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【太陽エネルギー特集】2006年掲載記事レビュー  
 

世界の太陽エネルギー利用への取組状況 
―「NEDO海外レポート」2006年掲載記事のレビュー― 

 
NEDO技術開発機構 情報・システム部 

 
世界各地で太陽光発電、ソーラーシステム（太陽熱利用）、風力発電への取組が行わ

れている。NEDO海外レポート1 では、これまでに再生可能エネルギーなどの特集、お
よび一般記事としてその都度興味深い記事を掲載してきた。昨年 1 年間で 30 件以上の
太陽エネルギー利用関係の記事を掲載してきたが、本稿では、それらの記事の概略を改

めて紹介することにより、世界での太陽エネルギー利用への取組状況を概観する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

1．世界における太陽エネルギー利用の状況 
 
(1) 総エネルギー供給量に占める太陽エネルギー利用の状況2 
国際エネルギー機関（IEA）の統計資料によると、2003年における世界の一次エネ

ルギー総供給量（10,579Mtoe3）の内、再生可能エネルギーの割合は13.3%で、その中
の風力は0.051％、太陽（太陽光発電と太陽熱利用の計）は0.039％であり、量的には
非常に少ない状況にある（図1参照）。 
ただし、年間増加率は全体平均値（2.1％増）より遙かに高く、風力は49%増、太陽

は29%増である。また、これらの大部分は先進諸国（OECD加盟地域4）で消費されて

いるという特徴がある。 

                                                  
1 「NEDO海外レポート」のトップページ：http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/index.html 
2 世界ｴﾈﾙｷﾞｰ供給における再生可能エネルギーの役割  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/987/987-01.pdf 
3 Mtoe：toeは石油換算トン。Mtoeは石油換算百万トン。1toeは 42GJ（ギガ・ジュール）。 
4 経済協力開発機構。欧州諸国を中心に日・米を含め 30ヵ国の先進国が加盟する国際機関。 
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*一次エネルギー総供給量（Total Primary Energy Supply：TPES）は IEAの方法（Physical energy content 

methodology）を用いて算出された。外航船用燃料を含み、電気／熱の売買は除外される。数字は商用およ
び非商用のエネルギーを含む。  

**地熱、太陽熱、風力、潮力／波力／海洋エネルギー 
 ***再生可能エネルギー以外の廃棄物を含む 

                            （出典：IEA Energy Statistics） 
図 1 世界の一次エネルギー総供給量*の燃料別内訳（2003年） 

 
 
(2) 世界の風力発電の設置状況5 
世界風力エネルギー協会(GWEC)によると、世界市場において、2005年に導入され

た風力発電は前年の8,207MWから大幅に増加して11,769MW（年間増加率は43.4%）
に達している（図2参照）。金額ベースでは、新規に導入された発電設備の総額は120
億ユーロまたは140億ドルを超えている。 
世界の風力発電の総設備容量は59,322MWに達し、2004年比で25%の増加となった

（図2参照）。国別に見ると、上位はドイツ（31.0％）、スペイン（16.9％）、米国（15.4％）
の順で、日本は9番目で世界の2.1％であった（図3参照）6。 

                                                  
5 記録的な成長を続ける風力エネルギー（世界）   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/976/976-01.pdf 
6 2007年 2月 2 日に、GWEC は 2006年値を発表している（http://www.gwec.net/ 参照）。それによると、2006
年に新たに設置された風力発電設備は 15,197MW、総設備容量は 74,223MWとなり、前年以上に大幅に増加して
いる。また、日本はトップ 10の圏外（13位）となっている。 

石油 
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石炭 24.4%*** 

その他** 0.5%
水力 2.2% 

CRW 10.6% 
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（出典: 世界風力エネルギー協会）              （出典: 同左） 

図2 世界の累計設備容量(1995年～2005年)   図3 風力発電設備累計設備容量の 
上位10ヵ国の割合(2005年12月) 

2．米国での取組状況 
 
(1) 風力発電の導入量7 

米国風力エネルギー協会(AWEA)の発表によると、米国での風力発電導入容量が
2006年半ばに 1万 MWを超えた（図４参照）。 
米国で最初の商業用ウィンドファームは 1980 年代初頭にカリフォルニアに建設さ

れた。1985年に発電容量が 1,000 MW に達し、1999年に 2,000MW の目標に到達す
るまでには 10 年以上かかっている。しかしながら、その後の導入容量は 5 倍に拡大
した。現在では、2000 年当時に全米で稼動していた容量(2,500 MW)以上の導入を 1
年間で行っている（2006年予想量：3,000 MW）。 

（出典：U.S. Department of Energy Wind Energy Program & AWEA）  

図 4 米国の風力発電導入累積容量の推移（MW） 
(2) 太陽光発電への取組状況 
                                                  
7 米国の風力発電導入容量が1万MWに（米国）  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/987/987-06.pdf 

年 容量(MW) 
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【エネルギー省「新5ヵ年国家太陽光発電プログラム」】8 

米国エネルギー省(DOE)省エネルギー・再生可能エネルギー局(EERE)の主導により、
「新5ヵ年国家太陽光発電プログラム」（2003～2007 年）が実施されている。その下
で、太陽光発電国立センター(NCPV)は、太陽光発電産業との費用分担方式プログラム
を通して、コンポーネントの設計、デバイスの製造技術及びシステムの開発、改善を

産業と共同で行っており、①太陽光発電による発電コストを2015年までに6セント
/kWh にする、②太陽光発電システム価格を2015年までに1.5ドル/W にすることなど
を目指している。さらに、2006 年1 月には、システム主導型アプローチのコンセプ
トに基づく次期「太陽エネルギー研究開発プログラム（2007～2011年）」の草案を発
表している。 
 

【カリフォルニア州での支援策】9 

カリフォルニア州公益事業委員会(PUC)は、2006年8月に太陽光発電システムを設置
した自宅所有者や企業に対する実績ベースの奨励金に関する規定を承認した。これは

2006年1月にPUC によって採択されたカリフォルニア州ソーラー・イニシアティブ
(CSI)の第1フェーズを整備し、太陽光発電の設置に対して11ヵ年で28 億ドルの奨励金
を提供する計画である。 
  
【欧米での太陽光発電技術開発への取組状況】10 

米国と欧州の2005年の太陽光発電技術開発は、主として結晶シリコン太陽電池(第1
世代)と薄膜太陽電池(第2世代)の効率の改善に集中した。さらに、第3世代の有機高効
率多重接合（タンデム）多結晶薄膜太陽電池や熱光発電（TPV）太陽電池などを含む、
出現中のまた次世代の太陽光発電開発への継続した関心もまた2005年には流行した。
第1世代および第2世代太陽電池の両方は、この数年にわたって、コスト逓減と結びつ
いた効率の大きな改良が見られた。出現中の次世代あるいは第3世代PV技術は、いま
だ生産にいたらないか、あるいは従来のPV市場販売の1%未満の限定された生産状況で
ある。 
 
【個別の研究成果例：太陽光発電】 

 NEDO海外レポートでは、太陽光発電に関する研究開発への取組例についても、下
記のように適宜紹介してきた。 
 
1）DOEの資金提供により、ボーイング・スペクトロラボ社によって開発された集束
型太陽電池が、変換効率40.7％の世界記録を達成したとの研究成果を紹介11。 

                                                  
8 欧米各国における太陽光発電の研究開発動向（NEDO新エネ部）  

 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/987/987-02.pdf 
9 太陽光発電に対する奨励金をカリフォルニア州が承認（米国）  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/987/987-03.pdf 
10 米国および欧州の2005 年の太陽光発電(PV)技術開発と商業化 

 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/973/973-02.pdf 
11 太陽電池技術で効率 40パーセントの世界新記録を達成（米国） 
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2）国立バークレー研究所とコーネル大学による、これまでのものよりはるかに効率的
な太陽電池を生み出すことが可能であるとされる半導体窒化インジウム(InN)の型
式の太陽電池の開発例を紹介12。 

3）屋根と太陽電池を一体化した新世代の太陽光発電(PV)屋根製品について、基礎的な
コスト問題を明らかにするための研究プロジェクトに、米国立標準技術研究所

(NIST)が支援を開始したことを紹介13。 
4）UCLA（カリフォルニア大学ロスアンゼルス校）で、プラスチックを使用した新方
式の太陽電池モジュールが開発されたことを紹介。二つの導電性電極間に、単一の

プラスチック層をサンドイッチのように挟み込む方式を採用することで、従来のシ

リコンをベースとした太陽電池技術のコストと比較し、約三分の一以下に低減する

ことができるとしている14。 
 
(3) ソーラーシステムへの取組状況15 

 国立再生可能エネルギー研究所（NREL）が取り組んでいた集光型太陽熱発電設備
（CSP）16が、2005年12月にアリゾナ州で初めて操業を開始したことを紹介した。こ
の設備には、CSP 技術として、パラボラ・トラフ・システムが用いられている。パラ
ボラ・トラフ型集光・集熱器は樋状に伸びた放物面鏡からなり、樋の長さと同じ集熱

管で効率良く太陽熱を集めることができる（図5参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  （出典：NREL） 
 図 5 パラボラ・トラフ型集熱器 

 

 

                                                                                                                                                       
  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/991/991-14.pdf 

12 広帯域太陽電池のバンドギャップ形成(米国)   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/983/983-12.pdf 
13 エネルギー予測モデル向上のための太陽光発電屋根データ(米国)  

 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/982/982-11.pdf 
14 経済性の高いプラスチック製太陽電池モジュールを開発(米国） 

    http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/976/976-07.pdf 
15 太陽熱によるクリーンな電気を米国南西部の家庭に供給する（米国） 

   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/980/980-13.pdf 
16 Concentrating Solar Power (CSP) plant 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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3．欧州連合(EU)での取組状況 
(1) 欧州委員会報告書「エネルギー科学技術の指標と基準」 
欧州委員会は2005年3月に「エネルギー科学技術の指標と基準」と題した報告書を

発表している。この報告書は各種のエネルギー関係の技術テーマを取り上げ、技術的

および社会経済的なボトルネック、それに関連する数量的要因（性能、コスト等）、

今後の改善に向けた重要指標の分析（目標値の提示等）、および今後に向けての提言

などを行っているものである。NEDO海外ポートでは、風力17、太陽光発電技術18、太

陽熱関連技術19などを取り上げ掲載した（表1～表3参照）。 

表1 様々な規模の風車に関する最新技術の状況 
 実用化段階 実 証 段 階 研究開発段階 

陸上HAWT(水平軸風車) 陸上HAWT(水平軸風車) 小型風車＜10kW 
0.2～5MW 3～5MW 柔軟なシステム 

世界の設備容量約
40GW 洋上HAWT 都市型風車 

増加率(1999-2003)： 0.5～2.0MW 風力潜在性 
約26%[EWEA]   予測可能性 

  予測手法 
小型風車市場 最新のO&M手法 
約50～5000W 最新の伝達システム統合 

電力系統の競争力 充電装置または僻地電源
として利用 

今後の洋上プロジェクトの
ためにMW級風車の陸上試
験が行われている。 

新材料 

技術 

    新しい風車構想 
（出典：EUROPEAN COMMISSION：Energy Scientific and Technological Indicators and References） 

 

表 2 太陽熱利用の最新技術の状況 
 実用化段階 実 証 段 階 研究開発段階 

技術 トラフ方式 
トラフ方式 
タワー方式 

ディッシュ／スターリング方式

トラフ方式 
タワー方式 

ディッシュ／スターリング方式
注）タワー：太陽熱発電集中方式、トラフ：太陽熱発電分散方式 

（出典：同上） 

表 3 太陽電池/システム技術の状況 
 実用化段階 実 証 段 階 研究開発段階 

セル技術 

単結晶 Si 
多結晶 Si  
ガリウムヒ素 

単結晶 Si 
多結晶 Si  
薄膜結晶 Si 
薄膜非結晶質 Si 

薄膜非晶質 Si 
薄膜 CIS  
薄膜 CdTe 
(有機セル) 
(ポリマーセル) 

システム技術 
非グリッド接続  

プロフェショナル 
消費者製品 

非グリッド接続 住居 
グリッド接続 分散 
グリッド接続 集中 

 

注：薄膜非晶質、CISおよび CdTe太陽電池の商業応用があるが、市場シェアは小さい。 
（出典：同上） 

                                                  
17 エネルギー科学技術の指標と基準 風力（EU）   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/976/976-02.pdf 
18 エネルギー科学技術の指標と基準 太陽光発電技術（EU） http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/973/973-03.pdf 
19 エネルギー科学技術の指標と基準 太陽熱関連技術（EU）   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/976/976-09.pdf 
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(2) その他の取組例 
【欧州風力エネルギー技術プラットフォーム（TPWind）】20 

EUにおける風力発電への取組として、欧州風力エネルギー技術プラットフォーム
（TPWind）が正式に発足したこと、また、より良い風力タービン部品の特定と開発
を目的としてEU 支援のプロジェクト“UpWind”が行われていることを紹介した。 
 
【太陽光発電への取組】21 
 NEDO成果報告書「欧米各国における太陽光発電の研究開発動向」から、EUや各国
での太陽光発電の研究開発への取組状況の概要を紹介した。具体的には、EUでは、FP6
（第6次研究開発フレームワーク計画）下で、太陽光発電関連で16件のプロジェクトが
選定されていること、ドイツでは「2005年太陽光発電整備プログラム」が策定されて
いること、イタリアでは太陽光発電研究開発が主に大学・研究・教育省(MIUR)の下で
実施されていること、スイスの太陽光発電研究開発プログラムは、連邦エネルギー局

等が協力して策定した「4ヵ年エネルギー研究・技術・開発総合基本計画」に基づいて
いること、オランダでは2004年後半に導入されたエネルギー研究･技術・実証活動の新
規計画により、太陽光発電への支援の重点化が期待されていることなどである。 
 
 
4．各国での太陽エネルギー利用への取組状況 
 NEDO海外レポートでは以下に示すように、米国、EU以外に、欧州ではドイツ、イ
タリア、ベルギー、オーストリア等、北中南米ではカナダ、メキシコ、ブラジル、ア

ジアでは韓国、フィリピンでの太陽エネルギー利用の状況についての記事を掲載して

きた。 
 
(1) 欧州 
【ドイツ】 

 ドイツ全体で2005年において1,400MW 超の太陽光発電設備が電力系統に連系され、
全体で約10億kWh が発電されていること、2006年7月にドイツ西部ノルトライン・ヴ
ェストファーレン州においてタワー集中方式の太陽熱発電設備の建設が始まったこと

などを紹介した22。 
風力発電については、2005年末時点で、17,574 基（総発電容量は18,428M）が稼働

し、今後は洋上風力発電の拡大が予想されること、風力発電施設の輸出（米国、欧州、

インド向け）が好調で、国内市場の減少分を上回る勢いであることなどを紹介した23。 
                                                  
20 欧州技術プラットフォームで風力の研究開発が最優先課題に 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/990-14.pdf 
21 欧米各国における太陽光発電の研究開発動向（NEDO新エネ部） 

  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/987/987-02.pdf 
22 ドイツにおける太陽エネルギーの利用状況（ドイツ） http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/987/987-05.pdf 
23 ドイツにおける風力発電事情 発電施設の輸出と洋上発電（ドイツ） 

  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/987/987-09.pdf 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.995,  2007.2.21 

8  

【イタリア】 

イタリアの風力発電の総出力が2005 年末時点で1,718MW になり、年間の発電量が
均30億kWhとなったこと、風力発電設備は一応順調に増大しているが、景観問題によ
る設備設置反対運動が収まっていないことなどを紹介した24。 
太陽光発電については、優遇電力料金の適用に伴い太陽光発電設備の申請が相次い

でいること25、欧州で初めての太陽光発電列車プロジェクト26を紹介した。 
 
【ベルギー】                        

ベルギー国内で新たに設置や計画されている風力発電備に関するいくつかの事例27、

海上風力発電を計画しているいくつかの企業28を紹介した。 
また、ベルギーが新たに設置を計画している南極基地において、風力発電や太陽光

発電などの導入が計画されていることを紹介29した。 
 
【オーストリア】 

オーストリアの再生可能エネルギー全般に関する法制度や助成制度に関する記事の

中で、東部ブルゲンラント州で風力発電事業が行われていることを紹介した30。 
 

【その他】 

太陽熱の利用が進んでいる欧州（ドイツ、フランス、ベルギー）での技術開発動向

及び利用状況について、NEDO職員による海外出張報告31を掲載した。 
また、非常に効率の良い新型太陽電池を開発しているスウェーデンの企業を紹介32した。 

  
(2) 北中南米（除く米国） 
【カナダ】 

停電や電力コスト対策のために自ら風力発電設備を設置するIT企業や、太陽光と地
熱利用のハイブリッド技術に取組む企業を紹介した33。 
また、ヘリウムを充填した飛行船を利用し、空を飛びながら風力発電を行う計画を

紹介した34（図6参照）。 

                                                  
24 イタリアの風力エネルギーが増大   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/976/976-04.pdf 
25 優遇電力料金が適用される太陽光発電設備の設置申請が相次ぐ（イタリア） 

  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/987/987-04.pdf 
26 イタリア国鉄の太陽光発電列車“PV TRAINプロジェクト”終了（イタリア） 

   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/976/976-08.pdf 
27 再生可能エネルギーの利用が加速するワロン地域（ベルギー） 

  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/988/988-06.pdf 
28 北海での海上風力発電を計画するBelwind社（ベルギー）  
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/987/987-07.pdf 
29 再生可能エネルギーを利用した南極基地の建設（ベルギー）  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/987/987-08.pdf 
30 オーストリアの再生可能エネルギー  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/988/988-03.pdf 
31 欧州における太陽熱利用システムの先進動向調査－海外出張報告－ (NEDO新エネ部)  

 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/973/973-13.pdf 
32 新構造の太陽光セル開発(スウェーデン)http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/972/972-12.pdf 
33 新エネルギー導入を進めるカナダ企業   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/970/970-11.pdf 
34 空を飛ぶ風力発電機（カナダ）   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/976/976-03.pdf 
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（出典：Magenn社のWebサイト） 

図6 空を飛ぶ風力発電所のイメージ図 
【メキシコ】 

メキシコの新エネルギー政策に関する記事の中で、2006年末にメキシコ最初の大型
風力プラント(発電能力83MW) が稼働予定であることなど、いくつかの風力発電プロ
ジェクトを紹介した35。 
同じ記事の中で、恵まれた日射条件を利用して、太陽光発電が1993～2003年の間に

発電能力が7MWから15MWに拡大し、農村の電化、水のくみ上げや冷房のために年間
8,000MWh以上発電されていることや、2003年時点で57万㎡以上の太陽熱温水器（パ
ネル）が設置されていることを紹介した。 
 
【ブラジル】 

政府による代替エネルギー源多様化プログラム（PROINFA）での風力発電の進捗が
遅れていることを紹介した。同プログラムでは、2008年末までに計54件の風力発電の
設置を目標としているが、2006年5月時点で着工している案件は5件に留まっている。
その理由として、機材の不足（資材調達の国内比率が6割以上でないとプロジェクトに
採択されないため）、コスト高、公的融資の不足が挙げられていることを報告した36。 
 
（３）アジア 

【韓国】 

2005年に発効した「新エネルギー及び再生可能エネルギーの開発・利用・普及促進
法」で定める10種類の新・再生可能エネルギーとして、太陽エネルギー（太陽光発電、
太陽熱利用）および風力が挙げられていること、特に太陽光発電および風力発電を3
大重点分野に選定（他は水素・燃料電池）し、重点的に資金投入を行い技術開発に取

                                                  
35 メキシコにおける新エネルギー政策の状況   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/988/988-04.pdf 
36 プロジェクトに遅れの目立つ代替エネルギー源多様化プログラム(ブラジル)  

  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/982/982-12.pdf 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート995号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/995/
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り組んでいることを紹介した37。 
 
【フィリピン】 

フィリピンでの石油代替エネルギー開発や温暖化対策への取組に関する記事38の中

で、いくつかの風力発電プロジェクトの紹介や、風力発電の推進のために日本や欧州

への財政的な協力を求めていることなどを紹介した。太陽エネルギーについては、燃

料の輸送が難しく、電線の敷設も経済的に難しいような遠隔地で、特に有望な代替エ

ネルギーとして位置づけられ、各地でバッテリー式システムや太陽熱併用システム、

ソーラー住宅システムが設置されていることを紹介した。 
 

【中国】 

再生可能エネルギー産業と政策当局を代表する機関である中国再生可能エネルギー

産業協会が作成した「中国におけるウィンドフォース12」の報告書を紹介した39。こ

の報告書では、中国での風力エネルギー開発の展望および方向性の定量的な評価を行

っている。 用地の調査・利用の可能性を考慮に入れると、陸上および洋上における風
力発電の技術的可能性（現在の技術で利用可能）は2,000GW（中国にある全発電所の
総発電容量の4倍に相当）を超えることが試算されている。 

（NEDO情報・システム部 林 欣吾）

                                                  
37 新・再生可能エネルギーに係る技術開発と普及戦略（韓国）  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/975/975-13.pdf 
38 フィリピンにおける再生可能エネルギー、温暖化対策への取組状況 

  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/988/988-02.pdf 
39 中国におけるウィンドフォース12の概要（中国）  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/970/970-10.pdf 
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添付資料 「NEDO海外レポート」2006年の太陽エネルギー利用関連記事リスト   
国  名 

 
記事タイトル 

掲載号 
(発行日)

世界エネルギー供給における再生可能エネルギーの役割   987(10/18) 世界 

記録的な成長を続ける風力エネルギー（世界） 976(4/12) 
風力発電 米国の風力発電導入容量が1万MWに（米国） 987(10/18) 

欧米各国における太陽光発電の研究開発動向（NEDO新エネ部） 987(10/18) 

太陽光発電に対する奨励金をカリフォルニア州が承認（米国） 987(10/18) 
米国および欧州の2005 年の太陽光発電(PV)技術開発と商業化 973(2/22) 
太陽電池技術で効率40パーセントの世界新記録を達成（米国） 991(12/13) 
広帯域太陽電池のバンドギャップ形成(米国)  983(8/16) 
エネルギー予測モデル向上のための太陽光発電屋根データ(米国)  982(7/26) 

太陽光 

経済性の高いプラスチック製太陽電池モジュールを開発(米国）   976(4/12) 

米国 

太陽熱 太陽熱によるクリーンな電気を米国南西部の家庭に供給する（米国） 980(6/21) 
エネルギー科学技術の指標と基準 風力（EU） 976(4/12) 
エネルギー科学技術の指標と基準 太陽光発電技術（EU） 973(2/22) 

EU 

エネルギー科学技術の指標と基準 太陽熱関連技術（EU）  976(4/12) 
1欧州技術プラットフォームで風力の研究開発が最優先課題に 990(11/29) 

欧州

連合

（EU） 

EUその他 
欧米各国における太陽光発電の研究開発動向（NEDO新エネ部） 987(10/18) 

ドイツにおける太陽エネルギーの利用状況（ドイツ） 987(10/18) ドイツ 

ドイツにおける風力発電事情 発電施設の輸出と洋上発電（ドイツ）  987(10/18) 
イタリアの風力エネルギーが増大（イタリア） 976(4/12) 
優遇電力料金が適用される太陽光発電設備の設置申請が相次ぐ（イタリア）  987(10/18) 

イタリア 

イタリア国鉄の太陽光発電列車“PV TRAINプロジェクト”終了（イタリア） 976(4/12) 
再生可能エネルギーの利用が加速するワロン地域（ベルギー）   988(11/1) 

北海での海上風力発電を計画するBelwind社（ベルギー） 987(10/18) 

ベルギー 

再生可能エネルギーを利用した南極基地の建設（ベルギー） 987(10/18) 
オーストリア オーストリアの再生可能エネルギー（オーストリア）   988(11/1) 

1欧州における太陽熱利用システムの先進動向調査－海外出張報告－ 
(NEDO新エネ部)   

973(2/22) 
欧州その他 

新構造の太陽光セル開発(スウェーデン) 972(2/8) 

新エネルギー導入を進めるカナダ企業 970(1/11) カナダ 

空を飛ぶ風力発電機（カナダ） 976(4/12) 
メキシコ メキシコにおける新エネルギー政策の状況（メキシコ）   988(11/1) 
ブラジル プロジェクトに遅れの目立つ代替エネルギー源多様化プログラム 

(ブラジル)  
982(7/26) 

韓国 新・再生可能エネルギーに係る技術開発と普及戦略（韓国）   975(3/22) 
フィリピン フィリピンにおける再生可能エネルギー、温暖化対策への取組状況 988(11/1) 
中国 中国におけるウィンドフォース12の概要（中国） 970(1/11) 

（注）各記事へは「NEDO海外レポート」のトップ頁からアクセス可能。
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/index.html 
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