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【再生可能エネルギー特集】 

2005 年エネルギー政策法での再生可能エネルギー導入促進策（米国） 

 
再生可能エネルギー発電 

8 月 8 日、ブッシュ大統領の署名によって成立した「2005 年エネルギー政策法

（Energy Policy Act of 2005）」は、電力供給源としての再生可能エネルギーの使用量

増加を目指した多数の条項を含んでいる。同法は風力、地熱、バイオマス、埋立地ガ

ス、小規模灌漑発電、ゴミ燃焼設備等で発電する電力の生産税控除（product tax 
credit）期間終了を今年末から 2007 年末まで延長している。また、既に存在するダム

や水路に付け加える形の新設備による水力電力と、既存の水力発電所の効率向上によ

って増量した水力電力についても対象とするように税額控除を拡大した。米国風力協

会（AWEA）と全米水力発電協会（NHA）はこの税額控除の拡大を歓迎している（表

1、表 2 参照）。 
 

表1 2005年エネルギー政策法に対する米国風力協会（AWEA）の見解 （抜粋） 

米国風力協会（AWEA）は包括的エネルギー法案に盛り込まれた風力エネルギ

ー生産税控除（PTC）の期間延長を歓迎している。PTCはプロジェクト実施から

10年間、風力タービンによって発電した電力に対して1kWh当たり1.9セントの税

額控除を与えるもので、新規ウィンド・ファーム助成の重要な要素である。当初、

2005年12月31日に期限が切れるはずであった。 
 
今年、米国では、最高で2,500メガワット容量の風力発電設備が設置される予

定である。これは70万世帯へ供給できる新規電力であり、電力産業部門への30億
ドル以上の新たな投資となる。今回、絶好のタイミングでPTCが延長されるため、

安定した成長の機運が2006、2007年も続くとAWEAは期待している。 
 
PTCの期限が2007年12月31日に変更されるだけで、現行税控除額（1.9セント

/kWh）、年次インフレ調整条項、控除期間（風力タービン導入後10年間）は、

そのまま残された。この法案は、一部の風力発電反対議員が提議していたような

PTCの利用規制や、沖合風力プロジェクトに対する制限は含まれていない。 
 
最終法案には、国の電力に占める風力、太陽光等の再生可能エネルギー由来電

力の割合を2020年までに10%とすることを求める上院の条項（再生可能エネルギ

ー使用基準（RPS）として知られている）は含まれていない。 

出典：米国風力協会（AWEW）のニュースリリース『Energy Bill Extends Wind Power Incentive through 2007』より 
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表2 2005年エネルギー政策法における水力発電に関する条項 （抜粋） 

セクション45：再生可能エネルギー生産税控除 

増分水力発電（効率向上、容量増加による既存水力発電プロジェクトが新

規に発電する電力）と認定水力発電（連邦エネルギー規制委員会（FERC）

によって現在許可されている水力発電ダム以外の設備による新規水力電

力）に対する10年間の税額控除を導入する。 

税額控除は1kWh当たり0.9セントである。 

税額控除を受けるためには、2008年1月1日までに稼動状態になっていなけ

ればならない。 

水力発電インセンティブ 

発電装置の導入に際して、拡張や新たな建設を必要としない既存ダム・水

路での新規水力発電開発への奨励金―議会で議決された経費計上の対象と

なる―を設定する。 

奨励金は、1kWh当たり1.8セントであり、期間は10年間とする。 

1暦年当たりの最高受領額は75万ドルとなる。 

奨励金を受けるためには、全ての新規水力発電が10年以内に稼動状態にな

っている必要がある。 

同プログラムは20年後に終了する。 

出典：全米水力発電協会（NHA）『Fact Sheet: Key Hydropower Provisions of the Conference 

Report to HR 6 the Energy Policy Act of 2005』より 
 

同法は、連邦政府が購入する全電力の中で、風力、太陽エネルギー、バイオマス、

埋立地ガス、海洋エネルギー、地熱、都市ゴミ、そして、既存水力発電所の効率向上

や容量増加による新たな水力電力等を供給源とする再生可能エネルギー由来電力が占

める割合を 2013 年までに最低 7.5%にすることを求めている。施設内、連邦所有地、

部族所有地で行われる発電に対しては税額控除が 2 倍になる。 
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また、同法では地熱蒸気法が改正され、地熱資源を有する州は最低 2 年ごとに、鉱

区借用権の競売を行うことが義務付けられている。落札されない鉱区については、非

競売鉱区とすることができる。金額は発電量に基づき決まるが、発電に使用されない

地熱資源に対しては低額となる。更に、水力発電ライセンス・プロセスも改正された。

再生可能エネルギーの利用可能性評価に役立てるために、太陽エネルギー、風力、バ

イオマス、海洋エネルギー、地熱、水力発電のエネルギー資源を含む、全ての再生可

能エネルギー資源の年次評価も義務付けている。 
 
太陽エネルギーのネット・メータリング、税額控除 

2005 年エネルギー政策法により、家庭用太陽熱システムの導入に対して、連邦政府

による初めての税額控除が今後 20 年間行われる。太陽エネルギー工業会（SEIA）に

よると、自家所有者および事業者が太陽熱システムあるいは太陽熱給湯システムを設

置する場合、費用の 30%までの税額控除を受ける（表 3 参照）。太陽エネルギー税額控

除は各タイプのシステムで最高 2 千ドルであり、あらゆる州やユーティリティのイン

センティブ考慮後のコストに適用される。同法は 2006、2007 年に設置されるシステ

ムに適用される。更に、自家所有者は燃料電池設置の税額控除を受けることができ、

事業者は燃料電池、マイクロタービンのいずれかを設置すると税額控除を受けること

ができる。 

表 3 太陽熱システムの事業用税額控除と家庭用税額控除の比較 

  旧制度 新制度 税額控除期間 最高限度 適用技術 

事業用控除 10% 30% 2006.1.1～2007.12.31 までは

30%、その後 10%に戻り固定 なし 

PV、CSP、ソーラー

ハイブリッド照明、家

庭用太陽熱温水シス

テム（プールへの温水

供給は除く） 

家庭用控除 なし 30% 2006.1.1～2007.12.31 
各太陽熱技術に

対して 1 システ

ム 2 千ドルまで 

PV、家庭用太陽熱温

水システム（プールへ

の温水供給は除く） 

出典：米太陽エネルギー工業会（SEIA）『Frequently Asked Questions on the New Federal Solar Tax Credits』より 

 
自家所有者および事業者による自家発電を奨励するために、このエネルギー法では

公益事業規則政策法（PURPA）が改正され、全公益事業者に対して要望に応じて電力

供給網への接続とネット・メータリングを提供することを義務付けている。ネット・

メータリングを行えば、消費者は自家発電した電力を配電網に供給することで、その

量に相当する消費電力を相殺することができる。 
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バイオ燃料の要求事項と税制優遇措置 
2005 年エネルギー政策法は、バイオ燃料、特にエタノールの使用に関する国家レベ

ルでの最低要求事項を定めている（表 4 参照）。新たに定められた『再生可能燃料基準

（Renewable Fuels Standard）』は、2006 年に米国で販売されるガソリンは総計 40
億ガロンのバイオ燃料を含み、2012 年には 75 億ガロンまで増量することを求めてい

る。この基準では再生可能燃料クレジットを認めることと、改質ガソリン酸化基準を

廃止することで、燃料精製業者に多大な柔軟性を与えている。この法案では廃棄物や

セルロース系（木質系）バイオマス由来エタノールを 1 ガロン生産するごとに 2.5 ガ

ロンのクレジットを認めている。米エネルギー省（DOE）エネルギー情報局の最近の

レポートで、同じような要求事項を詳細に検討した結果、燃料価格への影響は極僅か

であると報告している。 
 

表4 エネルギー法案での再生可能燃料に関する重要ポイント （抜粋） 

再生可能燃料基準： 

再生可能燃料基準（RFS）は、エタノールやバイオディーゼル等の再生

可能エネルギー燃料の家庭用供給拡大を目指した初めての取り組みであ

る。国としての最低使用要求量を2006年の40億ガロンから2012年には75
億ガロンまで増量するように設定している。 

精製業者への多大な柔軟性： 

12ヶ月間有効のRFSクレジット制度（基準以上でブレンドされた燃料を対象

とする）を創設することで、精製業者に柔軟性を与えている。これによって、精

製業者は、最もコスト効率の良い再生可能燃料を最適な時と場所で使用すること

ができるようになる。その上、燃料精製供給業者が6年間廃止を求めてきた改質

ガソリン（RFG）酸化基準は制定日から270日後に廃止となる（カリフォルニア

州では直ちに廃止）。更に（ガソリンの添加剤として使用される）MTBEは結果

として禁止されず、広範囲に拡大する水質汚染の原因と考えられるガソリン添加

剤の使用に関しては燃料精製業者の独自の判断に任せられることになる。 

消費者保護： 

酸化基準廃止を補うためにRFG大気質達成基準（air quality 
performance standards）を強化することで、これまでのRFGプログラム

によって高まった大気清浄度は維持されるだろう。また、バイオ燃料の供

給が制限され、価格が異常に高騰した場合には、RFS免責オプションがガ

ソリン価格への悪影響から消費者を保護することになる。 

出典：Renewable Fuels Association（RFA）『President Bush Signs Historic Energy Bill into Law』より 
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家庭・事業所で代替燃料補給設備を導入した場合、30%の税額控除を受けることが

できる（家庭用の燃料補給設備としては、現在、ホンダが家庭用天然ガス燃料供給設

備をカリフォルニアで販売している）。この税額控除は、エタノール、天然ガス、圧縮

天然ガス、液化石油ガス、水素、バイオディーゼルを最低 20%含有するバイオディー

ゼル混合燃料等の供給設備に適用される。税制優遇措置の適用はバイオディーゼル混

合のディーゼル燃料を扱う燃料販売業者にも拡大した。 
 

連邦政府機関に対しては、確実に入手でき、適正価格で供給されることを前提に、

FFV 車（ガソリンあるいは代替燃料で走行可能な自動車）に代替燃料を実際に使用す

るよう求めている。現在、多くの政府機関で FFV 車を購入しているが、ガソリン、あ

るいはディーゼル燃料だけで走行しているためである。 
以上 

翻訳・編集：NEDO 情報・システム部 
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