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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。 

 

目  次 
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) 世界の風力発電の設置状況 
2. 米国での取組状況 

 (1) 風力発電の導入量、(2) 太陽光発電への取組状況、(3) ソーラーシステムへの取組状況 
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」、(2) その他の取組例 
4. 各国における太陽エネルギー利用への取組状況 
   (1) 欧州（ドイツ、イタリア、ベルギー、オーストリア、その他） 

(2) 北中南米（カナダ、メキシコ、ブラジル） 
(3) アジア（韓国、フィリピン、中国） 

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 

 

< 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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*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 
34.4% 再 生 可

能 エ ネ
ルギー 
13.3% 

潮力 0.0005%
風力 0.051%
太陽 0.039%
 
 
地熱 0.416%

原子力
6.5% 

ガス 21.2% 

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 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) 

< 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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【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/ >
　海外レポート995号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/995/
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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 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 新のO&M手法 

約50～5000W 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 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 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/ >
　海外レポート995号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/995/
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【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 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 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 
 

< 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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【太陽エネルギー特集】風力発電 

 
欧州におけるエネルギー研究の現状と展望－風力エネルギー 

 
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」と題する報

告書を発表した。この報告書では、原子力を除く全てのエネルギー研究領域（12領域）

における、欧州委員会、EU加盟諸国の公的資金を受けた研究のマップ作りや、米国や

日本との比較分析を行っている。 
本号では「太陽エネルギー特集」として「風力エネルギー」「太陽光発電」「集光

型太陽熱利用」を取り上げ、その全文を紹介する（太陽光発電、集光型太陽熱利用に

ついては次項以降に掲載）。 
 

 
 
 
 
 

1． 概要：主な研究領域と主要国 

 
  風力エネルギー 

研究開発領域 マルチメガワット級の洋上風力発電；次世代技術 

商業化 新しい石炭、石油およびオープンサイクル方式のタービン

  を用いる発電所との競合 

主要国 米国、日本、ドイツ 

期待される EU エネルギー EWEA2によると、2010 年までの予測導入量は 75,000MW
政策目標への貢献 であり、このうち 10,000MW が洋上となる見通しである。

EC の政策による後押し RES-E 指令 3； 
  優遇価格電力買取制度（feed-in tariffs） 

主要加盟国 ドイツ、オランダ、デンマーク(加盟国の風力エネルギー 

  研究開発資金の約 70%を占める) 

 
2004 年末までに、世界の風力エネルギー設備容量は約 48,000MW に達した。欧州

は、世界の 72%の設備容量を有しており、2004 年における市場拡大の 73%を占めた。

その他の地域においても、大規模な風力エネルギー産業が姿を現し始めている 4。 
                                                  
1 “The State and Prospects of European Energy Research Comparison of Commission, Member and 

Non-Member States R&D Portfolios” 
2
 欧州風力エネルギー協会：European Wind Energy Association 

3 RES-E：Renewable Energy Sources to Generate Electricity(再生可能エネルギー源から生産された電

力)2001 年の EU 指令で、EU 域内市場における再生可能エネルギー発電の促進を目的とする。 
4 GWEC(Global Wind Energy Council：世界風力エネルギー協会) ：Wind Force 12, p. 6 

― 風力エネルギー： 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．風力エネルギーの研究資金 
4．評価と結論 
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風力エネルギーを利用すれば、完全にクリーンなエネルギー生産を行うことができ

る。風力タービンは過去 10 年で高度な先端技術へと発展し、ウィンドファームは欧州

全域で盛んに稼働している。 も重要な技術的進歩の一つは風力タービンの大きさで

ある。風力タービンは次第に大型化しており、kWh 当たりの製造コスト低下を可能に

している。 
 

しかし、その他の新興技術 5 と競合していくためには、研究開発によってより一層

のコスト削減を目指す必要がある。 
 
2. EC、加盟国およびその他の国の研究目標 

風力エネルギーの研究は、EU のフレームワークプログラムによって継続的に支援

されている。この領域における成功の多くは EC（欧州委員会）の支援に帰することが

できる。EC の支援は、1980 年代に行われた小規模な陸上プロジェクトから始まった。

当初は商業化には程遠かったが、その後もプロジェクトは繰り返し実施され、1980 年

代後半には洋上プロジェクトも行われるようになった。さらにその後は、ウィンドフ

ァームと規模拡大への取り組みが行われるようになった。EC が支援するプロジェクト

は常に市場を先取りしており、その多くは商業的に成功している。現在、FP56 および

FP6 の下でおよそ 30 件のプロジェクトが進行中である。プログラム委員会、加盟国お

よびその他の利害関係者の緊密な連携の下、さらなる研究を要する領域と優先事項の

特定が進められている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 市場に導入される風力タービンの大きさ 
 

                                                                                                                                                       
http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/WF12/wf12-2005.pdf 

5 EWEA 2005：European Wind Energy Association: Prioritising Wind Energy Research. Strategic 
Research Agenda of the Wind Energy Sector, Brussels , p.2f 

6 EC 2005：European Wind Energy at the dawn of the 21st century. Research funded under the 
Fifth Framework Programme, published by the European Commission, Directorate-General for 
Research , p.7 

< 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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以下は FP6 に示されている EC の研究開発目標である。 
 

将来の風力エネルギー変換装置のための革新的な材料、モデリングおよび設計 

軽量で信頼性が高く効率的な風力タービン部品を開発する。開発は標準化と認証を

包含し、翼端から基礎に至るまであらゆる部品を対象とする。 
 
大型タービン（＞5MW）の設計と開発 

大型タービンの動力伝達および制御システムの改善、タービンの大きさと設置コス

トの 適化 
 
マルチメガワット級の洋上発電設備（風力および波力エネルギー）導入のための出力

予測 
風力および波力エネルギーを利用した洋上発電設備を導入するために、投資リスク

を 小限にするための経済シミュレーションを含めた出力の評価と予測を行う。 
 
EC の 2 つの諮問グループ 7 は、様々なエネルギー領域の共同研究をより一層進める

ためにどのような研究開発が必要であるかを評価した。その結果、いずれのグループ

も風力エネルギーの領域で欧州の競争力を維持するためには欧州一体となったアプロ

ーチが必要であると強調した。洋上風力発電の技術と第 4 世代タービンの開発は、そ

の他の総合的な課題の中でも特に重点研究領域とされている。 
 

また、風力エネルギー産業の活動は短期的な視点に立っているので、風力技術にお

ける欧州のリーダーシップと機運を維持するためには、EU および加盟国レベルの公

的な研究では、中長期の研究開発に焦点を当てる必要がある。 
 
 「風力エネルギーテーマ別ネットワーク（Wind Energy Thematic Network）」は、

様々なレベルで連携と協力が行われている顕著な例であり、風力がもたらす経済・社

会・環境面の恩恵を欧州が 大限に活用できるようにすることを目的としている。 
 

「風力エネルギーテーマ別ネットワーク（Wind Energy Thematic Network）」は、

EU が資金提供する風力エネルギーの研究開発を欧州の風力産業のニーズに合致させ

ることを目的として立ち上げられた。このネットワークは 300 名を超える産業界や研

究機関の専門家で構成されており、次の目標を掲げている。 
 

・ 情報交換とネットワーク作りの推進 
・ EU のリーダーシップ維持に必要な研究開発の見極めと EU 戦略の評価 

                                                  
7 欧州エネルギー研究領域作業部会(European Energy Research Area Working Group：ERAWOG)、

戦略作業部会(Strategic Working Group：SWOG) 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.995,  2007.2.21 

15  

・ EC の提案「持続可能な開発のための EU 戦略（A European Union strategy for 
sustainable development）」への貢献 

 
以下はこのプロジェクトの主な成果である。 

・ 風力エネルギー部門の「戦略的研究行動計画（Strategic Research Agenda）」策定 
・ 「欧州風力エネルギー技術プラットフォーム（European Technology Platform for 

Wind Energy）」に対する提言と同プラットフォームの推進 
・ 次世代風力エネルギーシステムの開発を目指す「UPWIND プロジェクト」への提

言（このプロジェクトは承認済み） 
 

欧州では、洋上風力発電や次世代タービンなど今後の実用化が見込まれる技術に明

確に重点が置かれている。これらは主要加盟国が取り組む共通の課題である。陸上風

力発電の研究は、山岳地域における好適地のマッピング或いは複雑な地形におけるマ

イクロ発電設備の立地調査などを対象としているが、少なくとも当面の重要度は低い。 
 

EC およびドイツ 8、デンマーク 9、オランダなどの主要加盟国が掲げる重点研究領

域は、技術開発の点で緊密に結びついている。これらの国々ではすでに陸上風力発電

の開発が大きく進んでおり、現在は洋上風力発電に研究の重点が移されている。中で

も特に重点が置かれているのは、資源の評価、頑丈で維持管理に手間のかからない洋

上風力タービンの開発およびウィンドファーム規模の貯蔵システムの研究である。 
 
米国エネルギー省（DOE）の「風力エネルギー複数年計画（Wind Energy Multi Year 

Program Plan）」は、3 つの開発経路（陸上発電、洋上発電、その他の新しい発電）を

想定している。これらは全て明確なコスト削減目標と時間枠によって管理されている。

研究開発の進捗状況は、基準とされるタービン構造との対比で評価される。米国は欧

州とは異なる研究領域に重点を置いており、消費者市場に近い低風速域で風力エネル

ギーを活用することを目的とした陸上立地での取り組みに特に力を入れている。 
 

日本では、アクセスの容易な多くの地域で風速が低く、風速とピーク需要は不規則

に季節変動する。このような自然条件により、日本では他の国とは異なるアプローチ

で研究開発が行われている。現在、風力タービン技術に関する研究開発が終了したと

ころである 10。重点研究領域は、サイト選定、制御技術、システムの信頼性、大規模

な風量発電システムの構築ならびに電力系統の安定化である。 
 

風力エネルギーシステムは新興諸国で次第に普及しており、再生可能エネルギーの

                                                  
8 参照： DEWI Magazin Nr. 27, August 2005 
9 Danish Energy Authority（デンマークエネルギー省）：Danish Experiences and Solutions, 

Copenhagen 2005 , Offshore Wind Power 
10 IEA (2003)：Energy Policies of IEA Countries. Japan 2003 Review, Paris 

< 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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研究ポートフォリオにおいて風力エネルギーの研究開発が果たす役割はますます大き

くなっている。2004 年にインドの設備容量が世界全体の 10%に達したことはその一例

である。EU とインドは合弁事業を柱として連携を進めている。その代表的な例が「欧

州・インド風力エネルギーネットワークプロジェクト（EU-India Wind Energy 
Network project）」である。このプロジェクトの目的は、欧州とインドの風力エネル

ギー事業者の連携を促進し、技術的な課題（風況予測、電力系統の統合、機器及び部

品の設計等）に関するノウハウと情報の交換を可能にすることである。 
 

効率改善の課題克服という点では、今なお技術的な研究難題が残されているが、現

在の重点研究領域は、将来の技術的必要条件よりもむしろ天然資源或いは風力発電シ

ステム配置の可能性及び制約などの要因によって方向づけられている。 
 

3. 風力エネルギーの研究資金 
EC は大型風力タービンの開発を FP6 の優先研究領域とし、総資金の 50%以上を投

入している。プロジェクト 1 件あたりの平均コストは FP5 から FP6 にかけて大幅に

増加している。プロジェクトの平均規模の増大は、風力技術に投入される資金が全般

的に増えているというよりも、むしろ FP6 における 2 件の国際プロジェクトに因ると

ころが大きい。これらは“DOWNWIND（水深が深い海域における洋上ウィンドファ

ーム設置）”と“UPWIND（次世代システムの開発）”と呼ばれるプロジェクトであり、

総資金のおよそ 3 分の 2 を受領している。これらはいずれも過去の FP で別々に研究

されてきた広範な技術的課題を対象としている。 
 
EU 加盟国レベルの研究 

ドイツ 11、デンマークおよびオランダの研究開発予算は、2000 年から 2004 年まで

に EU15 ヵ国で風力エネルギーの研究開発に投入された年間平均額の 3 分の 2 を占め

る。加盟国の資金スキームは様々である。ドイツでは一定の年間予算が組まれるが、

デンマークとオランダでは提案されるプロジェクトの質によって予算が決められる。

このため、風力エネルギーの研究開発資金は年毎に変動する。 
 

ドイツの資金拠出は増加しており、2004 年に 1,210 万ユーロ、2005 年に 1,610 万

ユーロ、そして 2006 年には 1,670 万ユーロとなった。2001 年から 2004 年までに、

再生可能エネルギーの研究開発予算に占める風力エネルギーの比率はおよそ 20%に達

した。2000 年から 2004 年までのデンマークの平均拠出額は年間 780 万ユーロであっ

た。オランダでは、風力エネルギーが太陽光発電とバイオマスに続いて 3 番目に多く

の資金を受領している。2000 年から 2004 年までの年間平均拠出額は 1,100 万ユーロ

であった。 
 
                                                  
11 DEWI＊ (2005), p. 5-10 ＊ドイツ風力エネルギー研究所 
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その他の国の研究 
世界的に見て、米国は風力エネルギーの研究開発に も多くの予算を投入している。

しかし、欧州全体と比較すると、拠出額の点で欧州の方が遙かに上回っている。 
 

米国の拠出額は、2004 年に 3,340 万ユーロ、2005 年に 3,430 万ユーロ、そして 2006
年は 3,720 万ユーロであった 12。 

 
風力エネルギーのプロジェクトは次の 2 つの領域に大別されており、それぞれの領

域に示されたテーマに沿って資金が配分されている。 
 

・ 風力エネルギーの実現可能性向上－エネルギー消費のより少ない風力発電システ

ムへの適用を視野に入れた費用効果的な新技術の開発（28%）、費用効率の良い小

規模分散発電技術の開発（6%）、補助研究と試験（39%） 
・ 風力エネルギーの普及促進－発電システム統合に関する補助研究（8%）、技術の受

け入れ（9%）、システム処理、通信および分析支援（9%） 
 

日本における風力エネルギーシステムの研究開発費は過去 2 年で減少している。

2004 年の予算 13 は 990 万ユーロであり、このうち 71%が出力の安定化とシステム統

合に投入され、29%がフィールドテストの計画に充てられた。再生可能エネルギー全

体の研究開発予算のうち風力エネルギーはおよそ 5%を占めている。 
 
インドなど一部の新興諸国では、研究開発の後押しによって風力エネルギー部門が

目覚ましい成長を遂げているが、このような例は現時点では非常に限られている。 

注記：いずれかの年のデータが欠けている場合はその他の年の平均額が示されている。EC の 
データは、この間の資金配分が均等に行われていることを前提としている。  出典：IEA 

図 2 欧州及びその他の主要国における風力エネルギー研究開発費の年間平均（2000～2004 年） 

                                                  
12 DoE (2005)：米国エネルギー省による複数年研究開発実証計画(Multi-Year Research, Development

 and Demonstration Plan)の 2006 年度予算概要 
13 経済産業省エネルギー白書 2005 年版 

< 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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4. 評価と結論 

中心的技術 

次の表は、EC、米国、日本ならびに加盟国の中で も拠出額の多いドイツ、オラン

ダ及びデンマークの資金配分を表したものであり、技術領域ごとに予算の割合を示し

ている。 
 
重要領域 EC 米国 日本 ドイツ オランダ デンマーク

次世代技術             

( 大 8～10MW)             

ウィンドファーム開発             

(洋上；5MW)             

低風速技術             

(2～3MW)             

分散型風力発電             

(＜100kW)             

補助研究と試験             

システム統合、送電；             

社会・経済・生態学的             

研究             

■高比率（風力エネルギーに対する資金拠出の 30%以上）■中比率（同じく 15%以上）■限定的（同じく 15%以下） 

 
欧州では、洋上ウィンドファームや次世代タービンなどの今後の実用化が見込まれ

る規模の拡大した風力エネルギーシステムや系統連係等の課題に研究の重点が明確に

置かれている。ドイツやデンマークなどの主要加盟国が中心となり、EC の目標に向け

た取り組みが行われている。陸上風力発電は、山岳地帯における好適地のマッピング

または複雑な地形におけるマイクロ発電の立地調査などが研究の対象とされているが、

現時点では極めて限定的な取り組みにとどまっている。FP6 では、短期から中期の視

点に立った研究が行われている。一方、加盟国の研究開発計画の中には産業界の優先

課題に沿って行われているものもあり、短期的な研究に新たな方向性を与えている。 
 
これに対し、米国は低風速域に 適なタービンの開発を戦略上の目的としており、

消費者市場に近い低風速域で風力エネルギーの可能性を引き出すことを目指している。

日本の技術的研究は、系統連係に関する取り組みに限定されている。 
 
資金拠出 

過去 10 年間で、欧州の風力エネルギーは強い競争力を持つ部門に成長した。2000
年から 2004 年までの同部門の予算は 5,770 万ユーロであった。一方、同期間における

米国と日本の予算はそれぞれ 3,210 万ユーロと 740 万ユーロであった。米国は風力エ

ネルギーの研究開発に も多くの予算を投入しているが、公的資金の拠出額では依然

として欧州が他の国々を凌いでいる。欧州と米国の年間拠出額の差は、過去 10 年で
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4,600 万ユーロから 1,700 万ユーロまで縮小している。その主な要因はドイツの資金拠

出が大幅に減少したことにある。 
 

欧州と米国はいずれも再生可能エネルギーの研究開発予算のおよそ 17%を風力エネル

ギーの研究に充当している。一方、日本では僅か 5%が割り当てられているに過ぎない。 
 

研究と技術開発 

EC と主要加盟国の資金拠出は、欧州全体の風力エネルギー予算のおよそ 80%を占

めている。研究の重点は将来性のある幾つかの技術に置かれており、同領域の他の研

究開発のニーズに応える余地はあまり残されていない。このアプローチが期待通りの

効果を上げるか否かは、詳細な評価の後に初めて明らかにされる。特に新規加盟諸国

が持続可能なエネルギーの開発を必要としている点において、陸上風力発電の研究を

軽視することはできない。さらに、ほぼ全てのプロジェクトで系統連系の課題を扱う

必要があるかどうかは明確でない。 
 
欧州の送電網を再設計することは、風力エネルギー産業のみならず電力部門全体が

責任を有する問題である。とりわけ、分散型発電が欧州のエネルギーシステムにます

ます浸透している現状において、送電網に関わる課題をより明確な研究領域として扱

う必要がある。 
 

欧州とその他の国々は、主に IEA の国際連携支援プログラム“Implementing 
Agreement”に設置された作業部会を通じて協力関係を結んでいる。また、より基礎

科学に近い領域（空気力学など）においては、学問上の連携や情報交換も盛んに行わ

れている。企業の所有権とこれに関連した競争上の問題により、実際の機器開発に関

する連携は存在しない。 
 
出典：The State and Prospects of European Energy Research 

http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/portfolios_report_en.pdf 
 

翻訳：山本 かおり 
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【太陽エネルギー特集】太陽光発電 

 
欧州におけるエネルギー研究の現状と展望－太陽光発電 

 
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「太陽光発電」を取り上げその全文を紹介する。 
 

 
 
 
 
 

 
1. 概要：研究の主要分野と主要関連国 

太陽光発電(PV)は、2050 年後の長期的視点の欧州の電力供給の主要な割合に寄与す

る可能性を持っている。しかしながら、2030 年までのその貢献は、欧州電力需要の

1%以下と、やや限られている 2。全体の目標は、2030 年までに欧州の太陽光発電によ

る意味がありかつ成長する浸透性を持って電力セクターのグリッド接続太陽光発電シ

ステムの使用拡大、ならびに 2020 年までの非グリッド市場での重要な浸透を拡大する

ことである。このような目標は、材料と製造工程の新しい開発を必要とし、太陽電池

素子の物理を製造工程技術にリンクさせるであろう。 
 

  太陽光発電 

研究開発領域 結晶シリコン、薄膜、新しい概念、統合化構築 

商業化 隙間産業あるいは副次的計画 

主要国 日本、米国、ドイツ 

期待される EU エネルギ

ー政策目標への貢献 
2030 年以前は欧州電力供給の 1％ 

大きなシェアは 2050 年以降 
EC の政策による後押し EU 指令 

主要加盟国 
ドイツ、オランダ、イタリア 

（加盟国の太陽光発電研究開発資金の～65％を占める） 

 
現在まで明確な完成技術を持っていない、2 つの異なる目的と戦略は、基本的に異

なる技術ラインによっていると考えることができる。 
                                                  
1 “The State and Prospects of European Energy Research Comparison of Commission, Member and 

Non-Member States R&D Portfolios”。この報告書については本号の「風力エネルギー」の項の冒頭

参照。 
2 例えば、欧州のエネルギーと輸送-2030 年の動向と比較。 

― 太陽光発電： 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．太陽光発電の研究資金 
4．評価と結論 
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－ 結晶シリコンの分野は、非常によく確立されている。 (一部では非常に奨励さ

れた)市場のための製造が既に存在している。長期的戦略は、研究開発活動と規

模の経済に基づいた発展的改善によってコストを下げることである。 
－ 例えば、色素増感太陽電池、有機太陽電池あるいはナノテク関連概念のような

薄膜や新しい概念は、まだほとんど市場には参入していないし、また、これま

でのところは研究所または実証段階に限られている。戦略の目標は、この新し

い概念や新しい材料の導入によりコスト削減で大きな進歩を達成することで

ある。 
 
経済面においては、日本は主として太陽光発電システムの設置のための国家の強い

支援活動の実施により、市場力および産業ノウハウの点から米国から国際的リーダー

シップを奪った。しかしながら、欧州は設置量と産業生産能力の両方に関して追いつ

いてきている。 
 

2. EC、加盟国およびその他の国の研究対象 
 
EC の研究優先順位は、太陽電池から生産された電力のコスト低減の方へ強く方向付

けられている。現在、太陽光発電についての EC 研究には 3 つの焦点がある。 
 
－ 結晶シリコン分野の EC 資金提供研究は、加盟国によって行われている既存の

アプローチと調整活動を向上させことを目標としている。いくつかの長期的活

動に加えて、製造工程を向上させることを目指し、さらにシリコン供給材料を

含んだ大量の短期的中期的な研究がある。 
－ 結晶シリコン代替は、徹底的なコスト低減になる技術的な進歩を達成する意図

で研究されている。ここでの EC 研究の焦点は薄膜技術にある。例えば、色素

増感太陽電池、ナノテクノロジーなどの新しい概念や新しい材料についての研

究は、明確な長期的視点で行われている。 
－ 太陽光発電システムおよび特にビルディング（建物）一体化などの統合化問題

についての研究は、短期的基盤で行われている。この研究は、一部は特定プロ

ジェクトで取り組まれ、また上の 2 つの問題についても統合プロジェクト(IP)
へ一部が統合されている。 

 
強調されるべき興味あるプロジェクトは PV MIPS3 である。これは、材料、電池お

よびモジュールに注目する大きな統合プロジェクトによって占められている現在の太

陽光発電ポートフォリオの中で非常に例外的である。このこととは非常に対照的に、

PV MIPS は、コストを削減し、太陽光発電を市場へもたらすことを目標としており、

短中期的な計画期間を持っている。 
                                                  
3 Photovoltaic Module with Integrated Power conversion and interconnection System 

< 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PV MIPS は、プロジェクトの大きさが 1,050 万ユーロで 440 万ユーロの EC 資金提供を持

った統合プロジェクトである。プロジェクトの主要な目標は、統合化電力変換システムを持

った新しい世代の太陽光発電モジュールの開発と実証であり、グリッド連系システムによる

発電電力のコストを低減させることである。 
この研究は、建物一体化統合化太陽光発電への強い関心を持ち、それにより、欧州の人口

密集地域での利用へ太陽光発電技術の展望を向上させる。ドイツ、オランダ、オーストリア

およびギリシアからの主要な研究および産業パートナーがこのプロジェクトに関与している。

プロジェクトは 2009 年の完成後に評価に入る。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
非技術的障壁ならびに市場の太陽光発電利用促進支援は、2003 年の終わりに EC 委

員会によって始められた新しいプログラムの「知的エネルギーの欧州 4」によって取り

組まれている。 
特に再生可能エネルギーに対応するプログラムの ALTENER 構成要素は、電力供給

システムへ統合された大型太陽光発電機と同様に個々の住居での小規模太陽光発電利

用の準備を行う。特に熱電併給概念への太陽光発電統合化の実証は、CONCERTO5 の

下で資金提供されたいくつかのプロジェクトでもまた取り組まれる。 
国際協力に対応するプログラムの COOPENER 構成要素は、エネルギー効率と共に、

再生可能エネルギーサービス(太陽光発電を含む)の提供を通じて、開発途上国の田舎や

市街地両方での有望な持続可能な開発および貧困緩和を目標としたプロジェクトを支

援している。 
 
加盟国の太陽光発電研究開発ポートフォリオは、EC ポートフォリオと比較的密着し

ている。しかしながら、加盟国レベルの太陽光発電への研究は、非常に種々雑多であ

る。また、活動的な国々は異なるレベルの取り組みで異なる太陽電池形式の研究を行

っている。多くの場合、研究もまた産業活動にリンクしている。欧州ではこの分野で

活発な多数の中小企業に方向付ける傾向が全国的に存在する。 
 
すべての国々の一般的な焦点はコスト低減にある。研究は、一般に、太陽電池レベ

ルの非常に基本の基礎研究から、産業レベルの実装を目指す応用研究にまで及ぶ。欧

州の主要な関係国はドイツ、オランダおよびスイスである。 
 
－ ドイツは、多くの研究分野で活発である。技術的目標は、シリコン供給材料技

術、薄膜技術(研究所から市場へ)およびシステム統合の強化を含んでいる。 
－ オランダでは、研究された主要な技術は、ウェーハ基盤(多)結晶シリコンおよ

                                                  
4 Intelligent Energy-Europe( http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html)。この中のプロジ

ェクト（構成要素）として ALTENER、COOPENER などが含まれている。 
5 FP6 で行われたプロジェクトの一つ

（http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/rtd/concerto/index_en.htm） 
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び薄膜技術(特に低温薄膜シリコン)の両方である。 
－ スイスでは、色素増感太陽電池、有機太陽電池などの新しい材料分野で強い知

識基盤がある。システム開発と実証分野で特に重点を置いているのは建物一体

化太陽光発電である。 
 
EU レベルで太陽光発電研究開発活動の調整を向上させるために、様々な活動が企

てられてきた。太陽光発電欧州技術プラットフォーム 6 を立ち上げる会議が 2004 年 9
月 28 日にブリュッセルで開催されている。別の活動には、太陽光発電分野の 11 ヵ国

の省庁とエネルギー機関の国および地域の研究プログラムを一緒に集める PV 
ERA-NET7 がある。PV ERA-NET の 初の仕事は、国および地域レベルでの進行中の

研究活動の評価であった 8。 
 
産業界レベルでは、活動は比較的よく調整されている。EPIA9 は、多くの SSA と調

整活動に関係している。例えば PV Catapult10 は、太陽光発電セクターの欧州産業界、

研究社会および他の重要な利害関係者からの 70 人を越えるパートナーが関与する

FP611 内の新しい調整活動である。 
 

近の 10 年間に、日本は、太陽光発電分野の設備容量、市場力および産業的知識の

点において、米国から世界のリーダーシップを引き継いだ。両国の産業活動は、太陽光

発電システムの設置支援計画に支持されていた。両国は、大きな太陽光発電研究開発資

金提供の長い伝統を持っており、一般的な面に関しては、その研究目標は EU のものに

似ている。システムレベルでのコスト低減および効率向上が主な焦点である。研究は、

非常に基礎から応用までの範囲にわたり、産業界の関係者を含んで実行されている。 
 
日本で設定されている研究優先順位は、産業界の興味に強い焦点を持つややトップ

ダウン的なものであると一般的に見られている。太陽光発電の場合には、このアプロ

ーチは、日本の太陽光発電産業が例えばシャープのような数社の世界的企業が優位を

占めているという事実に支持される。中小企業によって占められる欧州の太陽光発電

産業の構造とは全く対照的である。研究活動の大部分は NEDO によって扱われ、次の

優先順位を決定している。 
－ 先進太陽電池およびモジュールの開発 
－ 革新的な太陽光発電技術のための研究 

                                                  
6 European Technology Platform on Photovoltaics 
7 Photovoltaic European Research Area Network 
8 公に利用可能な報告書は、11 ヵ国の太陽光発電研究開発活動およびその一般的な目標設定の概要を提

供している。しかしながら、資金提供の外観を提供せず、優先順位を詳細に分析していない。 
9 European Photovoltaic Industry Association. 
10 Coordination Action within the 6th Framework Programme of the EC 
                                           http://www.pvcatapult.org/overview.asp 
11 編集部注 FP6：第 6 次欧州研究開発フレームワーク計画（期間：2002～2006 年）。その前が FP5。

FP7 が 2007 年 1 月より始まっている。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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－ 大量展開用の太陽光発電システム技術 
－ 太陽光発電システム普及の加速技術の開発 
 
米国の優先順位決定 (米国エネルギー省エネルギー効率・再生可能エネルギー局)は、

EU 太陽光発電研究と同じ範囲をカバーしている傾向がある。エネルギー効率・再生

可能エネルギー局の研究プログラムは、生産チェーンに沿って構造化され、次のもの

に注目している。 
－ 基礎研究 
－ 材料および装置 
－ 技術開発 
 

も顕著な差は、光集光システムにマウントされた超高効率電池の分野で明らかであ

る。これは、EC の FP5 での資金提供をほとんど受けていない技術パスで、EU の現在

の研究活動においても僅かな技術パスである 12。ここで、米国は多角的戦略に従い、そ

れにより、産業界が合理的であると考える技術的アプローチのすべてを支援している。 
 
中国は、太陽光発電研究開発の活動増大を見せ、実質的に全ての面を取り扱っている。

焦点は次のものにある。 
－ 単結晶シリコン太陽電池 
－ 薄膜太陽電池 
－ 化合物半導体太陽電池 
－ 色素増感 TiO2 太陽電池 
 
国家改革計画委員会は、太陽光発電システムの設置で支援を増大させている、また、

太陽光発電の戦略的産業ポリシーの点からますます太陽光発電を支援している(例え

ばシリコン供給材料プラントの支援)。この点で、研究社会と産業界の開発の間のより

接近したリンクは、中国の今後数年間に予期することができる。 
 
オーストラリアは、結晶シリコン分野に強い能力を持っており、基礎研究レベルは

さらに強い。 
 

3. 太陽光発電の研究資金 
 

EC が資金拠出する研究 
一般に、太陽光発電は、すべての再生可能エネルギー技術の資金提供で も高い割

合を持っている。これは、日本や米国の活動と同様に、EC 資金提供研究においても、

                                                  
12 この技術的アプローチは直射日光に依存し、従って、一部の地理的地域に制限される。宇宙応用の太

陽電池に関する研究との研究オーバーラップが存在する。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.995,  2007.2.21 

25  

また EU レベルの EC 加盟国における活動においても同様である。 
 
FP5 においては、太陽光発電は EC により資金提供されたプロジェクトの 60%に相

当していたので、太陽光発電ポートフォリオは明白に中長期的研究の重点に置かれて

いた。FP6 では、主な重点は結晶シリコン研究に置かれ、FP6 太陽光発電資金提供合

計の 30%以上を受け取っている。 
 
材料、電池およびモジュールの分野での EU の資金提供(3,720 万ユーロ、これまで

に提供された FP6 太陽光発電予算の 65%)の主なシェアは、3 つの IP(統合プロジェク

ト)によって説明される。太陽電池レベルの基礎研究から、結晶シリコン、薄膜および

新しい概念等の各々の太陽電池形式のモジュールレベルでの基礎および応用研究まで

の横の統合を目指している。殆どのプロジェクトは、中長期的研究の方向を目指して

いる。したがってこの分野における EU の研究の明瞭な計画対象期間を示している。 
 
高まる重点は、調整と協力の促進に置かれている 13。予算の 15%以下が、太陽光発

電システムと太陽光発電ビルディング統合に向けられている 14。普及と実証の資金提

供は、FP5 から FP6 で劇的に削減された。しかしながら、さらに 1 回の募集があるこ

とと、EC のエネルギー・輸送総局(DG TREN)は FP6 の前回の募集では提案が少なか

ったことを考慮に入れるべきである。 
 

EU 加盟国レベルの研究 15 
太陽光発電研究に特に活動的な加盟国では、太陽光発電はその再生可能エネルギー

ポートフォリオで 大のシェアを構成している。しかしながら、この分野の欧州の資

金提供レベルは、再生可能エネルギー資金提供と比較して、絶対量、相対量の両方で

低減されている。この低減は、予算削減によるドイツで も顕著であった。FP5 期間

に活発な研究活動があったイタリアではなおさら多く、資金提供は 1997 年と 2003 年

の間におよそ 50%削減された。ただ一つの例外はフランスで、資金提供が過去 5 年間

にわたって非常に急激に増加した。 
 
 
 
 

                                                  
13 注目すべき 2 つの調整イニシアティブ：評価・調整 MS 活動(PV ERA-NET)および産業統合を目指し

た活動(PV Catapult)。 
14 先行プロジェクトと考えられる 1 つの IP に加えて、この分野の主な手段は STREPS である(上記の PV 

MIPS を参照)。 
15 資金提供データは一般的な IEA 資金提供データ(IEA インターネットデータベースによるアクセス)で

あることに注意：他の出所と明白な違いがある。特に IEA 太陽光発電 PS データは特に異なっている。

いくつかのグラフにおいて、国家間の比較として使用されている。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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              出典：IEA データベース 16 

主要な関係国は、2000 年から 2004 年の間に 3,000 万ユーロ近い年間資金提供のド

イツと EU で も高い一人当たり資金提供の年間 1,200 万ユーロを持つオランダであ

り、同様に、資金提供が減少している年間 1,200 万ユーロのイタリア、資金提供が年

間 1,000 万ユーロで増加中のフランスおよび年間 500 万ユーロの英国である。スペイ

ンの例は興味あり、1 年当たり 400 万ユーロのやや少ないスペインの資金提供にもか

かわらず、スペインの研究機関は EC 資金提供研究に確実に参加している。 
 
新しい加盟国では、一般に活動はほとんどない。そして、活動があるときは、主と

して新しい材料に集中する傾向がある。非常に活動的な国々は、ポーランド、ハンガ

リーおよびエストニアである。ルーマニアは、実証とシステム関連研究で非常に活動

的である。すべての新しいメンバー10 ヵ国を積算した年間資金提供は、100 万ユーロ

以下であった(1996 年から 2003 年の間の予算平均) 17。これらの国々のパートナーと

しての EC 資金提供は、ほとんど等しい大きさであった。しかしながら、予算は増加

しており、ポーランドの 2004 年の資金提供は 50 万ユーロに接近して、上昇している。 
 
さらに、太陽光発電が全体としてまた特に１人当たりでの高いレベルの資金提供を

受けるスイスは重要である。2000 年と 2004 年の間の研究開発資金提供は、1 年当た

りほとんど 1,000 万ユーロであった。しかしながら、再生可能エネルギープログラム

                                                  
16 データは、太陽光発電にはっきりと属する公的資金のみを含む。多くの国々で、太陽光発電のための

追加資金提供はその地方から出ている。ドイツの場合には、ヘルムホルツ・ゲマインシャフトの資金

提供は含まれていない。フランスと米国の資金提供データは 2000 年～2003 年の年平均に基づく。あ

る年の IEA 太陽光発電 PS によって公表されたデータは、個々の国々に対して 5 倍以上も大きく異な

ることに注意。(IEA2001 と IEA2004 を比較) 
17 出所：PV-NAS NET 2004 

太陽光発電―年間平均研究開発資金（2000 年－2004 年） 
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図 1  主要な国際関係国と比較した EU 加盟国および EC の太陽光発電研究開発の資金提供 
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中の 20%の一般削減により、個人や産業の資金提供や他の手段がその削減を埋めるこ

とができない場合、実証プロジェクトの急激な下落は次の 3 年にわたって予想される。 
 

その他の国の研究 18 
日本の研究開発の取り組みは、過去の市場刺激プログラムにより強く支援された。

日本の太陽光発電研究開発予算のおおよそ 3 分の 1 を占める主要な研究活動の役割は

NEDO(新エネルギー・産業技術開発機構)によってなされた。NEDO は、2004 年には、

全体で 4,700 万ユーロの予算を持っており、以下のように分けられた(NEDO 2004)。 
－ 先進太陽電池とモジュールの開発： 1,710 万ユーロ 
－ 革新的な太陽光発電技術の研究： 1,570 万ユーロ 
－ 大量生産用太陽光発電システム技術： 840 万ユーロ 
－ 太陽光発電システムの普及を促進する技術の開発： 580 万ユーロ 
 
米国では、太陽光発電研究開発予算は、 近では 1996 年にピークに達し(約 8,500

万ユーロ)、急激な減少の後、近頃は非常に安定している。米国の太陽光発電資金提供

の大半は、米国エネルギー省エネルギー効率・再生可能エネルギー局の研究プログラ

ムから与えられている 19。2006 年予算の 6,300 万ユーロは以下のように分類された。 
－ 基礎研究： 2,640 万ユーロ 
－ 材料と装置：2,400 万ユーロ 
－ 技術開発： 1,260 万ユーロ 
 
加えて、軍事および宇宙活動と関係するプログラムがある。更に、多くの連邦州が、

一般により短期でまた実証指向である資金を提供している。 
 
2000 年から 2004 年の間のオーストラリアの太陽光発電のための研究開発資金提供

は、1 年当たり 400 万ユーロになっている(出所 IEA)。 
 

4. 評価と結論 
 

中心的技術 

 
EC、米国、日本ならびに欧州国の先頭に立つドイツ、オランダおよびスイスの資金

提供配分は、具体的な技術パスに対して決定された予算優先順位に関しては非常に類

似している。 
 
                                                  
18資金提供データは一般的な IEA資金提供データであることに注意(IEAインターネットデータベースに

アクセス)：他の情報源とは明瞭な違いがある。特に IEA 太陽光発電 PS データに変動がある。いくつ

かでグラフの国家間の比較に使用されている。 
19 エネルギー省 2005 

< 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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技術パス 

重要領域 
EC 米国 日本 ドイツ オランダ スイス

材料、電池およびモジュール ＞60％ 80% ＞60％       

システムおよび 

統合構築太陽電池 
            

標準化             

支援行動             

普及と実証             

■高比率(太陽電池への資金拠出の 30％以上) ■中比率(15％以上) ■限定的(15％以下) 
 
技術のどれもがまだ完成技術と見なすことができないという一般的な見解により、

研究トピックスは、すべての国において非常に多様であり、様々な代案が同時に研究

されている。主な焦点は、材料、電池およびモジュールにある。欧州、米国および日

本では、様々なタイプの結晶シリコン、薄膜あるいは他のものすべての技術が、すべ

ての選択の余地を可能とする意図で研究されている。 
 
主要な活動は、電池とモジュールレベルでの改良による、コスト低減と効率向上を

目指しており、基礎的で長期的な研究の割合が高い。効率向上とコスト低減を産業界

の大量生産プロセスに利用可能にすることが一般的な目標である。この目標は、研究

計画と研究目標確立の手続きの両方で産業界の強い関与によって実現される。 
 
どのように研究プログラムが立てられ、優先順位が設定されるかにおいて、違いは

明白である。米国では、明確な目標が、部分的に指標と目標値の形式で、「太陽エネル

ギー技術プログラム(DOE2004)」に記述されている。EC については、FP6 の取り組

みプログラムはやや一般的な戦略トピックを概説しており、参加者は、比較的高い自

由度でこの枠組み内の研究計画を定義することができる。これらの異なるアプローチ

から生じる結果は、プロジェクトごとの基準で評価されなければならないだろう。こ

の研究で得られた結果の見通しから、研究計画がどの程度まで実際に産業の要求と一

致しているか評価することは可能ではない。 
 
加盟国レベルでは現在は全く種々雑多である太陽光発電研究開発活動のより良い調

整のために、 近、EU レベルでの力強い取り組みが行われている。様々なイニシア

ティブの影響は、今後注意深く評価される必要があろう。しかしながら、加盟国レベ

ルで実質的で詳細な太陽光発電活動の情報を提供する IEA の太陽光発電 PS 実施協定

とのより密接な提携により、EC の調整活動が利益を得ると言えるであろう。多くの利

害関係者が、これらの 近の調整活動を継続し、強める必要を示している。欧州の太

陽光発電産業とそしてその中での調整も同様に確立されていると理解されている。欧

州の産業知識ベースを強化し続けるために、研究プロジェクトに太陽光発電産業を関

与させるだけでなく、将来の研究を設定する優先順位に絶え間なく参画することは重
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要である。 
 
EU と日本／米国の間の関係は非常に競合的な関係である。日本とは、好ましい情

報交換は存在するが、協力関係は存在しない(水素の分野での米国とのような共通プロ

ジェクトは存在していない)。取り決めが難しいかもしれないが、個々の米国連邦州と

の協力であったとしても、米国との協力の発展は有益である。特に、前競争的な分野

では、協力と同様によりよい調整もより効率的な知識の獲得をもたらすであろう。 
 
 

資金拠出 
太陽光発電研究開発のための資金提供は、過去 15 年にわたって国際規模で増加して

いる。しかしながら、様々な世界の領域での活動は全く異なる特性を示す。 
 
－ 米国での資金提供は 1980 年代の初めにピークとなり、また、1985 年から 1 年

当たり 5,500 万－6,000 万ユーロのレベルでかなり一定であった。 
－ 欧州は、1991 年に急激にその資金提供を増加させ、過去 15 年にわたって 1 年

当たりほぼ 9,500 万ユーロを費やした。過去 5 年で、資金提供の 20%は EC か

ら出され、ドイツ、オランダ、フランスおよびイタリアの も活動的な加盟国

から 60%が出されている。 
－ 日本は、1980 年代と'90 年代にその資金提供を 1 年当たり 5,000 万ユーロから

2004 年に大体 1 億 5,000 万ユーロまで劇的に増加させた。欧州と日本の活動

の比較は、過去 5 年の間、太陽光発電研究開発への投資ほとんど等しいレベル

にある。 
 
米国は欧州の太陽光発電予算のおよそ 3 分の 2 を費やしている。相対的には、欧州

と米国は太陽光発電研究に再生可能研究開発予算のおよそ 30%を配分している。一方、

日本は、全体の再生可能研究開発資金提供のおよそ 3 分の 2(68%)を太陽光発電に割り

当てている。太陽電池およびモジュールの生産での日本の産業リーダーシップは、主

として、日本で 1990 年代中頃に立ち上げられた太陽光発電システム設置への大規模な

支援制度に関連づけることができる。 
 

研究と技術開発 
結論として、太陽光発電は、現実的な発電の点から次の 10 年間はごく僅かしか貢献

できないが、優れた長期的可能性を持っていると理解できる長期的な戦略分野と見な

されていると言えるかもしれない。 
 
欧州、日本および米国、そして強烈に成長している中国のような他の国々は、強く

太陽光発電研究開発に投資している。僅かな相違は別にして、太陽光発電の完成技術

< 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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がこの時点で明白ではないので、すべての資金提供国の戦略は、太陽光発電技術の広

い領域を研究する広範囲なアプローチに従うであろう。 
 
現在、欧州の太陽光発電研究は、全般的なコストの低減と高効率化へ向かっている。

高まる焦点は、統合化構築に置かれている。それは人口密度の高い欧州内での大きな

利用可能性があると見なされている。 
 
しかしながら、より長期的には、欧州外の太陽光発電利用の大きな可能性ある。こ

のことは、例えば開発途上国で太陽光発電に融資するビジネスモデルのような経済社

会研究と同様にスタンドアロン型(オフグリッドおよびマイクログリッド)応用のため

の適用を含んで、太陽光発電の輸出戦略をどのように支援することができるかの評価

を必要とする。 
 

( 出典：The State and Prospects of European Energy Research Comparison of 
Commission, , Member and Non-Member States R&D Portfolios, pp3842,  
http://ec.europa.eu/research/energy/nn/nn_pu/article_1078_en.htm ) 
 

翻訳・編集：NEDO 情報・システム部 
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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 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、 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。 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。 
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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。 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、

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、 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/ >
　海外レポート995号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/995/
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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、 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。 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 低限の活動量に減らしていたが、 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、 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。



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.995,  2007.2.21 

39  

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、 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 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 

 
翻訳・編集：桑原 未知子 
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【太陽エネルギー特集】風力発電 

 

凧による画期的風力発電所カイトジェン・プロジェクト進展中（イタリア） 

 
イタリア北東部ピエンモンテ州、フィアット社の本拠地であるトリノ県下のキエリ

市にある工業用オートメション機械技術会社、セクオイア・オートメーション(Sequoia 
Automation Srl)社は、20 年前に現在 48 歳になるエンジニア、マッシモ・イッポリー

ト社長によって設立された中小企業である。 
 
イッポリート社長は「上空に吹いている強風を利用してエネルギーを生産できない

か。現在普及しているプロペラのついた風力発電機による地上の風の利用ではなく、

1,000m 上空に吹いている強風を利用できないか」と思いついたのがきっかけで、6 年

前よりセクオイア・オートメーション社の若い技術者達とともに、社内でそのひらめ

きを具体化させるプロジェクトを展開させている。 
 
カイトジェン(KiteGen / Kite Wind Generator)と命名された本プロジェクトは、700

～1,000m 上空の風を捕獲するために何層も重ねた巨大な凧を、地上に設置した巨大な

メリーゴーランドから水平に突き出ている何本もの軸とそれぞれ長いロープで繋ぎ、

遥か上空にある凧群の回転によって、メリーゴーランドを回転させて電力を生産する

という、世界で初めて考えられた画期的な風力発電所プロジェクトである（図 1 参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：セクオイア・オートメーション社の Web サイト） 

図 1 カイトジェン(KiteGen / Kite Wind Generator)のイメージ図 
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地球の大気圏において特に強烈な風が対流している場所は限られており、北半球で

は欧州が位置している上空の大気圏と南半球ではフエゴ島のある上空の大気圏である。

この風の帯は標高 500～10,000m、4,000～5,000m の幅で存在している。 
 
メリーゴーランドを回転させるには各々の凧が回転しなければならないが、これら

は必ずしも円を描く必要はない。しかしながら、あたかも帆船が追い風のみを受けて

前進するかのように、メリーゴーランドを回転させるだけの牽引能力を常に持つよう、

凧を操縦しなければならない。 
 
イッポリート社長は、凧を操縦するには同社の主要製品であるマッチ箱程の大きさ

と重さの 3 方向の加速を同時に測定できるインテリジェンス・センサー、

“SeTAC(Sequoia Triaxial Acceleration Computer)”が利用できることを思いついた。

凧が常に十分な牽引能力をもって回転コースを動くようにするために、２個の SeTAC
をそれぞれの多層凧に設置し、コントロール・ソフトウェアを通して凧を操縦すると

いうものである。 
 
6 年間の研究とコンピュータ上のシミュレーションによれば、１MW の風力発電機

（2,000 トン）と同じ質量でカイトジェンは 84MW の出力を得ることができ、また高

さ 1.5km × 幅 5km の表面積ゾーン（飛行機が飛んではならないノーフライゾーン

〔No Fly Zone〕）を必要とする 1,000MW（＝1GW＝100 万 kW）の原子力発電所と比

較した場合、同じ表面積ゾーンを必要とするカイトジェンは原発と全く同じ 1,000MW
の出力を得ることができるという結果を出している。 

 
その上、カイトジェンによる電力生産コストは、原発のコストに比べ非常に少なく、

１MW の電力生産コストは 1.5 ユーロ、つまり１KWh のコストは 0.15 セント（ユー

ロ）と非常に安い値段で電力を生産することができる。 
 
エネルギーの専門家達は、このカイトジェン・プロジェクトが非常に画期的なアイ

デアであり、実行可能性が高いために、当初から大変な関心を示した。例えば、ESA
（欧州宇宙機関）は、火星ミッションのエネルギー源として利用の可能性を検討して

いるとのことである。 
 
トリノ工科大学、トリノにある CESI（産業研究センター）、トリノの AEM（市営

エネルギー会社）は、プロジェクトにおいてもプロトタイプ製作においても具体的に

協力しており、またイタリアの公的機関、伊生産活動省とピエモンテ州は、プロトタ

イプ実現に総額 1,500 万ユーロの補助金を出すことを 2006 年夏に決めている。現在

50kW の電力を生産できる超小型のプロトタイプが製作されている 中である。 
 

< 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/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.995,  2007.2.21 

42  

イッポリート社長は「私は、Kite Wind Generator に投資する用意があると書かれた

E メールを 2,000 件程受け取っている。特に若者からのメールが多いが、彼等は私のア

イデアに特別な関心を示しており、これらのことは私に大きな喜びを与えてくれる。 
 
またイスラエルやキューバのフィデル・カストロ大統領を始め世界各地からカイト

ジェン誘致提案も受けている。強風のある、高さ１.5km×幅５km の飛行機が飛んで

はならないノーフライゾーンであればどこでもカイトジェン設置場所として可能であ

る」と述べている。 
 
イタリアは、20 年前に国民投票によって全ての原発が閉鎖されているが、メルセデ

ス・ブレッソ・ピエモンテ州知事やアンドレア・バイラッティ・ピエモンテ州科学技

術評議員は、1964 年 11 月にイタリアで 初に操業が開始されたピエモンテ州にある

旧トゥリノ原子力発電所のエリアにカイトジェン風力発電所を設置するようにセクオ

イヤ社のイッポリート社長と同社の共同経営者であるマリオ・ミラネーゼ・トリノ工

科大学教授に提案している。 
 
ピエモンテ州の州都トリノ市東方に位置するトゥリノ市は原発設置ゾーンとして今

も飛行機が飛んではならないノーフライゾーンである。イッポリート社長は、「我々は

高さ１.5km×幅５km のノーフライゾーンを必要としている。我々は原発 1 基に相当

する、少なくとも出力 1GW（100 万 kW）のカイトジェンを実現できると考えている。 
 
カイトジェンには原発に伴うような危険は全く存在せず、設置コストは原発設置コ

ストと比べられないほど安く、且つ環境インパクトは非常に少ない」とトゥリノ市の

ノーフライゾーンは理想的であると述べている。一方、トゥリノ原発も含むイタリア

の閉鎖されている全ての原発の撤去と管理の課題を持っている国家機関 SOGIN は、

本件について「目下のところ、何も知らない」とコメントしている。 
 
参考文献 
・ マッシモ・イッポリート氏レポート 
・ ラ・スタンパ紙 
・ イルソーレ 24 オーレ紙  他 
※ カイトジェン(KiteGen)の詳細はセクオイア・オートメーション社の URL を参照

のこと（www.sequoialine.com） 
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【太陽エネルギー特集】  太陽光発電   
 

太陽光発電：国外に活路を見いだすベルギー企業 
 
ベルギーは他の EU 加盟国と同様、風力発電などの再生可能エネルギーの利用を促

進しているが、太陽光発電では遅れをとっている。太陽光発電には多額の投資が必要

となるが、奨励金等の支援制度の整備が遅れ、当初は奨励金を拠出していたのはフラ

マン地域 1 のみであった。このほど、ワロン地域でようやく支援制度が実施される事

になった。 
 

また、ベルギーでは太陽光発電事業者からの電力購入価格が低く、たとえば

1,000kWh あたりの価格でフラマン地域は 450 ユーロ、ブリュッセル首都圏地域は 140
ユーロ、ワロン地域は 95 ユーロである。一方、ドイツでは 580 ユーロとなっている。

このため、発電事業者が発電設備の建設を積極的に推進する事はなく、結果的に太陽

光発電の利用が進んでいない。特にワロン地域において、この傾向が顕著である。 
 
それでも太陽光発電関連のビジネスに進出する企業がない訳ではなく、2006 年 2 月

にヴェルヴィエに Issol 社が創設され、同年 9 月 22 日には、ドイツ国境に近いヴェル

ヴィエ市に太陽光パネルの生産工場を正式にオープンしている。同社は、従業員 8 人、

資本金 25 万ユーロである。現在の生産能力は 1.3MW／年であるが、供給が需要に追

いつかない状況にあり、年末までには資本金を倍増し生産能力を増強する計画である。 
 
ただし、Issol 社にとってベルギーは重要な市場とは言えない。ベルギーでの売上は

全体の 2%にすぎない。主要な市場は、スペイン、イタリア、オランダ、アフリカであ

る。同社は、ベネルクス、フランス市場でのリーダーとなることを目標に掲げている。

キトル専務取締役は、「ベルギーでは、太陽光発電の利用が奨励されていないため、太

陽光エネルギーは一般の人には馴染みのないものとなっている。しかし、ベルギー市

場は本来素晴らしい潜在力を秘めているはずだ」と述べている。 
 
一方、ブリュッセルに本社がある Reibel 社は海運・陸運・航空輸送・鉄道輸送など

を手がける会社であり、1985 年に設立され従業員 16 名の中小企業である。2005 年

11 月には Euronext Bruxelles に株式上場している。この Reibel 社は、2005 年、太陽

光パネルの販売、発電、配電事業を手がける Belpower Italia 社を設立した。Belpower 
Italia 社は、 近イタリアでの発電、配電のライセンスを取得している。また、イタ

リア南部の Monterruga に購入した 23ha の土地に太陽光発電設備を建設するべく設

                                                  
1 ベルギーは、オランダ語の方言であるゲルマン系のフラマン語を話す北部のフラマン（フランドル、

フランダース）地域と、フランス語を主に話す南部のワロン（ワロニー）地域とにほぼ二分される。

両地域とは別にブリュッセル首都圏地域がある。 
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置許可の取得手続きを開始し、2007 年末には発電を開始する予定である。なお、

Belpower Italia 社は、2,500 万ユーロの資金調達のため、イタリアでの株式上場を計

画している。 
 

Reibel 社はまた、2006 年 8 月 11 日、スイスでの太陽光パネルの販売・発電・配電

事業を手がける Belpower Switzerland 社を設立している。スイスが再生可能エネルギ

ーに力を入れていることから「市場として有望」と判断した結果であり、2 年間で 1,000
万ユーロあまりを投入して、2MW の太陽光パネルの設置を目指す。 

 
さらに Reibel 社は、2006 年 9 月に Belpower Iberica 社（スペイン）を設立した。

この会社は、5,000 万ユーロを投じて 2008 年までに 10MW あまりの太陽光パネルを

設置するという大規模プロジェクトを手がけている。なお、すでにフォード社と大型

契約を締結しており、まず、陽光降り注ぐヴァレンシア工場に太陽光パネルを設置す

る。2007 年 5 月に着工、3～4 年間で 5MW の太陽光発電設備を建設する。設備は

Belpower Iberica 社の所有となる。生産される電力はフォードが使用するが、第三者

に供給される可能性もある。フォードは、スペインのみならず、ベルギー、ドイツ、

英国、フランスにも工場を所有しており、Belpower がこれらの工場を対象にフォード

との提携を拡大する可能性もある。また、Belpower は、フォードとの提携を足掛かり

に、米国市場への進出も狙っている。すでに GM との交渉が進んでいるとも言われる

が、当面、欧州でのネットワークの拡充に力を入れる予定で、次の進出先はフランス

となる可能性が高い。このほかドイツ、ギリシャ、オーストリアなども進出先として

挙げられている。 
 
参考文献 

Issol： http://www.issol.eu/ 
Reibel： http://www.reibel.be/fr/index.html 
Belpower： http://www.belpower.be/（http://www.reibel.be/fr/environnement/） 
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【太陽エネルギー特集】太陽光発電 

 

EU のコンソーシアムが太陽エネルギー研究を大きく進展 
 
EU の資金提供プロジェクト「クリスタルクリア(CrystalClear)」は、大規模太陽光

発電に必要なプロセスを大きく向上させることに成功した。クリスタルクリアは、太

陽電池研究を難しくしている基本的な要因に取り組み、有望な解決策を識別した。 
 
欧州の企業および研究グループからなるこのコンソーシアムは、シリコン太陽電池

の効率を向上させるためにその能力を共同出資して、太陽光発電の持続可能性を実証

し、生産コストを軽減する方法を明らかにした。EU の持続可能エネルギーの目標達

成への不可欠なものである。 
 
クリスタルクリアは、非常に効率的で廉価なシリコン太陽電池モジュールを生産す

るプロセスの開発に着手し、現在までに、クリスタルクリアはその開発に特別な成功

をおさめた。コンソーシアムの研究者は、大面積多結晶シリコン太陽電池の変換効率

を 18％の 高レベルに増加させることに成功している。効率的な太陽電池セルを生産

する能力は、太陽電池技術の立ち上がりにおける一つの重要な要素である。 
 
太陽電池の効率は、6～30％まで変化することができ、現在の商用標準ではおよそ

14～16％である。研究者は、高純度シリコンの出発材料から作られた非常に薄い太陽

電池セルの設計によって有望な結果を生むことができた。彼等は、既に使用中の他の

方法への容易な統合を可能とするために、産業界の能力内の生産プロセスを必ず使用

している。 
 
コストはたびたび引き合いに出される厳しい要素であり、効率的な太陽電池は向上

したコスト効率の良いエネルギー解決策となり得る。クリスタルクリアの参加者は、

詳細な費用計算を実施し、現在成功裡に開発中のこの技術は、電池モジュール 1W 当

たりおよそ 1 ユーロで作製でき、他の現在の生産モデルのコストを半分に削減してい

る。コンソーシアムの専門家は、比較的廉価な単価に達するために必要なステップを

示す技術ロードマップを作成した。 
 
太陽電池が直面したもう一つのハードルは、いわゆるエネルギー・ペイバック時間

である。ペイバック時間とは、生産と設置の間に消費されるエネルギー以上のエネル

ギーを生産するために掛かる時間である。ありがちな誤解は、太陽電池はその生産に

必要なエネルギーより多くのエネルギーをまず生産しないという非難である。 
 
クリスタルクリアは、太陽電池の環境影響の注意深い解析を通じて、今日のシステ
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ムは南ヨーロッパでは僅か 2 年のエネルギー・ペイバック時間を持っており、より北

の地域では 3 年を僅かに越える時間であることを証明した。彼等の研究は、これらの

データは、もし現在の技術傾向が継続するならば、時間がさらに 50％減る可能性を持

っていることを示している。この太陽電池が 25 年の寿命を持っていることを考慮する

と、このエネルギー・ペイバック時間はさらに印象的である。 
 
FP6（第 6 次欧州研究開発フレームワーク計画）資金提供の統合プロジェクトであ

るクリスタルクリアは、太陽電池が CO2 排出の削減において非常に持続可能であり確

かに有効であることを示した。クリスタルクリア・プロジェクトは、スペイン、ドイ

ツ、フランス、ノルウェー、オランダおよびベルギーのパートナーの参加から構成さ

れている。 
 
(出典： 
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/ne
ws/article_07_01_09_en.html&item=Infocentre&artid=3053 ) 

 
（編集部注） 

クリスタルクリア・プロジェクト(CC：CRYSTALCLEAR)は、欧州連合の第

6次研究計画フレームワーク計画の中で実行された 初の統合プロジェクトの 1
つである。CC は、先端産業の結晶シリコン PV 技術の EU 支援研究開発の主要

な媒体になることを意図されている。プロジェクトは 2004 年 1 月から 2008 年

12 月まで実施され、総予算は 2,800 万ユーロである。(1,600 万ユーロは EU に

よって資金提供され、1,200 万ユーロが 16 件のパートナーにより提供される)。
（http://www.ipcrystalclear.info/default.aspx 参照） 
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【太陽エネルギー特集】太陽光発電 

 

米国の太陽光エネルギー・イニシアティブの現状 
 

2007 会計年度の一般教書演説野の中で、ブッシュ米大統領は米国の国際競争力向上

及び国家安全の観点からエネルギーの海外依存体質を改善すべく、科学技術政策に関

連するイニチアティブの１つとして「先進エネルギー・イニシアティブ」に言及して

いる。この先進エネルギー・イニシアティブの中の１つに、ソーラー・アメリカ・イ

ニシアティブ(Solar America Initiative：SAI)が盛り込まれている。このイニシアティ

ブでは、2015 年までに産官学、国立研究所、州、その他の公共機関との連携を図り、

米国内の太陽光エネルギーの市場競争力を強化するとしている。  
 

ソーラー・アメリカ・イニシアティブには企業、団体、機関が全米で 135 件登録し

ており、全体の 22%がカリフォルニア州に存在している。特に、シリコンバレー企業

が 15 社（別表参照）名を連ねている。 
 
またソーラー・アメリカ・イニシアティブには、次の 3 つのワークショップが設置

されている。 
 
(1) 市場変換(Market Transformation) 

同イニシアティブに賛同している企業、大学、連邦政府機関、州政府、その他非政

府機関などから構成され、市場において太陽光発電システムを普及、促進していく上

で障害となる課題に取り組み、普及促進を加速していくことを目的としている。 
 
(2) テクノロジー・パスウェイ・パートナーシップ(Technology Pathway Partnerships) 

太陽光発電システム・コンポーネント、システムデザインなどにおける製造上コス

トの削減に繋がる技術の研究開発に焦点をおいた活動を行っていくもので、初段階と

して、米産業界との共同研究を 2007 年からの 3 年間行う。エネルギー省(DOE)は 1
億 7,000 万ドルを支援する計画があり、助成金が認められたプロジェクトにはプロジ

ェクト費用の 50％が給付される。 
 
(3) 大学及び探索的調査(University and Exploratory Research) 

産官学連携によるワークショップで、次世代太陽エネルギーへの応用研究、SAI テ

クノロジー・パスウェイ・パートナーシップへの支援、その他小規模大学への研究支

援といった 3 つの戦略的な連携を構築しようとしている。 
 

他方、カリフォルニア州においては、2006 年 8 月 21 日に州知事の署名により法制

化された「ミリオン・ソーラールーフ法案（Million Solar Roof bill：上院第 1 号議案：
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SB1）」に基づき、今後 10 年間 32 億ドルの規模で展開される太陽光エネルギーシステ

ム構想が本格的に稼動し始めている。現在、同州では太陽光エネルギーを設置してい

る住宅は 23,000 戸、その内 1,500 戸は新しい住居に設置されている。 
カリフォルニア州エネルギー委員会(California Energy Commission)では、新たな

住宅の購入者がエネルギー消費の少ない住宅を選択しようと判断させるようにすべく、

既存のエネルギー効率よりさらに 低 15%高い効率向上を目指している。 
エネルギー効率改善のニュースは頻繁に取り上げられているが、 新のニュースと

してはボーイング社の系列であるスペクトロラボ社が、40.7%という太陽電池の変換

効率を可能している。これが本格的に実用化されれば、太陽光エネルギーシステムの

設置費用が 3 ドル／W、発電コストも 0.08 から 0.10 ドル／kWh という壁を乗り越え

る可能性があることになる。 
また、ハネウェル社支援の下に遂行されているサンフランシスコ郊外の学校

（Pleasanton Unified School District）へ太陽エネルギーシステムの導入促進プロジ

ェクトが、2007 年 10 月からの操業を目指して進められている。 
 

別表 ソーラー・アメリカ・イニシアティブに参画している在シリコンバレーの 

企業、団体、機関リスト 

# 企業名 市 主な業務 ウェブサイト 
1 Applied Materials Santa Clara 製造装置 www.appliedmaterials.com/ 
2 Ascentool Inc. Milpitas 薄膜成形システム www.ascentool.com 

3 

Behnke, Erdman, 
and Whitaker 

Engineering Inv 
(BEW Engineering) 

San Ramon エンジニア・コンサルタ

ント www.beweingineering.com 

4 Cambrios, Inc Mountainview 太陽光セル向け材料 www.cambrios.com 

5 Enfocus 
Engineering Corp Sunnyvale Diamond Power 

特許出願中 www.enfocuscorp.com 

6 
Intelligent Fiber 

Optic Systems 
(IFOS) Corporation 

Santa Clara センサー www.ifos.com 

7 Intematix 
Corporation Fremont LED 蛍光体 www.intematix.com 

8 KACO Solar Inc. San Francisco 直流インバータ www.kacosolar.com 

9 Q1 NanoSystems W. San 
Francisco 

産官学研究 
薄膜モジュール www.q1nano.com 

10 Silicon Valley Solar Santa Clara パネル、 
モジュールコネクター

www.siliconvalleysolar.net 

11 Solaicx Snta Clara シリコンウェーハ www.solaicx.com 
12 Solar Springs El Cerrito 設計、エンジニアリング www.solarsprings.org 

13 StrateGen 
Consulting LLC Berkeley コンサルタント www.strategenconsulting.com

14 Tim Lord San Rafael 法律事務所 www.lbbslaw.com 
15 Unlimited Energy Fresono コントラクター http://unlimited-energy.com 
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【個別特集】NEDO 海外事務所報告  
 

中国における太陽光発電産業の「厳冬の到来」と今後の展望 
 

NEDO 技術開発機構 北京事務所 
曲 暁光 

 
 2001 年設立された中国の太陽電池メーカー、無錫尚徳太陽能電力有限公司（Suntech 
Power: 以下サンテック）の創業者、董事長施正栄氏は一昨年、米国ニューヨーク証券

取引所でサンテックの株式上場が成功したことにより、一躍脚光を浴びた。昨年米経

済誌フォーブスが発表した長者ランキングでは施正栄氏は個人資産が 14.3億米ドルに

達しており、中国きっての「太陽光長者」となっている。また、その後、サンテック

は東京西新宿に本社を構える太陽電池メーカーMSK を買収したことで中国、日本等で

大きな反響を呼んだ。 
 
 サンテックの快進撃を受け、新しいビジネスチャンスに目ざとい中国の民間企業が

相次いで「朝陽産業」と言われる太陽光発電産業へ食指を動かしている。 近、ガラ

ス大手の中国南玻集団株式有限公司、アパレルメーカーの江蘇省陽光株式有限公司が

太陽電池生産ラインの新設にそれぞれ 1.5 億米ドル（約 180 億円）、3 億元（約 50 億

円）の資金を投資すると発表した。一方で、1990 年代に太陽光発電システムの組み立

てラインから始め、現在シリコンチップと太陽電池の年間生産能力が 60MW に達する

中国 大の太陽光メーカーである、河北省の保定英利新能源公司は今後、第二工場、

第三工場の新設と新しい生産ラインの大規模な増設を計画している。同社は当初 2006
年 11 月に米国ニューヨーク証券取引場に上場予定であったが、諸般の事情により上場

は延期となった。 
 
 このように、民間企業を中心とする太陽光発電産業への集中的な投資や、異業種の

相次ぐ参入により、2005 年の太陽電池の市場規模は世界全体で 1,500MW に過ぎなか

ったのに対し、2006 年には中国での太陽電池の生産能力だけで 1,000MW に達してい

るなど、中国の太陽光発電産業全体がバブルの様相を呈している。更に、これらの新

規設備投資が一段落した後の 2008 年には、中国の太陽電池の生産能力は年間

2,000MW にまで拡大すると予想されている。 
 
しかしながら、中国の猛烈な太陽電池の増産や新規の設備投資は、世界市場への過

剰供給及び、元来タイトな供給体制にある、太陽電池製造に欠かせないシリコン材料

の不足等の、深刻な事態を招く可能性がある。 
 
以下、現在の中国太陽光発電産業の弱点及び将来性について概説する。 
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1. コア技術を身に付けていない脆弱な太陽光発電産業 
 
中国の太陽光発電産業を語る際、業界関係者はよく「二つの 90％」と表現する。こ

れは海外からシリコン材料の輸入依存度、太陽光関連設備の海外への輸出依存度のい

ずれも 90％以上を占めるという海外依存の体質を指す。 
  

現在、太陽電池の製造に必要な高純度多結晶シリコンの精製技術は日本、米国等先

進国にしかなく、中国企業が毎年先進国から大量にシリコンを購入すれば、シリコン

材料が不足し、相場が急騰してしまう。因みに、2003 年の高純度シリコンの価格は１

トンにつき、20～40 ドルであったが、2006 年には 200～300 ドルと 10 倍弱の大幅な

値上がりを見せているのに対して、中国の太陽電池の輸出価格は 2003 年の 3.3 ドル/
Ｗから 2006 年の 4.1 ドル/Ｗとわずかな値上がりに止まっている。その結果、中国の

太陽光発電関連企業の利幅は小さくなり、経営が大いに圧迫される企業が増えている。 
また、先述したとおり、世界的なシリコン材料が不足する中、2005 年に中国の太陽

光発電関連企業は必要なシリコン材料を十分確保できず、1,000MW の生産能力を有す

るものの、実際の太陽電池の生産量は設備能力の三分の一相当の 300MW に過ぎず、

旺盛な設備投資に陰りが見えつつある。 
 

2. 小さい中国国内市場 
  

中国の太陽光発電関連企業はドイツをはじめとするヨーロッパ市場をターゲットと

しており、ヨーロッパ市場への輸出依存度が約 95～96％ときわめて高く、ヨーロッパ

市場に大きく左右されるのが現状である。先述したとおり、2005 年の太陽電池の市場

規模は世界全体で 1,500MW であるが、中国国内での太陽光発電システムの設置実績、

出荷量はそれぞれわずか 5MW、10MW に過ぎないと言われている。 
 1990 年半ば頃、中国政府が中西部の未電化地域を対象とする太陽光発電による電化

事業「光明工程」を打ち出したことは中国国内での太陽光発電システムの普及に大き

な弾みとなった。2002 年から 2005 まで中国政府主導で行われた「送電到郷」（郷とは

中国末端の行政単位）、「送電到村」事業に伴い、独立型の小規模な太陽光発電システ

ムが本格的に普及した。 
 
しかしながら、「送電到郷」、「送電到村」事業がほぼ終了し、太陽光発電の大規模な

普及につながる新規の事業計画は見られず、当面中国の太陽光発電市場の規模は横ば

いで 10MW 程度に止まると見られる。2005 年まで中国の太陽光発電産業はヨーロッ

パ市場を狙って大きく伸びていたが、2006 年以降、ヨーロッパからの注文件数が減り、

原料コストが高騰しているため、多くの企業は打撃を受けている。総じて、中国太陽

光発電産業にとり、コア技術を持たず、海外市場への過度に依存することはアキレス

腱であると言える。 
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3. 砂漠地帯等における大規模な太陽光発電構想 
 
 2006 年 1 月１日から施行された「再生可能エネルギー法」では太陽光発電を含む各

種の再生可能エネルギーに対して、財政、税制上等優遇策を給付することとなってい

るが、太陽光発電のコストはバイオマス、風力発電等他の再生可能エネルギーによる

発電コストより遥かに高く、１kW につき発電コストが約 3～4 元（50～60 円前後）

に上ると言われる。また、発電の大規模化が困難であり、天候に左右される不安定さ

等といったデメリットがあるため、他の再生可能エネルギーと同様な優遇措置を給付

されても、積極的に太陽光発電事業を推進する民間事業者は非常に少ないのが実情で

ある。 
 
また、2004 年 8 月に、深圳の「世界花博覧会」会場内で完成した 1MW の大規模な

系統連系型太陽光発電システムがアジア 大の系統連系型の太陽光発電システムとし

て大きな注目を集めた（図 1 参照）。 

 

図 1 アジア 大と言われる深圳の 1MW 級系統連系型太陽光発電システム一部 

 
これが一つのきっかけとなり、中国各地でチベット羊八井の 5MW（図 2 参照）、甘

粛省の砂漠地帯 8MW、内蒙古の 1MW 等をはじめとする、複数の MW 級の大規模太

陽光発電の構想が多数持ち上がっている。 
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図 2 チベット羊八井の 100 kW 太陽光発電モジュール：プロジェクトの 終目標は広大な土地を 

活用した 5MW の太陽光発電で、現在第一段階として 100kW の実証が終了した 

 

このように、中国の太陽光発電関係者の間では、砂漠・内陸部の広大な土地を利用

した大規模発電事業を行うことが、国内市場が伸び悩む状況を打開し、中国の太陽光

産業の発展、高度化に繋げる起爆剤になるとの共通認識がある。  
 
紙幅の関係上、各計画の詳細について全て述べることは出来ないが、上記以外には、

例えば内蒙古の１MW 太陽光発電プロジェクトでは、5,500 万元（約 8 億円）を投じ

て内蒙古オルドス高原北部、黄河河套平原南部のクチブ砂漠で１MW（200kW×5 列）

の太陽光発電システムを設置し、砂漠地帯等特殊な環境におけるシステムへの影響に

ついてのデータの蓄積を図り、またヒートポンプの併設による、太陽光発電と地中熱

を併用する「再生可能エネルギー利用型住宅」の実証、及び砂漠の生態環境への影響

等について調査する。 
  

2007 年以降、ドイツをはじめとするヨーロッパ市場でのニーズが減り、中国から輸

入される太陽光関連製品に対して規制を加える動きが見られるため、対外輸出が大き

く鈍化する傾向が強まっていく中で、中国の太陽光発電関連企業は「太陽光の厳冬の

到来」とも呼べる非常に厳しい転換期を迎えようとしている。 
 
このことから、今後は太陽光発電の国内市場を整備していく必要があり、シリコン

材料の調達難、国内市場の伸び悩みなどの問題に早急に対処しない限り、近い将来多

くの中国企業が市場で淘汰され、業界の大規模な吸収合併・再編の「ビックバン」が

起こると考えられる。 
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【個別特集】海外出張報告  ソーラーシステム  
 

ソーラー建築デザインガイド制作のための海外事例調査(ドイツ) 
 

NEDO技術開発機構 新エネルギー技術開発部 
田窪 祐子 

 
1． はじめに 
ソーラー建築デザインガイド(太陽熱利用建築事例集)の制作のため、太陽熱技術の利

用が進んでいるドイツにおける設置事例を中心とした現地訪問調査を行った。調査結

果については、ソーラー建築デザインガイドへの掲載を検討し、更に 2007 年度(平成

19 年度)以降に NEDO 技術開発機構が実施する太陽熱フィールドテスト事業に反映さ

せる予定となっている。以下、概要についてご紹介する。 
 
2. 調査概要 
今回の調査では以下の都市、施設、企業等を訪問した。 
フライブルグ 

Vauban 住宅地区 
ソーラーインフォセンター 

真空管集熱器メーカー他 
ハンブルク 

ブラームヴィッシュのエコ住宅 
ソーラー団地他 

オズナブリュック 
ECOS 社 
SCHUCO 社 

ベルリン 
ドイツ環境省（デッサウ） 

 上記から再生可能エネルギーを都市計画の中に取り入れて活用しているフライブル

グ市、大規模な太陽集熱器を用いたハンブルクのブラームヴィッシュのエコ住宅、2005
年 4 月に竣工したデッサウにあるドイツ環境省について紹介する。 
 
(1) フライブルグにおける取り組み 
フライブルグ市は中心部の商業施設へ車の乗り入れを禁止し、郊外に住宅地を設け

る都市計画に沿って整備されている。市の都市計画がはじめから環境に配慮したもの

であり、特に太陽エネルギー利用に関してはフラウンホッファー研究所の存在による

ものが大きいと思われる。大規模な住宅地として市の両端に VAUBAN 住宅地区とリ

ーゼルフェルト住宅地区が建設され、中心部へ市電が設置されている。 
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● Vauban 団地 
住宅公社の分譲住宅であり、環境に配慮した設計として高気密、高断熱住宅となっ

ている。熱の供給は地域暖房であり、フライブルグ市が Vauban 専用の施設を持って

いる。住宅の大部分の屋根には太陽熱設備が設置されており、太陽熱と屋上緑化の組

み合わせが多く見られた。ドイツでは国内の住宅の平均的なエネルギー使用量が

220kWh/㎡であるが、現在政策として 75kwh/㎡まで低下させることに取り組んでいる。

Vauban 受託地区は 15kWｈ/㎡と省エネルギー住宅となっており、すでに目標を大幅

にクリアしたものとなっている。 
Vauban 地区では、太陽熱の他に買電を目的とした太陽光発電を屋根に設置したプラ

スエネルギー住宅が建設されていたが、全体としては太陽熱システムの設置数が多か

った。 

   

図1 VAUBAN 地区  

    

図2 フライブルグ市内事例(リーゼルフェルト団地及びサッカー場) 
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(2) ハンブルグにおける取り組み 
●ブラームヴイッシュのエコ住宅 
ハンブルク郊外にあるブラームヴィッシュのエコ住宅は、市の土地にドイツ研究省

とハンブルガス及びハンブルク市の 3 社によるパイロット事業として 1993 年に計画、

1996 年から 1998 年にかけて完成した 124 戸の分譲住宅である。環境に配慮した街区

となっていることから、太陽エネルギー利用の他、ビオトープの整備などがされてお

り、住宅地に環境センターが併設され、小中学生の環境教育の場として利用されてい

る。 
太陽熱集熱器は各戸に設置されているが、一度貯湯槽に集められてから分配される。

補助熱源としてガスを使用しており、各戸に熱源は設置されていない。分配状況はカ

ロリーメーターで管理している。太陽熱利用効率は当初 50％で計画されていたが、実

際は 35％程度である。効率が低い理由として、各戸から貯湯槽までの配管からの放熱

が計画よりも大きかったこと、また、住宅 1 棟ごとに建築家が異なるため断熱構造に

差があり、計画よりも熱の使用量が多かったことが挙げられる。 
太陽集熱器自体に対する補助は特になく、政令的には太陽光発電の方が優遇されて

いる印象であった。その状況でも太陽熱が導入されている理由としては、太陽光発電

設備と比較して安いことと、住民の環境に対する関心の高さによるものと思われた。 
 

   
 

   
図3 ブラームヴィッシュのエコ住宅 
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(3)ベルリンにおける取り組み 
●ドイツ環境省 
デッサウに建築されたドイツ環境省は省内の研究助成事業に係わる部署が移転する

ための建物であり、2005 年 4 月に竣工した。建築計画時に、自然環境に低負荷で省エ

ネルギーな建築物であることを目的に、設計コンペを実施し設計業者を選択している。 
構造としては正面アトリウムの天井に太陽光発電を採り付け、屋上は真空管型の集

熱器を設置している。太陽集熱器は冷房のみに利用している(集熱面積 350 ㎡)。冷房

の使用先は会議室などであり、事務個室は自然換気のみで冷暖房は設置されていなか

った。 
環境に配慮された建物という謳い文句通り、様々な環境技術が取り入れられている

建物であり、この建物で利用されているシステムについては 5 年間の計測が行われ今

後に活用される予定とのことだった。 

   

   

図4 ドイツ環境省 

 
3. 所感 
今回、ドイツにおける太陽熱システムの設置事例について調査を行った。日本にお

ける太陽熱システムでは、架台に設置するだけもしくは外観から見えないように設置

するなどが多かったが、ドイツでは、見せる設置を行っているところが多かった。調

査を行った時期は、1 日を通して太陽が射すことがなく、集熱時間が 1 時間もないよ

うな状態であるにも関わらず、調査を行った物件以外にも、多数の住戸や建物で太陽

熱システムもしくは太陽光発電が導入されていた。その理由として、エネルギー源を

< 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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海外からの輸入に頼っていることへの危機感が高く、再生エネルギーを取り入れるこ

とへの関心が高いことが挙げられる。また、フライブルグにおけるフラウンホッファ

ー研究所の存在、またドイツ環境省など主要な建物への導入により、再生エネルギー

技術としての PR 効果も高いと感じられた。 
今後、日本においても見せる太陽熱システムとしてデザイン性の高いものの開発及

び主要な建物への導入により、太陽熱利用自体の PR を行う必要があると思われる。 
NEDO 技術開発機構では平成 18 年度(2006 年度)から太陽熱利用を対象としたフィ

ールドテストを行っています。今回調査を行った内容については、「ソーラー建築デザ

インガイド」として取りまとめ、デザイン性に優れた太陽熱システムの導入の促進に

繋げていくことで、太陽熱利用の PR 及び市場の活性化が図れるよう有効に活用して

いく所存ですので、各方面のご協力及び、ご参加を賜れば幸いに存じます。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.995,  2007.2.21 

59  

【個別特集】NEDO 海外事務所報告  
 

ブッシュ大統領の 2008 年度予算：概要（その 1） 
 

NEDO ワシントン事務所 
松山貴代子 

 
ブッシュ政権が 2007 年 2 月 5 日に、総額 2 兆 9,000 億ドル（2007 年度大統領予算

要求比で 1,300 億ドル、4.7%の増額）という 2008 年度予算教書を発表した。予算教

書では、要求年度とその前年度の予算を比較するのが通例であるが、2007 年度（2006
年 10 月 1 日～2007 年 9 月 30 日）予算は国防省と国土安全保障省の予算を除き、そ

の他省庁は現在も未成立のまま 2006 年度予算水準で運営注 1 されているために、2008
年度要求額を 2007 年度議会認可額と比較することがかなわない。このため、2008 年

度予算教書では、2008 年度要求額を 2007 年度大統領要求額と比較することによって

増減を示している。 
 

ブッシュ大統領は今年 1 月 10 日に、イラク戦争を成功させるためには現時点での米

軍撤兵案はありえないと主張し、新戦略として約 2.1 万名の米軍増派を提案したこと

から、2008 年度予算案での軍事費増額が確実視されていたが、予算教書では 2008 年

度国防省予算として前年度予算比 12.1%（518 億ドル）増の 4,814 億ドルを要求して

いるほか、イラク戦争を含む対テロ予算として新たに 2,448 億ドル（2008 年度予算と

して 1,452 億ドル、2007 年度末までの追加予算として 996 億ドル）も要求している。

2008 年度大統領予算案は軍事予算増額とブッシュ大統領就任以来のテーマである減

税注 2 を優先する一方で、財政赤字注 3 の 2012 年解消を狙い、Medicare（老齢者医療保

険）や Medicaid（低所得者医療扶助）他のエンタイトルメント（公的給付金）プログ

ラムの大幅削減注 4、国内プログラムの現行レベル凍結注 5、91 プログラムの廃止と 50
プログラムの大幅縮減注 6 を求める内容となっている。 
 

                                                  
注 1 上下両院は、2007 年度予算が未成立の連邦省庁の運営を継続するため、2006 年 9 月 26 日に暫定予算の第一号継

続決議（1st Continuing Resolution：2006 年 11 月 17 日まで）を可決し、同 11 月 15 日に第二号継続決議（2006
年 12 月 8 日まで）を、2006 年 12 月 9 日には第三継続決議（2007 年 2 月 15 日まで）を可決した。第三号継続決

議の失効まで 2 週間を残すところとなった 1 月 31 日、下院本会議は個々の歳出予算法案を審議・可決することに

見切りをつけ、2007 会計年度 終日（2007 年 9 月 30 日）までの予算を計上する第四号継続合同決議 「2007 年

継続歳出予算改定決議案（Revised Continuing Appropriations Resolution, 2007）」 を 286 対 140 で可決した。

この法案は 2 月 12 日の週に上院で審議・採決される予定となっている。  
注 2 ブッシュ大統領は再度、減税（2010 年で失効）の恒久化を要求。減税の負担は 5 年間で 3,739 億ドル、10 年間

で 1 兆 6,200 億ドルと推定されている。 
注 3 2008 年度の財政赤字は 2007 年度財政赤字見通しを約 50 億ドル下回る 2,390 億ドルと推定されている。 
注 4 エンタイトルメント・プログラムの支出を向こう 5 年間で 959 億ドル（Medicare のみで 660 億ドル）、10 年間

で 3,090 億ドル（Medicare で 2,524 億ドル）削減することを提案している。 
注 5 2008 年度予算では、非防衛関連の自由裁量予算を 1%増に留めることを提案している。 
注 6 ブッシュ政権は、プログラム廃止で 50 億ドル、大幅縮減で 70 億ドルの総計 120 億ドルを削減できると算定して

いる。 
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2008 年度予算案から Medicare、Medicaid、社会保障等の義務的支出、および、支

払利息を除いた自由裁量予算(discretionary budget)は 9,298 億ドルで、2007 年度要求

額よりも 570 億ドル(6.5%)の増額注 7 となる。しかしながら、増額分の内の 545 億ドル

は防衛関係への計上で、非防衛関係の増額は僅か 36 億ドル（1.0%未満）に抑制され

ているため、米国政府の自由裁量予算に占める防衛関係（5,539 億ドル）と非防衛関係

（3,759 億ドル）の予算格差は更に広がっている。2008 年度の省庁別予算要求を 2007
年度要求額と比較すると、運輸省と環境保護庁の予算が 8.3%、1.4%の削減となる以外

は、国防省（12.1%増）と国土安全保障省（7.2%増）注 8 を始めとして、その他全省庁

の予算が各々1 億～1.7 億程度の増額となっている。但し、2008 年要求額を 2006 年度

予算注 9 と比較すると事情は変わり、農務省、教育省、内務省、司法省、労働省、そし

て工兵隊の予算が削減に転じる。 
 

ブッシュ政権の 2008 年度研究開発(R&D)予算は、2007 年度大統領要求（1,372 億

400 万ドル）を 54 億 5,100 万ドル（4.0%）上回る 1,426 億 5,500 万ドル。但し、開発

向け予算がこの増額の 81.1%にあたる 44 億 2,300 万ドルを吸収するため、基礎研究と

応用研究向けの予算は 0.4%、2.0%という微増注 10 に留まっている。一方で、施設・設

備向けの予算は 3 億 7,200 万ドル（8.5%）増額されている。分野別では、昨年同様に、

①防衛関連開発、②宇宙探査、③基礎物理科学研究という現政権の優先 R&D 事項が

大幅増額を享受する反面、その他 R&D 予算は前年度並み、または、かなりの削減を

被ることになる。2007 年度予算で鳴物入りで発表された「米国競争力イニシアティブ

(American Competitiveness Initiative : ACI)」注 11 が 2007 年度要求額を 7 億 6,000
万ドル（7.2%）上回る 114 億 4,200 万ドルまで増額され、宇宙関連 R&D が新規宇宙

船開発予算の増額によって 120 億ドルまで引き上げられる一方、通常は増額側となる

ヘルス（衛生）関係 R&D が 1.0%減で 301 億ドル注 12 に、昨今関心が高まっている気

候変動注 13 への、現政権対応策である気候変動科学プログラム (Climate Change 
Science Program)予算は 7.4%削減の 15 億ドルに引き下げられている。 

省庁別では、国防省の R&D 予算が 2007 年度要求額比で 6.2%、NSF（全米科学財

団）が 7.3%、NASA（航空宇宙局）が 1.5%と増額を受けるほか、昨年大幅な削減対

                                                  
注 7 上記（注 1）で言及の第四号継続合同決議は、国防省（4,366 億ドル）と国土安全保障省（348 億ドル）を除く他

省庁に 2007 年度予算として 4,635 億ドルを計上する。これが成立すれば 2007 年度の自由裁量予算は総額 9,349
億ドルとなり、2008 年度大統領要求額は 2007 年度予算よりも 51 億ドル（0.5%）の減少となる。 

注 8 国防省と国土安全保障省に関しては、既に成立した 2007 年度予算と比較。 
注 9 第四号継続合同決議は、法案に特記するプログラムを除き、その他のプログラム予算を 2006 年度並みと定めて

いる。そのため、国防省と国土安全保障省以外の省庁の 2007 年度予算は、大統領の 2007 年度要求額よりも 2006
年水準に近いものと推察できる。 

注 10 全米科学振興協会（AAAS）の発表した AAAS Preliminary Analysis of R&D in the FY 2008 Budget による

と、実質ベースでは、基礎・応用研究向け予算は 2007 年度推定予算（下院が 1 月 31 日に可決した第四号継続合

同決議を踏まえた推定予算）比で 2.0%の削減になるという。 
注 11 物理科学・工学の基礎研究を支援する、全米科学財団（NSF）、エネルギー省（DOE）科学部、商務省国立標

準規格技術研究所（NIST）のコアプログラムの予算を 10 年間で倍増するイニシアティブ。 
注 12 AAAS の Preliminary Analysis によると、厚生省の国立衛生研究所（NIH）の R&D 予算削減が主要因であると

いう。 
注 13 ブッシュ大統領が今年の年頭教書演説で初めて地球温暖化に言及したこと、気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）第一作業部会が 2 月 2 日に発表した報告書により、気候変動への問題意識が高まっている。 
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象となった運輸省と内務省、および、国土安全保障省の R&D 予算が増額要求に転じ

ている。DOE（エネルギー省）、厚生省の国立衛生研究所、農務省、および、環境保護

庁の R&D 予算は前年とほぼ同額注 14 で、商務省の国立海洋大気局は昨年に続き、5.9%
の削減要求となっている。 
 

本レポートでは、エネルギー省予算の概要を報告し、第 2 レポートで全米科学財団、

厚生省、商務省、内務省、および、運輸省を、第 3 レポートで国防省、米航空宇宙局、

国土安全保障省、環境保護庁、教育省、および、省庁間 R&D プログラムの予算概要

を報告する。 
 
I. エネルギー省 

 
ブッシュ大統領は、昨年の年頭教書演説で 2025 年までに中東からの石油輸入量を

75%削減することを提言したのに続き、今年 1 月 23 日の年頭教書演説では新たに、今

後 10 年間でガソリン消費を 20%削減するという目標（「Twenty in Ten」と呼ぶ）を

示した。ブッシュ政権は、2017 年までに年間 350 億ガロンの再生可能燃料・代替燃料

使用の義務付け（これにより、2017 年の推定ガソリン消費 15%減少）と、乗用車向け

企業平均燃費(CAFÉ)基準の改革と引き上げ（ガソリン消費 5%減少）によって、この

新目標を達成する意向であるという。しかしながら、ブッシュ政権の 2008 年度エネル

ギー省(DOE)予算案を見ると、大幅な増額を享受するのは、前出 ACI の恩恵を受ける

科学部の他には、石炭と原子力エネルギーであり、エネルギーの自立や再生可能エネ

ルギー開発、省エネ促進や環境改善の目標とは矛盾するのではないかと、首をかしげ

ざるを得ない。 
 

2008 年度 DOE 全体予算は 2007 年度要求（235 億 5,400 万ドル）を 7 億 500 万ド

ル（3.0%）上回る 242 億 5,900 万ドル。科学部予算が ACI の一環として 2 億 9,600
万ドル（前年度要求額比 7.2%）増額となる反面、環境関連予算は、この増加分相殺の

ために再度の削減に直面している。一方、2008 年度のエネルギー関連予算は前年度要

求額より 19.6%の増額になるものの、下院議会が 1 月 31 日に可決した第四号継続共同

決議案に盛り込まれたエネルギー効率化・再生可能エネルギー予算増額を勘案すると、

2007 年度推定予算比では一桁台の増加に留まるものと推定される。DOE 全体の予算

内訳は次頁の通り。 
 
 
 
 
 

                                                  
注 14 2006 年度予算と比較すると、国土安全保障省、農務省、運輸省、内務省の R&D 予算は削減に転じる。 

< 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/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.995,  2007.2.21 

62  

(単位：百万ドル) 

 
FY2006 
予算 

FY2007 
要求 

FY2008 
要求 FY08 対 FY06 FY08 対 FY07 

国家核安全保障局(NNSA) 9,110 9,316 9,387 277  （3.0%）増  71  （0.8%）増

エネルギー関連 2,701 2,583 3,089 388 （14.4%）増 506（19.6%）増

環境関連 7,162 6,574 6,344 -818  (11.4%）減 -230 （3.5%）減

科学 3,632 4,102 4,398 766 （21.1%）増 296 （7.2%）増

マネジメント関連／連邦 
エネルギー規制委員会 967 980 1,042 75  （7.7%）増 62  （6.3%）増

合 計 23,573 23,554 24,259 687  （2.9%）増 705 （3.0%）増

（四捨五入につき合計は必ずしも一致しない） 

 

1. エネルギー関連予算の内訳： 

エネルギー関連予算は、2007 年度要求比 19.6%増の 30 億 8,900 万ドル。予算内訳

は、「エネルギー効率化・再生可能エネルギー」が 12 億 3,600 万ドル（2007 年度要求

比 5.1%増）注 15、「配電・エネルギー信頼性」が 1 億 1,500 万ドル（8.0%減）、「化石エ

ネルギー」が 8 億 6,300 万ドル（33.0%増）、「原子力科学技術」が 8 億 7,500 万ドル

（38.2%増）となっている。以下、①エネルギー効率化・再生可能エネルギー、②配電・

エネルギー信頼性、③化石エネルギー、④原子力科学技術の各予算を概説する。 
 

（単位：百万ドル） 

 
FY2006 
予算 

FY2007 
要求 

FY2008 
要求 FY08 対 FY06 FY08 対 FY07 

エネルギー効率化・再生可能

エネルギー 1,163 1,176 1,236 73  （5.9%）増 60  （5.1%）増

配電・エネルギー信頼性 158 125 115 -43 （27.3%）減 -10  （8.0%）減

化石エネルギー 830 649 863 33  （4.0%）増 214 （33.0%）増

原子力科学技術 550 633 875 324 （59.0%）増 242 （38.2%）増

合 計 2,701 2,583 3,089 388（14.4％）増 506 （19.6%）増

 
①エネルギー効率化・再生可能エネルギー（EERE）予算は 2007 年度要求比 5.1%
増の 12 億 3,620 万ドル。EERE プログラムの大半は「先進エネルギー・イニシア

ティブ(Advanced Energy Initiative : AEI)」の不可欠要素であり、10 年間でガソ

リン消費 20%削減という新目標の達成においても重要な役割を担うことになるた

め、2008 年度予算案では、水素技術（燃料電池開発を含む）、バイオマス（セルロ

ース系エタノール研究を含む）、自動車効率化技術、ビルディング技術を増額して

いる。半面、風力エネルギーは 375 万ドル削減され、昨年新設されたばかりのソ

ーラー・アメリカ・イニシアティブも僅か（6.8 万ドル）とはいえ削減されている。

                                                  
注 15 第四号継続共同決議案は同費目に、大統領要求を 3 億 700 万ドル上回る 14 億 7,384 万ドルを計上している。従

って、2007 年度推定予算と比較すると 2008 年度予算は 2 億 3,764 万ドル（16.1%）の削減となる。 
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昨年度に続き、地熱技術と水力発電の廃止が提案されているほか、耐候化支援プ

ログラムが再度の大幅削減に直面している。主要プログラムの予算内訳は下記の

通り。 
（単位：百万ドル） 

 
FY2006 
予算 

FY2007
要求 

FY2008
要求 FY08 対 FY06 FY08 対 FY07 

水素技術 153.5 195.8 213.0 59.5 （38.8%）増 17.2   （8.8%）増

バイオマス・バイオマス

精製 R&D 89.8 149.7 179.3 89.5 （99.7%）増 29.6 （19.8%）増

ソーラーエネルギー 81.8 148.3 148.3 66.5 （81.3%）増 -0.0   （0.0%）減

風力エネルギー 38.3 43.8 40.0 1.7   （4.5%）増 -3.8   （8.6%）減

地熱技術 22.8 0 0 -22.8  （100%）減 －

水力発電 0.5 0 0 -0.5  （100%）減 －

自動車技術 178.4 166.0 176.1 -2.2   （1.2%）減 10.1  （6.1%）増

ビルディング技術 68.2 77.3 86.5 18.3 （26.8%）増 9.1 （11.8%）増

産業技術 55.9 45.5 46.0 -9.9 （17.6%）減 0.4   （1.0%）増

施設・基盤整備 26.1 5.9 7.0 -19.1 （73.2%）減 1.0 （17.6%）増

耐候化支援計画 242.6 164.2 144.0 -98.6 （40.6%）減 -20.2 （12.3%）減

政府間プログラム 74.3 60.8 60.9 -13.4 （18.0%）減 0.1   （0.1%）増

 
· 水素燃料イニシアティブ(Hydrogen Fuel Initiative)注 16 の 終年度となる 2008
年度予算では、水素技術プログラムに前年度要求を 1,720 万ドル上回る 2 億

1,300 万ドルを要求。2008 年度増額分は、水素製造（+320 万ドル）、水素貯蔵

（+930 万ドル）、燃料電池スタックコンポーネント（+590 万ドル）、安全性と規

格基準（+220 万ドル）、製造 R&D（+300 万ドル）等に充てられる。一方、水素

燃料電池自動車とインフラの実証プロジェクトは 960 万ドルの削減となる。 
· バイオマス・バイオ精製 R&D の 2,960 万ドルという増額には、セルロース系エ

タノールの逆オークション・プログラム設置用の新規予算 500 万ドル、合成ガ

スやバイオ油の改良研究拡大とセルロース系エタノール製造に利用可能な原料

の増量支援（+890 万ドル）が含まれている。 
· 風力エネルギー予算は 2007 年度要求から 370 万ドル削減の 4,010 万ドル。分散

型風力技術への支援が 840 万ドル増額される一方、低風速技術の利用を推進す

る短期的活動予算が 1,330 万ドルの削減となる。 
· ビルディング技術の 910 万ドルという増額は、建築基準プログラム（+370 万ド

ル）、Energy Star 拡大（+100 万ドル）、ネット・ゼロ・ビルディング計画（+230
万ドル）等に充てられる。 

                                                  
注 16 水素燃料電池自動車や基盤技術の開発促進を行う 5 ヵ年計画で、総予算は 12 億ドル。2004 年度から 2007 年度

までに 9 億 600 万ドルを要求・計上。2008 年度予算は 3 億 900 万ドルで、DOE 科学部（6,000 万ドル）、化石エ

ネルギー部（1,300 万ドル）、原子力科学技術部（2,300 万ドル）が 9,600 万ドルを拠出する。 

< 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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· 政府間プログラム予算には、2008 年度のクリーン開発と気候に関するアジア太

平洋パートナーシップ（APP）予算 750 万ドル注 17 が含まれている。 
②配電およびエネルギー信頼性の 2008 年度全体予算は、2007 年度要求より 1,000
万ドル少ない 1 億 1,490 万ドル。送配電システムの近代化、エネルギー信頼性・

エネルギー効率・システム効率の改善、インフラ安全確保を目的とする多様なプ

ログラムを支援する同プログラムは、研究開発、および、オペレーションと分析

に焦点を当てている。2008 年度予算では研究開発に 8,594 万ドル（前年度要求よ

り 960 万ドル減）を要求している。主要な研究開発関連予算は下記の通り。 
 

（単位：百万ドル） 

 
FY2006
予算 

FY2007
要求 

FY2008
要求 FY08 対 FY06 FY08 対 FY07 

高温超伝導 R&D 50.0 45.5 28.2 -21.8（43.6%）減 -17.3 （38.0%）減

送電信頼性 R&D 12.9 0 0 -12.9 （100%）減 －

配電近代化 R&D 60.0 0 0 -60.0 （100%）減 －

エネルギー貯蔵 R&D 3.0 0 0 -3.0  (100%）減 －

GridWise 5.4 0 0 -5.4  (100%）減 －

GridWorks 5.0 0 0 -5.0 （100%）減 －

可視化と制御 － 17.6 23.3 新規 5.7 （32.4%）増

エネルギー貯蔵とパワーエ

レクトロニクス － 3.0 6.8 新規 3.8（126.7%）増

分散型エネルギー源 － 29.7 25.7 新規 -4.0  （13.4%）減

 
· 高温超伝導 R&D では、2G ワイヤーの幾つかの代替加工処理方法を中止。この

ため、2008 年度予算は 2007 年度要求額より 1,730 万ドル（38.0%）少ない 2,820
万ドルに減額。 

· 広域モニター用の先進安全性視覚化(safety visualization)ツールの開発と立証

を支援する可視化と制御(Visualization and Controls)の予算は 780 万ドル増額

で 2,330 万ドル。 
· エネルギー貯蔵・パワーエレクトロニクスの予算は前年度要求比 380 万ドル増

の 680 万ドル。高圧電子装置の開発支援予算が 430 万ドル増となる一方、先進

貯蔵システム関連の活動終了に伴う 50 万ドル削減で増額分の一部が相殺される。 
· EERE から移譲となった分散型エネルギー源の予算は、分散型発電装置と再生可

能資源の統合に関する実証活動の一部終了により 400 万ドル削減されて 2,570
万ドル。 

 

                                                  
注 17 DOE の 2007 年度 APP 予算要求額は 1,500 万ドル。下院歳出委員会が同予算要求を拒絶したものの、上院歳出

委員会は「2007 年度エネルギー・水資源開発歳出予算法案」にて、新予算はつけないものの、既存の費目から APP
に 1,500 万ドル充当することを承認した。現時点では、下院歳出委員会が超党派で作成した第四号継続合同決議案

に DOE の APP 予算が含まれているか否かは明らかでない。 
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③化石エネルギー計画の全体予算はブッシュ大統領就任以来の 大規模で、2007 年

度要求を 2 億 1,416 万ドル上回る 8 億 5,304 万ドル注 18。大統領が今年の年頭教書

演説で再生可能・代替燃料の使用量を 2017 年までに 350 億ガロンにするという目

標を発表したことから、現政権は石炭液化燃料の拡大を見込んでいるものと推察

されている。輸出エネルギー依存度の軽減を掲げる現政権が国内の豊富な（埋蔵

量世界第一の）資源である石炭の利用拡大を狙うのは理解に難くないことであり、

化石エネルギーR&D 予算は 9,712 万ドル（20.7%）増の 5 億 6,680 万ドルに引き

上げられている。昨年同様、化石エネルギー費目で予算が要求されているプログ

ラムは石炭のみであり、DOE は再度、石油技術、天然ガス技術、先端冶金研究、

共同研究開発、輸出入認可プログラムの廃止を提案している。また、年頭教書演

説で大統領が 2027 年までに戦略石油備蓄（SPR）の倍増計画を提案したことを反

映し、SPR 予算は 15 億 5,430 万ドルから 33 億 1,609 万ドルに増額されている。

化石エネルギーR&D 予算の主な内訳は下記の通り。 
（単位：百万ドル） 

 
FY2006 

予算 
FY2007 

要求 
FY2008 

要求 FY08 対 FY06 FY08 対 FY07 

石炭 366.8 330.1 426.6 59.8  （16.3%）増 96.5  （29.2%）増

  -CCPI 48.1 5.0 73.0 24.9  （51.7%）増 68.0（1,372.7%）増

  -FutureGen 17.3 54.0 108.0 90.7（523.3%）増 54.0   （100%）増

  -燃料・発電システム 300.3 271.2 245.6 -54.7 （18.2%）減 -25.6   （9.4%）減

天然ガス技術 31.8 0 0 -31.8  （100%）減 －

石油技術 30.8 0 0 -30.8  （100%）減 －

プ ロ グ ラ ム 指 針

(direction) 105.9 129.2 130.0 24.1  （22.8%）増 0.8  （0.6%）増

先端冶金研究 7.9 0 0 -7.9   （100%）減 －

共同研究開発 5.8 0 0 -5.8   （100%）減 －

  （四捨五入につき合計は必ずしも一致しない。） 

石炭 R&D の主な内訳は下記の通り： 
· クリーンコール発電イニシアティブ(CCPI)では、進行中の CCPI 第 1・第 2 ラウ

ンドおよび発電所改善プロジェクトを継続し、2008 年に実施予定の CCPI 第 3
ラウンド公募注 19 を支援するため、前年度要求比 1,372.7%増（2007 年度は既存

予算を効果的に利用するまで新予算の追加を制限し、僅か 496 万ドルの要求で

あった）の 7,300 万ドルを要求。 
· FutureGen の予算は 2007 年度要求額の２倍で 1 億 800 万ドル。進行中の申請

許可や一次設計を引き続き進めるほか、2012 年運転開始に向けて詳細な施設設

計や調達活動を支援。 
· 燃料・発電システム予算は 2,560 万ドル削減され、2 億 4,560 万ドル。 

                                                  
注 18 これにより、2000 年の大統領選挙の際にブッシュ大統領候補が公約した、環境に優しい石炭利用技術への 10 ヵ

年 20 億ドルという投資を 3 年早く達成することになる。 
注 19 二酸化炭素を隔離目的で回収する先進技術を対象とする競争公募。 

< 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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o 既存の在来型発電所改良技術の開発を支援する既存発電所イノベーションは

廃止。 
o 石炭ガス化複合発電(IGCC)予算は前年度要求から 400 万ドル削減で 5,000 万

ドル。 
o FutureGen に代表される無公害 IGCC 発電所の設計を可能にする高効率・超

低公害タービンのための技術基盤を構築する先進タービンプログラムは

2,200 万ドル（+920 万ドル）。 
o 炭素隔離 R&D 予算は 510 万ドル増額され、7,910 万ドル。低コストの二酸化

炭素分離・回収技術、モニター・計測・検証技術、および、炭素隔離のシス

テム開発や実地テスト等を含む温室効果ガス抑制技術が中心。 
o 燃料プログラムは 2007 年度要求比 54.8%減の 1,000 万ドル。大統領の水素燃

料イニシアティブ支援として、クリーンコールを原料とする低コスト水素生

成の研究に焦点をあてる。一方、代替天然ガスの副産や水素液体キャリアの

生産・配給といった R&D 活動の予算は要求されていない。 
o 先端研究プログラムの予算は 2 年連続の削減（640 万ドル減）要求で 2,250

万ドル。2008 年度は、高効率かつクリーンな石炭火力発電所の開発を支援す

るイノベーションや先進コンセプトを狙った活動を重視。減額は、先端発電

研究(Advanced Power Research)の終了、石炭のバイオ処理研究の中止、汚

染物質の環境影響分析問題の研究中止を反映したもの。 
o 発電所や産業・商業市場で利用可能な低コストのマルチ燃料対応燃料電池シス

テムの開発を目的とする燃料電池 R&D は、130 万ドル削減されて 6,200 万ド

ル。第 2 フェーズにある SECA の石炭ベース燃料電池プロジェクトで引き続

き協力。 
 
④原子力科学技術の 2008 年度予算は、4 年連続の増額要求で 8 億 7,4650 万ドル（前

年度要求比 38.2%増）。ブッシュ政権がエネルギー需要問題および気候変動への対

応策として原子力発電を重視している注 20ことから、原子力科学技術の予算は 2002
年度（3 億 6,289 万ドル）以来 141%もの増額となっている。2008 年度に 大の

増額を享受するのは研究開発費で、2 億 2,061 万ドル（63.6%）増の 5 億 6,775 万

ドルまで引き上げられる。一方、大学原子炉基盤整備・教育支援 (University 
Reactor Infrastructure and Education Assistance)プログラムは再度、廃止が提

案されている。原子力科学技術予算の主要内訳は下記の通り： 

                                                  
注 20 2007 年 1 月 24 日に上院エネルギー・天然資源委員会で開催された公聴会で、Jeff Bingaman 委員長（民、ニュ

ーメキシコ州）、Pete Domenici 上院議員（共、ニューメキシコ州）、Larry Craig 上院議員（共、アイダホ州）、

Jeff Sessions 上院議員（共、アラバマ州）、Olympia Snowe 上院議員（共、メイン州）が、原子力発電を国家エ

ネルギーミックスの一環とすべきことを指摘した。同公聴会は、原子力をクリーン発電源として受け入れようとい

う風潮が米国議会において若干高まりつつあるのではないかという印象を示唆するものであった。 
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· 昨年新設された「世界原子力エネルギーパートナーシップ(GNEP)」の先進燃料

サイクル・イニシアティブ(Advanced Fuel Cycle Initiative)の 2008 年度予算は

前年度要求の 2 億 4,300 万ドル注 21 から 3 億 9,500 万ドルに引き上げられる。 
· 2007 年度予算では、プロジェクト開始予定日の延期に伴い 17.3%の減額要求と

なった原子力発電 2010 プログラムは、6,000 万ドル（111%）増額で 1 億 1,400
万ドル。 

· 第四世代原子力システム・イニシアティブ (Generation IV Nuclear Energy 
Systems Initiative)は 3,610 万ドル（+470 万ドル）まで引き上げられるものの、

2007 年度予算で 42.4%の削減を受けているため、2006 年度予算比では 33.8%の

減額となる。2008 年度の増額分は、原子炉燃料の開発、および、次世代原子力

発電所許認可戦略の完成に向けた R&D 活動に充てられる。  
· 原子力利用水素イニシアティブ(Nuclear Hydrogen Initiative)は 2007 年度要求

よりも 390 万ドル多い 2,260 万ドル。増額分は、熱化学製造方法や高温電解製

造方法のパイロット実験を設計する活動等に充当される。 
 
2. エネルギー省の科学関連予算の内訳： 基礎研究予算を 10 年間で倍増するという

ブッシュ大統領の「米国競争力イニシアティブ」の一環として、2007 年度に 5 億

5,320 万ドル（14.1%）という大幅な増額をうけた DOE 科学部の 2008 年度予算

は、前年度要求を 2 億 9,617 万ドル上回る 43 億 9,788 万ドルとなっている。昨年

は削減対象となった生物・環境研究も 2008 年度予算では 2,160 万ドル（4.2%）

増額となり、高エネルギー物理学（7.1%増）、原子物理学（17.3%増）、基礎エネ

ルギー科学（77.5%増）、先端科学演算研究（6.8%増）、科学研究所基盤整備（55.2%
増）、核融合エネルギー科学（34.1%増）も全て増額されている。科学関連予算の

主要費目の内訳は下記の通り。 
（単位：百万ドル） 

 
FY2006 
予算 

FY2007
要求 

FY2008
要求 FY08 対 FY06 FY08 対 FY07 

高エネルギー物理学 698.2 775.1 782.2 84.0 （12.0%）増 7.1   （0.9%）増

原子物理学 357.8 454.1 471.3 113.6 （31.7%）増 17.3   （3.8%）増

生物・環境研究 564.1 510.3 531.9 32.2  （5.7%）減 21.6   （4.2%）増

基礎エネルギー科学 1,110.1 1,421.0 1,498.5 388.3 （35.0%）増 77.5   （5.5%）増

先端科学演算研究 228.4 318.7 340.2 111.8 （49.0%）増 21.5   （6.8%）増

科学研究所基盤整備 41.7 50.9 79.0 37.3 （89.4%）増 28.1  （55.2%）増

核融合エネルギー科学 280.7 319.0 427.9 147.2 （52.4%）増 108.9  （34.1%）増

（四捨五入につき合計は必ずしも一致しない。） 

 
 

                                                  
注 21 現行の暫定予算（第三号継続決議）に盛り込まれた GNEP 予算は約半額の 1 億 2,000 万ドル。 

< 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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科学関連予算のハイライト： 
· 高エネルギー物理学の内、フェルミ研究所の運営・整備予算は 2007 年度要求額

を 50 万ドル上回る 2 億 1,620 万ドル。大型ハドロン加速器(LHC)プロジェクト

予算は、施設支援費（+520 万ドル）が増額されるものの、2007 年度に LHC 検

出器への出資が終了（－320 万ドル）するため、LHC プロジェクト全体では 200
万ドルの増額となる。地下・地上・宇宙の施設を用いた非加速器物理学

(Non-Accelerator Physics)への 2008年度予算は 7,240万ドル（+1,310万ドル）、

超電導高周波技術を支援する先端技術 R&D は 1 億 8,340 万ドル（+2,400 万ド

ル）となる一方で、スタンフォード線型加速器センター(SLAC)の予算はセンタ

ーの B-工場の管轄が基礎エネルギー科学へ移譲されるため、3,710 万ドルの削減

となる。また、中小企業革新研究(SBIR)／中小企業技術移転研究(STTR)計画他

の活動予算は 200 万ドル減で 3,030 万ドルとなっている。 
· 原子物理学では、トーマスジェファーソン国立加速器施設(TJNAF)、ブルックヘ

イブン国立研究所の相対論的重イオン衝突型加速器(RHIC)、ホリフィールド放

射性イオンビーム施設(HRIBF)と ATLAS における研究・運転予算が 2007 年度

要求より 500 万ドルの増額となり、連続電子ビーム加速器施設(CEBAF)アップ

グレード予算が 650 万ドル増額となる。 
· 生物・環境研究の内、ライフサイエンス分野（2 億 6,410 万ドル→2 億 8,230 万

ドル）で注目されるのが、セルロース系エタノールその他バイオ燃料のコスト効

率的生産方法開発に繋がる研究を加速化するバイオエネルギー研究センター3
ヶ所の新設・運営計画注 22 で、2008 年度には 7,500 万ドルを要求している。環

境分野では、第一世代地球システム(Earth System)モデル構築研究の加速化、お

よび、急激な気候変動研究の開始等の予算が 860 万ドル増額される反面、開放

大気系炭素増加(Free Air Carbon Enrichment)実験への支援中止（540 万ドル

減）により、気候変動研究関連予算は全体では 1 億 3,810 万ドル（+320 万ドル）

となる。人工網膜の開発を含む基礎研究やイメージング装置開発等を支援する医

学的応用・計測学研究 (Medical Applications and Measurement Science 
Research)は前年度と同額要求。  

· 基礎エネルギー科学の内、材料科学工学の予算は 8,900 万ドル増、化学・地球科

学・生物科学は 1,540 万ドルの増額。 
o 材料科学工学分野の増額分は、ナノスケール科学研究（+1,380 万ドル）、5 ヶ

所のナノスケール科学研究センター(NSRCs)注 23 運営（+2,290 万ドル）、大統

領の水素イニシアティブ（+950 万ドル）、ソーラー（+310 万ドル）等に充て

                                                  
注 22 2007 年度中にセンターを選定し、2008 年度末までには運転準備を整える予定。各センターには年間 2,500 万ド

ルの予算が 5 年間給付となる見込み。 
注 23 ローレンスバークレー国立研究所の Molecular Foundry；サンディア国研の統合ナノテクノロジーセンター

（Center for Integrated Nanotechnologies）、ロスアラモス国研の機能的ナノマテリアル・センター（Center for 
Functional Nanomaterials）、アルゴンヌ国研のナノスケール材料センター（Center for Nanoscale Materials）、

オークリッジ国研のナノフェーズ材料科学センター（Center for Nanophase Materials Sciences）。 
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られている。これにはまた、高エネルギー物理学からの SLAC 線形加速器運

営業務移譲に伴う 2,150 万ドル増額も含まれる。 
o 化学・地球科学・生物科学： ナノスケール科学研究予算が 800 万ドル増額

されるほか、大統領の水素イニシアティブ予算が 420 万ドル増額、ソーラー

が 410 万ドル増、および、バイオマス関連研究予算が 50 万ドルの増額となっ

ている。 
· 先端科学演算研究では、計算科学大学院フェローシップ(Computational Science 

Graduate Fellowship)プログラム予算の 740 万ドル増額、アルゴンヌ国立研究

所のリーダーシップ計算施設(Leadership Computing Facility : LCF)とオーク

リッジ国立研究所の LCF における計算能力スケールアップに伴う 250 万ドルの

増額等が要求されている。 
· 核融合エネルギー科学では、国際熱核融合実験炉(ITER)MIE プロジェクト予算

が大幅に増額（6,000 万ドル→1 億 6,000 万ドル）されるほか、科学研究プログ

ラムとその他の有効 R&D(Enabling R&D)プログラムは昨年度の減額要求から、

530 万ドル、60 万ドルの増額要求に転じている。  
 
3. 先進エネルギー・イニシアティブ 

国家エネルギー安全保障の強化と輸入石油依存度の軽減を目指し、電力部門と自

動車部門でのクリーンエネルギー技術ブレークスルーを支援する「先進エネルギ

ー・イニシアティブ(AEI)」の 2008 年度予算は、2007 年度要求額を 26%上回る 27
億 300 万ドル。AEI の多様なエネルギーポートフォリオには、バイオマス（農業廃

棄物や森林廃棄物、および、スイッチグラス等エネルギー専用穀物を原料とするセ

ルロース系エタノールを含む）、ソーラー、風力、水素といった再生可能エネルギ

ー技術の向上に加え、クリーンコール技術（含 FutureGen）開発推進や原子力エネ

ルギー技術（含 GNEP）等が含まれている。大統領が年頭教書演説で再生可能燃料

および代替燃料の使用大幅拡大を提案したことを反映し、バイオエネルギーとクリ

ーンコール（石炭液化燃料と推察される）の予算がかなりの増額を享受するほか、

核再利用技術を開発する野心的な GNEP を含めた原子力エネルギー予算も大幅増

額になっている。2 年目に入る AEI の予算内訳は次頁の通りである。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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（単位：100 万ドル） 

 FＹ2006 
予算 

FY2007 
要求 

FY2008 
要求 

FY08 対 FY06 FY08 対 FY07 

EERE プログラム  
 水素技術／燃料電池技術 155 196 213 58  (37%)増 17   (9%)増
 自動車技術 182 166 176 -6   (3%)減 10   (6%)増
 バイオマス 91 150 179 88  (97%)増 29  (20%)増
 ソーラー 83 148 148 65  (79%)増 ±0
 風力 39 44 40 1   (3%)増 -4   (9%)減
 地熱 23 0 0 23 (100%)減 －

 プログラム管理 58 67 72 14  (25%)増 5   (8%)増
EERE 小計 631 771 829 198  (31%)増 58   (8%)増

化石エネルギープログラム  
   クリーンコール研究イニシアティブ 314 281 385 71  (23%)増 104  (37%)増

 FutureGen 18 54 108 90(500%)増 54 (100%)増
 その他発電システム／定置型 
  燃料電池 

62 64 63 1    (2%)増 -1   (2%)減

 プログラム管理 86 99 92 6    (2%)増 -7   (7%)減
化石エネルギー小計 461 444 539 77  (17%)増 95  (21%)増

原子力エネルギープログラム  
 GNEP 79 243 395 316 (400%)増 152  (63%)増
 第四世代原子力システム 54 31 36 -18  (33%)減 5  (17%)増
 原子力発電 2010 65 54 114 49  (75%)増 60 (111%)増
 原子力利用水素イニシアティブ 25 19 23 -2  (10%)減 4  (19%)増
 プログラム管理 28 45 54 26  (93%)増 9  (20%)増
原子力エネルギー小計 251 392 622 371 (148%)増 230  (59%)増

科学基礎研究プログラム  
 ITER 核融合プロジェクト 25 60 160 135 (540%)増 100 (167%)増
 核融合（ITER 以外） 263 259 268 5   (2%)増 9   (3%)増
 ソーラー 28 62 69 41 (147%)増 7  (11%)増
 バイオマス 28 35 113 85 (303%)増 78 (223%)増
 水素 58 71 75 17  (28%)増 4   (5%)増
 プログラム管理 19 22 29 10  (51%)増 7  (31%)増
科学基礎研究プログラム小計 421 539 713 292 (69%)増 174 (32%)増

先進エネルギーイニシアティブ 
合   計 

1,765 2,146 2,703 938 (53%)増 557 (26%)増

（四捨五入につき合計は必ずしも一致しない。） 
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【環境】大気汚染対策 地球温暖化対策 バイオ燃料 

 
燃料基準の規制強化で気候変動と大気汚染に対処（EU） 

 
欧州委員会は 1 月 31 日、バイオ燃料の利用拡大を含む輸送用燃料の新基準を提案し

た。新基準の適用により、気候変動と大気汚染の軽減が期待される。この提案は、気

候変動と大気汚染に効果的に取り組もうとする EU の姿勢を強く打ち出したものであ

り、燃料自体をよりクリーンにするだけでなく、より汚染の少ない自動車や機械類の

導入も可能にする内容となっている。バイオ燃料などの低炭素燃料を普及させるため

の大きな柱として、燃料供給業者は燃料の製造、輸送および使用の過程で排出される

温室効果ガスを 2011年から 2020年までに 10%削減する義務を負う。これにより、2020
年までに 5 億トンの CO2 排出削減が見込まれる。これはスペインとスウェーデンの現

在の排出量の合計に相当する。より高比率のバイオエタノールを混合できるガソリン

が新たに確立されることが予想される。また、有害な粒子状物質の排出を削減するた

めにディーゼル燃料や軽油に含まれる硫黄分の上限が引き下げられる見通しである。 
 
環境担当委員のスタブロス・ディマスは次のように述べる。「これは、欧州委員会が

地球温暖化対策を強化するために行うべき一連の新たな取り組みの中で も重要な施

策の一つである。気候政策を主導するという我々の政治的コミットメントを実際に試

す機会であり、政治的な重要課題を具体的な施策としてどこまで実行に移せるかが試

される。また、この提案は欧州の低炭素経済への移行をより強力に後押しするもので

ある。気候変動が取り返しのつかない段階まで進むことを阻止するためには、欧州が

低炭素経済に移行することが不可欠である。これらの提案は、人々の健康に悪影響を

与える恐れのある輸送における有害汚染物質の排出を大幅に減らすことにも寄与する。

また、バイオ燃料、中でも第 2 世代バイオ燃料などの利用を大幅に拡大するための道

を開くことにも繋がる」 
 
この新基準によって以下の点が達成されることが予想される。 

・ 2020 年までに EU の温室効果ガス排出量が 5 億トン削減される。 
・ 輸送用燃料の品質向上とより大きな排出削減効果が期待される第 2 世代バイオ燃

料の推進 
・ 有害汚染物質の削減による健康改善（特にディーゼル燃料の硫黄分低減） 
 

燃料の品質基準の重要性 

1998 年に出された燃料の品質に関する指令 1 は、EU 共通の基準を定めており、道

路車両の他、内航船、機関車など道路以外で使用される輸送用機械装置、土木機械、

トラクターに使用されるガソリン、ディーゼル燃料および軽油を対象としている。こ

                                                  
1 ガソリンとディーゼル燃料の品質に関する指令 98/70/EC 及び理事会修正指令 93/12/EC  

< 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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の指令の目的は、人々の健康と環境を守り、これらの燃料の単一市場を確立すること

である。欧州委員会による同指令の改正案は、燃料とエンジンの技術的進歩およびバ

イオ燃料の重要性が増していることを反映したものである。また、2005 年の「大気汚

染に関するテーマ別戦略（Thematic Strategy on Air Pollution）2」が掲げる大気質の

目標を達成し、気候変動を引き起こす温室効果ガスの排出削減をさらに進める上で必

要な提案である。 
 

提案されている改正点 

この指令が改正されると、燃料の供給業者は燃料のライフサイクルの全過程（精製、

輸送および使用）における温室効果ガスの排出削減義務を負うことになる。2011 年か

ら、燃料供給業者は 2010 年比でエネルギー単位当たり年間 1%の排出削減を行わなけ

ればならない。これにより 2020 年までに 10%の排出削減が見込まれる。 
 
排出削減の義務化により、燃料の製造過程における温室効果ガスの排出を削減する

ために、低炭素燃料の開発やその他の施策がさらに進む見通しである。また、EU が

掲げる温室効果ガス削減目標を達成する上で燃料部門が確実な貢献をすることにも繋

がるだろう。 
 
より多くのバイオ燃料をガソリンに使用できるようにするために、エタノールの混

合比率を 大 10%まで認めるなど、より高比率の含酸素添加剤の混合を認める新しい

ガソリンが確立される見通しである。今後は、様々な混合ガソリンの表示を明確に行

うことにより、互換性のない燃料が自動車に補給されることが防止される。エタノー

ルの利用拡大による汚染された蒸気の排出増加に対処するため、欧州委員会は今年後

半にもガソリンスタンドに蒸気回収装置の設置を義務づける提案を行う見通しである。

揮発性有機化合物として知られるこれらの蒸気は、地表付近のオゾン生成による汚染

の原因となるもので、呼吸器系疾患や心臓疾患を誘発して早期死亡を引き起こす可能

性がある。 
 
2009 年 1 月 1 日から、市場に流通する全てのディーゼル燃料を超低硫黄ディーゼル

（10ppm 以下）にすることが義務づけられる。これにより、塵状の粒子（粒子状物質：

PM）を始めとする汚染物質の排出削減が見込まれている。粒子状物質は人間の健康に

も有害な大気汚染物質である。特に、硫黄分の低減によりディーゼル車用の微粒子

フィルターといった新しい汚染制御装置の導入が促されるだろう。また、同じく 2009
年 1 月 1 日から、多環芳香族炭化水素類（Poly Aromatic Hydrocarbons：PAHs）の

許容上限が 3 分の 1 引き下げられる見通しである。これもまた、ディーゼル車から排

                                                  
2 IP/05/1170 ：

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1170&format=HTML&aged=1&la
nguage=EN&guiLanguage=en 
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出される有害物質である。この施行により、発ガン性を持つものもある PAHs だけで

なく粒子状物質の排出も削減される可能性がある。 
 
道路車両以外の機械類および内航船に使用される軽油に含まれる硫黄分の許容上限

も大幅に引き下げられる見通しである。これによっても粒子状物質の排出削減が見込

まれている。また、より高度なエンジンと排出制御装置の導入も可能になるだろう。 
 
様々なコスト要因を評価した結果、改正案は総合的に見て費用便益分析に基づく妥

当性を有するものと判断されている。 
 

指令の見直しによる利点および技術的課題に関する評価の詳細は、ウェブサイト 3

で閲覧できる。 
 

表 改正案の概要 
要素 旧基準 新基準 

ガソリンの酸素含有許容上限 2.7 質量% 「高バイオ燃料ガソリン」の

   場合 3.7 質量% 

エタノール含有率の上限 5 容積% 「高バイオ燃料ガソリン」の

    場合 10 容積% 

その他の含酸素剤 種類により 3～15% 「高バイオ燃料ガソリン」の

    場合すべて同程度の引き上げ

    （メタノールを除く） 

道路輸送用ディーゼル燃料 現在は 50ppm. 08 年 12 月 31 日から 10ppm.
の硫黄分 09 年 1 月 1 日から暫定的 10ppm.   

非道路用機器類に使用され 08 年から 1,000ppm. 09 年 12 月 31 日から 10ppm.
る軽油の硫黄分     

内航船に使用される軽油の 08 年から 1,000ppm. 09年 12月 31日から 300ppm.
硫黄分   11 年 12 月 31 日から 10ppm.
ディーゼル燃料中の 11 質量% 8 質量% 

多環芳香族炭化水素類     

 
出典：Stricter fuel standards to combat climate change and reduce air pollution 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/120&type=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
 

翻訳：山本 かおり 

                                                  
3 http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/fuel_quality/library 
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【環境】  地球温暖化対策   二酸化炭素排出削減   
 

気候変動・二酸化炭素排出削減への取り組み(韓国) 
 
はじめに 

2006 年 11 月 6 日から 11 月 17 日にかけて、ケニアのナイロビで気候変動枠組条約

第 12 回締約国会議（COP12）、及び京都議定書第 2 回締約国会合（COP/MOP2）が開

催された。今回の締約国会議は、2005 年 2 月 16 日に京都議定書が発効されてから 2
回目の会議であり、各国から 6,000 人余りの関係者が参加した。韓国政府は今回の会

議の重要性を踏まえ、昨年に引き続き官民挙げて大規模な代表団を派遣した。 
 

本報告書では、気候変動に関する 近の取り組みと、二酸化炭素排出削減の主な手

段として注目されている高効率機器の開発に関する取り組みをまとめる。 
 
1．気候変動枠組条約第 12 回締約国会議への参加 

韓国は環境部長官を首席代表とする大規模な代表団を派遣した。政府代表として環

境部、外交通商部、産業資源部、国務調整室、山林庁、農林部、国立研究所、民間か

らは商工会議所や電力会社などの関係者が参加した。 
 

今回の会議で韓国は、スイスやメキシコなどと環境十全性グループを結成し議論を

行った。環境十全性グループとは、気候変動に関する交渉において先進国と発展途上

国間の意見調整の役割を果たすものである。同グループの結成は、気候変動に関する

交渉において、ほぼすべての議題にわたり先進国と途上国が互いに異なる立場を表明

していることに起因している。 
 

会議を通じて韓国が関心を寄せた会合・議題は、2012 年以降の京都議定書（3 条 9
項に基づく付属書Ⅰ）のコミットメントに関する作業部会（第 1 会合）、気候変動に対

応するための長期的協力のための行動、技術移転、そしてグリーン開発メカニズム

(CDM) などであった。 
 

なお、韓国が実際に議論に参加したのは、企業投資における不確実性を解決するた

めの方法、CDM の手続き、地域間格差の改善、その他発展途上国の気候変動への対応

策や能力向上、技術移転計画などであった。 
 
2．アジア・太平洋パートナーシップ(APP)の開催 

2006 年 10 月 11 日から 13 日まで、韓国の済州島においてクリーン開発メカニズム

と気候に関するアジア・太平洋パートナシップ(APP)の第 3 回政策会議が開催された。

今回の会議を通じて、APP の中長期的な発展のためのロードマップに関する議論が行
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われ、8 つの協力分野における行動計画が策定された。 
 

APP は、韓国、アメリカ、日本、中国、インド、オーストラリアの 6 ヵ国で構成さ

れており、2006 年 1 月にオーストラリアで開催された第 1 回閣僚会議において創設さ

れた。現在、APP は化石エネルギー、鉄鋼、アルミニウムなど 8 つの協力分野で構成

され、韓国は再生可能エネルギーと建物・電気機器の 2 分野の議長国を務めている。 
 

APP では、6 ヵ国間のエネルギー安保、大気汚染削減、気候変動に対応するための

技術開発及び技術移転に関する協力強化を目標としている。特にエネルギー効率の向

上や炭素排出削減、炭素の貯蔵など既存技術への取り組みと、水素や次世代核分裂融

合エネルギーなどの新技術開発に力を入れている。 
 

韓国は APP に積極的に参加している。APP がアジア太平洋地域における 6 ヵ国間

の CDM の開発と普及に貢献することが、結果的に京都議定書を補完し、気候変動に

対応する方策になると見ているからである。 
 
３．高効率エネルギー機器開発事業への着手 

2006 年 10 月、韓国の産業資源部は、エネルギー消費量の多い 7 大エネルギー機器

に対し、今後 5 年間で 1,500 億ウォンを投入して世界 高水準の高効率機器を開発す

るという「7 大技術基盤高効率エネルギー機器開発事業」計画を発表した（下表参照）。 
これらの機器全体で、韓国内エネルギー消費量の 41.2%を占める。 
 

表１  韓国の産業資源部による開発計画目標 

No. 機器名 
韓国内全ｴﾈﾙｷﾞｰ 

消費量に対する%
改善内容 現在値 

目標値 

(2012 年)

1 ﾎﾞｲﾗ 17.9% ｴﾈﾙｷﾞｰ効率向上 89%程度 95%以上 

2 電動機 6.7% ｴﾈﾙｷﾞｰ効率向上 85%程度 90%以上 

3 
銅ｺｲﾙ焼鈍炉

(工業炉) 
5.2%

熱効率向上 40%以下 60%以上 

4 乾燥器 3.8% 熱効率向上 50%程度 75%以上 

5 
照明機器 

3.3%
光源技術向上 70%水準 

(先進国比) 

100%水準

6 冷暖房機器 2.4% 熱量吸収率性能係数向上 1.0 1.3～1.5 

7 家電機器 1.9% 平均待機電力低減 1W 以上 1W 以下 

 

本事業が計画通り実施された場合、2012 年以降は 181.8 万 TOE(Ton of Oil 
Equivalent)のエネルギー節減と 7,996 億ウォンの経済効果、さらに 150.7 万 TC(Ton 
of Carbon)の温室効果ガスの排出削減が見込まれる。 

< 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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政府は、産業界を中心に需要者側と開発者側の共同研究を働きかけることで、高効

率エネルギー機器産業の成長を促す計画である。 
 
参考資料  
http://www.me.go.kr/dev/board/board.jsp?id=notice_02&cate=&key=subject&searc
h=&search_regdate_s=&search_regdate_e=&order=&desc=asc&pg=1&mode=view
&idx=150754 
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【産業技術】ライフサイエンス 

 
イタリアのバイオ科学者達は分離・抽出した 

大人の幹細胞によって新筋繊維を作る 
 
2006 年 11 月 7 日発行の米国の科学雑誌 PNAS(Proceedings of the National 

Academy of Science of the United States of America)誌において、イタリアのバイオ

科学者達によって、人間の筋バイオプシーから特殊な幹細胞であるメソアンジョブラ

スツ(mesoangioblasts)が分離・抽出されたことが発表された。 
 
これは、筋退化の病気に対する新しい細胞治療法の研究の一環である。患者から抽

出された肝細胞を、この特殊な幹細胞、別名「スーパー幹細胞」を使って健康な筋細

胞に転換させ、動脈を通してその健康な細胞を患者に再注入するという、拒否反応の

危険がない新しいものである。 
 
本研究は、ミラノのサン・ラッファエーレ・ステム・セル研究センターのディレク

ター、ジュリオ・コッス教授の協力によってローマのカトリック大学、ピエトロ・ア

ッティーリオ・トナーリ教授が導く神経科学部の科学者達、ロベルタ・モルセッティ

やマッシミリアーノ・ミラベッラ研究員達によって実施された。 
 
遺伝や後天的理由でかかる筋退化の病気は、徐々に動くことが出来なくなる破壊的病気であ

る。これらの筋肉の病気の１つに、通常 50 歳代以後にかかる、免疫除去治療に拒否反応を示

し、徐々に筋障害が進行するインクルージョン・ボディ筋炎(IBM/inclusion-body myositis /封
入体筋炎)がある。IBM 患者には通常の数のメソアンジョブラスツが存在しているが、筋骨の

細胞を修復させる能力に欠陥があることが、カトリック大学において初めて突き止められた。 
 
この発見から科学者達は、患者からメソアンジョブラスツを抽出・培養し、正常遺伝子

を導入した（「再教育した」）上で、新たに患者に注入させるという治療方法を思いついた。

カトリック大学では、筋炎症の患者の筋バイオプシー断片を使用してメソアンジョブラス

ツを隔離し、これを人間の細胞治療に必要な量だけ培養して、これらの細胞が筋において

効果的に分化・再生するように仕向けつつ試験皿で成熟ブロックを矯正することが可能で

あることが発見された。さらに、病気のマウス（mdx‐scid 型）に移植された IBM 患者

の「再教育された」メソアンジョブラスツが、新しい筋繊維を作ったことを証明した。 
 
メソアンジョブラスツは、適切に凍結された筋バイオプシー繊維によっても分離・

抽出し、培養することができる。導管と結合している成人の幹細胞には非常に大きな

潜在力があるため、骨、滑らかな筋、心臓、骨格のような中皮から派生する繊維にそ

れぞれ分化させることができる、と科学者達は強調して述べている。 
 
参考文献 ・PNAS ONLINE (www.pnas.org) 

・Biologia Molecolare ed Ingegneria Genetica(www.molecularlab.it) 
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【産業技術】  ナノテクノロジー   固体高分子形燃料電池  
 

水素燃料電池触媒研究の進展（米国） 
 
環境に優しい輸送エネルギーの究極の夢である自動車用水素燃料電池の開発がもう

一歩近づいた。米国エネルギー省ローレンス・バークレー国立研究所(LBL、バークレ

ー研究所)とアルゴンヌ国立研究所(ANL)の研究者が、よく知られている白金ニッケル

合金の新種を特定することができた。 
 
この新しい触媒は、これまでに報告された酸素還元触媒よりも も能動的である。

Pt3Ni(111)単結晶の低エネルギー電子線回折の結果は、白金を横取りする水酸化物イ

オンを追い払い触媒能力を促進させる表面原子が堅く詰まっている配置構造を明らか

にした。 
 
燃料電池のプラス電極であるカソード上の酸素還元触媒の低い還元反応速度は、水

素により動力供給する自動車の利用にとって好ましい、高分子電解質膜(PEM)燃料電

池の開発を阻害する主要な要因であった。 
 
「輸送セクターの PEM 燃料電池技術応用が直面する現在の限界は、今日の 先端

の触媒の能力より桁違いに大きい安定したカソード触媒の開発で解決することができ

るかもしれない。そして、我々の発見がそれを提供できる可能性がある」とバークレ

ー研究所とアルゴンヌ国立研究所両方の材料科学部門の研究者であるボスラフ・スタ

メンコビッチは語る。 
 
スタメンコビッチとアルゴンヌ国立研究所のネナード・マルコビッチ主任研究員は、

現在サイエンス誌からオンライン利用可能なこの研究報告の共著者である。 論文タイ

トル名“表面サイトの利用度増加による Pt3Ni(111)酸素還元能力の向上”は、今日使

用されている白金カーボン・カソード触媒に対して驚くべき 90 倍も燃料電池カソード

の触媒能力を増加させた白金ニッケル合金について報告している。 
 
「この表面は、PEM 燃料電池の触媒能力の新しい限界を設定し、また電池電圧の損

失無しで、白金固有出力密度の米国エネルギー省(DOE)の目標を満たすことを実現可

能にしている」とスタメンコビッチは説明する。 
 
PEM 燃料電池は、白金触媒と高分子固体電解質を含んだ電極から構成されている。

水素分子をアノードで、またカソードで酸素分子を分割することによって、PEM 燃料

電池は電流を生成し、副産物として単に熱と水だけを作る。化学エネルギーを燃焼さ

せないで電気エネルギーに変換することによって、燃料電池は電力を生成するための
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恐らく も効率的でクリーンな技術を代表している。このことは、水素を直接流すよ

うに設計された燃料電池では、副産物として水しか生産しないので、間違いなく事実

である。 
 
主に自動車での利用を論じている水素を動力とする燃料電池は、PEM 燃料電池であ

る。この燃料電池は、またプロトン交換膜燃料電池としても知られており、比較的小

型で軽量な装置で高出力をもたらすことができる。バッテリーと異なり、PEM 燃料電

池は再充電の必要はないが、水素の供給と大気中の酸素へのアクセスが必要である。 
 
PEM 燃料電池は NASA の宇宙計画で見事に役立った。しかし、その燃料電池は、

自動車や他の地上での応用に使用するには、非常に高価な状態のままである。 も大

きなコスト要因は、カソード触媒として使用する白金に依存している。 
 
PEM 燃料電池は、高分子電解質膜の両側に置かれるカソードとアノード(マイナス

電極)から構成されている。高分子電解質膜は、プラス電荷のプロトン(陽子)を通し負

電荷を帯びた電子を阻止する特別に処理された材料である。 
 
他の型式の燃料電池のように、PEM 燃料電池は、アノードの酸化反応とカソードで

の酸素還元反応(ORR)の 2 つの反応を行う。このことは、PEM においては水素分子が

アノードでプロトン対と電子へ分割されることを意味する。 
 
プロトンは電解膜を通過できるが、阻止された電子は電流として電線により負荷を

経由して、 終的にカソードへ導かれる。カソードでは、電子は電解膜を通過したプ

ロトンと結合し、酸素原子を加えて水を生産する。カソード触媒によって酸素原子ペ

アへ分割される酸素は、空気中の分子(O2)から来る。 
 
「再生可能な水素基盤エネルギー経済の基礎としての PEM 燃料電池の大規模な応

用は、世界のエネルギーの必要性を満足させる主要な構想である。PEM 燃料電池利用

のただ一つの副産物は水蒸気だけなので、燃料電池の広範囲な使用は温室効果ガス排

出や地球温暖化に対してとても有益な影響をもたらすであろう」とスタメンコビッチ

は語る。 
 
ひとつの問題は白金であった。純粋な白金は、特別に活性な触媒であるが、非常に

高価である。また、その能力は、水酸化物イオンのような好ましくない副産物の生成

によって急速に劣化する。水酸化物は、白金原子と結合する親和性を持っており、そ

れにより、白金原子の触媒作用を駄目にさせる。この白金の結合が続くと、カソード

の触媒能力は低減する。 
 

< 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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このために、研究者は表面強化技術と共に白金合金の使用を研究し続けている。そ

のシナリオによれば、カソード表面は白金原子の表皮で覆われており、その下には、

白金とニッケルまたはコバルトのような非貴金属の組合せから作られた原子層が存在

する。表面下の合金は、カソードの総合的性能を向上させるように白金表皮と相互作

用をする。 
 
この 新の研究では、スタメンコビッチとマルコビッチそして彼等の同僚は、超高

真空(UHV)容器中で原子格子構造の範囲全域に白金ニッケル合金の純粋な単結晶を作

成した。その後、彼等は、これらの結晶が酸素還元反応(ORR)を行う能力を測定する

ために、表面検知プローブと電気化学技術の組合せを使用した。それにより、各サン

プルの ORR 活性が、白金単結晶や白金カーボン触媒と比較された。 
 
その結果、純粋な Pt(111)の単結晶表面より 10 倍高く、また白金カーボンよりも 90

倍も高い、カソード触媒でこれまでに検知された 高の ORR 能力を示す白金ニッケル

合金の Pt3Ni(111)構造が識別された。 
 
この(111)構造の表皮層は、同数の白金とニッケル原子から作られた層の上に置かれ

た、堅く詰まった白金原子層である。これらの表面 2 層の下のすべての層は、1 個の

ニッケル原子毎に 3 個の白金原子で構成されている。 
 
スタメンコビッチによれば、Pt3Ni(111)構造は水酸化物と他の白金結合分子に対す

るバッファーの役割をし、カソード表面との相互作用を鈍化させ、はるかに多くの

ORR 活性を可能とさせる。白金結合の削減は、さらにカソード表面の劣化を減らす。 
 
「燃料電池のカソード反応の向上した安定性により、我々は触媒能力の目標を達成

でき、さらに目標を超過さえするカソード表面を識別した。白金ニッケル合金自身は

よく知られているが、この発見を我々に可能とさせた主要パラメータを我々は制御し

調整することができた。我々の研究は、その特性を好ましい方向に微調整するために、

ナノスケール表面を評価するための新しい分析ツールの可能性を実証した」とスタメ

ンコビッチは語った。 
 
次の段階は、Pt3Ni(111)の純粋な単結晶の表面を模倣した、電子的・形態的特性を

持った設計ナノ粒子触媒である、とスタメンコビッチは語る。 
 
 ( 出典：http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/MSD-H-fuel-cells.html ) 
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【産業技術】I T 
 

トークプラス社に見る VoIP サービスの動向（米国） 

 
モバイルネットワーク環境へ VoIP サービス 1 を提供するハイテクベンチャー企業

であるトークプラス(TalkPlus) 社（本社：加州サンマテオ市）は、メンロパーク市に

あるメンロ・ベンチャー社から 550 万ドルの投資を受けたことを発表した。「Voice 2.0 
Calling Services」と称する次世代 VoIP への投資を機会に、同社が開発・特許出願し

ている技術を活用し、従来キャリアから受けることができなかった通話サービスを可

能にする革新的なサービスを 2007 年初期の段階から提供していく。同社の提供するサ

ービスの画期的な特徴としては、低価格でセキュリティに優れた VoIP 通話を可能とし、

複数利用者間での電話会議、一定の設定時間以降の通話制限などによるプライバシー

機能といった利用が従来からの回線インフラを変更することなく次世代 VoIP の利用

を可能にしている点が挙げられる。 
 

現在、VoIP 通話には、①ワイヤレス環境を利用した VoIP 通話、②携帯ネットワー

ク環境を利用した VoIP 通話、③携帯と WiFi2 ネットワーク環境を利用した VoIP 通話

の３つの通話方法がある。このうち、 も一般的となっている通話方式は、①ワイヤ

レス環境を利用した手法であるが、利用者はネットワーク環境へ接続する制約のため、

ネットワーク環境への配慮から開放されたシームレスな利用環境にはなっていない。

それでも、複数の事業所を有する企業など限られた利用者、利用環境といった条件の

下では、既にこの通話方法は一般化している。 
 

シスコ・システム社、アバヤ社、シーメンス社、ノーテル・ネットワーク社などか

ら販売されているソフトフォン(Softphone)3 ツールなどを利用し、ノート型パソコン

とハンドセットを使用してネットワーク環境を利用した VoIP 通話は実用化されてい

る。Skype4 の普及に加え、eBay 社 5 の買収を機会にグーグル(Google)社のインスタ

ントメッセージ、音声アプリケーションの提供といった実質面での VoIP 市場の参入は

拍車をかけ、これにウェブベースのヤフー社、アメリカ・オンライン社、マイクロソ

フト社が追随している。また、ネットワーク環境下での利用時における簡易性を高め

るためのツールとして、Bluetooth6 を使用しワイヤレスのヘッドセット（Plantronic
                                                  
1 Voice Over IP。IP 電話など、IP(Internet Protocol)ネットワーク上で音声通話を実現する技術。 
2 ワイファイ無線 LAN。Wireless Fidelity の略。無線 LAN の標準規格である IEEE802.11a、 

IEEE802.11b の愛称。 
3 パソコン用電話通信用アプリケーション（ソフトウェア）。 
4 Skype（スカイプ）はルクセンブルクの Skype Technologies 社のインターネット電話の無料ソフトウ

ェア。 
5 米国に本部を置く世界 大規模のインターネットオークション会社 
6 Bluetooth（ブルートゥース）とはエリクソン社、IBM 社、インテル社、ノキア社、東芝の 5 社が中心

< 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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社製）などシームレス環境作りの整備化が進行している。 
 

現在の米国における VoIP 普及の度合いは、導入期間の初期段階と認識されている。

昨年以降、企業、機関の規模を問わず VoIP の導入を検討している傾向は明確に現れて

おり、少なくとも VoIP を評価するといった計画を持つ企業、機関は堅調に増加傾向を

示している。一方、VoIP 関連製品、サービスの提供が充実してきているにも関わらず、

未だ多くの企業等において VoIP を導入するまでの必要性が認識されていないのが現

状といえる。しかし、米国のある調査機関の予測によれば、今後数年間に、初期導入

時の段階を超え、S 字型に普及システム数が増大していくものと見込まれ、2010 年ま

でに大規模事業者（企業、機関など）の 2／3、小規模事業者の 50%が導入うるものと

予測されているものもある。   
 

米国における VoIP 普及概要、並びに今後の見込みを以下に示す。 
 
（１）2005 年時調査によると、大手事業者の 36%、中規模事業者の 23%、小規模事

業者の 14%が既に VoIP を利用している。 
（２）2010 年までに小規模事業者の利用は 3 倍に拡大する。 
（３）ワイヤレス環境を利用した VoIP 通話普及率は、2006 年時の 5%から 20%に拡

大する。 
（４）現在から 2008 年までのインハウス IP 通話のエンドポイントのプロトコルは、

SIP(Session Initiation Protocol)と H.323 V.4 が も一般的に使用される。 
（５）VoIP を導入する事業者の平均的な費用は 2005 年の 47,667 ドルから 2007 年に

は 63,799 ドルに、CPE（Customer Premises Equipment）の管理使用は 2005
年時の 10,865 ドルから 28,367 ドルにそれぞれ拡大する。 

 
既存の VoIP の利用環境がワイヤレス環境の利用を前提とする場合、次世代 VoIP と

位置づけられる携帯ネットワーク環境を利用した VoIP 通話、携帯と WiFi ネットワー

ク環境を利用した VoIP 通話のサービスが一部のキャリア事業者から始められている。

米キャリアの一社である T-Mobile 社は、2006 年 9 月に”T-Mobile At Home”と称する

サービスに着手した。この新たなサービスは、一台の携帯端末において、携帯ネット

ワークから WiFi ネットワークへの途切れのない切り替えを可能にしている。他のキャ

リア事業者も同種のサービスを検討しているが、T-Mobile 社が 初のサービス提供者

となる。このサービスを利用することにより、T-Mobile 社の携帯ネットワークでの携

帯通話から、WiFi ネットワーク環境が入手可能な環境では WiFi に切り替えることが

可能となる。通話回線は T-Mobile 社の携帯ネットワークから VoIP のルートへ変換さ

れ、携帯端末の番号を変更せずして VoIP 通話を利用することができる。また、留守番

                                                                                                                                                       
となって提唱している携帯情報機器向けの無線通信技術。ノートパソコンや PDA、携帯電話などをケ

ーブルを使わずに接続し、音声やデータをやりとりすることができる。 
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メッセージはウェブ上で閲覧、視聴することができる。 
 

今回、トークプラス社へ投資を行ったベンチャー・キャピタル(VC)は、シリコンバ

レーでも老舗の VC パートナーズのひとつであり、1976 年以降 9 つの VC ファンドを

扱い、現在投資を行っている総額は 39 兆ドルに上っている。トークプラス社と類似す

るモバイルデータサービス関連の新興企業には、CellFire 社 7、Divitas 社 8、MobiTV
社 9、MyWaves 社 10、PlayPhone 社 11、TeleNav 社 12 などがある。 
 
参考資料  
・TalkPlus, Inc. 

1825 South Grant Street, Suite 400  
San Mateo, CA 94402 
http://www.talkplus.com/ 

 
・TalkPlus Closes Series A Financing Round 

http://www.talkplus.com/press103006.html 
 
・Mobile Voice over IP is Taking Shape 

http://itmanagement.earthweb.com/article.php/3570291 
 
・Enterprise VoIP adoption in North America will more than double in 2010 

http://www.infonetics.com/resources/purple.shtml?upna06.ipv.nr.shtml 
 
・T-Mobile readying cell-to-WiFi service 

http://arstechnica.com/news.ars/post/20060907-7689.html 

                                                  
7 主力サービス Cellfire は、携帯電話にダウンロードすると自分好みの店舗やレストラン、娯楽サービ

スで使えるクーポンを受け取ることができる。 
8 携帯電話ネットワークの新サービスを提供。 
9 端末向けモバイル TV サービス「MobiTV」の提供。ニュースなどのテレビ番組をリアルタイムで携帯

電話に提供。 
10 携帯電話向けの無料ビデオ配信サービスを実施。 
11 ビデオゲームなどモバイルコンテンツ配信を実施。 
12 携帯電話での GPS サービスを実施。 

< 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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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(02/02/07-02/15/07) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
1 月／ 
24：ブッシュ大統領、石油消費削減とエネルギー効率向上を狙った大統領命令を公布 

ブッシュ大統領年頭教書演説の翌日の 1 月 24 日に、ガソリン消費量を向こう 10 年間で 20％削減
するという「10 年 20%（Twenty in Ten）」目標の実現に貢献する大統領命令が発出。大統領命令
は連邦政府省庁に対し、「連邦政府所有車両の燃料消費量を 2015 年まで毎年 2%ずつ削減」、「プラ
グイン・ハイブリッド車が市販された場合の購入」、「代替燃料消費量を年間 低 10%の割合で拡
大」、「連邦省庁の現行再生可能エネルギー購入要件の 低 50%を、風力、ソーラー等の再生可能資
源利用新規電力の購入で対応」、「連邦政府所有ビルの温室効果ガス原単位（単位面積当たりエネル
ギー消費量）を年間 3%ずつ、すなわち 2015 年までに 30%削減」、「効率の優れたビルの建設や、バ
イオベースの製品・エネルギー効率の高い製品の購入」等を義務付け。(White House News Release)  

 
26：ブッシュ政権提案で、バイオ燃料産業・環境保護団体と石炭関係者の間に緊張感 

ホワイトハウスの James Connaughton 環境問題委員長によると、ブッシュ大統領提案の「2017
年までに代替燃料 350 億ガロン」という目標は、メタノールや石炭ベースのディーゼルといった多
種の代替燃料に商品化の機会を与えるもの。ブッシュ政権は、異なる技術の間に競争を生み、投資
家による技術投資の奨励を意図しているというが、これがバイオ燃料産業・環境保護者と石炭産業
との間に緊張を生んでいる。前者は、温室効果ガス（GHG）排出量増大や石炭産業との間の競争を
懸念し、350 億ドルの義務付けに(石炭液化やシェール油などの)化石燃料を含めることに反対。一
方石炭産業は、石炭液化プロセスで発生する CO2 は除去・回収されて、石油坑井注入用に石油会社
に販売するため、同プロセスでは CO2 排出は生じないと反論。 (Wall Street Journal)  

 
2 月／ 
8：ACEEE の報告書、市場障壁がエネルギー効率化投資を妨害 

全米エネルギー効率経済委員会（ACEEE）が 2 月 8 日に、国際エネルギー機関（IEA）の依頼で作
成した報告書『エネルギー末端利用における市場失敗の影響の数量化』を発表。同報告書は、市場
の障壁や失敗の数量化のために米・豪・日・蘭・ノルウェーのケーススタディを分析し、各国のエ
ネルギー・環境政策策定者にとって市場価格シグナルを補完する追加的施策が必要か否かについて
のガイダンスを提供。ACEEE のプロジェクトチームは、新古典派経済理論の認める市場障壁であ
る｢本人対代理人（principal-agent）障壁｣、「情報/取引費用障壁」、「外部性費用障壁」の観点で分
析を行い、例えば「本人対代理人」障壁が単独でエネルギー利用に与える影響率として、住居用温
水暖房 38～85%、住居用暖房 46～47%、業務用貸事務所 40～90%、自動販売機 44～80%等の数
値を得ている。多様なエネルギー末端利用市場が「本人対代理人」という市場障壁の影響を被り、
また市場障壁の影響累積により末端利用全部門に大きな影響を及ぼし得ることが明らか。報告書で
は、この調査結果がエネルギー政策上持つ意味として、「エネルギー消費や大気汚染・温室効果ガス
排出に関する政策目標は、価格のシグナルだけでは達成できない。」、「エネルギー市場の市場障壁を
克服するには、価格設定以上の政策として、電気製品その他装置の効率基準、ビルディングのエネ
ルギー基準、奨励策、技術支援、消費者情報プログラム等が必要。」と指摘。(ACEEE News Release) 

 
 
 
Ⅱ 環 境  
2 月／ 
2：IPCC 第一作業部会、人間活動が地球温暖化の原因であることは 90%確実とする報告書発表 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、2007 年 11 月発表予定の『第 4 次評価報告』作業のう
ち、IPCC 第一作業部会作成の「物理科学的根拠」の部分を 2 月 2 日に公表。同報告書は、地球温
暖化の原因が人間の活動である「可能性が極めて高い（very likely）」と指摘。調査結果によると、
世界的な CO2 濃度の上昇（産業革命前約 280ppm→2005 年 379ppm）は主として化石燃料使用と土
地利用変化に因るなど、「人間活動が地球温暖化の主要因であることは 90%の確信度（very high 
confidence）」。1995 年以降 12 年間の内 11 年が 1850 年以来 も暑かった 12 年の中に入るなど、地
球温暖化傾向は疑う余地がない。古気候情報は、過去 1,300 年において 20 世紀後半の暖かさは異常
との解釈を立証。極地域が長期にわたって現在よりも温かった約 12.5 万年前には、極氷体積の減少
で海面が 4～6 メートル上昇。20 世紀中盤から観測されている地球平均温度の変化は、その殆どが、
人類活動の影響による温室効果ガス（GHG）濃度の上昇に起因する可能性が極めて高い。今後 20
年間は、10 年毎に約 0.1-0.2℃の温暖化が推定され、GHG 排出が現行水準またはそれ以上で続いた
場合、21 世紀には温暖化が更に進み、地球気候システムに多くの変化を誘発。各種シナリオでは 21
世紀末における世界平均の推定地表温度化は 0.3-6.4℃、海面上昇は 大で 0.59 メートルに。GHG
濃度が固定化されたとしても、気候プロセスや気候フィードバックに関連するタイムスケールのた
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めに、人類活動に起因する温暖化や海面上昇は数世紀の間続く。同報告書は、米国を含めた 113 諸
国の代表が作成・合意した内容であり、ホワイトハウス科学技術政策局（OSTP）科学担当副局長で
米国 IPCC 代表団長である Sharon Hays 博士は「政策策定者にとっての貴重な情報源」と評価。ブ
ッシュ政権では、John Marburger OSTP 長官が「ブッシュ政権は地球温暖化が人間活動に起因する
ものであり、対応を要する問題であると認識」、Samuel Bodman エネルギー長官 は「報告書に満足・
合意」しつつも、「これがブッシュ政権による化石燃料排出への上限設定の提案を意味することにな
らない」と発言。Stephen Johnson 環境保護庁（EPA）長官は「IPCC 報告書は気候変動に関する
一連の科学的知識にとって 高の日。ブッシュ政権が気候変動科学研究や優遇税制推進に前例のな
い 290 億ドルの投資を行っており誇りに思う。政権は［同問題への対応で］前進している。」と指摘。
（Greenwire） 

 
1：Kerry 上院議員と Snowe 上院議員、温室効果ガス排出削減法案を再提出 

John Kerry 上院議員（民主、マサチューセッツ州）と Olympia Snowe 上院議員（共和、メイン州）
が 2 月 1 日に、米国の温室効果ガス排出を 2050 年までに 2000 年水準比 65%減とする「地球温暖化
防止法案」を再提出。同法案の主要条項は、CO2 など 6 種の温室効果ガスの排出を削減する経済全
体の Cap-and-trade 型（上限設定-取引）プログラムの設置と米国内排出量を 2010 年レベルでの凍
結－2050 年までに 2000 年排出レベルの 65%減まで引き下げ、新規乗用車にカリフォルニア州並み
の排出削減基準を適用、2020 年までに国内エネルギー供給の 20%を再生可能資源で賄うよう義務付
け、ガソリンに混入する再生可能燃料の量を 100 億ガロンに増大、など。（E&E PM News） 

 
 
 
Ⅲ 産業技術関連 
1 月／ 
23：Luna Innovations 社、ナノテクノロジー研究で空軍からグラント獲得 

バージニア州ロアノーク市を本拠とする Luna Innovations 社が先頃、連邦政府から 2 件のナノテ
クノロジー・グラント（総額 400 万ドル）を獲得。いずれも基礎研究向けのもので、「向こう数年
間」継続する予定。グラントの概要は、「次世代太陽光電池のようなナノフォトニック・コンポーネ
ントの開発（空軍科学研究室から 170 万ドル）」、「安価・簡単な製造法で、現実的な用途のあるナ
ノマテリアルの開発（General Dynamics Information Technology 社からの下請け、230 万ドル）」。
（AZoNano.com） 

 
 
 
Ⅳ 議会・その他 
1 月／ 
31：下院科学技術委員会、代替燃料インフラ研究開発法案を可決 

下院科学技術委員会の Bart Gordon 委員長（民主、テネシー州）提案の「先進燃料インフラストラ
クチャー研究開発法案（下院第 547 号法案）」が、1 月 31 日に下院科学技術委員会で全会一致の可
決。同法案では、E85 を始めとするバイオ燃料の市場化コスト低減を目的として、エネルギー省
（DOE）と国立標準規格技術研究所（NIST）に対し、①バイオ燃料を既存インフラで利用する方
法の研究開発実証、②超硫黄ディーゼル燃料の硫黄含有量をテストする「安価で持ち運び可能かつ
迅速で正確な方法」の確立、を指示。既存インフラの置換・再整備や新インフラの構築には高額の
費用が見込まれるが、燃料添加物や混合材料の開発により、こうした高額の施設改造等を回避しよ
うとするもの。下院第 547 号議案はここ 2 週間の内に本会議審議にかけられる見込み。
(Environment and Energy Daily; House Committee on Science and Technology Press Release) 

 
31：Johanns 農務長官、行政府の 2007 年農業法案提案を発表 

Mike Johanns 農務長官が 1 月 31 日、2005 年から全米で 52 回のフォーラムを開催してとりまとめ
た 2007 年農業法案提案（総額 870 億ドル）を発表。主に 2002 年農業法の項目に沿う形だが、い
くつか新しい重点分野も追加。同提案に盛り込まれたエネルギー・環境関連の施策は、「セルロース
系エタノールを焦点とする再生可能エネルギー研究開発に新たに 16 億ドルの予算を計上」、「湿原
保護区域の面積拡大、地域水質向上プログラムの創設、保全休耕プログラムの継続等による米国の
天然資源保存計画に新たに 78 億ドルを計上」など。上院・下院の農業委員会メンバーは行政府提
案の一部アイディアを歓迎しつつも、Tom Harkin 上院農業委員会委員長（民主党、アイオワ州）
ら上院農業委員会主要メンバー等は再生可能エネルギー向けの予算拡充がさらに必要と指摘。下院
は政権案を好意的に受け止めているが、Collin Peterson 下院農業委員会委員長（民主、ミネソタ州）
は、法案内容が下院本会議の検討内容とほぼ一致しているとしつつも、エネルギー作物栽培地を保
全休耕プログラムに結びつける政権案には反対。(E&E PM News; USDA Press Release) 

< 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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