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【太陽エネルギー特集】ソーラーシステム  

  

欧州におけるエネルギー研究の現状と展望－集光型太陽熱利用－ 
 
本稿では、欧州委員会（EC）は2006年12月に「欧州におけるエネルギー研究の現状

と展望－欧州委員会、加盟国および非加盟国の研究開発ポートフォリオの比較検討1」

から「集光型太陽熱利用」を取り上げその全文を紹介する。 
この報告書では、EC・EU加盟諸国と米国やイスラエルなどとの比較分析などを行

っている。なお、日本では集光型太陽熱利用への取組は現在行われていないため、ほ

とんど言及されていない。 
 

 
 
 
 
 

1．概要：主な研究領域と主要国 
 

 集光型太陽熱利用 
研究開発領域 中央タワー方式、パラボリック・トラフ方式、ディッシュ

／スターリング方式による発電および熱化学的生産 
商業化 未商業化 

（2005年：12-15 ct/kWh、2015年目標：6 ct/kWh)2 
主要国 米国、スペイン、ドイツ、イスラエル 
期待される EU エネル

ギー政策目標への貢献 
・欧州における再生可能電力の供給の増加 
・再生可能な水素製造に関する長期的オプション 

EC政策による後押し 再生可能エネルギーの供給とグリーン電力に関する 
EU指令 

主要加盟国 スペイン、ドイツ、イタリア 
（加盟国全体での研究開発資金のうち 95%以上を占める） 

 
集光型太陽熱発電（CSP）システムには、集中方式（中央タワー）、分散方式（パラ

ボリック・トラフ）、ディッシュ／スターリング方式の 3種類がある。ディッシュ／ス
ターリング方式のシステムは出力領域が 5～50kWe であり、分散型発電、特に発展途
上国において単独で利用する場合などに適している。中央タワー方式とパラボリッ

                                                  
1 “The State and Prospects of European Energy Research Comparison of Commission, Member and 

Non-Member States R&D Portfolios” 
2 太陽熱エネルギーに関する「世界市場イニシアティブ（Global Market Initiative）」における目標値。 

― 集光型太陽熱利用： 目 次 ― 
 
１．概要：主な研究領域と主要国 
２．EC、加盟国およびその他の国の研究対象 
３．太陽熱システムの研究資金 
４．評価と結論 
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ク・トラフ方式のシステムでは、数百 MW領域の出力が期待でき、従来の発電技術と
組み合わせて、化石燃料を利用した発電設備とハイブリッド化することも可能である。

これらのシステムにおける研究需要は、主に、効率の向上を目的とした集熱システム

の高温化とエネルギー貯蔵方法の開発に集中している。またタワー方式では最近、太

陽熱を直接利用した水素製造などの熱化学プロセスの研究も行われている。 
 

CSPの発電設備は数が少なく、これまで実証用プラントが数ヵ所と、商業化されて
いるソーラー・トラフ・プラントが米国に一ヵ所あるのみであった 3。しかし、最近で

は複数の商業化プロジェクトや、商業化を目前にした実証プロジェクトが計画、実施

されている。特に、スペインで新しく施行された太陽エネルギーに関する法律には CSP
について明記されており、この技術に新たな動きをもたらしている。 
 

CSP技術の十分なノウハウを持っている国は世界的にも非常に少ないが、今後米国
とイスラエルでも、ドイツやスペイン同様、専門技術の開発や研究活動が急速に進む

ことが期待されている。また、イタリアも CSPに多額の資金を費やしており、ほぼ単
独で融解塩パラボリック・トラフの研究開発に取り組んでいる。今までのところ、こ

の取り組みには目立った進展はない。 
 
2．EC、加盟諸国およびその他の国の研究対象 

FP44にはディッシュ／スターリング・システムの研究も含まれていたが、FP5では
研究対象が主に中心タワー・システムとパラボリック・トラフ・システムに絞られた。

FP5で取り組まれた主な課題は以下の通りである。 
 
・パラボリック・トラフ・システムにおける集熱器のコストと性能の改善 
・中央タワー・システムにおける太陽集熱器の開発（主に空気式集熱器） 
・その他の新しい革新的な構成部品（反射鏡など）の低コスト化 
 
Andasolや PS-10、Solar Tresなどのプロジェクトに見られるように、これらの研究・
実証の成果の中には、そのまま商業用発電設備に反映されたものも多かった。 
 

FP6 における CSP への資金拠出では、上述した CSP 技術（ディッシュ、トラフ、
タワー）内の優先事項と並んで、ハイブリッド・システムと、水素製造用の反応器に

も焦点が当てられた。特定の技術があからさまにプログラムから除外されることはな

かったが、資金の割り当てられた研究プロジェクトはトラフ・システム、またはタワ

                                                  
3 カリフォルニア州モハベ砂漠にある太陽熱利用発電システム（SEGS：Solar Electric Generating 

System）。9つの太陽光フィールドからなり、3つの隣接地域に配置されている。このうち有名なも
のはクラマー・ジャンクションであり、1985年から稼働している。最大出力は 350MWである。 

4 編集部注 FP4：第 4次フレームワーク計画（期間：1994～1998年）。FP5、FP6と続き、FP7が
2007年 1月より始まっている。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.995,  2007.2.21 

33  

ー・システムの技術に関するもののみであった。 
 

CSPシステムを強化するもうひとつの方法としては、太陽熱と従来のエネルギー源
（化石燃料）を組み合わせたハイブリッド・システムの開発がある。 
 

EC が資金拠出したロードマップ・プロジェクト（ECOSTAR）では、CSP におけ
る様々な技術的アプローチが評価され、技術開発目標が定められた。 
 
集光太陽熱分野での今後の指針となり得る取り組みとして、EUROTROUGH プロ

ジェクト 5を挙げることができる。 
 

EUROTROUGHプロジェクトは 2000年 10月に開始され、2年後に終了した。
プロジェクト資金の合計額は 190 万ユーロであり、そのうち 90 万ユーロを EC が
負担した。このプロジェクトでは、先行研究に基づいてソーラー・トラフの効率向

上とコスト削減に成功し、その結果、欧州における CSP 技術の競争力が強化され
た。 

 
プロジェクトの主な目的は、より高効率でより低価格なパラボラ型太陽集熱器の

開発であった。主な成果は以下の通りである。 
 

・EUROTROUGH Iと EUROTROUGH IIの 2プロジェクトで、パラボラ型太陽
集熱器の 75m セクションが開発され、完成後には 1 年間実際の日照条件の下で
テストされた。 

・性能および設計が改善されたことにより、従来の技術と比較して 15%のコスト減
が実現した。 

・これらのプロジェクトの結果、各パートナー企業は低価格なパラボリック・トラ

フの技術分野において EU内でリーダーシップを得た。各企業は現在、新しい太
陽熱発電プラントの建築に向けた入札への参加を開始している。 

 
ECの定める研究優先事項と、EC主要加盟国の定める研究優先事項は、極めて類似

している。これは主に、主要加盟国であるドイツとスペインが、CSPの分野で密接な
協力関係にあることによる。現在主に重視されている技術は、中央タワーとパラボリ

ック・トラフに関連するものである。 
 
CIEMAT6の下部組織であるスペイン PSA（Plataforma Solar de Almeria）は、世

                                                  
5 編集部注 ドイツ、ギリシャ、スペイン、イスラエルの企業や団体によって実施された共同プロジェ
クト。 

6 編集部注 スペインのエネルギー（環境影響含む）部門の国立研究機関で、国内に 4つの研究所を持
つ。科学技術省の下部組織だが、産業エネルギー省からもファンドを得ている。 

< 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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界的に非常に重要な実験設備を所有しており、この設備はドイツとの緊密な連携の下

で稼働されている。ここでの主な研究課題は以下の通りである。 
 
・パラボリック・トラフ型集熱器を利用した蒸気発電 
・融解塩を利用した集中型集熱システム 
 
これらの研究分野における今後の指針となり得るプロジェクトには、以下のものがある。 
 
・ANDASOL実証プラント（50MWの蒸気発電、パラボリック・トラフ型集熱器使用） 
・SOLAR TREF 実証プラント（融解塩を利用した 25MWの集中型集熱システム） 
 
商業発電を目指すこれらのプロジェクトは、コンソーシアム（国際的な融資団）によ

って発足されたものであり、ECによる研究開発資金助成を受けている。 
 
ドイツは 1980年代初期から CSPへの取り組みを開始しており、いくつかの分野で

技術的なリーダーシップを発揮している。ドイツとスペインは連携して研究活動を行

っているため、研究内容にはスペインの優先事項も反映されている。最近では高温シ

ステムが研究の中心となっており、今後有望な新しいテーマとして水素製造が注目さ

れている。 
 
イタリアは、2001 年から CSP に大きく力を入れ始めた。予算の殆どは、融解塩を

利用したパラボリック・トラフ技術に関する研究プログラムに費やされている。 
 
欧州産業界は、世界市場で今後予想される大規模なプロジェクトに備えて、研究活

動に密接に関わっている。スペインやドイツのプロジェクト、また EC が資金を拠出
するプロジェクトでは、産業界との強力な連携が実現されている。 
 
米国は CSPの商業利用経験をもっとも多く持つ国であるが、ここ数年で CSPに関す

る活動は大幅に減少している。米国が力を入れている研究領域は、主にソーラー・ディ

ッシュとソーラー・トラフである。熱化学システム、および太陽熱による水素製造の分

野においては、欧州のイニシアティブの方が進んでいる。しかし、専門家の意見によれ

ば、この分野は今後米国の水素戦略の一部として浮上してくると見られている。 
 
イスラエルは、ドイツに次いで、CSPに関する科学的・産業的な高いノウハウを持

っていると考えられている。イスラエルでは、専門企業が研究および技術開発に大き

く関わっており、その研究範囲は、数 MWの中央タワー・システムからスタンドアロ
ン（単独稼働向け）の 100kWe未満の小規模システムまで多岐にわたる。 
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オーストラリアでは、太陽熱エネルギー研究に照準を合わせた国立の研究センター

が、ニューサウスウェールズ州のニューカッスルに設立された。この研究センターは、

最大発電能力が 550kWthを越える、約 800平方メートルの高集光型タワーアレイと、
摂氏 300度程度を上限とする中温型アレイで構成される。 
 
メキシコと南アフリカでは、技術の実践を通して農村地域への電力供給の可能性を

評価するために、パラボリック・ディッシュ／スターリング技術の分野にも取り組ん

でいる。 
 
日本では、国内の地理的および気候的な条件が CSPの利用に適していないため、集

光型太陽熱利用に関する積極的な研究は行われていない。 
 
国際的な連携は、主に国際エネルギー機関（IEA）の太陽熱・太陽化学エネルギー・

システム（Solar PACES）のプラットフォームを通して行われている。このプラット
フォームは、CSPシステムの開発とマーケティングを目的とするものであり、主要活
動国はドイツ、イスラエル、スペイン、米国、オーストラリア、およびフランスであ

る。 
 
なお、CSP研究における各国の協力関係については、欧州内でも統一されていない。 

 
・一つの流れとして、現在ドイツとスペインが主導している活動では、すべて良好な

協力関係が続いている。この分野に取り組んでいる国が非常に少ないこともあり、EU
レベルでの強力な連携が実現している。また、ドイツとスペインの研究者達が同じ実

験サイト（Almeriaの Plataforma Solar）を利用していることなどによって、研究活
動は比較的調和のとれたものとなっている。欧州内の 4 つの研究所（スペインの
CIEMAT、ドイツの DLR、スイスの ETH、およびフランスの PROMES-CNRS）が連
携して取り組んでいる SOLLAB イニシアティブを通して、2004 年以降、欧州では各
国の協力関係が強化されてきた。EU のプロジェクトは主にドイツとスペインの研究

所や企業が実施しており、フランス、イタリア、スイス、イスラエルなどからも専門

家が参加している。 
 
・別の流れとして、最近、イタリアで融解塩パラボリック・トラフ・システムに重点

を置いた取り組みが行われている。イタリア国内では、この取り組みに対して多額の

費用が投入されているが、他の加盟国や ECとの連携はほとんどないようである。 
 
3. 太陽熱システムの研究資金 
ECが資金拠出する研究 

FP6では、CSP技術のうち、トラフまたはタワーに関連する技術のみに研究資金が

< 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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割り当てられている。この研究資金の大部分（60%）は、水素の製造あるいは天然ガ
スの改質のための熱化学システムに集中している。他には、コスト効率の高い貯蔵シ

ステムや、太陽熱と従来の化石燃料を組み合わせたハイブリッド・システムなどにも

資金が割り当てられている。ハイブリッド・システムの研究を行っているプロジェク

トへの資金は、CSP予算の 15%を占めている。 
 
EU加盟国レベルの研究 
欧州における研究プロジェクトのほとんどは、スペイン PSAでの取り組みと密接に

関わっている。PSAは IEAのイニシアティブに基づいて設立された組織である。PSA
は長い間、複数の国から資金提供を受けて、ドイツとスペインによって共同で管理さ

れてきたが、現在ではスペインの CIEMATによって運営されている。集光太陽熱の研
究に対するスペイン国内での資金拠出額は 2001 年以降増加の傾向にあり、年間 800
万ユーロとなっている。新プログラム CENIP の開始が予定されており、研究開発費
は年間 6000万ユーロ程度まで増加すると考えられている。 
 

11MWのソーラー・タワー・プラント PS-10や、15MWのソーラー・タワー・プラ
ント Solar Tresなど、スペインにある大規模な実証プラントは、欧州およびスペイン
から研究資金の援助を受けている。これらのプロジェクトでは商業的な発電を目標と

しているため、民間企業や銀行からも多額な資金を提供されており、その金額は数億

ユーロにおよぶと推定される。 
 
ドイツは長い間 PSA に関わっており、過去 20 年間にわたってその研究活動に取り

組んできた。1980年代には年間 1,500万ユーロを越える多額の資金を拠出していたが、
1990 年代には年間約 500 万ユーロと拠出額が減少、さらに 2000 年から 2004 年にか
けて拠出額は 300 万ユーロ未満にまで落ち込んだ。しかし、最近ドイツでは、再生可
能エネルギー研究における優先事項として CSPが再び注目を集めており、ドイツ連邦
予算から年間 500万ユーロが割り当てられている。このうち大部分（約 60%）を占め
るのは、構成部品の研究である。残りは新構想と太陽熱化学システムにそれぞれ 20%
ずつ割り当てられており、特に熱化学システムへの投資の割合は現在増加傾向にある。

ドイツはまた、Andasolの商業用ソーラー・トラフ型発電所（50MW×2基）における
研究にも資金を拠出している。 
 
イタリアは、欧州全体の半分以上の資金を CSPに費やしている。2002年から 2004

年の間には 3,500 万ユーロを拠出しているが、これはイタリアの非原子力エネルー研
究開発（NNE RTD）資金のうちの 20%を占める。この資金のほとんどは、融解塩を
キャリアとして利用するパラボリック・トラフ技術に関する一つの研究プログラムに

投入されている。中央タワー・システムとディッシュ／スターリング・システムに関

しては、イタリアは、より小規模な実証・実験サイトをいくつか使用している。ここ
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で興味深いのは、パラボリック・トラフ・システムにおけるイタリアの取り組みが、

他の加盟国の活動とは連携せず、単独で行われている点である。イタリア国外のエネ

ルギー専門家からは、イタリアが CSP研究の主要国であるとは、今のところ見なされ
ていない。ECの拠出資金で進められているプロジェクトには、イタリアはあまり参加
しておらず、参加しているプロジェクトもソーラー・ディッシュ・システムと中央タ

ワー・システムに関するもののみである。 
 
米国の研究 

米国では、過去数年間で CSPへの取り組みが大幅に削減されている。2000年以前、
米国の CSP への資金拠出は 2,000 万ユーロ／年にのぼっていたが、2005 年には 450
万ユーロにまで落ち込んだ。しかし、米国の資金拠出は近い将来再び増えることが期

待されており、2006 年には 900 万ユーロの目標額が定められている。2005 年には、
割り当てられた資金の半分以上が、高温太陽集熱による水素製造技術の審査に費やさ

れた。水素製造技術の研究開発は、将来的にはエネルギー省の水素プログラム（DOE 
2005）の下で資金の割り当てを受けることになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 評価と結論 
中心的技術 

CSPの研究を行っている国は、世界的にも数少ない。ドイツとスペインの活躍によ
り欧州が世界をリードしており、その直後をイスラエルが追っている。最近ではまた、

イタリアも力を蓄え始めている。米国は、CSPへの取り組みを、現状維持のみを目的
とした最低限の活動量に減らしていたが、最近になって再び水素製造に向けた活動を

 1 
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積極的に開始しはじめた。その他オーストラリア、メキシコ、南アフリカなどでも CSP
分野における専門知識や実経験の強化に取り組んでいるが、CSP研究という意味では、
これらの国々の果たしている役割は余り大きくない。 
 
世界全体で考えれば CSP には大きな将来性があるが、欧州内においては、実際に

CSPを活用できるのは南部の数ヵ国のみである。CSPの研究で特異的なのは、最も積
極的に取り組んでいる国々が、ほとんど、あるいはまったく、自国内で CSP技術を利
用できないという点だ。つまり、CSP研究の主な目的は、産業知識の構築と輸出市場
における競争力の強化だといえる。 
 
 
重要領域 EC 米国 イスラエル イタリア ドイツ スペイン

ソーラー・トラフ、 
中央タワー    

融解塩 

ソーラー・

トラフ 

  

ソーラー・ 
ディッシュ 減少      

太陽熱化学 
システム 増加  増加  増加  

研究・実験の 

援助 
      

■高比率（CSPへの資金拠出の 30%以上） ■中比率（同 15%以上） ■限定的（同 15%以下） 
 

EC の集光型太陽熱研究ポートフォリオでは、中央タワーのプロジェクトとソーラ
ー・トラフのプロジェクトが重視されている。ポートフォリオの重点は、かつては材

料や構成部品に関する問題であったが、現在では集光型太陽エネルギーを欧州のエネ

ルギーシステムに統合するための課題（ハイブリッド・システムや太陽蓄熱の問題な

ど）へと移行している。この結果システムのコスト削減が実現し、技術の市場への導

入がより現実味を増してきた。ソーラー・ディッシュ／スターリング・システムは、

ECが資金拠出する取り組みの枠から外れた。現状の作業プログラムからあからさまに
排除されてこそいないものの、この領域のプロジェクトへの資金拠出はない。FP6 で
は、焦点は主に熱化学技術にあり、CSPに対する長期的なオプションが探求され、貯
蔵用あるいは輸送用燃料としての水素製造に関連する新分野が切り開かれている。 
 
長期にわたって活動しているドイツとスペインの取り組みは、この EC のポートフ

ォリオと極めて類似している。しかし、イタリアは異なる路線（融解塩ソーラー・ト

ラフの研究開発）をとっており、欧州の統合へ向けた取り組みには参加していない。

欧州共通の研究戦略を展開するには、ドイツ、スペイン、および EC の支援する活動
の中にイタリアを取り込むことが必要になる。現在米国では、産業界が重要だと判断

した研究プロジェクトをエネルギー省（DOE）が実施し、CSP 産業を援助している。
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予算が限られているため、ソーラー・ディッシュとソーラー・トラフのみが対象とさ

れており、ソーラー・タワーの研究開発には資金は拠出されていない。しかし米国で

は、水素戦略の一環として、太陽の高熱を利用した水素製造への取り組みが幾つかの

プロジェクトで既に始まっており、この分野は今後さらに大きく成長すると考えられ

ている。 
 
イスラエルの研究課題の優先順位は EC、スペイン、およびドイツのそれと非常によ

く似ている。また、イスラエルの研究機関は、ECの研究プロジェクトにも積極的に参
加している。イスラエルで行われている研究の多くは、産業界や民間の研究会社によ

って実施されている。イスラエルは大型プラントの砂漠への建設を計画しており、こ

れが実現すれば、同国の CSP産業に対する大きな後押しとなる。 
 
資金拠出 

1970～80年代にかけて、主要国（ドイツ、スペイン、イスラエル、米国）は集光型
太陽熱エネルギーの研究に多額の投資を行い、費用のかかる実証・実験サイトを建設

した。現在実施されている研究の多くはこれらのサイトか、あるいは商業発電用に設

計されたサイトで行われている（そして結果的に、民間の投資家から主な投資を受け

ている）。これまでイタリアはあまり積極的に CSP に取り組んでいなかったが、数年
前から多額の資金を CSPに投入し始めた。これらの資金は主に実験・実証サイトの建
設にあてられている。しかし、CSPに対して実際に行われてきた投資や取り組みを正
しく理解するには、最近の 5年間や 10年間の活動だけに注目するのではなく、過去や
将来についても視野に入れる必要がある。 
 
イタリアの活動を除外して考えると、EU（加盟国および EC）がこれまでに行って

きた資金拠出は、米国が行ってきた資金拠出と同レベルだといえる。欧州では、スイ

スもまた CSPに対して内容の濃い取り組みを行っている。米国では過去 5年間で CSP
への予算が半減しており、このスイスの取り組みを計算に入れると、欧州全体での CSP
に対する活動は、米国による活動を凌駕しているといえる。欧州では再生可能エネル

ギーの研究開発予算のうち 12.6%が集光型太陽熱エネルギーの研究に割り当てられて
いるが、米国が CSPに割り当てている予算は 6%（2002年まで）から 3%（2003年～
2005年）と減少している。ごく最近の傾向としては、米国においても欧州（特にドイ
ツ）においても、CSPへの資金拠出には増加の気配が見えている。 
 
出典：The State and Prospects of European Energy Research 
http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/portfolios_report_en.pdf 
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