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【太陽・風力エネルギー特集】 

 
水素生産の太陽エネルギーと風力エネルギー技術その 2実証と結論（米国） 

 
この報告書の概要その１では第一章序論を紹介した。概要その２においては、第 6

章水素生産の実証、さらに第 7 章資金調達、第 8 章大学プログラム支援、9 章エネル
ギー政策法 812項要求ならびに第 10章の結論を紹介している。 
 
6.0 太陽エネルギーと風力エネルギーからの水素生産の実証 

 
このプログラムは、実際の運転条件で経済的競争力の決定を支援するために、技術

開発にとって重要である確認実証プロジェクトを含んでいる。これらの実証には 2 つ
の目的がある、(1)研究計画へのフィードバックと、(2)費用対効果などの技術的目標の
達成を確認することである。一旦これらの目標が達成された後は、この技術はその先

の開発および商業化のために産業界によって評価されることとなる。 
 

6.1 統合テストサイト 
 

1. 米国立再生可能エネルギー研究所(NREL)(ゴールデン、コロラド州) 
 
このプログラムは、再生可能エネルギー/電気分解システムの統合化を最適化するため

の主要研究開発施設として貢献するために、NRELの全米風力技術センターに水素電気
分解テスト施設を最近設立した。この施設は、産業界のための独立した試験施設として

役立っており、国立研究所、学術界および産業界同士の共同研究を可能としている。 
 
NREL は、風力によって動力供給される水素/電力 コ・ジェネレーション・システ

ムを開発し最適化するためのシステム実証の目標を持って、コロラド州とミネソタ州

で米国最大の公益事業の 1 つであるエクセル・エナジー社との共同研究と開発の協定
を取決めている。 

 
直接統合再生可能/電気分解 コ・ジェネレーション・システムを開発するための全

面的取り組みへの他の参加者には、現在、ミネソタ大学、ノースダコタ大学およびハ

ワイ大学、ノーザンパワーシステム、ベイシン電力、およびプロトンエネルギー・シ

ステム社を含んでいる。 
 

2. 風力から水素エネルギーへのパイロット・プロジェクト(マイノット、ノースダコタ州) 
 
ベースン電力はノースダコタ州立大学(NDSU)に風力エネルギー電気分解基盤の水

素供給ステーションを開発し設置している。ノース中央研究拡大センターはノースダ
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コタ州マイノットの近くに位置している。 
 
このプロジェクトの特別な目標は、長所、問題点および水素生産設備に動力を供給す

るための、地理的にバラバラの場所からの風力エネルギーを動的に運転計画することに

関する技術的障害をよりよく理解することである。特に動的運転計画から引起される非

定常状態の運転条件の下で、水素生産および輸送システムの運用上の問題を評価する。 
 

3. サンラボ(SunLab)(アルバカーキ、ニューメキシコ州とゴールデン、コロラド州) 
 
サンディア国立研究所(SNL)の全米太陽熱試験設備(NSTTF)と NRELの高フラック

ス太陽炉(HFSF)は、集中型太陽技術の進歩に役立つ資源を供給する。 
 
NSTTF は、中央タワーおよび 222 個のヘリオスタット、16 キロワットの太陽炉、

トラフ回転台設備、エンジンテスト施設、そして 2個の 75キロワット放物面ディッシ
ュを持った分散受光テスト施設を装備している。10キロワットの HFSFは、太陽放射
を集光するために追跡ヘリオスタットと 25 個の六角形ミラーを使用し、2,000～
20,000倍の太陽フラックスを提供することができる。これらの設備は、熱化学水素生
産をテストするために使用することができる。 
 
6.2 パワーパーク 

 
1. アリゾナ公益事業：水素パワーパークビジネス機会構想プロジェクト(フェニックス、
アリゾナ州) 
 
アリゾナ公益事業(APS)は、アリゾナ州フェニックスの既存の水素供給ステーション

を運営する。この設備は、水素生産および自動車燃料供給を評価し、そのような設備

を設置許可する経験を得るために実際の経済基盤を作るためのパワーパークプロジェ

クトに組入れられている。 
 
APS は、評価する 4 つのビジネス選択肢を開発している。モデル要素のテストは、

これらの 4 つのパワーパーク選択肢のための経済的ケースを評価するために研究者が
使用することができるデータを作成する。APSは、再生可能エネルギー統合データベ
ースを作成する風力エネルギーと太陽エネルギーの電気分解システムを評価する。 

 
2. 米国立ハワイ自然エネルギー研究所：ハワイ水素パワーパーク(オアフ、ハワイ州) 

 
ハワイ州オアフ島のハワイ大学ハワイ自然エネルギー研究所(HNEI)は、運転モード

における水素技術の確認および評価のためのテストベッドを開発し運用する。 
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・建物に動力を供給するために、進歩した廉価な電解槽、燃料電池および水素燃料内

燃機関と、ハワイ島の再生可能エネルギーソース(風、太陽そして地熱)を統合する。 
・ 実際の原価と技術データを集める。 
・ 地方自治体と一般市民への支援を行う。 
 
HNEIは、公共福祉の目的に寄与する展示サイトを選定している。 
 

3. DTEエナジー：DTEエナジー水素技術パーク(サウスフィールド、ミシガン州) 
 
DTEは、実地電力 500キロワット時/日と自動車燃料供給用圧縮水素 15kg/日を供給

することができる水素共同生産設備を、開発、設置し、運転している。 
 
このアプローチは、様々な条件の下で運転する完全なシステムに最も商業的に代表

的なユニットを組入れることによって、システムおよび構成要素の技術的目標を確認

し、これらの水素エネルギー・システムの商業的実現性に関して DOEにフィードバッ
クを提供することを目指している。太陽、風力およびバイオマス資源を使用する再生

可能電力システムを評価する。 
 

6.3 水素供給ステーション 
 

1. 21世紀への水素商業化(サウザンドパーム、カリフォルニア州) 
 
カリフォルニア州パームデザートにあるサンライントランジット機関は、公益事業

によって建設された世界初の水素の生産/貯蔵/燃料供給設備として働く。このプロジェ
クトは、公共アクセス供給ステーションへ太陽電池電気分解による再生可能水素生産

を統合している。 
 
この実証から学んだ重要な教訓は、システム設計と最適化、サイト許可、人材養成

および公共の教育を含んでいる。37キロワットの太陽電池アレイと 2つの実地電解槽
から得られた性能データと運用上の経験は、進行中や計画中の実証への価値ある情報

として役立つ。 
 
2. フォード/BP：水素燃料電池自動車と社会基盤の実証(オーランド、フロリダ州) 

 
フォード社の自動車とインフラ学習実証プロジェクトの下で、BPは、フロリダ州オー

ランドの水素自動車給油所へ再生可能発電を統合する。太陽電池と風力から起こされた電

力は、自動車燃料供給のために電気分解によって水素を生産するために使用される。 
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・ 水素生産および発電を統合する経済的利益の評価を可能とする。 
・ ピーク時に、水素はグリッドに電力を供給するために使用される。 
・ 電力と燃料生産の統合は、研究者が DOE価格目標を達成する再生可能基盤水素
の可能性を評価することを可能にする。 

 
プログラムの計画は、2009年に着手するべき商用準備実証プログラムを求めている。

このプロジェクトは、自動車およびインフラ学習実証プログラムのフェーズ 3に対応し
ている。再生可能生産技術にさらなる重点が置かれ、1 ガソリン等価ガロン(GGE)当た
り 3ドル以下のコストで水素を生産する統合再生可能電気分解システムを確認するため
の重要なマイルストーンを含む。プログラムは、2007 年に高温電気分解に関して進行/
中止の決定を想定して、太陽集光器/高温電気分解システム[1]を含む可能性を評価する。 

 
7.0 資金調達 

 
テーブル 7.0aで示されるように、DOEは電力をより入手可能にする目標を持って、

風力エネルギーと太陽エネルギー技術に毎年およそ 1 億 3000 万ドルの資金運用をし
ている。高い発電コストが、電気分解水素生産への主要な商業化への障害である。 
 
表 7.0a EERE太陽エネルギーおよび風力エネルギー技術の資金 
 

 FY05($M) ($M) FY06予算資金($M) 
(a) 

太陽 84.2(b) 84.0(c) 
風力 40.6(d) 44.2 
合計 124.8 128.2 

 
(a) FY06積算資金提供決定は、ポートフォリオと充当する資金提供レベルの各プロジェクトの業績評
価に基づいてなされる。この報告書は、各プログラムの主要活動にどのように FY2006 充当予算を
割り当てるかについてなされる決定に先行している。 

(b) FY05の$6.0Mは集中型太陽パワー向け。 
(c) FY06の$6.0Mは集中型太陽パワー向け。 
(d)この資金の$0.5Mは議会指示プロジェクト向け。 

 
"DOE 水素プログラム"の下で、また、"大統領水素燃料イニシアティブ"の支援によ

り、DOE科学局と DOEエネルギー効率・再生可能エネルギー局は、再生可能エネル
ギー基盤水素を市場競争可能とするための基礎的・応用的研究について共同研究して

いる。 
                                                  
1 Hydrogen, Fuel Cells & Infrastructure Technologies Program: Multi-Year Research, Development 
and Demonstration Plan - Planned program activities for 2003-2010, DOE Office of Energy 
Efficiency and Renewable Energy, March 2005, p. 3-103. 
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テーブル 7.0bは、毎年およそ 2200万ドルの資金提供を示している。 
 
表 7.0b 再生可能エネルギー水素生産研究開発資金[2] 

 FY05($M) FY06予算資金
($M)(a) 

DOE科学局 6.27 2.9(b) 
EERE:   

電気分解 4.5(c) 4.1 
熱化学 3.3(d) 0.58 

光電気化学 5.7(e) 2.4 
光バイオ 2.1 2.1 
合計 21.87 12.08 

(a) FY06概算資金提供決定は、ポートフォリオと充当資金提供レベルにおける各プロジェクトの業績
評価に基づいてなされる。この報告書は、各プログラムの主要活動にどのように FY2006 充当予算
を割り当てるかについてなされる決定に先行している。 

(b) FY2005度要請によって与えられたプロジェクト資金は含んでいない(FY2006予算要求の公開後に発表)。 
(c) SBIRと議会指示プロジェクトの$3.2Mを含む。 
(d) 議会指示プロジェクトの$3.2Mを含む。 
(e) 議会指示プロジェクトの$3.9Mを含む。 

 
これらのプロジェクトのための DOEの全資金提供はおよそ 9900万ドルの政府歳出予

算である。プロジェクトは付録に示されている。さらに、太陽利用で使用される高温熱化

学水素生産技術を開発している DOE核エネルギー科学技術局のプロジェクトがある。 
 
図 7.0 DOE再生可能エネルギー水素生産ポートフォリオ(多年度、$M) 

                                                  
2 Excludes biomass-derived hydrogen work and demonstrations. FY06 funding subject to 
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8.0 大学プログラム支援 
 
DOEは、大学界と水素生産のための太陽エネルギーと風力エネルギー技術開発に関

して積極的に取り組んでいる。この取り組みは、大学が産業界および国立研究所とチ

ームを組んだ競争的要請経由と共に大学界にも直接に競争的要請がなされている。さ

らに、国立研究所はその研究計画で大学界による参加を求めている。 
 
水素を生産する太陽エネルギーと風力エネルギー技術を研究するためのポスドクお

よび大学院と学部学生の両方の職場が国立研究所で可能である。FY2005 に資金提供
される"EERE 水素プログラム"のおよそ 15%は大学に提供されている。[3]大学の参加

の例は付録に示されている。 
 
 

9.0 エネルギー政策法 812項要求のプロジェクト確立における進展 
 
テーブル 9.0は、2005年エネルギー政策法 812項の要求に取り組むエネルギー省の

進展の状況を示す。 
 
表 9.0 プロジェクトおよびプログラム確立におけるエネルギー省の進展 
エネルギー法 812項要求(太陽エネルギーと風力エネルギー技術) 
 
 

エネルギー政策法要求 状況 

(a)(2) 国立研究所や高等教育機関での 1つの実
証プロジェクトを含んだ太陽エネルギー施設での

水素生産を実証するために地域的、気候的に多様な

地理的領域の 5つのプロジェクト設立をもたらす。
 

以下のプロジェクトが設立された： 
- 再生可能エネルギー研究所(コロラド州) 
- アリゾナ公益事業(アリゾナ州) 
- ハワイ大学(ハワイ州) 
-  DTEエナジー(ミシガン州) 
- フォード/BP(フロリダ州) 
- サンディア国立研究所(ニューメキシコ州) 
- サンライン・トランシット・エージェンシー 

(カリフォルニア州) 
(a)(3) プログラムの計画： 
 
(a)(3)(A) 電力と水素両方の生産に使用される

最適化された集中型太パワー装置の開発。 
 

DOEの"太陽技術と水素、燃料電池および基盤技
術プログラム"は、集中型太陽パワー装置を開発し
ており、水素生産のための熱化学サイクルの利用を

評価している。プロジェクトは以下での研究を含ん

でいる： 

                                                                                                                                                       
appropriations. 
3 U.S. Department of Energy Hydrogen Program, # 5015. 
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(a)(3)(B) 集中型太陽パワー装置が到達可能な
温度で、水素生産の熱化学サイクルの利用を評価す

ること。 
 

- サンディア国立研究所および国立再生可能エ
ネルギー研究所 

- コロラド大学 
- スターリング・エネルギー・システム社 
- サイエンス・アプリケーションズ・インターナ
ショナル社 

- ネバダ大学ラスベガス校 
(a)(4) 太陽エネルギー関連の高温材料、熱化学サ

イクルおよび経済問題に関してDOE核エネルギー科
学技術局によって支援された取り組みを調整する。 

DOE は、その"水素方針プラン"の下にこれらの
取り組みを調整している。 

 
(a)(5) 電力と同時にあるいは独立して水素生産

する新しい太陽発電装置あるいは太陽熱発電設備

の建設と運用を提供する。 
 

新しい設備を建設の決定に先立って、さらなる技

術の進歩を確認する必要がある。 
- アリゾナ公益事業 
-  DTEエナジー 

(a)(6) 集中型太陽発電装置に関係する既存設備
および研究プログラムを支援する。 

 

DOE の"太陽技術プログラム"は、サンディア国
立研究所および国立再生可能エネルギー研究所で

のプロジェクトを支援している。 
(a)(7) プログラムの計画： 
 
(a)(7)(A) 光電池装置からの電力を水素のオン

サイト生産に使用する方法の開発。 中間輸送や配

電インフラを必要とせずまた使用しないで、将来の

要求増加を提供できるであろう。 
 
(a)(7)(B) 水素生産の小規模電気分解の経済性

評価。 
 
(a)(7)(C) 水素インフラの開発のためのモジュ

ール光電池装置の可能性、水素インフラのセキュリ

ティ関連、および水素インフラに潜在的に由来した

利益の研究、がある。 

DOEの"水素、燃料電池および社会基盤技術と太
陽技術プログラム"は、太陽電池施設からの分散型
水素生産プロジェクトを確立している。 

 
- 国立再生可能エネルギー研究所 
- ギニア電気化学システム 
- アバレンス LLC 
 

国立研究所や高等教育機関での 1 つの実証プロ
ジェクトを含んだ太陽エネルギー施設での水素生

産を実証するために地域的、気候的に多様な地理的

領域の 5つのプロジェクト設立をもたらす。 
 

以下のプロジェクトが設立された： 
- 国立再生可能エネルギー研究所(コロラド州) 
- ベースン電気(ノースダコタ州) 
- アリゾナ公共事業(アリゾナ州) 
- ハワイ大学(ハワイ州) 
-  DTEエナジー(ミシガン州) 
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10.0 結論 
 
1. 米国は、全ての自動車のために必要な水素を十分に生産できる、豊富で再生可能

な太陽エネルギーと風力エネルギー資源を持っている。 
 
2. 米国内での太陽エネルギーと風力エネルギーに基づいた水素生産技術の開発は、

輸入石油の代替を提供することにより、エネルギー安全保障を増加させ、かつ環境基

準の低減と二酸化炭素排出の削減により環境を改善する機会を作る。 
 
3. 多くの経路が追求されている。水素は、太陽エネルギーや風力エネルギーから電

気分解の使用により生産できる。また、光電気化学、光バイオ有機物(また、その他の
経路)および熱で駆動される化学反応サイクルを使用して直接に水を分割することに
より水素が生産できる。 

 
4. 電解槽技術は、商業化の障壁を克服するために一層の開発を必要とする。風力発

電の電力コストは 4¢/kWh以下になりうるので、風力エネルギーは分散型水素生産用
電力の最も魅力的な資源である。成功裡の電解槽開発および積極的な 2015年産業商業
化決定[4] により、風力エネルギーに基づいた電気分解による主要都市近辺の供給所

あるいは生産設備において現地生産(分散型)される水素は、水素経済社会への移行に競
争力を持ちえる。この分散型アプローチは、自動車の大量市場参入に先立つ全国的水

素輸送のための社会基盤への投資の必要性を省く。また水素生産のために再生可能電

力資源を最大に利用する方法として、電力系統による重要な柔軟性を提供する。 
 
5. 太陽電池の分散型水素生産は、電力コストがあまりにも高いので(つまり商用系統

の 2020 年目標は 6～8¢/kWh)、移行期間では競争力を持たないであろう(エネルギー
情報調査局(EIA)のガソリン予測に基づく)。電力コストは、課税されていないガソリ
ン価格の 2015年予測に基づいた 5¢/kWh以下である必要がある。 

 
6. 2030年までに、集中型の風力エネルギーや太陽エネルギーに基づいた水素システ

ム(電気分解および他の経路)は、燃料電池車が全ての内燃機関やディーゼル車を置き換
えると考えられる、軽車両輸送セクターから石油エネルギー消費および温室効果ガス

排出を低下させるために十分な水素を実質的に生産できる。集中型システムは、さら

に、パイプライン輸送システムが 2030年の時間枠において利用可能であると仮定して
いる。 

 

                                                  
4 This commercialization decision refers the DOE Hydrogen Program goal for the technology to be 
sufficiently developed for industry to begin to commercialize fuel cell vehicles and hydrogen 
refueling infrastructure. See DOE Hydrogen Posture Plan, February 2004, page iv. 
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7. 光電気化学および光生物学による水素生産経路は、開発が非常に未熟な状態にあ
り、実現可能性の決定前により基礎的でまた応用面での研究を必要とする。このプロ

グラムは、2015年にむけてこれらの経路の試みの決定/中止を計画している。 
 
8. 太陽駆動の熱化学水素生産技術の 2015 年の研究目標達成に向けて非常に多くの

開発が必要である。 
 
9. 詳細な技術ロードマップがすべての太陽エネルギーと風力エネルギーに基づい

た水素生産経路のために構築されており、産業界と学術界との協力を通じて実施され

ている。 
 

10. 再生可能エネルギー水素生産システムの継続的な構築と試験は、技術的・経済
的障壁の評価に必要である。 

 
11. エネルギー省のポートフォリオは、8つの州における地理的に多様な実証プロジ

ェクトを持っている。水素生産設備の大規模建設を始める前に、研究の現状は今後の

目標に取り組む必要がある。 
 
DOEは、実行可能な再生可能水素の研究、開発および実証ポートフォリオを持って

いる。しかし、あるプロジェクトには議会指定プロジェクトのために資金提供できな

い。この報告書では、プロジェクト資金への FY2006 年充当予算の影響を評価するこ
とはできない。全米科学アカデミーの水素報告書で要約されているように、ほとんど

ゼロの温室効果ガス排出および輸送のための石油使用の大幅削減をもった太陽エネル

ギーや風力エネルギー技術からの大規模な大量水素の可能性のために、多数の技術パ

スを追求するべきである[5]。 
 

以上 
 
(出典：Solar and Wind Technologies For Hydrogen Production - Report to Congress, 
December 2005 (ESECS EE-3060), pp32-39, 
http://www.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/pdfs/solar_wind_for_hydrogen_dec2005.pdf ) 
 

                                                  
5 The Hydrogen Economy: Opportunities, Costs, Barriers, and R&D Needs, Committee on 
Alternatives and Strategies for Future Hydrogen Production and Use, National Research Council 
and National Academy of Engineering, 2004. Recommendations pp. 120-122. 
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