(2009) ホンダ・FCAX(2009) 
燃料：ハイブリッド電気  燃料：エタノール（フレックス燃料） 燃料：水素（燃料電池） 
クラス：スポーツ用多目的車 クラス：バン クラス：セダン 
燃費： 

34 マイル/ガロン 街中 
31 マイル/ガロン 高速道路 

燃費(E85)： 
10 マイル/ガロン 街中 
12 マイル/ガロン 高速道路 

77 マイル/kg 街中 
67 マイル/kg 高速道路 

燃費（ガソリン）： 
14 マイル/ガソリン 街中 
17 マイル/ガソリン 高速道路 

排出証明 
カリフォルニア 極超低公害車、Tier 2 
Bin 3 

排出証明 
Tier 2 Bin 4 
 

排出証明 
無公害車、Tier 2 Bin 1 
 

エンジン：4 サイクル、2.5L エンジン：8 サイクル、5.3L 
Vortec 5300 

AC 同期電気モーター 

トランスミッション：可変オートマチック トランスミッション：6－スピードオー

トマチック 
トランスミッション：ダイレクト

ドライブ 
車両重量：7540 ポンド 車両重量：7200 ポンド 車両重量：3713 ポンド 

                                                 
注 1 エタノール 85%、ガソリン 15%の混合燃料。 
注 2 fuel cell vehicle 
注 3 Alternative Fuels and Advanced Vehicles Data Center 
注 4 flexible-fuel vehicle、FFV フレックス燃料車/フレックスフューエル車。 
注 5 http://www.afdc.energy.gov/afdc/ 
注 6 http://www.afdc.energy.gov/afdc/vehicles/light 
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米国エネルギー省と EPA 注 7（環境保護庁）との合同でもう一つのウェブサイトを有し

ている(www.fueleconomy.gov)。 
このサイトでは、正確な燃費と温室効果ガス排出情報を消費者に提供するという米国エ

ネルギー省と環境保護局の役割を担っている。本サイトの中には、ガソリンを使用しない

車のパフォーマンス情報も含んでいる(http://www.fueleconomy.gov/feg/byfueltype.htm)。 
例えば、上記の表にある GMC 2009 サバンナ 1500 FFV についての調査では、新たに

改正された環境保護局の燃料効率(MPG)テスト結果を提供している。同時にこの車の年間

CO2排出率データも提供している：E85 燃料では 10.1 トンでガソリン燃料では 12.2 トン

である。このサイトでは、また以下に示す代替燃料自動車の詳細な情報を提供している

(http://www.fueleconomy.gov/feg/current.shtml) 。 
 
・フレックス－燃料自動車(http://www.fueleconomy.gov/feg/flextech.shtml) 
・ハイブリッド電気自動車(http://www.fueleconomy.gov/feg/hybrid_sbs.shtml) 
・電気自動車(http://www.fueleconomy.gov/feg/evtech.shtml) 

 ・燃料電池自動車(http://www.fueleconomy.gov/feg/fuelcell.shtml) 
 
ヨーロッパのウェブサイトでもまた、車両のエネルギー効率の比較情報を提供している。

例えば、下記の英国のサイトには、ハイブリッド、非常に効率的なディーゼルそして代替

燃料自動車のデータが含まれている(http://www.greencarsite.co.uk/BioFuel-cars.htm)。 
英国運輸省は、二酸化炭素排出量により自動車をランク分けし、環境に優しい自動車の

購入ガイドを提供している(http://www.whatcar.com/green-cars/)。 
米国エネルギー省もまた毎年、米国の輸送活動の特徴についての統計と情報を集めた

『輸送エネルギー・データブック』を発行し、輸送用のエネルギー使用に影響を与える広

範囲なデータを公開している。章の詳細には、軽量自動車、重量自動車、代替燃料自動車

と業務用車両が含まれている。2009 年版の『輸送エネルギー・データブック』は、次のサ

イトで利用できる(http://cta.ornl.gov/data/index.shtml)。   
  
・自動車の効率と排出の well-to-wheels（全燃料サイクル注 8）による分析 

2005 年、ゼネラル・モーターズ株式会社、米国エネルギー省 アルゴンヌ国立研究所と

Air Improvement Resource, Inc の研究者らは、代替燃料車両のエネルギー使用と温室効

果ガス排出に関する以前の詳細な研究資料（2001 年発行）を更新した（REF1、『先進的

燃料／自動車システムの全燃料サイクル分析－北米のエネルギー使用、温室効果ガス排出

および基準汚染物質排出についての研究』を参照方）。 
研究の目的は、完全な well-to-wheels（全燃料サイクル分析）を使用して、将来的な燃

料/推進力システムの選択肢に関する正確な評価を提供することである。研究者らは、

                                                 
注 7 Environmental Protection Agency 
注 8原油の採掘井(well)段階から燃料の製造、配送、自動車の走行(wheel)段階までの全サイクルにわたってのエ

ネルギー使用量や温室効果ガス（二酸化炭素）の排出量を分析、評価すること。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1056,  2009.12.2 

38 

well-to-tank（燃料製造段階）および tank-to-wheels（車両走行段階エネルギー）に関す

るエネルギーの消費と排出について分析した。エネルギー資源として、石油、天然ガス、

石炭およびバイオマスならびにエネルギー担体である電気を、また各種輸送用燃料生産原

料としては、ガソリン、ディーゼル燃料、水素、エタノール、圧縮天然ガス、メタノール

そしてフィッシャー・トロプシュ注 9・ディーゼル燃料が含まれている。 
評価された推進システムは、スパーク火花点火エンジン、圧縮点火エンジン、水素燃料

電池そして燃料処理装置付燃料電池で、ハイブリッド構造および非ハイブリッド構造のす

べてにおよんでいる。 
  
同研究報告書のエグゼクティブサマリー（要旨）に掲載の Fig.ES-1（図 1）を下記に示す。 

 
REF1 の中の分析は、アルゴンヌ国立研究所により開発された GREET 注 10（温室効果ガ

ス：Greenhouse gases、規制排出物：Regulated Emissions、輸送中のエネルギー使用：

Energy use in Transportation）と呼ばれる全ライフサイクルモデルを使用している。多

くの研究者らと分析専門者らは現在、各種車両の全燃料サイクル/自動車サイクルベースの

評価に GREET 注 11を使用している。 
電力研究所(EPRI: Electric Power Research Institute, Palo Alto, California)と自然資源

防衛協議会(NRDC: Natural Resources Defense Council)は、2007 年、『プラグイン・ハ

イブリッド電気自動車の環境アセスメント』を刊行した。 

                                                 
注 9 フィッシャー・トロプシュ法：石炭を赤熱し、それに水蒸気を吹き込みむと水生ガス(水素 2:一酸化炭素 1)

が発生する。このガスの一酸化炭素と水素から触媒反応を用いて液体炭化水素を合成する一連の過程である。 
注 10 Greenhouse gases, Regulated Emissions, and Energy use in Transportation 
注 11 http://www.transportation.anl.gov/modeling_simulation/GREET/index.html 

図１ ガソリン燃焼駆動に関して選択した推進システムにおける
車両走行時のガソリン換算燃費
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REF2 の資料は、重要な論点をまとめたものである。報告書全文は、下記 URL にある

(http://my.epri.com/portal/server.pt?open=512&objID=243&PageID=223132&cached=t
rue&mode=2)。 
レポートは、プラグイン・ハイブリッド電気自動車の温室効果ガス排出と大気への影響

を予測する2010年から2050年の長期間についての包括的なアセスメントを提供している。

レポートでは、全ての電気自動車とハイブリット電気自動車について、その電源が何であ

るかの広範囲なシナリオごとに、従来のガソリン車と比較した場合の温室ガス排出の全燃

料サイクル(well-to-wheels)分析を行っている。 
ピュアーEV（電気自動車）のテスラ・ロードスターの開発と製造を行っているテスラ・

モーター社は、ウェブ上で、高効率車の燃費と排出についての全燃料サイクルの比較を公

開した。サイトでは、テスラ・ロードスターの高効率性を、ガソリン、ディーゼル、ハイ

ブリッド、圧縮天然ガス(CNG)および燃料電池自動車と比較している注 12。 
同様にホンダのウェブサイトでは、燃料スタック付のホンダ FCX Clarity について、車

両走行段階(tank-to-wheel)の効率が 60％であり、ガソリンまたはディーゼル車よりも高い

ことが示されている注 13。   
気候変動とメディアに関するエール・フォーラム(The Yale Forum on Climate Change & 

The Media)では、科学者、ジャーナリスト、政策立案者および国民の間での対話を促進す

るためのオンライン刊行物とフォーラム（公開討論会）を提供している。エール・フォー

ラムは、気候変動に関するエールプロジェクトのイニシチアチブである。 近の記事では、

ガソリンエンジンまたはハイブリッド電気自動車との計算方法を比較した電気自動車燃料

効率を議論している注 14。 
  Rittmar von Helmolta と Ulrich Eberle の 2 研究者らは、パワー・ソース誌(2007 年 3
月号)で『燃料電池車：2007』という記事を公表した。著者らは、ドイツ、リュッセルス

ハイムで、GM の燃料電池活動、水素＆燃料電池の研究戦略を担当している。記事は、燃

料電池車両分野における 近の開発、とりわけ推進システムとその効率、および水素貯蔵

システムの一体化について述べている。GM の第３世代の車(i.e. the HydroGen3)および

近の第 4 世代のシボレーEquinox 燃料電池 SUV が紹介されている。記事の原文は、次の

サイトで購入すれば利用可能である(http://www.sciencedirect.com/science)。   
  
・効率性に焦点を合わせた先進的自動車技術プログラム  
米国エネルギー省の自動車技術プログラムは、クリーンで効率的な自動車技術の展開お

よび加速に焦点を合わせている(http://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/)。 
米国エネルギー省 国立研究所の研究員らは、産業界、大学と州および地方自治体と協力し

て車の燃費を改善する重要な条件を特定している（プログラム活動概略のデータ表注 15）。 

                                                 
注 12 http://www.teslamotors.com/performance/well_to_wheel.php 
注 13 http://automobiles.honda.com/fcx-clarity/fuel-cell-comparison.aspx 
注 14 http://www.yaleclimatemediaforum.org/2009/09/hybrid-all-electric-vehicles/ 
注 15 http://www1.eere.energy.gov/office_eere/pdfs/vehicles_fs.pdf 
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プログラムが支援する研究開発のもう 1 つの例は、プラグイン・ハイブリッド電気自動

車研究を説明したパンフレット(REF3 を参照方)に示されており、 先端の車の燃費と排

出をシミュレートし、テストする精密なツールプログラムの開発が含まれている。ハイブ

リッドと車両システム活動の結果は、国益（例えば石油依存度の低下）や米国エネルギー

省が支援する技術開発の影響を予測し、開発した技術の産業界への移転をするために使用

されている。 
米国エネルギー省は、『マルチパス輸送の将来研究』を実施して、一連の車両と燃料技

術のパスウエー（経路）と、米国の石油使用の減少と温室効果ガス削減をリードする可能

性のあるシナリオを分析した。フェーズ 1 は、2006 年の末に完結した。そして、小型乗

用車に焦点が絞られている。 
その手順は、自動車と燃料技術のパスウエーを様々に組み合わせた 10 件のシナリオで

構成される従来型の車、先端的なクリーンディーゼル車、従来型の代替燃料車、ハイブリ

ッド車、プラグイン・ハイブリッド車、代替燃料ハイブリッド車および燃料電池車などの

組み合わせである。シナリオは、ベースライン予測と比較して、2030 年までに 10％から

37％、そして 2050 年には 27％から 83%の石油の削減を示している。いくつかの資料は、

2007 年のプレゼンテーション（口頭発表）に提供されている(REF4 を参照方)。 
アルゴンヌ国立研究所の交通技術 R&D センターは、ハイブリッドパワートレイン、バ

ッテリーおよび燃料効率技術の研究における米国エネルギー省の主導的研究所の一つであ

る注 16。 近の発表は、燃料電池自動車と比較した場合の水素エンジンの効率について現状

と目標を比較して説明している（RF5:『水素動力自動車における燃料効率の改良の可能性』

を参照方）。 
近の法律制定に応じて、カリフォルニア・エネルギー委員会は、代替燃料、再生エネ

ルギー燃料および先端の交通技術の開発・展開のために『代替燃料、再生可能エネルギー

燃料および自動車技術プログラム』を実行している。目的は、州の気候変動政策の達成、

石油使用の減少、代替燃料の使用増加、および州内のバイオエネルギー（再生可能エネル

ギー）資源の開発促進を支援することである。同州は 近報告書を発行した（REF6:『代

替および再生可能エネルギー燃料と自動車技術プログラムの投資計画』を参照方）。 
レポートでは、代替燃料、再生可能燃料および先端自動車技術を展開するシナリオと、

温室効果ガス引き下げの可能性に基づいた様々な自動車技術への投資のための資金配分を

提供している。レポートには、将来の温室効果ガス（削減）目標を満たすために、それぞ

れの燃料と車両カテゴリーが相対的にどれだけ寄与するかについての総合的解析が含まれ

ている。環境目標を満たすために自動車排気ガスを減らすことについて、カリフォルニア・

エアー・リソース委員会による発表がある注 17。 
米国エネルギー省の研究者らが 2008 年に発表した『エタノールエンジンの改良と車両

効率』は、効率を高め、E10 または従来型のフレックス燃料車よりもガソリンとの置き換

                                                 
注 16 http://www.transportation.anl.gov/ 
注 17 http://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/pdfs/deer_2009/panel1/deer09_cackette.pd. 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1056,  2009.12.2 

41 

え量を増やすために、E85 燃料を使用したフレックス燃料車の 適化手法について分析し

たレポート注 18である。 
米国エネルギー省の燃料電池技術プログラムは、燃料電池と関連技術の広範な商業化にと

っての技術的、経済的、及び制度的障害を克服する包括的な取り組みを行っている注 19。プ

ログラムは、工業界、アカデミー、非営利団体そして国立研究所が合同して実施している。 
 
 ・他の組織とプログラム 

2007 年エネルギー安全保障法は、米国において 先端技術車両と関連部品の開発を支援

するための助成金と直接融資からなる奨励金プログラムを創設した。米国エネルギー省が

管理するプログラムは、ATVM 注 20（先端技術車両製造・ローン・プログラム）として知

られている。フィスカー自動車は、一回の充電で約 300 マイル走行できるプラグイン・ハ

イブリッド車を生産するために、デラウエア州ウィルミントンにある旧ゼネラル・モータ

ーズの工場を再稼働している。資金は、米国エネルギー省が 2009 年 10 月に発表し、5 億

287 百万ドルのひも付融資の一部で、先端技術車両製造・ローン・プログラムの下での 4
番目のひも付き融資契約から出されている。 
米国の再生可能燃料協会は、エタノール混合と E85 燃料の使用の増加を支持している。

協会のウェブサイトは、エタノールとエンジン注 21および E85 注 22の情報を提供している。

また、バイオ燃料自動車の領域で、州政府協議会のミッドウエスト立法会議は、エタノー

ルとバイオディーゼルの両方の使用の増加を支援し、とくにエタノールブレンド用ポンプ

を支援する、一連の解決政策を発表した。  
このグループは、二酸化炭素排出量を計算するときに科学的に確実な方法の使用を要求

する解決策も採用している注 23。  
『消費者レポート』という出版物では、車両速度に関連して自動車燃費がいかに変化す

るかについて 近テストした。ホンダ・インサイトハイブリッドは、（速度 55 マイル／

時から 75 マイル／時に上げた場合、15 マイル／ガロン以上という 大の燃費悪化を示し

た。全部のテスト結果は以下のウェブサイトで入手出来る 
(http://blogs.consumerreports.org/cars/2009/09/tested-speed-vs-fuel-economy.html) 。 
世界中の効率的な車の 近の分析も、英国のインデペンデントによって 近発表注 24され

ている。 
 

 
 
                                                 
注 18 http://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/pdfs/merit_review_2008/fuels/merit08_west.pdf 
注 19 http://www1.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/ 
注 20 Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program 
注 21 http://ethanolrfa.org/resource/engines/ 
注 22 http://ethanolrfa.org/resource/e85/ 
注 23 http://domesticfuel.com/2009/10/27/midwest-states-support-ethanol-and-biodiesel/ 
注 24 http://www.independent.co.uk/life-style/motoring/comparing-the-most-fuelefficient-cars-in-the-world-

prius-crosses-all-boundaries-1805807.html 
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【省エネルギー特集】 輸送部門 
 

環境に負担をかけない持続可能な輸送システム(EU) 
 
輸送は欧州市民にとって生活の質(quality of life)および経済繁栄の基盤となるものであり、

そのため政策決定者にとっても重要性の高い分野である。EU では現在、これまでになく、輸

送と関連した環境問題に高いプライオリティーが置かれている。輸送部門での大気汚染削減

において、欧州はすでに大きな一歩を踏み出している。しかし今、さらに大きな利益が見込

める段階にきており、欧州委員会は、環境に負担をかけない輸送システムの実現を確信して

いる。 
 
EU は広大であるため、大規模な交通網が必要である。欧州経済の成長、また仕事や娯楽

などといった欧州市民の日常生活において、輸送システムは欠かすことのできないものであ

る。しかし、現状の輸送システムの形態や成長速度は、このまま維持することはできない。

そのため、持続可能な輸送システムの創出を目指して、現在、大規模な取り組みが進められ

ている。 
 
輸送部門が今後、エネルギー消費、特に石油消費量の増加の主原因となることは、すでに

予想されている。石油の消費量が増えれば、汚染も拡大する。輸送部門は、自動車を中心と

して、EU における CO2 総排出量の約 25%を占めており、欧州の都市生活者の多くが EU
目標を上回るレベルの大気汚染にさらされる要因となっている。しかし、自動車からの CO2

排出量の削減に向けてすでに重要な取り組みが進められているほか、今後さらなるエコイノ

ベーションが実施されることにより、欧州は確実に、輸送部門における持続可能性の達成へ

の道をたどり続けるだろう。同部門における EU の関心は、かつては交通需要の管理にあっ

たが、現在ではその副次的な悪影響に対する取り組みへと移っている。 
 
持続可能な輸送システムの実現 
 
欧州の目指す持続可能な輸送システムには 3 つの目標がある。ひとつめは、基本的な交通

手段を利用できる状態を維持しながら、人々および生態系の健康を守るということである。 
 
これらの輸送手段は、選択の余地があるとともに、手頃な価格かつ効率的で、活力ある経

済を支えるものでなければならない。加盟国の実施している研究によって、モデル、評価手

法、指標の枠組みなどが開発され、政策決定のプロセスに役立てられている。欧州ではまた、

石油に代わりうる、よりクリーンな燃料を見つける取り組みも進められている。自動車の電

化もはっきりとした傾向として表れているが、よりクリーンで効率の良いエンジンが利用さ

れながらも、今しばらくは内燃エンジンと化石燃料が主流であり続けるだろう。バイオ燃料

の代替燃料としての利用に関しては、潜在的な負の影響を考慮して、慎重に研究が進められ



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1056,  2009.12.2 

44 

ている。 
 

SILENCE（静寂）－都市生活に静けさを取り戻す 
 
「Silence is Golden」という古いことわざもあるように、静寂は非常に価値の高いもの

である注 1。欧州の都市部で暮らす多くの人々にとって、騒音は大きな悩みの種だ。近年、

騒音への規制が強化されているにもかかわらず、騒音レベルの低減はあまりみられてい

ない。この問題を解決するために、欧州委員会は SILENCE プロジェクトに資金を助成

している。このプロジェクトの目標は、 新の技術、システム、手法を統合的に適用す

ることにより、都市の騒音レベルを抑えることである。 
 
SILENCE プロジェクトでは、個々の道路交通および公共交通システム（鉄道と道路両

方）からの騒音に関連した都市当局の目標をすべて考慮に入れて、これらの目標の達成

に取り組んでいる。同プロジェクトが幅広い範囲を対象としたものであるということは、

これらの取り組みが EU 内のほかの研究イニシアティブと密な協力の下で相補的に働く

ということでもある。 
 
プロジェクトの科学技術責任者(Scientific and Technical Director)である Pierre-Etienne 

Gautier は次のように言う。「都市地域における鉄道の騒音をより優れたコスト効率の高

い方法で改善できるようになれば、騒音を軽減するための現実的かつ効果的な行動計画

を策定するために役立つ。そしてこれは、 終的には、都市部で生活する EU 市民全体

にとっても利益になる。」プロジェクトの参加者らはまた、高度な騒音低減技術・手法が

開発されれば、欧州の鉄道輸送産業が国際的な競争力を維持する助けになるという点も

指摘している。 
 
そのほか、石油に代わる燃料として、圧縮天然ガス(CNG)の利用も増加している。また、

燃料電池技術の分野においても、実現可能な代替燃料として水素の実用化が進められている。

水素や電力などで駆動する自動車は、それらの動力源が再生可能エネルギーによって生産さ

れている場合、エネルギー安全保障の実現に大きく貢献するとともに、温室効果ガス排出量

の削減にも非常に役立つ。 
 
電化が進んでいるのは、自動車部門だけではない。軍用機や旅客機などの航空機でも、油

圧アクチュエータの代わりに電動アクチュエータを導入する例が次第に増えている。鉄道輸

送についてはすでに多くの国で電化が進んでおり、ディーゼル機関車のハイブリッド化技術

も現在開発が進められている。船舶もまた、燃費を向上させて CO2 排出量を削減するため

に、電力に目を向けている。 

                                                 
注 1 通常、「Silence is Golden」は「沈黙は金なり」という日本語に訳されるが、ここでは「Silence」という

言葉が、騒音に対する静寂という意味合いに解釈されている。 
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EC の資金助成を受けて 近開始された POSEIDON プロジェクトでは、電気モーターや

発電機を超伝導体と組み合わせて効率化を図り、その結果実現しうる利点についての研究が

進められている。この技術によって、船上システムをすべて電動化することが可能になる。

また、船が港に停泊している間（つまり、その地域の汚染源のひとつになっている期間）、

地上の動力源を使って船上システムを運転できるようにするという技術も開発中である。た

とえば MC-WAP プロジェクトでは、大型の燃料電池を開発し、沿岸地域で利用する可能性

を探っており、KITVES プロジェクトでは、風力を使った極めてクリーンな方法による大規

模な船上発電の実現を目指している。 
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海上および空の輸送システム 
 
外洋を航海している船舶の 3 分の 1

近くが EU 加盟国の旗を掲げる船であ

る。また欧州企業の所有する船舶の数

は、それよりもさらに多い。これらの

ことから、輸送政策の対象には、地上

と航空だけでなく水上輸送も含まれて

いる。 
 
現在、EU では船舶が大きな大気汚染源になりつつあり、新しい船舶推力システムの流体

力学的性能の 適化技術などの研究開発が進められている。完全一体型の船型や、複合的な

構造などといった革新的なアイデアは、すべて、水中で推力となるエンジンからの出力を

大限に活用することを目的としたものである。 
 
航空部門においても、高度なコンセプトと技術の導入によって、環境負荷の少ない航空輸

送が実現されることが期待されている。これらのコンセプトや技術には、まったく新しい空

気力学的設計、抵抗軽減技術、高度な軽量材料、エンジン効率の向上などが含まれる。また、

このような研究によって新しい雇用機会および研究機会が生まれることにより、波及的な

効果が発生し、経済の活力と競争力が促進されることにもなる。 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 桑原未知子） 
 

出典：Transport and FP7: Shifting up a Gear 
(Greening Transport - Green Future for Sustainable Transport) 
http://ec.europa.eu/research/transport/pdf/fp7_shiftingup_en.pdf 

 
 

ご存知ですか？ 
欧州では、1990 年から 2004 年の間に、輸送に

由来した二酸化炭素排出量が約 26%増加してい

ます。 
出所：EEA/Eurostat 
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【省エネルギー特集】 
 

EU が輸送に関する研究事業の公募を開始 
 

EU は、輸送に関する重要な研究イニシアティブに対して、新たに資金を投入する。「グ

リーンカー(Green Cars)」、「将来の海(Ocean of tomorrow)」、「ERA-NET 注 1」という 3 つ

のイニシアティブの下で公募が開始されたほか、中国およびロシアと提携して行う国際的な

研究事業に対しても、新しく資金助成が開始される。これらの公募を開始するにあたり、

「Information Day」という説明会が開催される。 
 
公募の対象となるのは、航空輸送におけるイノベーション、モーダルシフトの促進と道路

の混雑緩和、海上輸送システムの改善、鉄道貨物輸送の効率の向上および競争力の強化など

を含む、輸送に関連した多種多様な研究分野である。 
 
輸送のグリーン化や安全保障などの主要優先事項には、引き続き重点的に取り組んでゆく。

たとえば、グリーンカー・イニシアティブの下で実施される助成プログラムでは、電気駆動

型の補助装置や車載システム、 適化された熱機関（エンジン）の開発および集積化、高度

な陸上輸送媒体のコンセプト化などといった、より多くの電気自動車関連の取り組みに対し

て支援が行われる。 
 
欧州委員会は、これらの新しい公募に関する説明会(Information Day)を、2009 年 9 月 28

日と 29 日の 2 回にわたりブリュッセルで開催する。説明会では、これらの公募の必然性と、

実施の手順、また個々の公募テーマに関する詳細について説明が行われる。また、欧州委員

会の専門家が参加者からの質問に回答するほか、参加者がプロジェクト案を発表したり、互

いにネットワークや提携関係を築くことを可能にする、橋渡しとなる重要なセッション(key 
brokerage session)も設けられる。 
 
輸送研究に対する助成に関する公募説明会の詳細は、下記サイトを参照： 
http://ec.europa.eu/research/transport/events/infodays2009_en.html 
 
海上輸送に関する研究における中心的なテーマ 
 
「将来の海」イニシアティブでは、3,400 万ユーロの指示的(indicative)予算により、前例

のない種々の共同公募が実施される。この中には、「エネルギー(Energy)」、「環境（気候変

                                                 
注 1

欧州研究領域ネットワーク(European Research Area NETwork)。EU 加盟国や FP7 関連諸国において「国

レベルと地域レベルで実施されている研究活動をネットワーク化し、双方の研究プログラムを公開すること

によって、国と地域レベルの研究の連携・調整を強化する」ことを目的とした制度。（引用：「欧州におけ

るエネルギー研究の現状と展望(EU)―概要などー」、NEDO 海外レポート 1012 号、2007 年 11 月 28 日、

p.62 (http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1012/1012-07.pdf) 
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動を含む）(Environment (including Climate Change))」「食糧、農業、漁業、バイオテク

ノロジー(Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology)」、「社会経済学と人文学

(Socio-economic sciences and Humanities)」、「輸送（航空輸送を含む）(Transport (including 
Aeronautics))」などといった複数のテーマを対象として横断的に実施される助成プログラム

も含まれる。 
 
欧州委員会はまた、「将来の海」イニシアティブの説明会(Information Day)を 2009 年 9

月 16 日にブリュッセルで開催する。ここでも、新しい公募の必然性、手順、テーマについ

ての説明が行われるほか、参加者の橋渡しとなる重要なセッションが設けられる。 
 
「将来の海」イニシアティブの公募説明会に関する詳細は下記の Web サイトを参照： 
http://ec.europa.eu/research/transport/pdf/ocean_infoday_201001_en.pdf 
 
国際的な共同研究に対する新しい助成プログラム 
 

中国など EU 外との共同研究 

輸送に関する研究事業を対象とした今回の公募では、米国の組織と提携して実施すること

のできる共同イニシアティブを探る取り組みにも助成金が提供される。 
 
中国およびロシアの組織と提携して実施される共同研究事業に関しては、公募がすでに開

始されている。 
 
「FP7-AERONAUTICS and AIR TRANSPORT (AAT)-2010-RTD-CHINA」と名付けら

れた公募プログラムでは、高度な航空機騒音予測・制御技術や、大型のチタン製航空機部品

の鋳造技術、また抵抗を低減し、翼の空力弾性特性を 適化するための流体制御技術などの

研究に対して、300 万ユーロの資金が用意される。 
 
この 300 万ユーロの指示的予算は、EU および FP7 関連国サイドから事業に参加する組

織に対する助成金として利用される。中国サイドの参加者に対しては、中華人民共和国の中

国工業情報化部 (Ministry of Industry and Information Technology of the People’s 
Republic of China：MIIT)により、同額の 300 万ユーロが助成されることになっている。た

だし EU による助成金の中からも、中国サイドの参加者が受給する助成金総額のうち 5%を

上限に資金が提供され、中国からの助成金に含まれない翻訳、移動、管理などの経費に充て

られる。 
 
ロシアとの共同研究 
 一方、「FP7-AERONAUTICS and AIR TRANSPORT (AAT)-2010-RTD-RUSSIA」と名

付けられた公募プログラムでは、ロシアの組織と提携して実施される共同研究事業のために
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400 万ユーロの資金が用意される。公募の対象となるのは、航空輸送のグリーン化や、保守・

運用手順の強化を通した顧客満足度と安全性の確立、また、測地学 (geodesic)の概念に基づ

いた新しい複合材構造と、それらの製造手法の開発によるコスト効率の向上などといった研

究分野である。 
 
この 400 万ユーロの指示的予算もまた、EU および FP7 関連諸国サイドから事業に参加

する組織に対する助成金として利用される。またロシアサイドの参加者に対しても、受給す

る助成金総額の 5%を上限として、この中から資金が提供される。このほかロシアサイドの

参加者に対しては、ロシア連邦産業貿易省(Ministry of Industry and Trade of the Russian 
Federation)の航空産業部門(Department of Aviation Industry)により約 400 万ユーロの資

金助成が行われる。 
 
ERA-NET による 2010 年の公募 
 
このほか、欧州研究領域ネットワーク(ERA-NET)の助成スキームに対する共同公募プロ

グラムも開始され、総額 2,150 万ユーロの資金が割り当てられている。このプログラムの目

的は、国家レベルと地域レベルで実施されている研究事業の連携を進め、強化することにあ

る。ここで重要なのは、ERA-NET による資金助成もまた、「環境（気候変動を含む）

('Environment (including Climate Change))」、「健康(Health)」、「食糧、農業、漁業、バイ

オテクノロジー(Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology)」、「ナノサイエンス、

ナノテクノロジー、材料、新しい製造技術(Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and 
new Production Technologies)」、「輸送（航空輸送を含む） (Transport (including 
Aeronautics))」などといった複数のテーマを対象としたものになるということである。 
 
下記の Web サイトですべての公募プログラムとそれぞれの応募期限を参照し、応募の準備

に役立てることができる： 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage&rs 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部  桑原未知子） 
 
出典：EU launch major series of calls transport research proposal 

http://ec.europa.eu/research/transport/news/article_9272_en.html 
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【省エネ特集】 
 

オバマ政権が省エネ建築物の新たな取組みを開始（米国） 
新規雇用の創出、米国の競争力強化と同時に、家庭と職場で数十億ドルの節約の可能性 

 
米国下院でクリーンエネルギー経済への移行の下地となる歴史的法案が通過したこと

を受け注 1、2009 年 6 月 29 日、バラク・オバマ大統領とエネルギー省(DOE)のスティーブ

ン・チュー長官は、省エネの促進と、米国消費者の年間何十億ドルもの節約を目指して、

積極的な取り組みを行うことを発表した。今回の発表では、クリーンエネルギーへの変革

が、環境面だけでなく経済面（雇用創出と資金節約）でも、いかに意義があるかについて

強調されている。 
 

 「米国の経済活動をより強力で環境配慮型に変えるための、 も迅速かつ容易で安価な

方法の一つは、経済活動におけるエネルギー効率を高めることである」とオバマ大統領は

話す。「私達が米国再生・再投資法で省エネへの投資に重点を置いたのはこのためであり、

だからこそ、本日の発表は大変重要である。米国の家庭と職場に、よりエネルギー効率の

良い技術をもたらすことによって、私達はエネルギー需要を大きく減らせるばかりでなく、

勤勉な米国民の家計により多くのお金を戻すことができるだろう。」 
 
 「資金の節約と米国経済の成長という観点からすると、省エネはただ成果が出やすいだ

けでなく、やれば確実に成果が出る取り組みである」とチュー長官は話す。「21 世紀で

も栄える競争力の高い経済は、省エネを採り入れた経済となるだろう。今こそ米国が省エ

ネを主導する時である。」 
 
 
よりエネルギー効率の高い照明 
 今回の発表には、多数の住居用／商業用電球と照明器具の省エネ基準についての、主要

な変更事項が含まれている。照明は米国の総エネルギー消費量の 7％を占めている。 
 
 2009 年 6 月 26 日に DOE が発表した省エネ基準の「 終規則」注 2により、以下のよう

な多くの便益が見込まれる。 
 
 ・2012 年～2042 年間で 大 5 億 9,400 万トンの CO2排出を回避できる（年間で約 1 億

6,600 万台分の路上走行車の CO2排出量に相当）。 
                                                 
注 1 「2009 年米国クリーンエネルギー安全保障法案(American Clean Energy and Security Act of 2009)」（下

院法案第 2454 号：H.R. 2454）‐2009 年 6 月 26 日に下院を通過。 
注 2 「 終規則」に関する情報は、EERE（エネルギー効率・再生可能エネルギー局）のウェブサイトで参照・

ダウンロード可能。(「Energy Conservation Standards」→「Final Rule」: 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/incandescent_lamps.html） 
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・消費者は 2012 年～2042 年間で年間 10 億～40 億ドルを節約できる。 
 
・2012 年～2042 年間に、米国内の全家庭に対し充分に供給できる電力量（ 大 10 ヵ

月分）を節約できる。 
 
・2042 年までに 大 7.3GW の発電容量の新規設置が不要になる（石炭火力発電プラン

ト 14,500MW に相当）。 
 
・一般用蛍光灯(general service fluorescent lamps)の消費電力量を 15％削減でき、消費

者は一般用蛍光灯 1 個の生涯寿命につき 大 8.66 ドル節約できる。白熱反射灯

(incandescent reflector lamps)では消費電力量を 25％削減でき、消費者は白熱反射灯

1 個の生涯寿命につき 大 7.95 ドルを節約できる。 
 
 2009 年 2 月、オバマ大統領は DOE に対して、電気製品の省エネ基準を法的期限に間に

合わせて迅速に整備することを命じた注 3。2012 年に施行予定の今回の発表内容は、一般

用蛍光灯（一般に住居や商業ビルで使用されている）と、白熱反射灯（一般に埋め込み式

照明やレール式可動照明で使用されている）に重点が置かれている。今回対象になった一

般用蛍光灯と白熱反射灯は、照明の総エネルギー消費量のうち、それぞれ約 38％と約 7％
を占めている。 
 
 
建築物の省エネ・イニシアティブ 
 2009 年 6 月 29 日、オバマ大統領とチュー長官は、新規／既存住宅だけでなく、全ての

主要建築形式の商業ビルにおける、省エネ技術の開発／普及／利用の拡大および促進を目

指して、米国再生・再投資法から 3 億 4,600 万ドルを投資することを発表した。 
 
 住宅と商業ビルは米国のエネルギー消費量の40％、CO2排出量の40％を占めている注4。

建築物の省エネは、新規雇用を創出しながら、 も容易で迅速かつコスト効率的に CO2

を削減できる施策の一つである。新規／既存技術を用いることで建築物の消費エネルギー

を 大 80％削減できる可能性がある。再生可能エネルギー源を用いたオンサイト発電を組

み込めば、「ネット（正味）ゼロ」エネルギーの建築物にできる可能性さえある。 
 
 現在の建築物は、米国経済の他のどの部門（運輸部門、工業部門を含む）よりも、エネル

ギー消費量が多い。さらに、米国内の 8,100 万戸の建築物のうち、およそ 4 分の 3 が 1979
年以前に建てられたものである。そのうちの幾つかの建築物は限定的なサービス用に設計・

建築されたものであるが、多くの建築物は 終的に大幅な改造か建て替えが必要となる。 

                                                 
注 3 2011 年までに 30 区分の製品の省エネ基準を更新もしくは新規策定するよう求めている。 
注 4編集部注：Electricity related loss を含めた値と推察される（本レポートの資料 2 を参照方）。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1056,  2009.12.2 

52 

 省エネ建築物の外面、機器、照明、採光および窓における技術革新は、パッシブソーラ

ーや光起電力、燃料電池、先進センサー／制御、コジェネ(CHCP)などの技術と組み合わ

されて、現在の建築物を劇的に変貌させる可能性がある。これらの技術を、建築システム

と各要素間の相互作用が 適化された建築全体の設計アプローチと組み合わせることによ

って、将来の建築物のエネルギー使用量を大幅に減らすことができると同時に、CO2排出

量の削減とエネルギー安全保障向上の支援にもなる。 
 
この助成には以下のものが含まれる： 

 
・建築物用の先進的システムの研究（1 億ドル） 
 これらのプロジェクトでは、新規／既存建築物の双方について、システムの設計、統合、

制御に関する研究に重点的に取り組む。省エネの可能性、ならびに、 終的にはネット

ゼロエネルギー建築物の可能性を実現するために、建築物は統合的システムとして設計、

建設、運用、管理されることが必要とされる。これらのプロジェクトでは、要素単独で

の研究を超えて、建物全体の相互作用に取り組むことで、エネルギー効率の高い統合的

建築物の開発・促進と、ネットゼロエネルギー建築物の実現を目指す。 
 
・住宅の開発・普及（7,000 万ドル） 
 住宅への取組みが拡大されることにより、住宅所有者は既存住宅の改造と新規住宅の省

エネ化の支援を受けてより多くのエネルギーを節約でき、一般消費者は省エネによりも

たらされる便益（健康の増進や、安全性、耐久性など）についての認識を高められる。

プロジェクトによって、従業員の訓練と雇用の創出が技術的な面から支援され、米国内

の住宅の改良に向けて新たな労働力が養成される。さらに、住宅全体で大幅な省エネが

実現されている新築住宅の市場シェア拡大を目的とした、州、公共事業および既存プロ

グラムを通じて、技術的支援と訓練を建築業者に提供する主要なイニシアティブが可能

となる。既存住宅については、省エネ改造の促進を図り、DOE が地方自治体と連携し

て、多数の類似住宅のストックの細分だけでなく、様々な型式と年式の住宅にも取り組

んでいく。 
 
・商業ビル・イニシアティブ（5,350 万ドル） 
 米国再生・再投資法から提供されるこれらの助成金は、大規模な建築物群の設計、建設、

所有、管理ないし運用に携わる主要企業や、模範的なエネルギー性能の実現に取り組む

主要企業との連携を、促進・拡大するために使用される。さらにこれらの助成は、2009
年 9 月に始まった競争プロセスにより連携企業を 23 社から約 75 社に拡大するために使

われる。 
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・建築物と電気製品の市場の変革（7,250 万ドル） 
 省エネを実現し、さらには 終的にネットゼロエネルギー建築物を実現するために、市

場は必要な先進的技術と活動の受け入れに向けて調整を行い、現在の技術が現行の省エ

ネ基準の規定通りに確実に動作するようにしなければならない。 
ENERGY STAR®拡大のための主要な活動は以下の通りである： 
・省エネ製品の開発を推進し、ENERGY STAR®ブランドを新たな分野に拡大する。 
・2010 年時点で、2004 年のエネルギーコードよりもエネルギー効率を 30％向上させる

ことが求められている「商業ビルのエネルギーコード」を実現するための、設計／建

設／実施コミュニティを準備する。 
・DOE の電気製品基準プログラムを推進・拡大して、革新的技術の評価、ならびに、

現代の代表的なエネルギー消費と機器に関する、新しいテスト手順の策定を目指す。 
 
・固体照明(SSL: Solid State Lighting)の研究開発（5,000 万ドル） 
 固体照明(SSL: solid-state lighting)の取り組みの目標は、 新の SSL 技術を促進し、先

進的製造技術の調整を図って開発することによって、より迅速に SSL を市場に浸透させ

ることである。このプロジェクトは高性能照明製品の開発に役立つとともに、初期コス

トの削減にもつながる。本取り組みを進めることで、高効率照明光源（他の従来型光源

よりも、多くの省エネ・コスト削減を実現できるとともに環境への影響が少ない）に関

する、米国主導の市場の創設を加速度的に進展させられる。 
 
米国再生法の下で実施されるこれらの資金提供公募(FOA: Funding Opportunities 

Announcement)およびその他の FOA については、DOE のウェブサイトの詳細を参照さ

れたい注 5。 
 

翻訳・編集：NEDO（担当 総務企画部 大釜 みどり） 
出典：http://www.energy.gov/news2009/7550.htm 

 

                                                 
注 5 http://www.energy.gov/funding.htm 
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【省エネルギー特集】 
 
DOE が固体照明ゲートウェイ実証プロジェクトの結果を公表（米国） 
 
 米国エネルギー省(DOE)は、完了した「固体照明(SSL: solid-state lighting)ゲートウェ

イ実証プロジェクト」の結果を共有して、各完了プロジェクトの詳細な報告書と概要（双

方とも PDF データで閲覧可能）を発表した。各報告書には、収集されたデータの詳細な

分析や、予測される省エネ度、投資回収分析、およびユーザーのフィードバックなどが含

まれている。  
 
 技術概要では、ゲートウェイ実証プロジェクトが考慮され、特定の SSL 技術がまとめら

れている。 
 
完了プロジェクト 

 
 
 
 
 
 
 

 ・冷凍ショーケース用 LED 照明：アルバートソン・

スーパーマーケット 
  オレゴン州ユージーンのアルバートソン・スーパー

マーケットで、アップライト型の冷凍ショーケースを、

占有センサ(occupancy sensor)と組み合わせたLEDス

トリップライトに改造して、逆通路側に設置されてい

る標準の蛍光灯と比較した。算出された資本回収期間

は、標準的な 5 ドア冷凍ショーケースの場合で、省エ

ネと省メンテナンスにより約 5 年間となった注 1。 

  ・駐車場用 LED 照明：ラリーズ・スーパーマーケット

 カリフォルニア州西サクラメントのラリーズ・スー

パーマーケットにおいて、幾つかのメタルハライド

(MH)照明が、新しい LED 照明に交換された。この新

しい LED 照明には、動作感知装置で制御が行われる

二段階動作モード（薄明かり／全照明モード）が内蔵

されている。同プロジェクトの結果、年間 70％弱の

エネルギー節約、より均一な照明分布、および 5 年未

満の投資回収の見込みが示された注 2。 

                                                 
注 1 アルバートソン・スーパーマーケット報告書： 

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/gateway_freezer-case.pdf 
注 2 ラリーズ・スーパーマーケット社報告書： 

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/gateway_raleys.pdf 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1056,  2009.12.2 

55 

  ・街路用 LED 照明：サンフランシスコ市 
サンフランシスコ市サンセット地区の 4 本の公共道

路において、一般的な高圧ナトリウム灯(100W)が交

換され、4 社の製造業者の街路用 LED 照明が設置さ

れた。一つの特定用途において、現在利用できる様々

な製品の性能が個別に実証されている注 3。 

  ・道路用 LED 照明：I-35W 橋 
 中央径間の道路用 LED 照明を特色とする新しい

I-35W 橋注 4（ミネソタ州ミネアポリス）は、大変厳し

い環境下における LED 照明の使用について、DOE が

3 年間の研究を実施中である。第一フェーズは 2008
年 9 月に完了した。第二フェーズには LED 照明の長

期モニタリングが含まれており、光束（ルーメン）低

下、物理的影響、および長期的な性能への影響につい

て、有益な情報が得られることが期待されている注 5。 

  ・LED の住居用ダウンライト／アンダーキャビネッ

トライト：2008 年ユージーン住宅ツアー 
 LED ダウンライトは、 も有望な SSL 技術の利用

方法の一つであり、大幅な省エネが示されている。同

プロジェクトでは、オレゴン州ユージーンの二つの

「環境調和型」の展示住宅で、LED ダウンライトお

よびアンダーキャビネットライトの設置を研究した。

LED ダウンライトは、白熱灯と蛍光灯に替わる、実

現可能な省エネ製品として台頭してきている注 6。 

                                                 
注 3 サンフランシスコ市の報告書： 

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/gateway_sf-streetlighting.pdf 
注 4 I-35W 橋の補足説明：ミシシッピ川に架かる高速道路橋。2007 年に崩落事故があり、2008 年に
新しい I-35W 橋が完成した。 

注 5 I-35W 橋の報告書（第一フェーズ）： 
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/gateway_i-35w-bridge.pdf 

注 6 Eugene の報告書： 
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/gateway_eugene.pdf 
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技術概要 
住居用の LED アンダーキャビネット照明： 

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/undercabinet_gateway_bri
ef.pdf 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 大釜 みどり） 
出典：http://www1.eere.energy.gov/buildings/ssl/gatewaydemos_results.html 

                                                                                                                                                 
オークランド市報告書（第二フェーズ）： 
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/emerging_tech_report_led_streetli
ghting.pdf 
オークランド市報告書（第二フェーズ）（概要）： 
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/oakland_demo_brief.pdf 
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【省エネ特集】 鉄鋼業 

 

ULCOS 極低炭素排出製鉄（EU）  
エネルギー源がよりクリーンな製鉄への道筋を明らかにする 

 
 

製鉄業はエネルギーと資源の使用面から見て、ほ

ぼ 良の効率のプロセスが開発されているが、環境

面から好ましくない炭酸ガスの排出レベルをさら

に削減するニーズがある。総合プロジェクトである

ULCOS（Ultra-low Carbon Dioxide Steelmaking）
は、コンセプトの設計からパイロット・スケールの

実施まで、この目標を追求するための、非常に大き

な 2つのパートから構成されるプログラムの 初の

ステップである。 
 
ここ数十年以上、製鉄業界は、現代生活のあらゆ

る面で重要な役割をしているこの不可欠な材料の製

造における環境インパクトを減らすことについて、

大きな進歩をとげてきている。 良プロセスのエネルギー原単位は、反応に必要な 低の

物理的要求量に近いものとなっている；つまり、利用可能な資源は合理的に管理され、か

つリサイクルは全ての化合物材料より高いレベルである。 
 
地球温暖化の脅威に関する国民の関心がますます増加するに従って、「カーボン・フッ

トプリント」 の削減は、現在直面している も差し迫ったチャレンジの一つとなってきて

いる。スクラップが大量に再使用されてはいるが、需要の増加と新しい高級合金鋼の開発

のため、継続的に鉄鉱石から大量の新規の鉄の抽出が求められている。この工程は、１ト

ンの鉄を製造するために約 2 トンの炭素系ガスが排出されるという現状に対して も大き

な原因となっているので、根本的なイノベーションなくしては、今日のベスト・プラクテ

ィスをもってしても、削減の余地はほとんど無いと考えられる。 
 
容易な答えは無い 

「エンド・オブ・パイプ」注 1の解決方法により 25-30％の削減は期待できるが、適用に

は困難が伴いかつ費用負担が大きい。しかしながら産業界は、2020 年やその先のポスト京

都ターゲットに到達するためには 50%以上の削減を見据えている。このことが ULCOS プ

ログラム、つまり産業界で 大、かつ多国籍の共同研究成果という、高い野心を抱いた 5

                                                 
注 1編集部注： エンド・オブ・パイプ End of Pipe：工場内または事業場内で発生した有害物質を
終的に外部に排出しない方法を指す。 
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年のイニシアティブ、を設定する動機であった。 
 

アルセロール・ミタル社やヨーロッパの中心的な鉄鋼メーカーが率いるこのプログラム

の全体は、FP6 の NMP 注 2プライオリティーの下で 2004 年に開始された統合的なプロジ

ェクトと、石炭と鉄のための欧州研究ファンドを通じてサポートされた二つの関連性の高

いプロジェクト（ULCOS と IDEOGAS）から成り立っている。これにより、EU14 ヵ国

から欧州の鉄鋼業のほとんどと、そのバリューチェイン(価値連鎖)のパートナー、および、

研究機関や大学の広範囲なグループを代表する 48 パートナー機関が集められた。 EU 資

金提供は全体の予算 5,900 万ユーロの内、約 2,600 万ユーロに達している。 
 
全体的な目標は、20 年以内の時間軸で産業展開が可能となるという視野に立って、CO2

の削減に高いポテンシャルを有する全ての可能性のある選択肢を評価することと、パイロ

ット・スケールの実施に対し も有望な候補を見いだすことである。 
 
現在 4 年目であるが、ULCOS は、小規模実験やルートフローシートのデザインやモデ

ル化を含めた、ほぼ 70 の異なったプロセスを完全に評価することから開始された。2 年目

までに、その数は、いろいろな将来の経済シナリオで活用可能なエネルギー源候補を反映

させて、石炭、天然ガス、水素、電気およびバイオマスをベースとした 5 つの候補にまで

狭められた： 
「どれもが悔いの残らない解決策とはならないであろう」とコーディネーターであるアル

セロール・ミタル社の Jean-Piere Birat 氏は見ている。「温室効果ガスの排出を根本的に

減少させることは鉄鋼の操業にかなりなコストを付加するブレーク・スルー技術を導入す

ることを意味する。これらの技術導入には、その技術を検証し商業的に導入され得るまで

多大な研究開発も必要だろう。 終ゴールに向かって現在の研究の成果を前進させる

ULCOS Ⅱのプログラムはすでに計画されている。」 
 

高炉の改良  
現在、ほとんどの鉄は、鉄鉱石を生素材(銑鉄)に変換する還元剤として、石炭から作られ

るコークスと微粉炭を用い、高炉法により生産される。現在まで、高炉はきわめて洗練さ

れたシステムに進化してきており、1,500℃近辺での操業を行い、一般的には日産 5,000
トンから 15,000 トンを生産している。また、今日では、高炉では石炭をガス化しエネル

ギーの供給をしており、エネルギーは内部で使用されるか、あるいは、電気という形で外

部にも供給されている。 
この分野の研究の狙いは、銑鉄を作るという主要目的にのみ炭素（石炭）の使用を限定

することである。このことは、もしその高炉の炉頂から排出されるガス中の CO が CO2

から分離出来、かつ装入原料の下部に還元ガスとしてリサイクル出来るのなら、この目的

                                                 
注 2編集部注；NMP:（NANOSCIENCES, NANOTECHNOLOGIES, MATERIALS AND NEW 
PRODUCTION TECHNOLOGIES） 
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は可能となるだろう。消費される石炭の量を制限することにより、自動的に排出量の削減

となるだろう。さらに、熱した空気でなく酸素を石炭のガス化に使用することにより、ク

リーンで CO２濃度の高い流体(ガス)を得ることができ、貯留という 終段階にさらに進む

ことが可能となるだろう。 
 
製鉄ガスの卓越した点は、プロセスにもよるが、主流体(ガス)のCO2濃度が25%から98%

と高いことである。このことはより安価な捕捉方法の選択が可能となる。いくつかの代替

手段のなかで、非極低温の真空スイング吸着（VPSA; vacuum-pressure swing adsorption）
技術が も効率が良く費用効率が良い技術と立証されている。ただし、極低温のステップ

が貯留のために必要ではあるが。しかしながら、炭素の回収と貯留は議論の多い問題であ

り、法律的および技術的な疑問が多く存在する。これらの内、重要な問題は貯留すべきボ

リューム（欧州内で年2億トンに達すると推定）とCO2を排出するプラントの場所である。

ULCOS は主製鉄所に隣接する可能性のある場所という見地から、その CO2の地中貯留を

考えている。地下の地質に関する現時点での知見によると、貯蔵場所は多くのサイトの 100
－200km 内に存在する；それらの開発は、将来の技術の進歩や関連する政治的な意志、お

よび CO2を分離しない場合のコストにより、判断されるだろう。 

 
初期の導入が期待されるプロセス 

多くのグループのプロジェクト・パートナーは 「炉頂ガス循環高炉(top gas recycling 
blast furnace(TGRBF))」の設計に協力している、つまり、モデル化、研究所レベル、あ

るいはベンチ・スケールの実験による評価、および、かなり技術的な詳細面での改良をお

図 1 高炉の改良
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溶融還元プロセスは石炭により鉄鉱石を鉄に還元するもう一つの方法である。多くは概

念設計段階であるが、容易に純酸素が使用でき、炭素消費原単位をカットし、しかも貯留

するに容易な非常に濃度の高い CO2 ガス流体を得る。 
 
数種の案を調査した後、ULCOS のサブ・プロジェクトである ISARNA（古代ケルト語

で ‘鉄’の意味）は Corus 社が提案したコンセプトを追求した。この提案は、石炭ベースの

溶融炉と結合されたサイクロン型反応器を用いるプロセスである。 このプロセスは、材

料やプロセスガスの中間処理が省かれており、全てのプロセスのステップが直接に高温で

結合されているため、高いエネルギー効率を有している。 
 
2008 年 9 月に報道された協約によると、石炭の主供給者の RiO Tinto 社が、コンソー

シアムを組んで、ISARNA の方法と同社自身の持つ「Hismelt 技術（高度精錬）」を結合

させたプロセスを開発する予定であり、現在オーストラリアでプロジェクトが始まってい

る。（合同のプロジェクトであることを反映させるため、そのプロジェクト名は HISARNA
に変更されている） 
 
年産65,000トンのパイロット・プラントが、ドイツのフォークリンゲンにあるSaarstahl

社内に建設される予定である。このプラントは 2010 の早い時期に操業を開始する予定で

あり、3 年のテスト・フェーズが開始される予定である。 
  
直接還元 

天然ガスが豊富であり安価な国では、天然ガスを石炭に置き換えてきている。事前還元

炉や溶解のために電気炉を組み込んだ直接還元は、原理的には も CO2が少ないルートで

ある、というのは、（還元剤としての）カーボンをメタン（CH4）ガスからの水素に置き

換え、（熱源として）電気を使用するためである。しかしながら、現状のガス価格を前提

とすれば、この方法による生産量は、現在、世界の 5%にしか過ぎない。 
 
それにも係わらず、一貫製鉄所において直接還元を用いること、あるいは、直接還元プ

ロセスを再設計する方法を用いて、50%削減のターゲットを達成する手段が検討された。 
 
ある一貫製鉄所では、金属化率 65%の低還元率の鉄（LRI）まで事前還元し、それを高

炉で仕上げると 適なバランスになることが分かった。高炉の装入物の約 60%を低還元鉄

にすることで、コークスの消費は要求レベルまで低下した。 
 
もし LRI の価格が適正ならば、このこともまた、短期的には、既存の製鉄所の排出をカ

ットするための興味ある解決法になりうる。直接還元鉄は、また、スクラップの代替原料

として、また、塩基性酸素吹錬炉(主として転炉；訳者注)における鉄鉱石の代替原料とし

て、添加することができる。 
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とも厳しい炭素（排出）抑制の時代には魅力的になりうる方法である。それゆえ、ULCOS
研究によるデータは Siemens-VAI による全体的なフローシートの設計に取り込まれている。 
 

電気的技術の復活 

1980 年代に高炉のために開発された電気的に加速されたプラズマトーチ技術は、

TGRBF 技術により提供される炭素還元を補完するまでに規模を拡大する可能性がある。

Corus 社、ArcelorMittal 社と Europlasma 社は 10-15MW のトーチを高炉のそれぞれの

羽口に適合出来るように再設計し、TGRBF 単独で達成された還元速度を倍化させた。こ

の研究は、適切な価格の電気の使用が可能である環境下で、CCS を使うか、使わないかで、

それぞれ、長期的あるいは短期的な解を提供する。 
 
電気分解法の開発 

電気分解は金属を製造するのに一般的に使われる技術である。アルミニウムやマグネシ

ウムの製造には電気分解以外の代替法はない。電気分解法は銅、亜鉛ではマーケット・シ

ェアーを獲得しつつあり、チタンやタンタルでは将来導入されるかもしれない。電気分解

は金属の薄膜を他の金属の上にコーティング（電気亜鉛メッキ、鋼のスズメッキ）したり、

薄膜（銅電鋳）を造るためにも使われている。鋼に関しては、炭素還元法が非常に効率が

良く、大規模で安価になった。このため、電力価格、つまり、発電と送電を含むエネルギ

ーの価格が高い電気分解を使おうという期待は排除されてしまった。それゆえこの課題に

（電気分解）関する研究はごくわずかなものであった。 
 
鉄鉱石の電気分解は、CO2排出量の少ない電源からの電力が大規模に競争力のある価格

で利用可能であれば魅力的なものになりうる。この方法は、アルミやマグネシウムの製造

に活用されるだけの方法であり、銅や亜鉛のような他の金属でも興味が増してきている。

しかしながら、炭素還元が鉄に対する非常にコスト効果的な方法となっているため、電気

分解法は製鋼のための重要な検討課題とはとてもならなかった。 
 
この分野の基礎的知識の欠如により、ULCOS は、どのようにすればそれが可能性であ

るかについては、いくつかの小規模の実験しか実施してこなかった。この小規模実験を行

った分野には、例えばすでに鉄鋼業で活用されているメッキのような Fe イオンの水溶液

をベースとする電解抽出技術や、アルミニウム精錬に相当する溶融塩あるいは溶融酸化物

の高温電気分解などがある。 
 
アルカリ溶液下での電解抽出は、エネルギーが非常に少なくスケールアップが簡単にで

きそうであることが確認された。溶融酸化物の高温電気分解は も少ないエネルギー消費

を示すが工業的に実用化に至るには多大な開発努力が必要とされる。両領域で研究が続け

られている。 
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ルーツへの回帰  

バイオマスは、有史以前の鉄器時代には、木炭という形態で燃料を供給した。現在の CO2

削減への挑戦は、このルーツへの回帰を促している、これによりカーボン中立の保持が約

束される。ULCOS では、固体、液体および気体のバイオ燃料の原料として、専用栽培あ

るいは農業廃棄物により提供されるものを想定してきた。 
 
炉の設計に適用するためにはさらなる発展が必要であろうが、ブラジルにある小さな炉

は、すでに 100%木炭で操業している。ULCOS の挑戦はこの技術を改造したものを EU
に持ち込むことである。 
 
今後の対応 

「提案された ULCOS プロセスは、どれもいまだに、確立された高炉技術と競争できて

いない。しかし、炭素排出抑制で生じる価格上昇の可能性が高いので、ULCOS プロセス

はここ 10 年内に本格的な競争者になっていくであろう」、と Jean-Pierre Birat はコメン

トしている。「時がたつにつれて、エネルギーソースの相対的な値頃感は変化していくで

あろう；電気はその時、特別な地位を保持し、コストベースで石炭や天然ガスに代替でき

るものになっている可能性がある。また、ユーザー間での入手競争の問題はバイオマス、

天然ガスおよび、水素に対して特に重要視されるだろう。 
 
これらの結論から、ULCOS はこれからの研究に対する三つの特に強い競争技術を明確

にしている：つまり、CCS 機能を備えた炭素 C、事前還元処理と CCS を有する天然ガス、

および、電気分解法に用いる電気を。 
 
「温室効果ガスは全世界的問題である」、と Birats は付け加えている、「我々は発見し

たものを出来る限り広く共有することを目指しているが、この先駆的研究や生み出された

知的財産の保有権は、ヨーロッパの優位性を確かなものにするだろう。」 
 
「ULCOS の注目に値する点は、その大きさにかかわらず、管理が非常に簡単であるこ

とを示していることである」、と彼は結論する。「パートナー間の提携や共通目標に対す

忠誠は際だっている。このことは、こうした戦略的に重要なジョイント・ベンチャーの次

の段階に対して良い前兆である。」 
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【省エネルギー特集】 
 

NEDO における ASEAN への省エネ支援状況（アジア） 
－NEDO 成果報告書データベース検索システムを利用した調査－ 

 
               NEDO 総務企画部 技術情報グループ       

土橋 誠 
 

NEDO が中心となり、国内研究開発事業者（大学、研究機関および企業等）に委託して

進めてきた我が国の省エネルギー技術は、ASEAN 諸国を含むアジア太平洋地域に対して、

相手国の経済力・ニーズ・ビジネス状況等に応じた活用と支援が行われている。その結果

が登録されている『NEDO 成果報告書データベース』を調査し、概要をまとめたので報告

する。 
 
【はじめに】 

NEDO が委託する業務に関して、中間年度と業務終了時にはその成果を報告書（中間年

報と成果報告書）としてまとめ、NEDO に提出しなければならない。 
その報告書の年間登録数は、約 2000～2200 件にのぼる。提出された報告書は、広く一

般に公開され、NEDO のホームページから成果報告書データベース注 1にユーザ登録注 2す

ることで誰でも、過去 5 年間注 3の約 10,000 件におよぶ報告書を検索し、閲覧およびダウ

ンロードができるようになっている。直近 10 月の一ヵ月間だけでも、4,478 件にのぼる成

果報告書が 13,807 回におよぶダウンロードにより利用されている。 
今回、海外レポートの特集号である省エネル

ギーに関して、報告書のタイトルに『省エネル

ギー』の言葉が入っているものについて成果   
報告書データベースを利用し、検索を試みた。

その結果、過去 5 年間で国内外を含め 623 件の

報告書が登録されている。また、省エネルギー

に関する海外のみの報告書を絞り込むため『国

際エネルギー使用合理化等対策事業』の検索で

は、120 件ヒットし、さらに、『国際エネルギー

消費効率化等』に関する ASEAN10 ヵ国の国別

報告書を見ると表 1 のような検索結果が得られ

る。 

                                                 
注 1成果報告書データベース。 
注 2成果報告書データベース、新規ユーザ登録。 
注 3公開後 6 年以上経過している成果報告書についてはアーカイブ化されており、閲覧を希望される方は、ID/
パスワードを記載の上 technedo@nedo.go.jp まで、タイトル・年度・作成者等を連絡。 

表 1 ASEAN10 ヵ国の国別報告書数 
 

国 名 報告書数（件）

インドネシア 14 
ベトナム 13 
マレーシア 9 

タイ 6 
ミャンマー 4 
ラオス 4 

フィリピン 3 
カンボジア 2 
シンガポール 0 
ブルネイ 0 
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表 3 設備の性能と省エネルギー効果 

項     目 

改造前 

コンベンションバ

ーナー燃焼 

システム 

高性能工業炉への改造

後 

リジョネバーナー燃焼 

システム 

予熱燃焼空気温度（℃） 約 100－200 約 1000－1100 

燃料原単位(kcal/ton-steel) 

(Nm3-NG/ton-steel) 

629,600 

71.8 

435,000 

49.6 

天然ガス年間消費削減量

(Nm3-NG/year) 

生産量 20 万 t/year 前提 

－ 4,440,000 

温室効果ガス排出削減量(t-CO2/year) 

生産量 20 万 t/year 前提 
－ 15,016 

この NEDO 成果報告書データベースを利用し、過去 5 年間で ASEAN 諸国において、 
報告書数が多い上位 4 ヵ国の成果報告書の一部についてタイトルを表 2 に示す。 

ここでは、この表 2 に示した成果報告書の省エネルギー支援結果についての概略を説明

する。 
 

表 2 各国に関する成果報告書 
国 名 タイトル NEDO管理番号

注 4 

インドネシア ・高性能工業炉モデル事業 100005979 
100009216    

・製油所フレアガス・水素回収設備モデル事業 100005978 

ベトナム 
・ビール工場省エネルギー化モデル事業 
・ベトナムにおける飲料・食品業界の省エネルギー診断及び普及 
セミナー 

100004228 
100008338 

マレーシア 

・セメント工場におけるバイオマス及び廃棄物の有効モデル事業 
実施可能性調査 

・セメント工場におけるバイオマス及び廃棄物の有効モデル事業

の CDM 事業化等に係る調査 

100008494 
100010697 

タイ ・省エネ・節水型繊維染色加工モデル事業 100005973 
100010402 

  
【インドネシア】 
■高性能工業炉モデル事業  
 
－結果概要－ 
インドネシア国内におけるエ

ネルギーの有効利用と環境保全

を目的とした高性能工業炉モデ

ルの導入事業である。 
グヌンガルーダ製鉄所の鋼片

用加熱炉の従来バーナを蓄熱式

燃焼システム（リジェネバーナ

ー）に置き換えることにより、

加熱炉の排ガスから熱回収し、

バーナ用の燃焼空気を予熱する

ことで事業対象加熱炉において、

表 3 に示すように燃料消費量で約 30%の省エネルギー効果を得た。この温室効果ガス削減

効果は、15,016 トン-CO2/年の削減に相当した。  
 
■製油所フレアガス・水素回収設備モデル事業  

                                                 
注 4 NEDO 成果報告書データベース管理番号。 
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－結果概要－ 
インドネシア国営石油（プルタミナ）は、石油開発、精製、流通、販売など全てにおい

て独占的に事業を展開している。現在国内に製油所は8ヵ所あり、プルタミナはそのうち7
ヵ所を所有しており、国内総原油処理能力は、1,060,000BPSD注5に達し、主要製油所はデ

ュマイ製油所、ムシ製油所、チラチャップ製油所、バリクパパン製油所、バロンガン製油

所の5ヵ所がある。この報告書は、プルタミナ・バリクパパン製油所内にフレアガス注6およ

び水素回収設備を設置し、回収・再利用することで、省エネルギー技術の有効利用と普及

活動等を行うことを目的としている。  
処理されるフレアガスの設計流量は、4,000Nm3/h で、オフガス・コンプレッサーによ

り 8.5kg/cm2G まで圧縮および冷却される。そのフレアガスを LPG セパレーターに送り、

LPG 注 7と液化しないガス成分に気液分離し、液化しないガスについては自家燃料ガスと

して再使用した。 
一方、水素回収設備は、 大 68mol%の水素を含む LPS off Gas 注 8をアンモニアガスと

硫化水素ガスの除去工程および水素の選択的分離工程にて処理し、水素純度 98mol%以上、

水素回収率が 68%程度となることを確認している。 
 これによる省エネルギー効果としては、原油換算で 98,670 トン/年を削減、温室ガス削

減効果としては、294,420 トン-CO2/年の効果が出ていることを実証した。  
 
【ベトナム】 
■ビール工場省エネルギー化モデル事業 
 
－結果概要－ 
ベトナム、タインホア省の国営ハノイビール公社、タインホアビール工場において、ビ

ール煮沸釜排蒸気再圧縮システムの蒸気の再利用、冷却システム改善、パストライザ注 9改

善およびバイオガスボイラシステムからの蒸気回収を行っている。それらの省エネルギー

対策により、64,000kL/年のビール製造時において原油換算で 3,386 トン/年を削減、温室

ガス削減効果としては、10,476 トン-CO2/年の効果が出ていることを実証した。  
 
■ベトナムにおける飲料・食品業界の省エネルギー診断及び普及セミナー 
 
－結果概要－ 
日本で一般的な飲料食品業界の省エネルギー技術についてベトナムにおける普及活動

を実施した。省エネルギー診断では、ベトナムのビール工場、それ以外の各種飲料・食品

                                                 
注 5 BPSD:Barrels Per Stream Day 一日当たりの処理能力。 
注 6製油所において大気中に燃焼廃棄されているガス。 
注 7 LPG:Liquefied Petroleum Gas 
注 8 LPS off Gas：Low Pressure Separator から放出されるガス。 
注 9 ビン詰・缶詰めラインの殺菌器。 
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工場として製糖・アルコール工場および乳業工場を対象に省エネルギーの専門家を派遣し、

現況を確認した。その上で各工場の技術担当者等に対して工場における省エネルギー対策

の基本概念と簡単に実践可能な省エネルギー改善指導を行った。この指導結果をベトナム

の北部、中部および南部地区の 3 ヵ所でセミナーを実施して紹介した。 
 
【マレーシア】 
■『セメント工場におけるバイオマス及び廃棄物の有効利用モデル事業（実施可能性調査

/CDM 事業化等に係る調査）』 
 
－結果概要－ 

NSCI社のBahau工場内のセメントキルン原料入口からバイオマスのEFB 注 10、SHELL、
FIBER および下水汚泥、廃タイヤを投入し、それに対応する石炭の使用量を低減する事に

より代替エネルギーおよび CO2排出削減を実現するものである。このためこれらのバイオ

マスおよび廃棄物投入前処理粉砕機、乾燥機、キルン投入装置、各種輸送機の他、そのキ

ルン内での円滑な燃焼を支援するための塩素バイパス装置および TCS システム注 11を設置

した。この結果、原油換算で 30,422 トン/年 のエネルギー代替が可能となり、196,680 ト

ン-CO2/年の温室ガス削減効果が得られるとされた。 
 

【タイ】 
■省エネ・節水型繊維染色加工モデル事業 
 
－結果概要－ 
タイ国の Thong Thai Textile Co., Ltd（TTC 社）に液流染色機、排熱回収装置、乾燥機

およびテンター注 12を導入し、エネルギーと水の消費量データを収集した。その結果、エ

ネルギー消費量は 66%減、水消費量は 23%減を達成した。 
 
さらに、NEDO における省エネルギーの活動を知りたい場合は、NEDO 広報室が動画 

配信のサービス注 13を行っており、その中の、『日本の技術は国境を越えて－国際関連事業

をめぐる発見の旅－』を御覧戴くと、タイ、中国およびベトナムにおける NEDO の省エ

ネルギー、環境技術についての一部を分かり易く紹介している。 
 
【まとめ】 
今回は、ASEAN における省エネルギー関連の NEDO 成果報告書の一部を紹介した。 
NEDO では、新エネルギー・省エネルギー関連業務において、政府としての重点的に取

                                                 
注 10 EFB:Empty Fruit Bunches、パーム搾り油工場から廃棄される空果房。 
注 11 TCS システム：Taiheiyo Coating Solution System プレヒータコーティング防止システム。 

(http://www.taiheiyo-eng.co.jp/) 
注 12 織り上げ後、所定の幅に生地を整える『幅出し乾燥機』。 
注 13 広報ビデオ（動画配信サービス）(http://www.nedo.go.jp/introducing/video/gijyutsu/japan_index.html) 
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り組むべき分野の技術開発、実証試験及び導入普及の各業務、石炭資源開発業務等を戦略

的・重点的に推進している。また、産業技術開発関連業務では、1）民間のみでは取り組

むことが困難な、実用化までは中長期の期間を要し、かつリスクの高い技術テーマに取り

組む『ナショナルプロジェクト』、2）即効的な市場創出・経済活性化の効果を狙う『実用

化・企業化促進事業』、3）大学や公的研究機関等が有する有望な技術シーズを育成する『技

術シーズの育成事業』を技術分野ごとの特性や、研究開発を取り巻く環境の変化を適切に

組み合わせて実施している。 
これらの業務から提出された成果報告書は、国民の方々のための貴重な技術蓄積であり、

今回の調査レポートのように成果報告書データベース検索システムの活用例を示すことで、

さらに多くの方々に有効に報告書が利用されるように努めていきたいと考えている。 
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【エネルギー】国家予算 再生可能エネルギー 省エネルギー 
 

EERE の 2010 年度予算は 3％増加、22 億 4,000 万ドルに（米国） 
 

2009 年 10 月 28 日、オバマ大統領は、エネルギー省(DOE)の 2010 年度歳出予算（2009
年 10 月～2010 年 9 月）を承認した。この中にはエネルギー効率・再生可能エネルギー局

(EERE)の歳出予算 22 億 4,000 万ドルが含まれており、2009 年度の年間歳出予算の 21 億

8,000 万ドル注 1からは 3％の微増となった。2010 年度の予算額は DOE が要求した年間予

算額よりも約 3％低い。さらに、連邦議会は EERE の予算のうち、議会指定プロジェクト

に 2 億 9,200 万ドル以上を割り当てているため、事実上の EERE の予算は 19 億 5,000 万

ドルである。歳出予算法 H.R.3183 注 2に関するこれまでの経緯や、テキスト、関連文書に

ついては、LC-Thomas 注 3のウェブサイトを参照されたい。また、H.R.3183 の承認につい

てはホワイトハウスのプレスリリース注 4を参照されたい。 

 
今回の新しい歳出予算法で大きな予算を獲得したのは、EERE の建築技術プログラム

(Building Technologies Program)注 5である。同プログラムは 2009年度の予算額 1億 4,000
万ドルから 43％増加して、2010 年度は 2 億ドルを獲得した。連邦エネルギー管理プログ

ラム(Federal Energy Management Program)注 6（連邦施設におけるエネルギーの消費を

対象とした、より規模の小さいプログラム）への予算額は 3,200 万ドルであり、2009 年度

より 45％増加した。再生可能エネルギー技術では、風力発電注 7 への 2010 年度の予算が

8,000 万ドルとなり、前年度から 45％増加している。太陽光発電技術プログラム注 8も大幅

に増加して前年比 29％増となり、2010 年度の予算額は 2 億 2,500 万ドルとなった。その

他のプログラムについては、予算額の増加はわずかであった。この歳出予算には DOE 国

立再生可能エネルギー研究所注 9の設備とインフラの更新への 6.300万ドルの助成も含まれ

ている。詳細は、予算案の 終版注 10の P102～P112 および P143 を参照されたい（PDF
の対応ページは P106～P116 および P147）。また、比較として EERE の「2010 年度予算

概要(Fiscal Year 2010 Budget-in-Brief)注 11」も参照されたい。 

                                                 
注 1米国再生・再投資法による一回限りの特別予算は含まれていない。 
注 2 http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d111:h.r.03183: 
注 3米国議会図書館(LC)の議会情報提供サービス。 
注 4 「Energy and Water Development and Related Agencies Appropriations Act, 2010」 

 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/statement-press-secretary-hr-2892-and-hr-3183 
注 5 http://www1.eere.energy.gov/buildings/ 
注 6 http://www1.eere.energy.gov/femp/ 
注 7 http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/ (Wind & Hydropower Technologies Program) 
注 8 http://www1.eere.energy.gov/solar/ 
注 9 http://www.nrel.gov/ (NREL: National Renewable Energy Laboratory) 
注 10 http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_reports&docid=f:hr27

8.111.pdf 
注 11 http://www1.eere.energy.gov/ba/pba/pdfs/fy10_budget_brief.pdf 
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EERE への財源に加えて、歳出予算法には、「スマートグリッド技術の研究開発」、「エ

ネルギー貯蔵」、「クリーンエネルギーの送電・信頼性」に対する 1 億 2,500 万ドルの助成

が含まれている。さらに、革新的技術融資保証プログラム(Innovative Technology Loan 
Guarantee Program)に対して 4,300 万ドル、先進的技術車両製造融資プログラム

(Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program)に対しても 2,000 万ドル

が提供されている。さらに同法では、先進的技術車両製造融資プログラムの対象を、 小

乗客人数が大人二名、燃費が 1 ガロン当たり 75 マイル相当の車両の製造にまで拡大して

いる。これによって、三輪自動車を含むこれまで軽量自動車注 12 とは見なされていなかっ

た車両の製造に融資を行うことが可能になる。先進的技術車両製造融資プログラムは、「エ

ネルギー・自立安全保障法2007(EISA: Energy Independence and Security Act of 2007)」
により設立された。詳細は、予算案注 13の P21～P22、P31、P143（PDF の対応ページは

P25～P26、P35、P147）、ならびに EISA 注 14の P23～P25 を参照されたい。 
 
さらに連邦議会は、米国農務省(USDA)が管理している米国農村エネルギープログラム

(Rural Energy for America Program)にも 4,000 万ドルを割り当てた。この額は、わずか

500 万ドルであった 2009 年度からは増加したものの、農務省が要求した 6,800 万ドルよ

りも少ない額であった。一方、2008 年米国農業法(2008 Farm Bill)からも、同プログラム

に対する 2010 年度の既定の予算として 6,000 万ドルが提供された。これにより同プログ

ラムへの 2010 年度歳出予算の総額は 1 億ドルとなった。このプログラムにより、農場、

牧場、および農業関連の小事業者における再生可能エネルギーと省エネプロジェクトのた

めに、助成金で約 5,000 万ドル、融資保証で約 3 億 5,000 万ドルが支援される見込みであ

る。2009 年 10 月 21 日、オバマ大統領は農務省の歳出予算を承認した。詳細については、

LC-Thomas のウェブサイトで予算案 H.R.2997 注 15 に関するこれまでの経緯、テキスト、

関連文書や、H.R.2997 承認に関するホワイトハウスのプレスリリース注 16、ならびに予算

案の P79 を参照されたい注 17。また、比較として、農務省の 2010 年度予算概要注 18の P8
と P56 も参照されたい。 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部） 
出典：http://apps1.eere.energy.gov/news/news_detail.cfm/news_id=15598 
  

                                                 
注 12普通自動車、バン、スポーツ用多目的車など。 
注 13脚注 9 の URL を参照。 
注 14 http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_bills&docid=f:h6enr.txt.pdf 
注 15 http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d111:h.r.02997: 
注 16 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/statement-press-secretary-hr-2997 
注 17 http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_reports&docid=f:hr279.

111.pdf 
注 18 http://www.obpa.usda.gov/budsum/FY10budsum.pdf 
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【エネルギー】風力発電  
 

米国洋上風力発電協会が開発方針を提示 
 

米国洋上風力発電協会（U.S. Offshore Wind Collaborative: USOWC）は 10 月下旬に、

この再生可能な資源のための行動を求める調査結果「米国洋上風力発電：今後の方針」を

発表した。この報告書は、米国の洋上風力発電を育成、発展させるために、政府機関、大

学および産業界の協調行動を求めている。 
 
同報告書は、米国は洋上の風力から 90 万メガワット（MW）を発電できる可能性があ

るというエネルギー省（Department of Energy: DOE）の知見を引用して、洋上風力発電

を実現するのに必要な特定領域を明らかにし、以下の点を含む勧告を行っている。①政府

機関、大学、産業界、および風力開発の利害関係者の間で協力関係を推進すること、②ウ

ェブで閲覧できる情報交換サイトを創設すること、③洋上風力について、欧米間の会議だ

けでなく共通の関心を持つ国々との会議を開催すること、④洋上風力の可能性に対する国

民と投資家の信頼を醸成するために、リーダーシップを発揮すること。同報告書注 1 と

USOWC のウェブサイト注 2には、風力発電に関する全国の活動の概略が示されている。 
 
 現在米国で行われている洋上風力発電を開発する取り組みには、ケープコッドの洋上約

4.7 マイル（7.5km）にあるナンタケット入り江（Nantucket Sound）のホースシュー浅

瀬（Horseshoe Shoal）で提案されている 468 MW の Cape Wind プロジェクト注 3が含ま

れる。同プロジェクトが連邦政府の許可を待っている一方で、東海岸に沿って他のプロジ

ェクトが検討されている。デラウェア州では、Bluewater Wind 社が、洋上風力発電によ

る電力 200MW を 2012 年頃から Delmarva Power 社に提供するという協定に署名した。

メリーランド州では、近年メリーランド州エネルギー局（ Maryland Energy 
Administration: MEA）が同州の洋上風力資源を開発する可能性を調査するための新イニ

シアティブに着手した。ノースカロライナ州では、 近 Duke Energy 社とノースカロラ

イナ大学（Chapel Hill）が、アウターバンクス（Outer Banks）から 7~10 マイル（11.2
～16km）のパムリコ入り江（Pamlico Sound）東部に 3 つの実証タービンを建設する計

画を発表した。詳細については、Cape Wind 社のウェブサイト注 4、Delmarva Power 社の

プレスリリース注 5、Bluewater Wind 社のウェブサイト注 6、MEA のプレスリリース注7、

                                                 
注1 “U.S. Offshore Wind Energy: A Path Forward” 

(http://www.usowc.org/pdfs/PathForwardfinal.pdf) 
注 2 http://www.usowc.org/ 
注 3 Cape Wind プロジェクトの概要については、NEDO 海外レポート 892 号、「ケープコッド沖に
米国初の沖合風力発電所」、2002 年 10 月 15 日、pp.20-22 を参照されたい。 

 (http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/892/892.pdf) 
注 4 http://www.capewind.org/index.php 
注 5 “Delmarva Power Agrees to Offshore Wind Power Contract”、2008 年 6 月 23 日 

(http://www.delmarva.com/welcome/news/releases/archives/2008/article.aspx?cid=995) 
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Duke Energy 社のプレスリリース注8を参照されたい。 
 
 五大湖でも洋上風力発電を開発する取り組みが進行中である。昨年、ミシガン州立大学

土地政策研究所(LPI)は、同州の沿岸でほぼ 322 ギガワットの電力が生産可能であるとい

う洋上風力発電に関する報告書を発表した。2009 年 9 月にミシガン五大湖風力評議会

（Michigan Great Lakes Wind Council: GLWC）は、ジェニファー・グランホルム州知事

に報告書を提出した。その中には、①587 平方マイル（約 1,520km2）に及ぶ州が所有す

る五大湖の沖積層低地は風力発電の開発に「 適である」、②洋上資源の開発を奨励するた

めに、法律や規制の修正が必要である、と述べられている。この間に、オハイオ州に拠点

のある五大湖エネルギー開発タスクフォースが、クリーブランド近郊にあるエリー湖の洋

上風力発電施設のフィージビリティスタディを発表した。同報告書によれば、湖岸から 3
～5 マイル（4.8～8km）の地点での 大 20MW のパイロットプロジェクトは実現可能性

があること、また費用は 9,200 万ドルかかるとのことである。ケース・ウェスタン・リザ

ーブ大学（Case Western Reserve University: CWRU）が同報告書作成のために助成した。

詳細は、LPI のプレスリリース注9およびレポート注10、GLWC のウェブサイト注11およびレ

ポート注12、CWRU のプレスリリース注13、および報告書全文注14を参照されたい。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：Report Charts Path for U.S. Offshore Wind Power Development 

（http://apps1.eere.energy.gov/news/news_detail.cfm/news_id=15620） 
 
 

                                                                                                                                                 
注 6 http://www.bluewaterwind.com/de_overview.htm 
注7 “Maryland Examines Potential of Offshore Wind; Issues Request for Expression of Interest 

for Energy Generation Partners”、2009 年 9 月 15 日 
(http://energy.maryland.gov/documents/offshorewindPR91509final.pdf) 

注8 “UNC and Duke Energy sign contract to develop coastal wind pilot project”、2009 年 10 月 6
日 (http://www.duke-energy.com/news/releases/2009100601.asp) 

注9 “NEW REPORT DETAILS OFFSHORE WIND POTENTIAL IN MICHIGAN”、2008 年 10
月 1 日 (http://www.landpolicy.msu.edu/modules.php?name=News&op=viewlive&sp_id=71) 

注10 “Michigan’s Offshore Wind Potential”、2008年9月30日 
注11 http://www.michiganglowcouncil.org/ 
注12 “Report of the Michigan Great Lakes Wind Council”、2009年9月1日 

(http://www.michiganglowcouncil.org/GLOW%20Report%209-1-09_FINAL.pdf) 
注13 “The Great Lakes Energy Development Task Force Releases Final Feasibility Study on 

Offshore Wind Pilot Project”、2009 年 5 月 1 日 
(http://blog.case.edu/case-news/2009/05/01/windfeasibilitystudy) 

注14 “Great Lakes Wind Energy Center Feasibility Study： Final Feasibility Report”、2009
年 4 月 28 日(http://development.cuyahogacounty.us/pdf_development/en-US/GLWEC_Fina
l%20Feasibility%20Report_4-28-09.pdf) 


	目次
	国際エネルギー機関におけるヒートポンプ技術の取り組み(NEDO 省エネルギー技術開発部)
	ヒートポンプ・バロメータ2009 年(EU)
	エネルギー需給の現状と2030 年の予測
	環境に優しい車(Green Car)の性能比較
	環境に負担をかけない持続可能な輸送システム(EU)
	EU が輸送に関する研究事業の公募を開始
	オバマ政権が省エネ建築物の新たな取組みを開始（米国）
	DOEが固体照明ゲートウェイ実証プロジェクトの結果を公表(米国）
	ULCOS極低炭素排出製鉄（EU）
	NEDO におけるASEAN への省エネ支援状況（アジア）
	EERE の2010 年度予算は3％増加、22 億4,000 万ドルに（米国）
	米国洋上風力発電協会が開発方針を提示

