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（資料 No. 1） 
【政策】 再生可能エネルギー クリーンエネルギー 
 
仮訳 

 
国際エネルギー機関 (IEA) 

初のクリーンエネルギー進捗報告書を発表 
 

2011 年 4 月 6 日 アブダビ  
クリーンエネルギー技術の導入の目覚ましい成功に、化石燃料への絶え間ない渇望が影

を落としている。 
 
 
  国際エネルギー機関(International Energy Agency: IEA)は、初の「クリーンエネルギ

ー進捗報告書」を発表した。この報告書は、クリーンエネルギー技術の世界的な導入につ

いて評価し、各国に対し将来のクリーンエネルギー対策と投資について提言するものであ

る。 
 
  クリーンエネルギー進捗報告書は、2011 年 4 月 6 日、アブダビで開催された第 2 回ク

リーンエネルギー閣僚会議(CEM)にて発表された。この報告書によると、クリーンエネル

ギー技術が目覚ましく発展している一方で、急増する化石燃料需要はクリーンエネルギー

技術の導入を上回り、その導入成功事例を圧倒していることがわかった。過去 10 年間に

おいて、石炭が世界の新たな電気需要の 47%を満たし、同期間に実施されていたエネルギ

ー効率化政策や再生可能エネルギー利用の急速な普及を含むクリーンエネルギー技術導入

の努力を上回っていた。 
 
 このような現状を打開するために、化石燃料への補助金の廃止やクリーンエネルギー利

用に対する透明で予見可能、かつ適応性のあるインセンティブの実施を含め、IEA は、よ

り積極的なクリーンエネルギー政策が必要であると主張している。 
 
 IEA の Deputy Executive Director である Richard Jones 大使が、アブダビに集う閣僚

達にこの報告書を提出した。Jones 氏によると、化石燃料への世界の依存度は、政治的安

定と経済活動に対する短期的なリスクをもたらしており、環境持続性にとって脅威である

という。 
 

「各国の 善の努力にもかかわらず、世界は、カンクーンで同意された、地球の平均気温

上昇を 2%に抑えようという目標の達成に不可欠なターゲットから外れそうになってい
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る。」と Jones 氏は語る。 
 
「多くの国が、よりクリーンなエネルギー技術への急速な移行は可能であるとしている。

またそれがボトム・アップで出来ると。長期的で予測可能な支援を提供する一方、市場の

シグナルに応えるもっと意欲的で効果的な政策が必要である。」 

 
導入成功事例 

 このクリーンエネルギー進捗報告書は、クリーンエネルギーの主要な政策展開、研究開

発・実証・導入への公的資金利用状況の概要について示している。これには、再生可能エ

ネルギー、エネルギー効率、電気自動車(EV)、原子力、バイオ燃料および CO2 回収貯蔵、

またこれらの技術の世界の導入状況が含まれる。 
 
 石炭の継続した利用にもかかわらず、この報告書では、過去 10 年間のクリーンエネル

ギー政策支援は、再生可能エネルギー利用の明確な増加をもたらしたとしている。 
 
 そのうち、 も顕著な伸びを見せた 2 分野として、太陽や風力を挙げている。 

 
報告書の著者は、「太陽エネルギーに関しては、2000 年においてたった 3 ヶ国であっ 

たのが、現在少なくとも 10 ヶ国がかなりの規模の国内市場を持っている。」と観察して

いる。「風力エネルギーも同じく、過去 10 年の間に劇的な成長を見せている。2010 年の

終わりには世界の導入量が 194 ギガ・ワットを記録し、2000 年の終わりの導入量である

17 ギガ・ワットの 10 倍以上となっている。」 
 

このことや、再生可能エネルギー源開発の進展にもかかわらず、報告書では、1990 年以 
降の世界の再生可能エネルギーによる発電量の年間伸び率が、2.7%であり、全体の発電量 
の伸び率である 3%を下回っていることを示している。 
 
結論として、「世界のエネルギー由来の二酸化炭素排出量を、2050 年までに半減するた 

めには、2020 年までに全ての再生可能エネルギー発電量を現在の 2 倍にする必要がある。」 
という。 
 
化石燃料への取り組み 

 世界の化石燃料利用、特に石炭に対する大きな依存に対処するために、この報告書は既

存の石炭火力発電所の効率化の重要性を強調している。 
 
 そして「炭素排出のより少ない燃料への切り替え（例えば石炭から天然ガスへ）と石炭

火力発電所の効率化を図ることにより、CO2 を大きく削減することが出来る。それらは
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優先事項となるべきことだ。」としている。 
 
 しかし、CO2 排出量の大幅な削減にはこれでは不十分であると、報告書は強調し、 
「気候変動緩和のためには、CO2 回収貯蔵技術の大規模な展開が不可欠である。」として

いる。 
 

IEA のリサーチによると、2050 年までにエネルギー由来の CO2 排出量を半減するため 
には、2020 年までに 100 件ほど、2050 年までに 3,000 件以上の大規模な CCS プロジェ 
クトの実施が必要であるとしている。「これは、現在実施中の 5 件の大規模な CCS プロ 
ジェクトの大幅なスケールアップを意味している。」 
 

 現在、70 件以上の CCS プロジェクトが計画中であるが、 近の公的資金適用の遅れに

より、このうち何件が実現されるかは不明としている。 
 
電気自動車の推進 

  報告書はまた、活発な動きを見せている分野である電気自動車(EV)・プラグインハイ

ブリッド自動車(PHEV)の導入に関して、政府による支援を呼び掛けている。2011年には、

数千台もの EV や PHEV が、多くの先進国の道路での走行を始めるとされており、急成長

が見込まれている。各国の計画では、2020 年には 7 百万台の EV や PHEV の売上げを目

標としている。これは、その年までに 2 千万台の EV や PHEV が道路を走るということに

なる。 

 
EVの普及を成功させるためには、少なくとも次の10年間継続する持続的な市場の構築

に関する政府の努力が不可欠であり、この努力には消費者への価格インセンティブ（そし

て、少なくとも次の5年間に、このインセンティブに対する十分で安定した資金の供給と

その後のフェーズアウト期間）、十分な充電用インフラ構築への支援、一貫した都市、地

域、国のシステムを確実にする各都市間の協力、研究開発とその展開のための資金供給、

そして消費者教育キャンペーンが含まれるべきであるとしている。新しい「電気自動車イ

ニシアティブ（2010年7月CEMにおいて形成）が、各国による前述のような活動実施に役

立つとしている。 
                   

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
出典：本資料は、以下 IEA の記事を翻訳したものである。   
“IEA releases first Clean Energy Progress Report” 
http://www.iea.org/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=410 
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（資料 No. 1-1） 
＜資料 1.の関連詳細資料＞ 
 
仮訳 

（P22～p36, p40～p63 の和訳） 
 

クリーンエネルギー進捗報告書（部分訳） 

 
「ブルーマップシナリオ」は、2050 年までにエネルギー由来の世界の CO 2 排出量を

（2005 年レベルに比較して）半減させるという目標を掲げている。そして、現在利用され

ている低炭素技術（図 4 参照）の展開を通して、その目標を 低限のコストで達成できる

ような道筋を設定している。このシナリオは温暖化ガス排出を削減しながら、エネルギー

保障と経済成長を高めるという世界共通の目標の展望となっている。 
 
 

図 4 CO2 排出削減のための「ブルーマップシナリオ 2010」下の主要技術 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「ブルーマップシナリオ」は、IEA の技術ロードマップと共に、クリーンエネルギーの

展開の明確な道筋を示している。それらの道筋は、IEA による統計や CEM(クリーンエネ

ルギー閣僚会議)プロセスに参加した各国の集積データから報告されるように、現行のクリ

ーンエネルギー展開と比較され、クリーンエネルギーへの移行に向けた世界的な進展の予

備評価を提供している。以下のセクションでは、エネルギー効率、高効率石炭利用と CCS、
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原子力、再生可能エネルギー、バイオ燃料、EV と車輌効率の分野のクリーンエネルギー

技術の展開状況、政策実施状況と研究開発とその展開への公的資金の投資についてより詳

細に考察している。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
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より効率的な石炭利用と CCS 展開 

世界は今なお、エネルギー資源の多くを石炭に依存し続けており、この 10 年間、世界

の電力需要の 47%が石炭で賄われてきた(図 10)。また、電力生産目的の石炭利用は、OECD
諸国とそれ以外の国々との地域間格差も開きつつある。電力生産における水力発電、原子

力発電の貢献や、天然ガス利用の増加にも関わらず、これらの国々で増加した電力需要の

多くは、石炭によって補われている。これとは対照的に、OECD 諸国の新たな電力需要は、

天然ガスのほか、新しい再生可能エネルギー、とりわけ風力エネルギーによって賄われて

おり、石炭利用については、これを大幅に下回っている。 
 

図 10 世界的な電力生産量の増加(2000～2008 年) 

注) 図中の再生可能エネルギーおよび廃棄物(Renewables and waste)には、水力発電は含まれていない。 
 

 

ブルーマップシナリオでは、2010～2015 年に、発電効率が比較的低い亜臨界石炭火力

発電による電力生産量が減少し始め、超臨界圧または超超臨界圧の熱電供給 CHP プラン

ト注1が占める割合が増加する。このプロセスはすでにスタートしており、中国では、超臨

界圧プラントのこのフェーズを開始し、新たに建設されるプラントはすべて、超臨界圧プ

ラントまたは超超臨界圧プラントとなっている。2010～2015 年に、約 250GW 規模の超

臨界圧プラントおよび超超臨界圧プラントは、CEM 会議参加諸国にのみ設置される予定

である。2008 年には、石炭火力発電は電力生産量全体の 41％を占め、発電に伴う CO2排

出量の 73%を占めている。ごく 近になって建設された石炭火力発電プラントの場合、発

電効率は高かったが、CO2排出量は、 高レベルのプラントでさえ 750g/kWh 以上もあっ

た。また、世界的に見ると、標準的な石炭火力発電プラントの CO2排出量は、1,000g/kWh 
すなわち 1MtCO2/TWh 以上であった。 

                                                 
注1 CHP プラントとは、熱の生成と発電を同時に行うエネルギープラントのこと。 
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このような理由から、新旧タイプともに石炭火力発電プラントの発電効率を高めること

は、非常に重要である。低炭素強度燃料(less carbon-intensive fuels)への切り替え(例：石

炭から天然ガスへ)および石炭火力発電プラントの発電効率の改善により、CO2の大幅な削

減を達成できるものと予想されるため、これらの対策は 優先されるべきである。しかし、

発電効率を上げるだけでは、上述のブルーマップシナリオで設定された削減量には届かな

い。 
 

CO2の回収・貯留(CCS)は、全体コストを 低限に抑えて CO2排出量を大幅に削減する

方向で展開しなくてはならない。この追加的なエネルギー需要を受けて、従来の石炭火力

発電プラントの発電効率を高め、新しい発電プラントが高い発電効率基準を確実に満たす

ようにすることが、CCS 展開には重要な第一ステップとなる。 
 
高効率石炭火力発電の設置状況と政策展開 

この 10 年間の石炭利用の伸びは、より発電効率の高い石炭火力発電プラントへと移行

する動きによって牽引されてきた。新しい発電プラントは通常、 も発電効率の高い 新

技術を基に建設される。発電効率が も低い、 も古いタイプの発電プラントは次第に運

用されなくなり、残りの発電効率の低い発電プラントについては、古くなった部品を交換

し、より効率的なオペレーションを導入するなど、システムのアップグレードが行われて

いる。 
 

IEA クリーンコールセンター(IEA CCC 注2)の 2011 年提供の情報によれば、米国や欧州

では、石炭火力発電プラントの多くが設置後 31～40 年も経過しているのに対し、中国の

大部分の石炭火力発電プラントは設置後 10 年に満たない。中国は、発電効率の悪い旧タ

イプのプラント(発電容量 200GW 以下)を定期的に閉鎖し、発電効率の良い技術を備えた

近代的なプラントへと取って替わっている。たとえば 2010 年には、設備容量 11GW 以上

の小型プラントを運用停止としている。図 11 は、中国で 2015 年に運用開始予定の火力発

電プラントについて、発電能力と熱効率の見積もり数値を示している。 
 
 
 
 
 

                                                 
注2 IEA CCC (http://www.iea-coal.org.uk/site/2010/home) 
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図 11 中国における石炭火力発電プラントの近代化の推移 

注）発電能力と熱効率は、総発電量と、燃料の低位発熱量(LHV)を基に表されている。 

初の期間(1971～1975 年)は、これらのプラントの第一運用期間を示している。2011～2015 年の期間の超臨

界圧プラントおよび超超臨界圧プラントには、2006 年からの委託発電設備がいくつか含まれている。 

出典:発電プラントに関するデータベース(IEA クリーンコールセンター)および、A.Minchener 氏が発表した

資料。 

 
 
上記は、この 10 年間に導入した超臨界圧(火力)発電プラントおよび超超臨界圧火力発電

プラントによって、中国の石炭火力発電プラントが急速に近代化したことを表している。

これらの開発を行うことで、中国の石炭火力発電プラントの標準的な発電効率は、OECD
諸国のプラント標準を凌ぐ可能性がある。また、石炭はインドの経済成長を下支えしてお

り、同国のエネルギー需要のほぼ 70%を供給している。中国と同様インドもまた、石炭火

力発電プラントの炭素強度(単位エネルギー使用による炭素排出量)の削減を計画している。

インドの石炭火力発電容量は 80GW を超えており、その半分以上が、少なくとも 20 年前

に設置された旧タイプのプラントで賄われている。インドのプラントは、発電効率が低い。

これは、石炭の質の悪さ、電力網の状態の悪さ、低いプラント負荷率、老朽化による劣化、

発電プラントの運用およびメンテナンス上の不備、非効果的な規則、また、発電効率を改

善してもインセンティブが適用されないといった、さまざまな技術的または制度的な要因

によるものである(2008 年 Chikkatur, A.氏のコメントより)。 
 
従来の発電プラントの発電効率を、 低でも 1～2％確実に向上させる計画がある。この

30 年間に建設された発電プラントを改修することは、オペレーション効率を高め、設備容

量を増やす、効率の良い方法と考えられている(2011 年 Remme 氏ほかのコメントより)。
第 11 回 5 ヵ年計画(2007～2012 年)で、インドは、発電容量 26GW 規模の石炭火力発電の

改修、 新化を計画する一方で、第 12 回 5 ヵ年計画(2012～2017 年)では、さらに 17GW
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規模の発電プラントの 新化を提案している。 
このほか、設備容量が十分ではない旧タイプの 1.1GW 規模のプラントは、すでに運用

停止となっており、4GW 規模のプラントの閉鎖は、第 12 回および第 13 回 5 ヵ年計画の

両方に組み込まれることになっている。一方、OECD 諸国では、プラントの老朽化やコス

ト上昇の結果、数年後には、かなりの石炭火力発電プラントが閉鎖に追い込まれ、石炭消

費量は減少するものと予測されている。今後、安定した人口と穏やかな経済成長が見込ま

れるため、この期間の電力需要は緩やかな伸びとなるようである。石炭火力発電容量の低

減による電力不足は、再生可能エネルギー、原子力、天然ガス由来の発電で補われるもの

と見込まれる(2010 年 IEA 提供情報より)。 
 
CCS 技術の採用状況 

世界の CO2 排出量の削減目標を 低限コストで達成するためには、CCS を広域に実施

展開することが必要である。図 12 は、2050 年までに 3000 件を超えるプロジェクトを実

施展開するというブルーマップ目標を実現するためには、2020 年までに大型 CCS プロジ

ェクト約 100 件が必要であることを示している。これは、現在運行中の大型 CCS プロジ

ェクト 5 件から、飛躍的に拡大することを意味している。 
 

図 12: 地域別に見た CCS 実施展開(2010～2050 年) 

 
政府機関は、発電プラントおよび、化石燃料由来の産業発電プラントの拡大を抑える上

での CCS の重要な役割を認識し、その第一弾として実施される 8 件の大型注3実証プロジ

ェクトに対する資金提供を行う政策を多数掲げた。図 13 は、現在建設が計画されている

                                                 
注3 年間 CO2貯留量が１Mt を超える場合に、｢大型｣と定義する。 
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77 件の運転可能な大型実証プロジェクトを示している。北米と欧州が、稼働プロジェクト

または計画プロジェクト全体の 68%を占めており、その内訳はそれぞれ、北米(31 件)、欧

州(21 件)となっている。この後、カナダ(8 件)、オーストラリア(6 件)、中国(5 件)と続いて

いる。現在のところ、日本、インド、ロシアには、大型プロジェクトは存在しない。 

 
図 13: 大型 CCS 実証プロジェクトの世界的な実施展開状況 
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計画プロジェクトの約 3 分の 2 は、電力セクターで計画されているものである。産業プ

ロジェクトつまり上流(掘削)プロジェクトもまた多数計画されており、特に、天然ガス処

理に関するものが多い。このほか、セメント、アルミニウム、鉄鋼産業に関連したプロジ

ェクトもあるが、これらの多くは、未だに開発初期段階にある。図 14 に示すように、2010
年の時点では、政府からの出資総額は約 250 億ドルであったが、この内、特定の実証プロ

ジェクトへの割り当ては 130億ドルのみであった。多額の資金が割り当てられている国は、

順に、米国(61 億ドル)、カナダ(30 億ドル)、ノルウェー(13 億ドル)である。2010 年もま

た、資金のニーズと新たな出資金額の間には憂慮すべきギャップが見られ、CCS を引き続

き実施するには、この問題への対応が必要である。 
 
 

図 14: 民間からの CCS 投資支援の推移(単位：10 億ドル) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：GCCSI2011 

 
 
また、資金援助は業種に左右されることが多く、行政による優先順位や資金の制約によ

っては、見直しが行われ易い可能性がある。OECD による CCS 実施展開以外に対しても、

助成金の提供は不可欠である。 
 
政策枠組の構築およびパブリックエンゲージメント注4 

CCS に関する国の法規制枠組み整備に向けて、重要な展開が進められている。整備は通

常、欧州、オーストラリア、米国、カナダなどの OECD 地域に集中しているが、南アフ

リカや UAE など OECD 諸国以外の国々では、CCS 規制に関する法的検討や枠組み構築

                                                 
注4 パブリックエンゲージメントとは、米国のマーケティング会社、PR 会社を中心に広がった概念で、何を約

束し、何を実行するかに明確にしようという考え方。情報の発信にとどまらず、それを受け取った人たちが、

何らかの行動を起こすように促す。｢行動｣と｢対話｣をもって、パブリックリレーションよりも踏み込んだ双方

向の活動。 
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を始めている(2011 年、GCCSI 提供情報より)。このような取り組みは、特に OECD 諸国

以外で継続していかなければならないのである。そして、OECD 諸国以外の国々が、世界

的な CCS の実施展開に、重要な役割を果たすことになるだろう。 
 
現在の CO2軽減に対するインセンティブは、初の CCS 実証プラント建設や運用に伴う

追加コストやリスクをカバーするには不十分である。したがって、CCS 活動において、

CO2 価格注5が十分であったり、炭化水素回収率の向上により収益源が追加されるなど、他

の仕組み（メカニズム）による支援がない場合、今後近々にも、資金的インセンティブの

追加が必要である。 
 
CO2貯留への理解が世界的に高まる一方、大型プロジェクト投資の支援に必要なレベル

で、実際に活用可能な特性を有する貯蔵能力には限界がある。CO2を輸送、貯留するのに

適した経路など、CO2の貯留場所の特性評価を早める必要がある。CCS 実施展開には、公

的支援が不可欠であるが、これまで十分な注目が得られてきておらず、一般市民の反対を

受け、 近計画が中止となったオランダのバレンドレクト(Barendrecht)などのプロジェク

トは、この点を重要視している。 
 
行政や開発業者は、CCS プロジェクト展開の際には、タイムリーに、かつ透明性を持っ

て、パブリックエンゲージメントを保たなければならない。過去の教訓を引き合いに出し、

パブリックエンゲージメントの進捗をより確実に管理するため、作業がグローバルに進め

られている。この開発の進捗は、OECD 諸国以外でも明らかになり始めており、たとえば、

南アフリカは 近、新たに CCS センターを立ち上げた。ここでは、CCS 実証の促進に注

力し、国民の関心を高め、パブリックエンゲージメントを確実にする計画であるが、エネ

ルギーを主に化石燃料に依存している経済では、このような努力がさらに必要なのである。 
 
研究・開発・実証に費やされる公的資金 

発電効率がより高く、不純物の含有率がより低いクリーンコール技術は、石炭ガス化複

合サイクル発電技術(Integrated Gasified Combined Cycle: IGCC)などの石炭のエネルギ

ー変換技術や燃焼技術のほか、石炭の生産技術、調整技術、輸送技術から成る。CCS のた

めの研究・開発・実証(RD&D)費は、CO2の回収・分離、輸送、貯留に充てられる。図 15
は、クリーンコールおよび CCS の RD&D 費に関する 新のデータを表している。（提供

データ年度：2010 年 IEA 諸国、2009 年ロシア、2008 年中国、インド、南アフリカ、2007
年メキシコ注6） 

                                                 
注5ノルウェイでは、沖合の石油や天然ガスのプロジェクト操業に対するインセンティブとして炭素税を設けて

おり、これによりスライプナー(Sleipner)やスノービット(Snohvit) などのプロジェクト操業を奨励してきた。 
注6 図 15 ｂ）の IEA 加盟国については、クリーンコールと CCS の分割ができなかった。IEA 諸国以外の全て

の国々で用いられる技術は、クリーンコール技術よりもむしろ、その他の化石燃料関連技術に関する技術であ

る。それらは、石油とガスの生産量の拡大技術、精製技術、従来にはない油回収技術などである。IEA 諸国以

外の国々の RD&D 費統計値を改善するには、さらなる取り組みが必要である。 
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図 15：各国のビルや産業の省エネに充てる公的資金の比較 

注）中国と南アフリカは 2008 年のデータ、フランスとロシアは 2009 年のデータを使用。インドのデータは、

Office of the Principal Scientific Adviser からインド政府に支払われた研究開発予算額で、総額は、総予算額

の 1/5 と毎年見積もられている。 
出典：2010 年 Country submissions, Kempener 氏ほか 

 

 

2005～2010 年の間、米国は、クリーンコールや CCS に対し、これまでにない多額の予

算を投じ、CCS の RD&D に 12 億ドルを充てた。いくつかの大型実証プロジェクト向け

に 高額を割り当て、41 億ドルがクリーンコールに充てられた。日本もまた 近、クリー

ンコール技術にさらに注力しており、また、この同期間に、オーストラリアとカナダの出

費は大幅に伸び、特に CCS 開発費が増加した。オーストラリアは、2011 年に 1 億 6,900
万 US ドルを投じ(2009 年の 5,500 万ドルから増加)、カナダは、4 億 5,500 万ドルを投じ

た(2009 年の 6,600 万ドルから増加)。フランスもまた、CCS に強い興味を示しており、

2005～2010 年の間に 2 億 1,400 万ドルが投じられた。中国は 2005～2008 年の間に、化

石燃料技術にほぼ 99 億ドルを投じたが、この内の一部は石油・ガスセクター向けのもの

であった。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
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再生可能エネルギー 

再生可能エネルギーは過去 10 年、世界中でクリーンエネルギー分野の成長を大きく推

し進めてきた。近年では主に風力や太陽エネルギーの技術分野の拡大が見られる。他の再

生可能テクノロジー（水力発電、地熱発電、バイオマスなど）も、すでに定着した強い基

盤のもとに成長を続け、世界中で何千 MW もの新しい発電容量を生み出している。過去

10 年間、世界の再生可能エネルギーの成長は安定しておらず、政府の援助により行われて

きた。風力発電においては、中国が非常に短期間で設備容量を年々新しくするなどして世

界を主導し、2010 年には米国を追い抜いた。太陽光発電設備において世界トップはドイツ

で、スペインと日本が後に続く。地熱発電では、米国が世界 大の設備力を持ち、フィリ

ピン、インドネシア、メキシコ、イタリアが後に続く。水力発電の生産国の一位は中国で、

後に米国、ブラジル、カナダ、そしてロシアが続く。バイオマス発電においては、米国が

首位に立ち、次にドイツ、スウェーデン、フィンランド、そしてイギリスが続く。 
 
 ETP2010 ブルーマップシナリオの想定通り、2050 年までにエネルギー関連の二酸化炭

素排出の目標を達成するためには、再生可能電力の普及において大きな成果が求められる。

2008年に再生可能エネルギーを用いて全世界で生産された電力は 3,700TWh以上である。

ブルーマップシナリオを達成するには、この生産量を 2020 年までに約 2 倍の 7,000TWh
以上にする必要があるだろう。(図 19) 
 

 
再生可能電力源で も多いのは水力発電であるが、風力、太陽、地熱、バイオマスの技

術普及においては画期的な成長が必要とされる。2020 年までに目標を達成するには風力発

電は年平均 17％の成長率、太陽発電は 22％を想定しなくてはならない。これは達成可能

なレベルである。2005 年以来、風力・太陽の両技術は類似した成長率が観察されてきたが、

図 19：再生可能資源による世界的な発電 vs. ブルーマップシナリオ 
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それぞれ平均して 26％と 50％であった。今後の課題はこの高成長を長期間維持すること

である。これには製造コスト削減が必要であり、市況に合わせた安定的で予測可能な政策

支持により行われる。また、再生可能エネルギーの研究・開発・実証(RD&D)への投資も、

主要な経済大国において拡大する必要がある。 
 
再生可能エネルギー政策 
再生可能エネルギーに対する政策支援は、過去 10 年間でかなり増加している。これは

政策ツールが急増し、それらのツールを用いる国の数も著しく増えているからだ。世界の

国々が推進しているのは、地域で利用可能な資源によるエネルギーミックスを多様化する

ことで再生可能エネルギーの安定供給を改善し、また、気候変動の目標を達成するためで

ある。 
 
再生可能電力の政策は、過去 10 年で継続的な発展を遂げてきた。各国は再生可能エネ

ルギーの展開における経験を積みながら、自国や他国の経験から学び、効果的でコスト効

率の良い方法で目標を達成できる計画を採用している。表 2 は風力発電、太陽光発電、集

光型太陽熱発電（CSP）、地熱発電、バイオマス発電（詳細にはバイオマスやバイオガス

など）、水力発電といったテクノロジーにおいて CEM 諸国の進化を表す。 
 
再生可能電力の政策 

2010 年、主要経済大国のほぼすべてが再生可能電力に関して何らかの支援計画を有して

いた。これは、その目標を支援した国が 16 ヵ国のみだった 2000 年とは対照的である。近

年、17 ヵ国で FIT 計画があり、10 ヵ国がグリーン証書取引を含めた割当義務制度を実行、

そして 4 ヵ国が競争入札制度を実施している注7。さらに、政策支援の変更や従来の計画見

直しの数が増加していることが表から分かる。2010 年から 2011 年の始めに多くの国で太

陽光発電 FIT 計画が採択され、チェコ共和国やスペイン、フランス、イタリア、ドイツで

は予想外の急成長で政策費の高騰を招いてしまった政策や買取価格レートが見直された。

また、ブラジルは状況により合う政策枠組みを用いるため、FIT 支援から競争入札制度に

転換した。日本は現行の FIT に太陽光発電、風力、小水力、地熱、バイオマスまで含むよ

う拡大を検討している。オーストラリアは、2020 年までの電力における再生可能エネルギ

ー法定目標を拡大する法案を可決、これにより電力の 20％を再生可能エネルギーから得る

目標を目指す。多くの政府が新しい政策を導入の中、インドも 2011 年の始めに再生可能

エネルギーの割当義務制度の開始を計画している。南アフリカでは、2020 年までに 5GW
のソーラー電力を生産するソーラー･パーク(Solar Park)を進める計画が著しく進展した。 

                                                 
注7「フィード･イン･タリフ」は電力生産者が再生可能エネルギーを電力ネットワークに売る固定保証価格のこ

とである。割当義務制度では、電気の販売量や発電容量の 低限が、再生可能エネルギーによる供給が要求さ

れ、公益事業はそれを満たさなくてはならない。また、買上電力の 低限が再生可能エネルギー源によるもの

という義務も定められている。グリーン証書取引は、再生可能エネルギーによる一定の発電（一般的に 1MGh）
を証明するものである。証明書は再生可能エネルギーの義務量を満たすため消費者と生産者間で取引されるほ

か、任意による再生可能エネルギー購買にも使用される。 
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再生可能熱エネルギーの政策 

再生可能熱エネルギーへの政府による支援は、再生可能電力や運搬用のバイオ燃料など

と比較すると少ない。再生可能熱エネルギーの政策設計には、再生可能電力の政策設計と

比べると様々な課題が挙げられる。これは、熱輸送と電力輸送には多くの差があるためで

ある（2009 年 Connor ほか）。熱燃料の異質な特性は、市場に供給する企業の多様性を意

味する。また、需要サイドは多岐に分かれており、目標を定めることが困難である。つま

り、熱は無数のビルの所有者や開発業者、地域暖房オペレーターや工場により現場で生産

されている。さらに、大抵は設置者やヒーティング･エンジニア、設計者が需要と供給の間

の重要なゲート･キーパーとなる。 
 
現在までのところ、再生可能熱エネルギーを支えるため も幅広く導入された手段は、

再生可能熱システム購入時の助成金の援助と税額控除である。太陽熱システムに対する助

成金の援助は、多くのＥＵ諸国が取り入れている。しかし、助成金制度は公的予算に直接

依存することが多い。従って定期的に状況が変化し、政治の方針に応じて助成金が援助さ

れたりされなかったりする。他の不利な点は、多くの場合、熱機器が適切に設置されたか

検証せずに補助金または税額控除が適用されるので、再生可能熱の生産に対する保証がな

い。それでも、個々の消費者には好評で運用費用も他の制度に対して安く済むため助成金

や税額控除制度は実施され続けている。 
 
多くの国々では、再生可能熱エネルギーシステムの使用義務を導入する資金的インセン

ティブ制度を避けていた。スペイン政府は2006年に太陽熱を義務とする国の方針を立て、

ポルトガルやイタリア、ブラジル、インドの都市もこれに続いた。太陽熱の義務化は 1 つ

の特定技術のみを奨励することになるので、このような方針は同じ市場に他の再生可能テ

クノロジーの競争相手がいない場合のみ導入されるべきである。コンプライアンスチェッ

クの手順や、求められた義務レベルを超すことに対するインセンティブの欠如が太陽熱エ

ネルギー義務化の欠点である。ドイツの市場誘因プログラムは、地域暖房システムで使わ

れる堆積盆地から出る地熱など、全般的に再生可能熱の増加を目指す。 
 
さらに、ドイツの再生可能エネルギー･ソース法は、余熱が役に立つならば地熱発電を

する FIT に対し 3 ユーロセント/kWh のボーナスを保証する。2011 年 3 月にイギリスが再

生可能熱インセンティブ(the Renewable Heat Incentive: RHI)という初の熱市場のフィ

ード･イン･タリフを発表した。RHI の計画は、適切な再生可能ヒーティング･システムの

設備に 20 年にわたり持続的な収入を与えることだ。この計画では 2011 年に、非国内部門

に報奨金の支払いを導入する。2012 年には、国内部門にも拡大する。太陽熱システムは

200kW 以下のシステムで 0.085 英ポンド/kWh(0.099 ユーロ/kWh)の報奨金支払いがされ

る。 
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表 2. クリーンエネルギー推進国の再生可能エネルギー支援政策の進化 
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風力 
テクノロジー展開 

風力はここ 10 年で大幅な成長を遂げた。2010 年末の世界の設備容量は、2010 年末か

ら 18GW 上が 195GW だった。2010 年だけで 36GW 近くが加わった。全設置要領の 90%
以上をクリーンエネルギーに関する閣僚会議参加国が占め、175GW相当になった(図20)。
ここ数年の間に、風力発展の中心はヨーロッパや北米からアジアに移行し、アジアが世界

の先頭に立ち始めた。2010 年に、中国がおよそ 17GW の容量を加え、設備容量に関して

は世界のリーダーとなった。現在、中国で新しい風力容量の設置が急速に進んでいるが、

設備容量のグリッド接続に数カ月の遅れが出ている。結果として、中国での利用率は比較

的低い。中国の風力発展は見事なほど急速ではあるが、風力発電だけでは中国の全電気生

産量の 1%にしかならない。アジアの成長に大きく貢献しているインドは、2010 年に 2GW
を超える風力発電を新しく設置した。ヨーロッパや北米の成長が少々減速しているのは、

資金の供給が削減される結果となった景気の停滞が原因にある。その上、材料費の上昇や

タービンなどの部品の不足が風力コストの上昇を引き起こしている。 
 

 
 米国では、ドル安によりこれらの影響が増幅した。海洋開発が最も集中的に取り組まれ

たヨーロッパでは、883MW が 2010 年に設置され、全設置容量が約 3GW になった。 
 
 
 
 
 
 

図 20. クリーンエネルギーを行政で進める国の風力発電容量(GW) 
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政策展開 
拡大する風力市場の支援のため、近年、重要な政策措置やプログラムが導入されている。

新しい政策展開の多くが洋上風力に関連している。 
 

 洋上風力は、2009 年に洋上風力開発プランの発表や新 FIT の設立とともに、現在の

ところ中国の優先事項である。風力普及の公式目標は 150GW に増加した。 
 

 イギリスは国の再生可能エネルギー実行計画で、陸上風力、洋上風力の重要性を強調

し、新設されたグリーン･インベストメント･バンクに資金を割り当てた。洋上発電イ

ンフラ設備へ最高 150 億ポンドを投資することで、洋上での再生可能エネルギー発電

を最大 33GW にする目標を定める。 
 

 米国では、10 億ドルを投じた国内初の洋上ウィンドファームのケープウィンド(Cape 
Wind)プロジェクトが内務省に認可された。現在 DOE が借入保証の申請を見直してい

る。2010 年 12 月には、DOE が借入保証の一部の 13 億ドルをオレゴン州西部にある

845MW の設備に投じることにより、世界最大の風力プロジェクトであるキャイスネ

ス･シェパーズ･フラット(Caithness Shepherds Flat)プロジェクトの契約をまとめた。 
 

 スペインは 2010 年 12 月に 2012 年に向けた新しい風力発電容量のための FIT を発表

するなどして、陸上風力の普及に重点的に取り組み続けている。 
 

 EU は、風力の RD&D(研究、開発、実証)を推し進める産業界と協力して、60 億ユー

ロを投じ、10 年にわたるヨーロッパ風力イニシアティブを開始した。 
 
太陽エネルギー 
太陽光発電の普及 

2000 年から 2010 年、世界中で最も急速に成長した再生可能電力テクノロジーが太陽光

発電(PV）である。 
 

PV 設備容量の累積は 2000 年の 1.5GW から上がり、2010 年末には約 40GW に達する

と推定されている(図 21)。2010 年に 17GW が追加され、概ねその半分がドイツである。

最新の完全なデータが取れた 2009 年に、ドイツ、スペイン、日本、米国、イタリアおよ

び韓国が世界の累積容量の 90%以上を占めた。2010 年始めに入手できたデータよると、

ドイツが圧倒的に市場の首位を維持している。また、イタリアやチェコ共和国では PV の

急成長が FIT により生じ、PV モジュールコストの急速な低下が起こった。 
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スペインは 2008 年に急成長を遂げ、その後 2009 年に新しい規制の枠組みが導入されて

から大幅に減速した。政府が、1 年につき 500MW の新容量ノルマを定めることで、普及

の合理化や FIT の影響のコントロールに努めている。日本が 2009 年に 500MW を追加し

アジアの先頭に立ち続けている一方、米国の成長も安定していた。中国は意欲的な目標を

表明した。これからの数年で国内展開を加速させるために PV 製造のリーダーからその役

割を変えてゆくことが期待される。 
 
集光型太陽光発電の普及 

集光型太陽光発電(Concentrated solar power: CSP)が市場で再び注目を集めている。約

350MW の商業プラントが 1980 年代後半にカリフォルニアに建設されたが、2006 年に米

国とスペインで再び活動が開始された(米国は 2009 年末には 473MW、スペインは 2010
年末に 632MW)。現在、大容量の CSP を持つのはスペインと米国の２ヵ国のみである。

CSP は強い直接輻射が必要なため、暑い半乾燥地帯にある少数の国において将来的な開発

が期待される。プロジェクトが建設中または計画されている国は、アルジェリア、エジプ

ト、モロッコ、オーストラリア、中国、インド、イスラエル、ヨルダン、メキシコ、南ア

フリカ、アラブ首長国連邦といった開発途上国や新興経済国である。 
 
太陽熱発電の普及 

2008 年末までに、世界中の太陽熱設置容量は合計で 152GWth になり、217 万㎡に相当

する(図 22)。2008 年に設置された太陽熱容量全体のうち、132GWth が平板や真空チュー

ブ式の集熱器でできている。非グレーズド集熱器は 19GWth を占め、米国やオーストラリ

アでは有力な用途であり、主に温水プールに使用されている。残りの 1GWth は空気式太

図 21. CEM 諸国の PV 電気容量
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(28.5GWth)、そして米国およびカナダ(15.1GWth)である。平板および真空チューブ式集

熱器の中心的な国は、中国(87.5GWth)、トルコ(7.5GWth)、ドイツ(7.2GWth)、日本

(4.1GWth)そしてギリシャ(2.7GWth)である。個々の建物で稼働している太陽熱システム

以外に、ヨーロッパでは 150 ヵ所の大規模太陽熱プラント(≥ 500 m2; 350 kWth)が運転中

であり、集合住宅システムの役割を果たすほか、地域暖房に貢献している。 
 

 

世界でグレーズド集熱器が設置されているエリアの年報によると、2008 年は 2000 年の

4 倍以上であり、年平均 20.1%の成長がみられる(2010 年 Weiss)。ヨーロッパおよび中国

から入手された完全なデータによる 2009 年の概算では、容量は 189GWth に再び増加し

ている(2010 年 Weiss ほか)。 
 
太陽エネルギーの政策展開 

太陽エネルギーの普及が期待される国の多くが、国による太陽エネルギー事業やプログ

ラムを確立することで総合的な政策アプローチを導入し、目標を設定し協力の推進を行っ

ている。PV 政策は 2010 年および 2011 年始めに大きな課題に直面した。世界的な PV 容

量の拡大は順調に進展している一方、大幅なコスト削減を行っている点で、この急成長は

期待以上のものとなった。ゆえに、政策コストの上昇が財政的に持ちこたえられるかとい

う問題を提起したのだ。結果として、2010 年と 2011 年始めに多くの国々が PV 進展に関

わる FIT 買取価格を削減、また、一部では、容量の拡張を停止した(前記の表 2)。太陽エ

ネルギー利用技術の急速なコスト削減を進めるためにも、主として必要なのは支援を調整

する政策計画だ。太陽熱暖房において、 も幅広く導入されている支援は、太陽熱システ

ム購入に対して直接的な設備補助および税額控除を施すことである。これらの支援は、多

図 22. 先進国の太陽熱容量(GWth) 
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くの EU 諸国により実施されている。 
 

注目すべきその他の政策展開： 

 
 インドは 2009 年に太陽エネルギー技術利用の事業を開始し、再生可能エネルギーの

購入義務や電力買取価格の優遇などの支援を施しながら、2022 年までに設置容量

20GW を目指す。 
 

 中国は国内の太陽光発電を拡大するため、事業の投資費用の 50%にあたる助成金と送

配電システムとともに、ゴールデン･サン(Golden Sun)プロジェクトを 2009 年に設立

した。グリッドが繋がっていない遠隔地のため、助成金は 70%になるだろう。また、

2010 年に中国は建物一体型 PV プログラムを実行し、インセンティブや助成金を与え

てゆく。中国 Energy Conservation and Environmental Protection group は、6.5MW
以上になる世界でも 大級の建物一体型 PV 設備を完成させた。 

 
 南アフリカでは、5GW の太陽電力生産を実現するために、ソーラー･パークの計画が

DOE により承認された。 
 

 米国が 2010年に広大な太陽光発電プラントの許可を取り前進したことで 2011年の産

業の拡大につながる。さらに DOE は、世界 大のパラボリック･トラフ方式太陽熱発

電プラントに 14 億 5,000 万ドルの融資保証を発行した。このプラントの容量は

250MW になる。 
 

 イスラエルは 1980 年代に他国に先駆けて太陽熱暖房の義務化を行い、すべての新築

の家屋に太陽熱集光器を義務づけた。現在、太陽熱システムは財政援助がない状態で

もイスラエルの温水市場において主流のテクノロジーである。 
 

 また、太陽熱テクノロジーの普及はエネルギー効率の良い建築法規においても推奨さ

れる。ドイツの 2009 年の建築法規では、再生可能エネルギーにより供給される新し

い建物の熱需要の明確な配分が求められている。 
 

水力発電 

水力発電の普及 

水力発電は依然として世界 大の再生可能エネルギー源である。近年の発展の大部分は、

中国を先頭に発展途上国で見られる(図 23)。中国は設置容量を 2005 年の 117GW から、

約 200GW まで大幅に増加させ 2009 年を終えた。中国で経済が拡大し、エネルギーの需

要が急騰している期間にも、水力は電気生産量全体においての占有率を維持している。 
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水力電力の新たな開発は新興経済国に集中している。OECD 諸国の多くがこれまで大き

な水力発電ポテンシャルをうまく活用してきたが、今ではより小さなアプリケーションに

焦点を当てている。水力発電の生産において世界を率いている国は、中国、カナダ、ブラ

ジル、米国、およびロシアである。ブラジルやカナダでは、水力が占める国内の発電量は

その年の気候条件にもよるが、それぞれ約 80%、60%と非常に大きい。 
 
政策展開 
水力発電が再生可能エネルギーの電力生産において もシェアが大きい一方、大規模水

力発電に向けた開発は、環境や社会に与える影響への懸念により、この 10 年間あまり進

んでいない。確実にプロジェクトの持続的な進展をさせるために、ライフサイクル評価や

その他の政策が立てられている。2010 年に IEA 水力発電実施協定が水力発電および環境

への提案を改正し注8、国際水力発電協会が 新の水力発電持続可能性評価議定書を発表し

た(2010 年 IEA 水力発電 IA)。これらの活動は水力発電の遂行を評価・指導するため、幅

広く支援できる持続性評価ツールを提供することを目標としている。大規模水力発電は一

般的に価格競争力があるが、財政支援策の多くは小規模水力発電のための発電コストに対

処することを目的としている。 
 
地熱エネルギー 
地熱発電の普及 
発電に適した高温の地熱エネルギー源は少数国に集中している。地熱エネルギー源のユ

                                                 
注8 IEA 水力発電実施協定は 2000 年以来この分野で結果を出してきた。現在の活動では、ブラジルが淡水貯

水池のカーボンバランス管理に関する研究を主導している。 

図 23. CEM 諸国の水力発電による発電量(TMh) 
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ニーク性により、この技術テクノロジーは比較的リスキーであるとみなされている。この

ため、成長はここ 10 年非常に遅いものであった。2009 年、世界で設置された発電容量は

約 11GW であり、67TWh 以上の電力を発電した。この大部分がフィリピン(10TWh)、ア

イスランド(4.5TWh)およびニュージーランド(4TWh)のような CEM グループ諸国外で発

電されている。 
 

 
地熱発電において世界をリードしているのは、米国、フィリピン、インドネシア、メキ

シコそしてイタリアなどである(図 24)。過去 10 年で米国、インドネシアにおける容量は

着実に増えている。この両国は地熱電力において豊富な経験を積んできたので、さらなる

大きなポテンシャルとともに、開発拡大を目指す。地熱電力は、強化型地熱発電(地熱井涵

養システム: Enhanced Geothermal Systems: EGS)のような高温岩体の地熱資源を利用

する技術開発の試みが成功すると証明されれば、地球規模でさらなる著しい貢献が可能だ

ろう。 (IEA, 2010b)注9。 
 
地熱発電の普及 

地熱発電の資源は、室内暖房や地域暖房、スパやプールの加熱、温室暖房や土壌加熱、

養殖場や工業プロセスでのヒーティングなど、幅広い熱の応用に使用される。地熱発電の

世界の全設置容量(ヒートポンプを含む)は、2009 年は 15GWth 相当で、1 年の熱産出量が

223PJ(5.3Mtoe)であった(図 25)。これは 2000 年の 139PJ や 2005 年の 175TJ から増加

している(2010 年データは Lund ほか、2000 年は Lund and Freeston、2005 年は Lund
ほか)。 
                                                 
注9 IEA 地熱ロードマップが 2011 年 5 月に刊行される。 

図 24. CEM 諸国の地熱による電力生産量 (TWh) 
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地中熱ヒートポンプは、地熱発電生産量の下に位置付けられる注10。地中熱資源ヒートポ

ンプの普及は、2000 年の 23PJ から 2010 年に 215PJ(5.1Mtoe)へと生産量のレベルを急

速に上げたことを証明する(2010 年データは Lund ほか、2000 年は Lund and Freeston、
2005 年は Lund ほか)。 
 
政策展開 

地熱発電普及の可能性を達成するには、初期にかかる高額な設備コストや資源開発のリ

スク、地熱エネルギーや環境問題に関する認識の欠如などの障壁を乗り越えるための政策

支援が要求される。地熱発電において も幅広く導入されている手段は、地下熱利用ヒー

トポンプの消費者の購入に対する直接的な設備補助と税額控除である。 
近年、様々な政策展開が進歩を見せている。 

 
 米連邦の地熱発電における税優遇措置は、2009 年の経済刺激法案を通して拡大した。

3 億 5,000 万 US ドルが DOE 地熱テクノロジープログラムに与えられ、2010 年に多

くの新プロジェクトが実行された。 
 

 インドネシア政府は 2050 年までに地熱発電容量を 12GW 以上にする目標があり、こ

れは税優遇措置によって支援される。 
 

 ケニヤは 2012 年までに 490MW、20 年以内に 4GW の地熱発電を達成したいと考え

ており、FIT に地熱エネルギーを含めるよう修正する。 
                                                 
注10 これは IEA の統計データによる事実ではない。 

図 25. 地熱発電を利用するトップ 15 カ国、ヒートポンプは除く (2009 年) 
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 ドイツは2009年、0.04ユーロ/kWhのEGS技術利用に対するFITボーナスとともに、

地熱設備のために買取価格を引き上げるよう再生可能エネルギー法を修正した。発電

や発熱のために深部の地熱エネルギーを取り入れる設備には、マーケット･インセンテ

ィブ･プログラムからの資金が利用可能である。 
 イギリスでは、深部地熱チャレンジ基金が 6 つの実証プロジェクトを支援して 2010

年に 510 万英ポンドを授与した。2011 年 4 月初頭には、再生可能エネルギーFIT の

拡大が地熱ヒートポンプなどの低炭素暖房技術のために計画されている。 
 

 2010 年、地熱発電の発展のため税額控除や報奨金という形でオーストラリアは 11 億

豪ドルを投じた。世界 大のプロジェクトがクーパーベーズンで開発中で、容量を

大 10GW にする支援が見込まれる。 
 

 ヨーロッパ深部地熱エネルギープログラムのフランスにあるEGS実験場が 2010年に

電力生産を開始した。 
 
バイオエネルギー 
バイオエネルギー発電の展開 

2000 年の初頭より、固形バイオマス、バイオガス、再生可能な都市ゴミ、液体バイオ燃

料を利用した発電は確実な伸びを見せている。2000 年時点では、バイオエネルギーによる

発電が 130TWh であり、クリーンエネルギー閣僚会議参加国(CEM 国)の電力量がそのう

ちの 88%を占めていた。2009 年までには、CEM 国におけるバイオエネルギーからの発電

量は 200TWh 以上となった（図 26）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 26  クリーンエネルギー閣僚会議参加国(CEM 国)のバイオエネルギーの発電状況 
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伸び率には各国でばらつきが見られるが、先頭を行く米国に続き、過去 10 年間におい

てバイオエネルギーによる発電量が毎年 22%の伸びを見せた国はドイツであった。ブラジ

ルでも確実な伸びを見せている。2005 年に 4GW 弱だった発電量は、2010 年には 8GW 近

くに増加しており、2015 年には 11.5GW にも達する予定である。 
 
バイオマスの熱利用展開 
バイオマスは、開発途上国の家庭部門の熱源としての幅広い利用に埋もれてしまってい

ることから、その熱利用の進展状況を明らかにすることが難しい。この「従来型バイオマ

ス」には、木材、木炭、穀物残渣、動物の糞が含まれ、それらは主に料理の熱源、湯沸か

しや暖房に利用されている注11。2008 年には、746 Mtoe の従来型バイオマス資源が途上国

の家庭部門で消費されたが、サハラ砂漠以南のアフリカ各国がその 32%を占めている。

2000年から2008年の間に、従来型バイオマスの世界需要は12%の伸びを見せている(IEA, 
2010g)。 
 
熱源用の近代型バイオマス資源は、効率性の高い暖房・料理機器や設備に使用されるバ

イオマスである。近代型の再生可能な熱源において、バイオマス資源の利用は太陽熱や地

熱を圧倒している。OECD各国において、2008年には、再生可能な熱源の89%がバイオマ

ス由来であった。世界の近代的バイオマス資源の熱利用は、2008年には278Mtoeに達した

（効率的に燃焼するように作られたペレットやブリケットなどの木材製品、産業用バイオ

ガスやバイオ液体燃料を含む）(IEA, 2010g)。 
 
政策展開 
バイオマス資源は、発電、熱源、輸送用燃料などの生産に適している唯一の再生可能な

エネルギー源であるが、産業規模でのこのような用途での利用は20%に抑えられている。

バイオマス資源のほとんどは、現在、大抵の場合途上国において従来型の小規模な家庭用

暖房や調理に使用されている。バイオパワーは、目標とする固定価格買い取り制 (FIT: 
feed-in-tariff)、RPS制度および税制優遇措置により支援されている。多くの政府が熱電併

給システム(CHP: combined heat and power)におけるバイオエネルギー利用を、そしてあ

る国々では石炭火力発電所でのバイオマス混焼が支援されている。CO 2排出はバイオエネ

ルギー利用支援の大きな原動力であることから、バイオエネルギー利用により、その全ラ

イフサイクルの中でトータルなCO2削減の便益が確実に生み出されることに議論の焦点が

当てられてきた注12。 も広く採用されている、小規模なバイオマスの熱利用をサポートす

るメカニズムは、特にビルなどにおけるバイオマスヒーティングシステム購入への直接的

な設備助成と税額控除である。バイオマスヒーティングシステムへの直接的な設備助成は、

EUの数カ国において提供されている。近代的なバイオマスの熱利用はまた、建築物にお

                                                 
注11 これらのバイオマス資源利用は、ほとんどの場合、 低効率で燃やされ、健康に深刻な被害を及ぼす多く

の汚染物質を放出するため、「従来型のもの」と考えられている。 
注12 IEA の Bioenergy Implementing Agreement および Global Bioenergy Partnership は、バイオエネルギ

ーのライフサイクル推算の分析と共通の定義を進めるための主要な政策である。 
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けるエネルギー効率規制を通して促進されている。2009年のドイツの建築法規では、新築

ビルにおける熱需要が、一定の割合で再生可能エネルギーから供給されることを要求して

いる。 
 

 中国国家発展改革委員会は、2010年、0.75中国元/kWh (USD 0.11/kWh)のバイオマ

スエネルギーの新規固定価格買い取り制度、および2020年までのバイオマスによる

30GWの発電目標を発表した。 
 

 アルゼンチン政府、連邦計画・公共投資・公共サービス省は、2016年までに全発電

量の8%を再生可能エネルギーで賄うための、Renewable Energy Generation 
(RENGEN) プログラムを開始した。公共事業者のENARSA社は、合計1,000mWの

再生可能エネルギー源による発電事業（そのうち150mWをバイオ分解熱、120mWを

都市再生可能廃棄物、100mWをバイオマスからとする）への入札を実施する予定で

ある。 
 

 ドイツの固定価格買い取り制度では、近年バイオマスによる発電料金を値上げするよ

う調整し、また、追加的なボーナスによるCHPに重点を置いた。 
 

 フランスは、2011年1月にバイオマスによるCHP料金を引き下げた。2010年と2011
年に、フランス政府はバイオマス発電容量を450mWにする援助を提案し、2020年ま

でに2,300mWの総設備容量を目指す。 
 

 フィンランド政府は2011年1月に、フィンランド初のバイオガス・木材チップによる

発電電力の固定価格買い取り制度を承認した。その規定では、12年間バイオガス発電

事業者に固定価格とCHPプラントに対する追加的な報奨金が与えられることになっ

ている。この政策は、再生可能エネルギーによるエネルギー消費を、現在の28%から

2020年までに38%まで増加させるというフィンランドの戦略の達成に重要なものと

なる。 
 

 ドイツの市場インセンティブプログラムは、一般的な再生可能な熱利用の促進を検討

する政策の一例である。近代型のバイオマス熱利用は、再生可能な熱利用の全ての市

場分野の政策に含まれる。 
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再生可能エネルギーの研究開発と展開 (RD&D)への公共投資 
再生可能エネルギーRD&Dの対象は、太陽光発電、集光型太陽熱発電(CSP)と太陽熱冷

暖房、地熱発電と地熱、バイオマスと廃棄物の生産と利用(液体バイオ燃料とバイオガスを

含む)、海洋波力・潮力注13などの再生可能エネルギー技術である。概して、2000年から2010
年の間に、CEM国における再生可能エネルギーRD&Dへの出資が大きく3倍の増加を見せ

た。2009年の 高額となった総支出38億米ドルは、景気刺激策としての支出の減少により、

2010年には31億米ドルに減少した。しかし、2011年の試算では、多くの国のデータが提

供され、再生可能エネルギーRD&Dへの出資は勢いを回復している。2000年から2010年
の間に、原子力エネルギーに560億米ドル、化石燃料のRD&Dに220億米ドルが費やされて

おり、同期間にCEM国が再生可能エネルギー技術RD&Dに費やした160億米ドルとはその

違いが明確である。 
 
 

 
 

                                                 
注13  液体バイオ燃料については、本報告書の次章にて別途説明する。 

図 27 再生可能エネルギーの研究開発と展開への公的資金投資 (2010 年 百万米ドル) 
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米国は、再生可能エネルギーRD&Dへの支出がCEM国中で 大である。2005年から2010
年の間に、米国は、全ての国の総出資額の40%を占める49億米ドルを費やした。さらに、

2000年から2005年の間の14億米ドルに比較して、再生可能エネルギーRD&Dへの出資は

顕著な増加を示している。2011年には、米国は太陽エネルギーのRD&D、特にCSP(1.41
億米ドル)に重点を置き始めた。それは同年の再生可能エネルギーRD&Dへの出資の12%を

も占めている。日本とオーストラリアも、2011年には1.45億米ドルと、太陽エネルギーへ

の出資を増加させている。 
 
バイオマス分野においても、米国は他国をリードしており、2005年から2010年の間に

26億米ドルを費やしている。バイオマスに対するブラジル、日本およびカナダにおける同

期間の合計支出額は、10億米ドル以上であった。ブラジル以外の非IEA国で、ロシアは2007
年から2009年の間に、バイオマス(バイオ燃料を含む)に4.6百万米ドルを費やした。インド

は、2000年から2008年までに、太陽、風力、小水力、バイオガス技術のRD&Dに約1億米

ドルを費やしたが、その具体的な比率は公開されていない(Kempener et al., 2010)。イン

ドは、2007年から2011年の間、再生可能エネルギーRD&D予算である2.37億米ドルのうち、

4.3百万米ドルをバイオエネルギーへと投じる予定である。 
 
一般的に、新興国については、再生可能エネルギーRD&Dへの出資の詳細データが存在

しない。これらの国々では、再生可能エネルギー利用を促進するイニシアティブを多く展

開しているため、これらの国々のRD&Dへの出資データの整備は重要となるだろう。ブラ

ジル、韓国、日本、ロシア、イギリスおよび米国は、再生可能エネルギーの各市場分野に

関する詳細なRD&Dデータの提供に特別な努力をした。これにより、これらの国における

優先事項と傾向について、重要な見識を得ることができた。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織／松田 典子） 
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電気自動車（Electric vehicles：EV）と車輌効率 
 ETP2010 のベースラインシナリオでは、2050 年までの軽量自動車（ light-duty 
vehicles ： LDVs ） 注 14 の売上は、主に、従来の内燃機関エンジン車（ internal 
combustion-engine：ICE）であり、ハイブリッド車は約 20％である。ブルーマップシナ

リオでは、2015 年までにハイブリッド車が広く普及し、2020 年までにプラグインハイブ

リッド電気自動車（plug‐in hybrid electric vehicles：PHEVs）と EV による売上が相当

額（500 万ドル以上）に達することを示しており、2025 年には、燃料電池自動車（fuel-cell 
vehicles：FCVs）の本格的な販売が始まるとしている。2050 年までには、PHEV と燃料

電池自動車の売上が全体の 3 分の 2 以上を占めるとしている（図 32）。2020 年までの EV
と PHEV のシェアは世界の自動車台数のほんの 2%相当だが、今後、本格的な EV の普及

のために、これらの中間ステップ（つまり、2030 年までに全体の 10%、2050 年までに約

50%）に到達することが必須である。 
 
 

図 32 技術の種類とシナリオによる乗用 LDV の売上（年間売上、単位：100 万ドル） 

 
技術展開 
 EV と PHEV の初期指標は、車輌の購入可能性である。消費者が購入することができる

モデルの台数と型式は、幅広い購入者を引きつけるのに十分な数でなければならず、これ

により、市場シェアと売上での急成長が可能になる。図 33 は、この点に関して良いニュ

ースを明らかにしており、2010 年末時点で発表されている EV と PHEV のモデル数と今

後発表予定の数は 200 を超えている。これらモデルのおよそ半分が中国企業のもので、残

りの大部分が OECD 加盟国のメーカーのものである。 
 
 

                                                 
注14 総重量が 10,000 ポンド（約 4,500 キログラム）またはそれ以下の自動車（米国）。 
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図 33 PHEV/EV モデルの発売数 

 計画は実現されなければならないが、2010 年末時点、世界各地の市場で実際に入手する

ことができるモデルは約 30%ほどだった（ひとつの国の市場では、この数値はさらに小さ

くなる）。しかし、2011 年には約 40 のモデルが新たに発表され、2012 年にはさらに 40
近い数のモデルが発表される見込みであり、この状況は間もなく変化するとされている。 
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図 34 EV/PHEV の国家目標 

 
 様々なモデルを購入できるようになるということは、消費者に対してよりたくさんの選

択肢を与え、政府にとっては EV プログラムを本格的に実施しやすくする。 終ステップ

は、消費者が、これら車輌を期待される台数、購入することにより反応を示すかどうか確

かめることである。この数値は国家目標に基づいており、今後 2～3 年以内に、世界で合

計何十万台、2015 年までには年間 100 万台以上、2020 年までには 700 万台になるだろう

（図 34）。 
 
政策展開 
 その他の重要な指針は、各国が政策展開と助成金や購入インセンティブのために割り当

てている予算、さらに、1 台当たりのインセンティブのレベルである。2010 年、数多くの

重要な EV/PHEV 政策展開が発表された： 
 

 日本は、PHEV/EV の売上が、2020 年までに LDV 全体の売上の 15～20%を占めるだ

ろうと発表した。また、1 台当たりの補助金を、EV/PHEV と同程度の ICE の価格差

の半分とすると発表している。 
 

 中国は、2020 年までの EV/PHEV の市場における目標（stock target）を 500 万台と

暫定発表した。また、2012 年まで割当資金と共に、試験導入する市の EV に対して、

1 台当たり 60,000 元（9,100 ドル）の補助金を給付すると発表している。 
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 デンマークは、EV については車輌購入税（DKK 注1576,500 以下（14,400 ドル）相当

の価値を持つ自動車の 105%の課税控除と同等）、また、これを超える価値の自動車の

180%を控除している。加えて、DKK500～10,000（95～1900 ドル）の年間登録料も

控除している。さらに、DKK3,500 万（660 万ドル）の追加資金が、試験プログラム

に対し、事業者と地方自治体の運営担当者にて提供された。 
 

 フランスは、2020 年までの PHEV/EV の市場における目標を 200 万台と発表した。

また、総予算 4 億ユーロ（5 億 6,000 万ドル）により、 初の 10 万台に対して、2012
年まで、1 台当たり 高で 5,000 ユーロ（7,000 ドル）の税額控除を実施すると発表し

ている。 
 

 スペインは、2014 年までの市場における目標を 25 万台、2020 年までの目標を 250
万台と発表した。概説されているインセンティブは、1 台当たり 6,000 ユーロ（8,200
ドル）の上限と共に、EV コストの 25%増加した。2011 年は 7,200 万ユーロ（1 億ド

ル）が、2012 年は 1 億 6,000 万ユーロ（2 億 2,500 万ドル）が割り当てられている。 
 

 スウェーデンは、2020 年に向けた市場における目標を 60 万台と、2,000 万ユーロ

（2,800 万ドル）に値する 2014 年までの購入インセンティブを発表した。 
 

 米国は、メーカーにより販売された 初の 20 万台について、1 台当たり 高で 7,500
ドルのインセンティブの発表と共に、2015 年までの市場における目標を 100 万台と

発表した。エネルギー省（Department of Energy：DOE）が、バッテリーと電気駆

動部品の生産のため、20 億ドル以上の関連資金と助成金を提供する。 
 

 英国は、明確な売上またはストック目標を発表していない（報告書では、2020 年まで

に 80 万台を普及させると言及している）。EV/PHEV 購入インセンティブの 5,000 ポ

ンド（約 8,000 ドル）が 2012 年まで設定されている。 
 
 上限を考慮すると、現在のプログラムでは、約 200 億ドルの総支出という結果になる可

能性がある。2020 年までの世界の総支出は、インセンティブのレベルがいずれ低下したと

しても、インセンティブプログラムが継続された場合、さらに高額になるだろう。例えば、

平均インセンティブが今後 10 年間、1 台当たり 5,000 ドルの場合、2,000 万台の自動車が

販売されたとすると、そのインセンティブの総支出は 1,000 億ドルになるだろう。 
 
 
 
 
                                                 
注15 デンマークの通貨であるデンマーククローネのコード。 
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LDV の燃費技術の展開 
 今後 10 年間で ICE 車の燃費を向上することもまた、燃料消費と CO2排出量の削減にお

いての優先課題である。図 35 は、新しい LDV の現在の平均燃費が様々であることを明ら

かにしている。フランスやインドは、1 キロメートル当たり も低い燃料消費量の自動車

を販売している一方で、米国やオーストラリアは、燃料消費量が も高い自動車を販売し

ている国々であることが分かる。2005 年の世界平均は、100 キロメートル当たり約 8.1 リ

ットル（約 29MPG 注16）と推定されていたが、2008 年までには 7.7 リットル（31MGP）
に改善された。しかし、これらの改善の大部分は OECD 加盟国におけるものであり、OECD
非加盟国における燃費は、全体的にわずかに悪化した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
注16 MPG（mile per gallon）は、ガソリン 1 ガロン（3.5～4.5 リットルの範囲）当たりの走行マイル数。1 マ

イルは 1.852 キロメートル。 
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図 35 LDV の燃費 
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図 36 2008 年までの平均燃費の傾向（地域別）と 
2020 年までの制定目標または提案目標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：ICCT、2011 年 
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 グローバル燃費イニシアティブ（Global Fuel Economy Initiative：GFEI）では、2030
年までに、100 キロメートル当たり 8.1 リットルだった 2005 年レベルを半減させる世界

目標（100 キロメートル当たり約 4 リットル）を呼び掛けている。OECD 加盟国では、図

36 で示されているように、今後 5 年にわたり、同目標に向かい良い進展があるように思わ

れている。これは、大部分の加盟国で比較的厳しい燃費基準が施行されている結果である。

しかし、2015 年以降も力強い改善を続けていくことが重要だとしており、 善の方法は、

各国が2020年までの、さらに2020年以降の目標と基準を早い段階で設定することである。

また、（CO2 排出量により区別された自動車登録料など）設定される政策が基準や市場ベ

ースのものであろうとなかろうと、より多くの発展途上国が強固な政策を設定することも

大切である。 
 
政策展開 

2010 年の燃費政策の展開を以下に示す： 
 

 米国は、LDV の CAFE 基準注17を改訂し、2016 年までに 35.5MPG にすることを目標

としている（現在と比較すると約 25%の改善）。また、大型車輌の燃費と GHG の基準

も提案し、策定段階にある。 
 
 EU では、乗用 LDV のための新たな CO2規制が採択され、2015 年までに CO2レベル

を、 高で 1 キロメートル当たり 120 グラムにすることを求めている（2009 年に採

択された規制は 95 グラム）。商用バンについては、CO2規制案が提出され、現在、検

討されている（CO2規制案：2014 年までに 1 キロメートル当たり 175 グラム、2020
年までに 135 グラム）。 

 
 中国では、2020 年まで燃費基準を厳しくする提案がされている（基準が制定されてい

る唯一の OECD 非加盟国）。 
 

 しかし、特にEUでは、多くの国々が燃費またはCO2に基づいた自動車課税スキーム、

または「ボーナス-マルス（bonus-malus）」スキーム注18（燃費や CO2排出量が高い自

動車にはより高い税が課され、 もエネルギー効率の良いモデルにはリベートが与え

られる）が課されている。現在では、様々な種類のこの様なスキームが実施されてお

り、メーカーに対して、時にあいまいな印象を与えている。 
 
 
 

                                                 
注17 Corporate Average Fuel Economy（CAFE）standards：企業平均燃料節約基準。 
注18 ボーナス-マルス（bonus-malus）スキームとは、燃費や CO2排出量により、ボーナス（奨励金など）が支

払われたり、マルス（罰金やペナルティなど）が課せられたりする制度。 
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研究開発と実証（Research, Development & Demonstration：RD&D）への公的資金 
 車輌効率についての RD&D データには、農業用輸送システムと廃熱利用車に加えて、（ジ

ープのような）オフロード車を含む、路上輸送用機関も含まれている。EV のデータには、

インフラと貯蔵システム、携帯用用途のために水素と燃料電池が含まれている。図 37 は、

EV/PHEV と車輌効率への RD&D 支出を示している。2003 年以降、すべての国において、

支出が 2 億 6,500 万ドルから、2010 年には 16 億ドルへと急増した。大きな自動車市場（お

よび生産）を持つ国々が、これらの支出を独占しており、米国、フランス、日本およびス

ウェーデンが、2005 年～2010 年の RD&D 支出全体の 80%超を占めていた。これら技術

分野へのドイツの支出額は極めて低かった。オーストラリアでは、1999 年～2009 年の 10
年間の平均額は 400 万ドル以下だったが、2009 年～2011 年には 2 億 7,000 万ドルもが費

やされた。中国と他の新興国のデータはないが、 近、一部の国が詳細にわたる RD&D
データを提出した。これらの国々は、RD&D 支出を異なる研究カテゴリー別に分けること

を認めている。例えば、米国は 2010 年、EV、自動車用電池および EV インフラに 5 億ド

ル超、燃料とオンロード（燃料）車の車輌効率に少なくとも 2 億 8,000 万ドル、その他の

輸送効率に 3 億 5,000 万ドルを支出した。同年、日本が路上用車輌に費やした額は、輸送

効率向け予算全体のたった 10%程度に過ぎなかった。それでもやはり、両国とも、全体の

支出の 50%以上を、同年の輸送（効率向上）に関する RD&D に計上することができなか

った。 
 

図 37 CEM 注19の EV/PHEV と車輌効率への RD&D 公共支出（2010 年） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

注：フランスとロシアは 2009年のデータ、他の IEA非加盟国は 2008年のデータを使用。 

出典：各国による提出データ 

                                                 
注19 世界銀行のカントリー・エコノミック・メモランダム（Country Economic Memorandum：CEM)という

国別経済概況レポート。 
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図 38 は、主要国による EV/PHEV への支出を、様々なカテゴリー別に示したものであ

る。2008 年～2011 年の合計支出額では、燃料電池研究がいまだに上位に入っており、バ

ッテリー研究をわずかに上回っている。また、（エンジンや先進ドライブトレインなど）そ

の他の自動車 R&D にもかなりの金額が費やされている。展開のひとつの形である実証プ

ロジェクトへの支出も、同期間において、14 億ドル以上を占めていた。この傾向は今後数

年間で、特に EV/PHEV と他の先進自動車購入のためのインセンティブプログラムという

形で拡大すると見られている。 
 
 

図 38 EV の RD&D カテゴリーへの公共支出（2008 年-2011 年、主要国） 

 
出典：各国による提出データ 

 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
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バイオ燃料 

米国とブラジルでは、数 10 年間にわたってバイオ燃料が商業向けに生産されたが、同

期間、この部門には急激な成長率がみられた。OECD 加盟国のほか、さらに 近では OECD
加盟国以外の国々における政策支援によって、世界のバイオ燃料の生産量は、2000 年の

160 億リットルから、2010 年には 1,000 億リットルを超えるまでに増加した（図 28）。今

日ではバイオ燃料が、エネルギーベースで、世界の道路輸送用燃料の 2.7％を賄っている

が、国や地域によっては、より高いシェアを獲得している。ブラジルでは、輸送用燃料の

21%相当をバイオ燃料で賄っており、米国におけるシェアは 4%、欧州連合においては約

3%となっている。 
 
今後数十年におよぶブルーマップシナリオを達成するには、 先端バイオ燃料技術の開

発が不可欠となるであろう。セルロース系エタノール、BTL 注20ディーゼル燃料、バイオ

合成ガス、およびその他の革新的な変換経路には、今後 10 年を超えて、現在の実証プラ

ントから商業規模の生産プラントへの迅速な移行が必要となるだろう(図 29 参照)。 
 
 

図 28 国際的に見た種類別バイオ燃料生産の推移（2000～2010 年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
注20 BTL：Biomass to Liquid の略。バイオマスを熱化学的にガス化し、精製したガスから触媒を用いて液体

燃料を得る技術、あるいは得られる液体燃料のこと。 
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図 29  IEA バイオ燃料計画注21の見通し（2010～2050 年） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今日の先進バイオ燃料の設置容量(例: リグノ・セルロースエタノール、BTL 等)は、年

間約 1 億 7,500 万リットル相当であるが、多くのプラントでは現在、それぞれの設備容量

を下回る操業をしている。このほか、年間 19 億 lge(ガソリン換算リットル/ litres gasoline 
equivalent:lge)の生産規模を持つプラントが建設中で、これをフル稼働させれば、IEA ブ

ルーマップで計画されている 2013 年までの先進バイオ燃料生産目標を、十分達成できる

生産量を得ることができる予定である。さらに、2015 年までの追加的目標 60 億 lge 達成

に向けた提案プロジェクトが発表された。先進バイオ燃料は未だに商業規模では生産され

ていない。過去 10 年間に、パイロットプラントや実証プラントがいくつか発表されてお

り、今後 5 年間に、かなりの数のプロジェクトが操業開始になるものと期待されている(図
30)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
注21 IEA のバイオ燃料計画は 2011 年 5 月に公表予定。 
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図 30 先進バイオ燃料の設備容量:現状および 2015 年に向けた設備容量計画と 
 2020 年(左)および 2030 年(右)を目標とした IEA のバイオ燃料技術革新計画 

注）フル操業のプラントでは、操業率 70%が想定されている。生産開始年には、実際の生産量は、設備容量を

はるかに下回る可能性がある。 

 
上記グラフに示される 2030 年までに達成が必要とされる先進バイオ燃料設備容量の伸

びや、IEA ブルーマップシナリオの長期構想を検討すれば、この構想を実現するための課

題が明確になる。2030 年までに先進バイオ燃料の設備容量 3,200 億 lge を達成するには、

現在報告されている先進バイオ燃料の設備容量を 40 倍に増加する必要がある。 
2030 年から 2050 年の間に、先進バイオ燃料による設備容量がさらに 2 倍必要になる予定

である。この方途をたどるには、政策が不可欠となるであろう。 
 
政策展開 
バイオ燃料を奨励するもっとも重要な政策には、必須となる持続可能性要件がある。そ

れは、バイオ燃料の混合率目標、従来の燃料とともにバイオ燃料を利用することの義務付

け、また、商業規模でバイオ燃料を生産できるプラントの開発に対する投資リスクに備え

た借入保証や、その他の資金調達方法などである。 
 

 持続可能性基準は、バイオ燃料が食物と競合したり、生態系の多様性に悪影響を引き

起こすことなく、好ましい社会的影響とともに成長することを確実にするものである。

検討中の持続可能性要件は多数あり、国際バイオエネルギー・パートナーシップ

(Global Bioenergy Partnership:GBEP)注22は現在、国際的な承認基準の構築に取り組

んでいる。 
 50 を超える国々が、物品税の減税目的で合わせられることの多いガソリンとバイオデ

                                                 
注22 GBEP http://www.globalbioenergy.org/ 
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ィーセル、またはそのいずれかに対し、バイオ燃料の混合率の目標設定、または義務

付けを行った。 これらを効果的に実施したことが功を奏し、バイオ燃料利用が増加し

てきている。 
 

 2010 年 2 月、米国環境保護庁(EPA)は、2005 年エネルギー政策法の再生可能燃料基

準に大幅な変更を加えた 2007 年エネルギー自給・安全保障法(Energy Independence 
and Secuiryt Act of 2007)の下、規定をまとめた。この変更は、国内のバイオ燃料生

産を促進すること、例えば、米国内で販売される輸送用燃料に再生可能燃料の含有を

義務付け、バイオ燃料の含有比率拡大を目的としている。このような法制化はまた、

温室効果ガス排出量の達成基準が初めて、全国的なプログラムとして規定されること

を意味している。米国はまた、セルロース系エタノールの含有ノルマも設けており、

これにより先進バイオ燃料市場が作られている。米国は、米国エネルギー省のバイオ

マスプログラム注23を通じて、先進バイオ燃料生産プラント建設のための借入保証や資

金調達方法を提供している。 
 

 再生可能エネルギーに関する EU 指令は、2010 年末からバイオ燃料を用いることで、

温室効果ガスを、化石燃料に比べ、少なくとも 35%削減することを要求した。これら

の要求は、2017 年には 50%、2018 年に 60%へと引き上げられる。EU はまた、2010
年までの輸送用燃料に占める再生可能燃料の含有率目標 5.75％(エネルギー含量)、
2010 年には再生可能エネルギーの含有率 10%を維持する予定である。さらに、リグ

ノセルロース系バイオマス由来の先進バイオ燃料は、EU目標の 2倍に増加している。

EU 研究フレームワークプログラムの下、資金提供が行われており、例えばデンマー

クやドイツなど、加盟国の中には、先進バイオ燃料プラントに対し、具体的な資金援

助を行う国もある。 
 
研究開発・実証に費やされる公的資金 

バイオ燃料技術に関する主要国の過去のデータには、大きな格差が見られる。特にバイ

オ燃料部門では、液体バイオ燃料とその他のバイオマスの研究開発・実証費に差があり、

これが米国やブラジルの問題でもあった。この経過報告書を作成するため、CEM 参加国

はさらに、バイオ燃料、藻、その他の液体バイオ燃料の熱化学的／バイオ化学的製造とい

ったバイオ燃料研究開発・実証など、特定の技術に関する詳細データ報告を行った。この

ようにデータが追加提供されたことにより、さまざまな種類のバイオエネルギーへの投資

に対する査定結果が、より良いものとなるのである。 
 
図 31 に示すように、首位の米国は、バイオ燃料に 1 億 8,900 万ドルの公的資金を費や

しており、生化学的または熱化学的に製造される燃料資源に対し、大きな関心を示してい

る。フランスは、2004 年以来、徐々にバイオ燃料への投資を増やしており、その投資額は、

                                                 
注23 米国エネルギー省 バイオマスプログラム  http://www.nedo.go.jp/content/100105486.pdf 
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2009 年には、この年の国家エネルギー研究開発・実証費全体の 10%に相当する 1 億ドル

に達した。これは、2009 年から 2010 年の間に推定平均 9,000 万ドルをバイオ燃料に投じ

たブラジルと同程度である。 
 

図 31：2010 年にバイオ燃料に費やされた公的資金（CEM 参加国別） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：Country submissions、Kempener 他 
注）フランスとロシアの数値は、2009 年のデータに基づく。インドのデータは、研究開発予算であり、イン

ド政府主席科学顧問注24が提出したものである。予算額は、予算総額の 5 分の１を年ベースで見積もったもの

である。IEA 加盟国以外の国、ドイツや韓国のデータは、固形バイオマスやバイオガスに費やした費用に含ま

れている可能性がある。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
出典：本資料は、国際エネルギー機関（IEA）の以下の記事を翻訳したものである。 
“Clean Energy Progress Report / IEA Input to the Clean Energy Ministerial” 

http://www.iea.org/papers/2011/CEM_Progress_Report.pdf 
 

                                                 
注24 インド政府主席科学顧問（Office of the Principal Scientific Adviser to the Government of India）  
http://psa.gov.in/ 
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（資料 No.2） 

 

【再生可能エネルギー】太陽熱発電 融資保証プログラム クレセント･デューンズ  
 

仮訳 

 
米国エネルギー省（DOE）が 

ネバダ州の太陽熱発電プロジェクト支援に融資保証 
 再生法に資金提供を受けたソーラー発電所が  

ネバダ州で 600 人以上に雇用提供 
 
ワシントン D.C. ---5 月 19 日、米国エネルギー省（DOE）スティーブン･チュー長官

が、溶融塩システムを利用した 110MW のタワー式集光型太陽熱発電施設を支援するた

め、7 億 3700 万ドルの融資保証を行うことを発表した。ソーラー･リザーブ社(Solar 
Reserve, LLC 注1)に提案されたクレセント･デューンズ太陽エネルギープロジェクト

（The Crescent Dunes Solar Energy Project）は、この分野では米国初であり、高さ

においても世界最高の溶融塩タワーとなる。この施設はネバダ州トノパーの北西 14 マ

イルに位置し、内務省土地管理局からリースされた 2,250 エーカーの土地に設置され、

600 名分の建設職および 45 名分のオペレーション職の雇用が生まれると、ソーラー･

リザーブ社は予測している。 
 
 「ネバダ州は再生可能エネルギーの発電に関しては今後もリーダであり続ける。さら

に、こうしたプロジェクトは、この州で何百人もの雇用を生むだけでなく、この地方に

さらなるクリーンエネルギーをもたらすだろう。」とチュー長官は語った。 
 
 「今回の発表は要するに、ここネバダ州に高賃金なクリーンエネルギーの職を生み出

すということだ。」と、米民主党上院院内総務ハリー･リード氏は述べる。「ソーラー･

リザーブ社のような革新的な企業は、ネバダ州がクリーンエネルギー生産において米国

をリードし、人々の職を取り戻し、そして米国のエネルギー面の独立を推し進めること

ができるよう支援している。こういった企業は、援助されうる全ての官民の支援を受け

るに値する。」 
 
クレセント･デューンズ太陽エネルギープロジェクトには、640 フィート（約 195m）

もの高さの太陽熱発電施設や、17,500 個ものヘリオスタットで太陽熱エネルギーをと

らえる溶融塩ベースの集光･貯蔵システムなど、いくつもの画期的な特徴が含まれてい

る。溶融塩ベースの貯蔵システムは、太陽熱エネルギーを最高 10 時間貯蔵することが

可能なため、電力需要のピーク時、それが曇りや夜でさえ、途切れることなく安定した

                                                  
注1 LLC: Limited Liability Company の略で、日本では合同会社と言われる有限責任の事業会社である。 
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電力を生産できる。これにより、グリッドの安定性は増し、炭素を排出する発電機の必

要性が減少し、そして現時点では太陽光が少ない又は無い時に断続的になってしまう再

生可能エネルギー発電を補っている。溶融塩テクノロジーは、DOE 国立再生可能エネ

ルギー研究所と協力して、ソーラーⅡ設備にて実証された。 
 
クレセント・デューンズ太陽エネルギー発電所では、年間 290,000 トンの炭素による

汚染物質を回避できると予想される。これは、米国内の平均的な石炭火力発電所の年間

発生量の 20%に相当する。また、このプロジェクトは年間約 500,000MWh を生産する

と予測されており、これは 43,000 世帯以上に電力を供給するのに十分な値である。プ

ロジェクトで生産される電力は、公益事業会社の NV エネルギー社（NV Energy, Inc.）
の子会社ネバダ･パワー社（Nevada Power Company）に売却され、日暮れ以降の電力

要求と同時にネバダ州の再生可能エネルギーの利用割合基準の目標を満たす役割を果

たす。 
 

DOE 融資プログラム局が管轄するプログラムは３つあり、タイトル XVII セクショ

ン 1703 およびセクション 1705 の融資保証プログラム、そして先進技術を利用した自

動車製造（the Advanced Technology Vehicle Manufacturing: ATVM）融資プログラム

である。融資保証プログラムは、ATVM が新型自動車テクノロジーの普及を支援する

一方で、温室効果ガスの排出を回避、削減そして分離をする革新的な技術並びに市場向

きの技術の普及を支援する。3 つのプログラムを受け、DOE は米国各地にある 29 のク

リーンエネルギープロジェクト支援のため、合計 300 億ドルとなる融資、融資保証、

または条件付き融資保証の執行の約束を公表している。このプログラムの 13 カ所の発

電プロジェクトでは、年間 2500 万 MWh 以上を生産、これは 200 万世帯に十分電力を

供給できる。現在まで、プログラムはソーラー発電に 80 億ドル以上融資保証する約束

をしている。さらに DOE は 30 年の間に、世界最大級の４つのソーラープロジェクト、

2 つの地熱プロジェクト、世界最大の風力ファーム並びに米国初の新原子力発電所など、

多様なプロジェクトへの支援のための資金供給も表明してきた。 
 
さらなる情報は、融資プログラム局ウェブサイトから参照できる：http://lpo.energy.gov/ 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、米国エネルギー省の以下の記事を翻訳したものである。 
“Department of Energy Offers Conditional Commitment for Loan Guarantee to 
Support Solar Generation Project in Nevada” 
http://www.energy.gov/news/10337.htm 
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（資料 No. 2-1） 

＜資料 2. 関連詳細資料＞ 

 
仮訳 

 
米国再生可能エネルギー研究所(NREL)による 

集光型太陽熱発電プロジェクト 
 

クレセントデューンズ太陽熱発電プロジェクト 

 
 

本ページは、集光型太陽熱(CSP)プロジェクトである「クレセントデューンズ太

陽熱発電プロジェクト」について、背景、参加者、発電所概要の順で情報を提供する。 
 
プロジェクト概要注1 
 
 

2011 年 1 月 20 日現在 
 
  

                                                 
注1 プロジェクトの詳細は下記資料を参照ください。 
(1) Crescent Dunes Solar Energy Project Fact Sheet 

（http://www.tonopahsolar.com/pdfs/FactSheet_CrescentDunes.pdf） 
(2) Crescent Dunes Solar Energy Project N-86292  PLAN OF DEVELOPMENT 

（TONOPA SOLAR の HP よりダウンロード出来ます；  http://www.tonopahsolar.com/） 

プロジェクト名： クレセントデューンズ太陽熱プロジェクト（トノパー） 
国名： 米国 
場所： ネバダ州、トノパー （ネバダ北部、トノパー北西部） 

所有者： SolarReserve社のTonopah Solar Energy, LLC (100%) 
技術： ソーラー発電塔 

タービン容量： ネット：110.0MW  グロス：110.0MW 

建設状況： 建設中 
開始年： 2013 年 
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背景 

技術：   ソーラー発電塔 

建設状況：  建設中 

国名：   米国 

町名：   トノパー 

州名：   ネバダ州 

郡名：   ナイ郡 

地域：   ネバダ北部、トノパーの北西部 

緯度・経度：  北緯 38°14’、 西経 117°22’ 
土地面積：  1,600 エーカー 

ソーラーリソース 

（太陽光賦存量）： 2,685 kWh/m2/yr 
ソーラーリソースの 

原典：   NREL 「ソーラーパワープロスペクター」注2 

発電量：  485,000 MWh/yr (予測値) 

連絡先：  Tom Georgis、Rob Howe 
会社名：  SolarReserve 社 

参考資料：  プレスリリース 

着工日：  2011 年 4 月 

生産開始日：  2013 年 10 月 

建設雇用創出：  1,500 人 
年間維持管理雇用： 200 人 
PPA（電力購入契約） 
/関税対象期間：  25 年間 
プロジェクトの種類： 商業プラント 

 
参加企業 

デベロッパー：  SolarReserve 社の Tonopah Solar Energy, LLC 
オーナー：  SolarReserve 社の Tonopah Solar Energy, LLC  (100%) 
EPC コントラクター： 未定 

オペレーター：  SolarReserve 社の Tonopah Solar Energy, LLC 
発電買取者：  NV Energy 社 
 
 
  

                                                 
注2 The Solar Power Prospector:  http://maps.nrel.gov/node/10/ 
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プラント概要 

ソーラーフィールド 

ヘリオスタット 

総反射面積：  1,071,361 m2 

ヘリオスタット数： 17,170 本 

ヘリオスタット 

反射面積：  62.4 m2 
ヘリオスタット製造者： 未定 

タワーの高さ：  540 ft（約 165 メートル） 
レシーバーの種類： 外部用筒状 

熱輸送媒体の種類： 溶融塩 

レシーバー入口の温度： 華氏 550 度（摂氏 287.8 度） 
レシーバー出口温度： 華氏 1,050 度（摂氏 565.6 度） 
 
パワーブロック 

タービン容量(グロス)： 110.0MW 
タービン容量(ネット)： 110.0MW 
出力の種類：  スチームランキン 

パワーサイクル圧力： 115.0 
冷却方法：  ハイブリッド 

化石燃料バックアップ 

の種類：  無し 

 
蓄熱 

蓄熱の種類：  その他 

蓄熱の詳細：  塩の温度を華氏 550 度から 1,050 度へ上昇させることにより、

熱エネルギーが蓄熱される。蓄熱効率は 99%。 
 
 

NREL は、Alliance for Sustainable Energy, LLC が運営する米国エネルギー省、エネ

ルギー効率改善・再生可能エネルギー部下の国立研究所である。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
出典：本資料は以下の NREL の記事を翻訳したものである。 
NREL  Crescent Dunes Solar Energy Project 
（http://www.nrel.gov/csp/solarpaces/project_detail.cfm/projectID=60） 
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（資料 No. 2-2） 

＜資料 2. 関連詳細資料＞ 

 

仮訳 

 
トノパーソーラーエネルギー社 

 

クレセントデューンズ太陽エネルギープロジェクト・ファクトシート（2010 年 9 月発行） 

 

 

 
クレセントデューンズ太陽エネルギープロジェクトは、ネバダ州トノパー(Tonopah)の

約 10 マイル(約 16 キロメートル)北西地点に計画されている太陽熱発電プロジェクトであ

る(図 1 参照)。同プロジェクトにより、SolarReserve 社の蓄熱技術を用いたイノベーティ

ブな集光型太陽熱発電技術を活用し、110 メガワット(MW)規模の発電能力が得られる計画

である。2010 年 12 月末までにプロジェクトが承認されれば、2013 年にはプロジェクト

が運用できるようになるだろう。このプロジェクトは、米国内で増えつつあるクリーンで

再生可能な電力の需要を満たし、化石燃料への依存と、その使用に伴い発生する温室効果

ガスを減らすよう支援していく計画である。 
 
提案中の施設には、集光型太陽熱発電(CSP)技術が用いられ、統合型蓄熱システム(図 2)

が備えられる予定である。この CSP 技術は、ヘリオスタット注1と呼ばれる太陽追尾反射鏡

が設置されたフィールドから取りこんだ太陽光エネルギーをセントラルタワーの集熱装置

（レシーバー）に集め、発電するというものである。熱で溶けると水のように流れる溶融

塩がレシーバー内を循環し、太陽から取りこんだエネルギー(熱)を集める。その後、加熱

された溶融塩は断熱貯蔵タンクに運ばれるが、ここに、エネルギーロスを 小限に抑えた

状態で蓄熱されるのである。電力が生産される際には、高温溶融塩が熱交換器に送られ蒸

気を生成し、この蒸気により、従来型の蒸気タービンサイクルで発電される。その後、冷

却された溶融塩が貯蔵用タンクに送られ、これが翌日には、太陽に再び加熱されて再利用

                                                 
注1 太陽の光を平面鏡で反射させて一定の方向に送る装置。 
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できる状態になる。米国エネルギー省(DOE)が支援するカリフォルニア州のバーストー

(Barstow)周辺のソーラーⅡプロジェクト(10MW)では、この溶融塩の貯蔵技術が見事に実

証された。 
 

SolarReserve 社注2独自の CSP 技術は、いくつかの重要なメリットをもたらしている。

第一には、再生可能エネルギーを保存し、要求に応じてこれを引き出すことができる。第

2 に、この溶融塩中に蓄熱されたエネルギーは、太陽光が得られない時でも、必要に応じ

て利用できるというものである。ネバダ州では、電力ピーク時の電力需要が、日没後や、

他の太陽資源の運用停止後にも続く可能性があるため、この技術はとても有益である。ま

た溶融塩は、熱変換効率が高いため、再生可能エネルギーを高いコスト効率で蓄熱できる。 
つまり、SolarReserve 社の CSP 技術は、他のソーラー技術のように、稼働を安定に保つ

ために天然ガスを使用しなくても良いため、その燃焼時に温室効果ガスも発生しないので

ある。 
 
計画敷地周辺の地図 

 
 

 
 

 

                                                 
注2 SolarReserve 社 http://www.solarreserve.com/ 

図 1 
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太陽熱プラントのしくみ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 太陽光は、広範囲にヘリオスタットを敷き詰めたフィールドから、高層タワー上のレシーバーへ

と集められる。 

2. 低温溶融塩タンクから送られた溶融塩がレシーバーへと組み上げられ、ここで華氏 1,050 度(摂氏

565.6 度)まで加熱される。  

3. 加熱された溶融塩がレシーバーから送られ、高温溶融塩タンクに蓄えられる。 

4. 高温溶融塩が、高温溶融塩タンクからスチームジェネレーターへと組み上げられ、ここで生成さ

れた蒸気によりスチームタービンが作動し、発電する。 

5. 華氏 525 度(摂氏 272 度)に冷却された溶融塩が逆流し、低温溶融塩タンクへと流れる。 

図 2 
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プロジェクトの最新状況 

2009 年 12 月にトノパーとラスベガスで開催されたプロジェクトのスコーピング会合

(対象範囲を特定するための範囲決定会議)には、多数の参加が得られた。ご多忙の中、こ

の会議に出席し、コメントくださった方々すべてに、謝意を表したい。 
 
以来、内務省土地管理局（Bureau of Land Management: BLM)と HDR(BLM の第三者

契約者）は、環境影響評価書（Environmental Impact Statement：EIS、以下 EIS 評価

書とする)草案の作成作業に追われている。EIS 評価書では、プロジェクトの目的やニーズ

について検討し、提案中のプロジェクトの代替案の評価、現地およびその周辺の環境資源

について記述される。また、このプロジェクトが環境に与え得る影響や、度重なる影響に

ついても評価を行う予定である。 
 
EIS 評価書草案は、2010 年 9 月 3 日注3からパブリックレビュー(市民による評価)を受け

られるようになった。パブリックミーティングは、2010 年 9 月 22 日に、ネバダ州南部の

地域にあるオフィス(4701Ｎ Torrey Pines)で、翌日 9 月 23 日には、コンベンションセン

ター(301 Brougher Ave.)で開かれる予定で、これにより、市民が EIS 評価書草案に対して

質問・コメントする機会が与えられる。45 日間のパブリックレビュー期間の 後に、BLM
が草案に修正を加え、同年後半には、EIS 評価書 終版が公開される見込みである(その際

に、EIS 評価書 終版に市民がコメントできる機会が再度設けられる予定である)。 
 

プロジェクト建設に必要な承認 

公共用地へのプロジェクト建設については、BLM が承認を行わなければならない。承

認にあたって BLM は、国内環境政策法（National Environmental Policy Act: NEPA）に

従い、詳細な EIS 評価書の作成を要求する。EIS 評価書は、プロジェクト、線形施設(直
接付属施設)、およびその関連施設(施設につながる新しい道路、新しい送電線/ 新の公共

電力事業者の送電線)、またはそのいずれかの環境に対する影響を評価する計画である。 
 

このような広範囲領域に影響を与えるソーラープロジェクトには、EIS 評価書の作成が

必要となる。この書類には、土地、水、空気、生物学的種に影響をおよぼす可能性のある

全てのプロジェクトに加えて、代替プロジェクトや、そのプロジェクトに関連する社会的、

文化的、経済的要因(要素)についても評価される。 
 
市民には、プロジェクトが許可されまでの過程で、プロジェクトと EIS 評価書に対して

コメントできる機会が何度か与えられている。EIS 評価書の内容が 終決定した後、決定

記録(Record of Decision) が作成され、代替案代案として選ばれた開発プロジェクトと、

求められる環境への負荷軽減案を文書化する。そして、プロジェクト設備の建設が進むよ

うに、長期間にわたる優先使用権(ROW)の許可が発行されるだろう。 
                                                 
注3 本ファクトシートは、2010 年 9 月に公開されている。 
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EIS評価書作成作業に参加するには？ 
参加ご希望の方は、

crescent_dunes@blm.gov 宛てに、 

E-メールをお送りいただき、プロジェ

クトに関する情報、および次回のパブ

リックミーティングの情報をご確認く

ださい。 
また、以下のサイトより当社の HP

をご覧いただけます。 

www.TonopahSolar.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

かつて、トーマス・エジソンはこう述べた。 
｢太陽、風力、潮流といった尽きることの

ない自然エネルギー資源を利用していく

べきだ。私なら、太陽光と太陽熱エネルギ

ーに投資する。なんという偉大な電力資源

だろうか。この取り組みに、石油や石炭の

枯渇を待つ必要はないだろう｣ 
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【よくある質問】 

 
なぜこのプロジェクトは重要な

のか？ 
 このプロジェクトでは、独自の

技術が使用され、持続可能かつ再

生可能で、コスト効果の優れたエ

ネルギー源を供給すべく展開され

ている。同技術は、日中太陽エネ

ルギーを捕え、そのエネルギーを

貯蔵し、電力需要のピーク時、つ

まり夕方や夜間の時間帯など、必

要な時にはいつでも電力生産を予

定することができるものである。

この貯蔵システムを用いて安定し

た電力供給を行うことで、グリッ

ドの安定性が増し、風力エネルギ

ーなどの断続的な再生可能資源の

幅広い使用を促進することができ

る。 
 
なぜこの場所なのか？ 
 ネバダ州には、世界でも 高の太陽資源を利用することができる地域が複数存在してい

る。太陽エネルギーは他の資源を補充することができ、クリーンで手頃なため米国内のエ

ネルギー供給ニーズを満たし、継続的経済発展の持続に貢献する。このサイトは、敷地や

NV Energy 社の既存エネルギー伝達システムへのアクセスが良く、大部分が未開発の地域

内にあるため、必要となる新たな送電線の長さとコストを 小限に抑えることができる。 
 
なぜ公有地にこのプロジェクトの建設を提案しているのか？ 

 このプロジェクトは、BLM が管理する土地での建設が計画されている。BLM は、複数

の使用目的のためにこの公有地を管理しており、太陽放射レベルが世界 高の立地が（米

国）南西部にいくつか存在することを認識している。また、BLM が管理するかなりの土

地の太陽放射レベルが実用規模の太陽エネルギー発電所の開発に適している。再生可能エ

ネルギーは、有益に公共利用できるものだと考えており、連邦政府と州政府のリーダーシ

ップ目標と一貫性のある BLM の方針は、環境に優しい再生可能エネルギー開発を円滑に

する。このプロジェクトで工事が予定されている約 1,600 エーカーの敷地は、従来の発電

所プロジェクトと比較し規模が大きいが、同州ナイ郡で BLM が管理するすべての土地の

わずか 0.5%未満である。 

場所： ネバダ州トノパーの北東部 
 
技術： 貯蔵機能を備えた太陽熱集光技術 
 
設備容量： 110MW 
 
敷地： ～1,600 エーカーの BLM 管理下の土地 

（約 6,475km2） 
 
使用水量： 年間 600 エーカー・フィート未満 

（約 74 万 m3） 
 

配電線： ～9.5 マイル（約 15.3km） 

概 要 
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新しい発電所はどのような発電所なのか？ 

 このプロジェクトでは、ヘリオスタットが大き

な円状のフィールドに並べられ、その中心には、

高層レシーバータワーとパワーブロック（発電区

域）が建設される。高層タワー（即ち、集熱塔の

存在）は、発電効率を増加し、タワー頂上に設置

されたレシーバーは、大型のヘリオスタット（つ

まり、たくさん並べられたヘリオスタットは、ひ

とつの大きなヘリオスタットと同じ）から、確実

に太陽エネルギーを受けることができる。このプ

ロジェクトでは、視覚シミュレーションが用意さ

れており、EIS 評価書草案で閲覧することができ

る。これらのシミュレーションは、いくつかの場

所からのプロジェクトの外観を示している。 
 
夜でも高層タワーを見ることができるか？ 

 日中、（タワー頂上に設置されている）レシーバ

ーは、太陽エネルギーを吸収することで光を放つ。

夜間は太陽が出ていないため、レシーバーは作動せず、光を放たない。照明は光害を 小

限に抑えるため下向きに設計され、また、夜間の照明は作業員の安全を守るため必要な場

所のみの使用に制限される。日中と夜間にタワーを稼働させるため、連邦航空局（Federal 
Aviation Administration：FAA）は照明システムを要求している（通信タワーが、FAA
から照明を要求されているのと同様）。 
 
高層タワーの高さは？ 

 このタワーは約 538 フィート（約 164 メ

ートル）の高さのコンクリート構造物の上

に、約 100 フィート（約 30.5 メートル）

の高さのレシーバーが設置される計画であ

る。レシーバーの頂上にはメンテナンス用

のクレーンが設置され、全体で 653 フィー

ト（約 199 メートル）になる。提案されて

いる高層タワーの高さは、 少の発電コス

トを決定するための経済性 適化調査によ

り設定された。タワーの高さが高くなるに

つれ、発電効率が上がる。 
 
 

フィールドのヘリスタット。 
太陽エネルギーをタワー頂上のレ

シーバーに収集する。 

SolarReserve 社の「ライスソーラーエネ

ルギープロジェクト」完成予想図 
（カリフォルニア州）
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高層タワーからの騒音については？ 

 太陽光を集光するフィールド（ヘリオスタット）は、充分な太陽エネルギーがある時、

エネルギーを収集するために稼働する。このヘリオスタットは、日中は静かに太陽をトラ

ッキングするが、日没後は稼働しない。また、この設備は貯蔵機能を備えているため、い

つでも（夜間でも）発電することができる。パワーブロックは、大きなヘリスタットフィ

ールドの中央、と言っても敷地の境界から約 1 マイル（約 1.6km）の場所に位置している

ことから、他のプロジェクトのために実施された調査によると、騒音レベルは低いものに

なると予想している。さらに、 も近い住宅でも約 9 マイル（約 14.5km）離れている。

しかし、この問題は、騒音が住民の生活に影響を与えないよう、EIS プロセスで徹底調査

される。 
 
この施設では水が必要なのか？ どのくらい使用するのか？ 

 南西部では、水は希少資源である。SolarReserve 社はこの懸念事項を認識し、従来の「湿

式冷却」発電所と比較し、年間 高で 600 エーカー・フィート（約 740 立方キロメートル）

の水を節約するとされる、より高価なハイブリッド式冷却システムの使用を決定した。さ

らに重要なことに、我々は、このプロジェクトの結果として流域から取り出される水量を

増やさないよう、既存する水利権を使用することを提案している。我々の水と水利権の利

用案は、プロジェクトの建設許可が下りる前の EIS プロセス中に、ネバダ水資源局（the 
Nevada Water Resources Division）により、徹底的にレビューされ、分析される。 
 
このプロジェクトのメリットは何か？ 

 この太陽熱発電所のメリットは、①環境に責任を持った方法で再生可能エネルギーの安

定供給を生み出し、②年間固定資産税の支払いを通して地方経済を強化し、③この新しい

発電所を建設、稼働、保全する人々は、ネバダ州トノパーやその近隣で商品・サービスを

購入し、住んでいると思われるため、現地企業の利益を押し上げる。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
 
出典：本資料は、Tonopah Solar Energy 社の以下の記事を翻訳したものである。 
"Crescent Dunes Solar Energy Project Fact Sheet, September 2010” 
http://www.tonopahsolar.com/pdfs/FactSheet_CrescentDunes.pdf 
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（資料 No.3） 
 

【再生可能エネルギー（ナノテク・材料）】太陽電池 変換効率 薄膜シリコン 
 
仮訳 
 

ナノ構造により高まる太陽電池の変換効率（独） 
 
太陽電池を他の再生可能エネルギー資源に引けをとらないものにするため、様々な可

能性が研究されている。正しい方向への道筋には、シリコン太陽電池の表面を変える新

プロセスが必要とされる。表面上に異なったナノ構造を作り出すことで、エネルギーを

取り込む特性が向上する。 
 
 EU に資金援助を受けている N2P（Nano To Production：ナノ技術を製品へ）プロ

ジェクトの中で、研究者による太陽電池表面のナノ構造化が取り組まれている。ドイツ

のドレスデンにあるフラウンホーファー研究所（Fraunhofer Institute）では、大気圧

プラズマ化学エッチング(atmospheric pressure plasma chemical etching：AP-PCE)
プロセスの発展に焦点が当てられている。この技術は、太陽光産業で使われる湿式化学

的処理法に代わるようなものである。湿式化学的処理法に基づくエッチング技術をしの

ぐ AP-PCE の利点は、例えば化学廃棄物の削減やコスト低減、およびハンドリングの

簡素化などである。AP-PCE は結晶シリコンのソーラーウェハ表面をナノサイズに仕上

げるために利用される。フラウンホーファー研究所では、太陽電池の裏面を滑らかにす

ることによって、効率性を 16%から 17%へ、1%の改善を成し遂げた。 
 
スイス・ヌーシャテルにあるローザンヌ工科大学（EPFL）は、N2P プロジェクトの

中でもむしろ、異なるタイプの太陽電池である薄膜シリコン太陽電池の改良に取り組ん

でいる。現在、この種の太陽電池は太陽光をおよそ 7%しか取り込むことができず、従

来のシリコンウェハ太陽電池と比較すると効率性が約 40%下がる。しかし、薄膜太陽

電池は製造時の時間・材料・エネルギーが比較的少ないため、安価で環境にも優しい。

このスイスの研究所では、透明導電性酸化物（transparent conductive oxide：TCO）

からできたナノサイズの結晶の層を太陽電池のガラスの上へ蒸着させることで、太陽電

池の上部のガラス構造を変える研究をしている。この層は高い散乱効果を与えるので、

光線は電池内で長距離を移動し、それにより電池の光吸収が高まり、より多くの電子を

発生する。このことにより、標準的な薄膜太陽電池と比較して、効率性の 30%上昇が

ようやく達成できるようになってきた。 
 
表面構造を変えることによる薄膜シリコン太陽電池の効率性向上の別のプロセスと

して、超高速レーザーパルス照射がある。シンガポール製造技術研究所（Singapore 
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Institute of Manufacturing Technology）によると、この照射が表面上をナノスパイク

状にさせ、表面から光の反射を抑える。それゆえ、さらなる光が吸収される。 
 
表面をナノ構造化させる新プロセスは、太陽電池の効率性を大幅に改良しつつある。

将来的に製造コストが下がれば、太陽電池への投資の関心は大きく高まるだろう。 
 
備考 
http://www.youris.com/Nano/Energy/Nanostructures_Improve_Solar_Cell_Efficienc
y.kl 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
 
 
出典：本資料は、CORDIS Wire の以下の記事を翻訳したものである。 
 “Nanostructures improve solar cell efficiency” 
http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=26828 
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（資料 No.4） 

【再生可能エネルギー】3D 薄膜シリコン太陽電池 高効率性  
 
仮訳 

 
より高い変換効率の可能性を持つ 3D 薄膜シリコン太陽電池を考案 

（EU） 
 
 チェコ共和国とスイスの研究者、

そして両国の産業界関係者が、いわ

ゆる「バルク（bulk）型」、すなわち

結晶系シリコンを使用しない薄膜太

陽電池を開発した。彼らは、より高

い変換効率を実現する可能性を持っ

た製品を作り出すため、一丸となっ

て取り組んだ。この研究は、一部、

N2P プロジェクト注1から資金提供さ

れた。同プロジェクトは、欧州連合

（European Union：EU）の第 7 次

研究フレームワークプログラム

（FP7）の「ナノ科学・ナノ技術・

材料と新生産技術（Nanosciences, 
nanotechnologies materials and 
new production technologies：NMP）」テーマの下、740 万ユーロを獲得している。

この計画は、Applied Physics Letters 誌で紹介されている。 
 
 チェコ科学アカデミー（Academy of Sciences of the Czech Republic：ASCR）の研

究者とスイス拠点の企業グループ、Oerlikon Solar Lab 社の専門家は、原料から、高

歩留まりでかつ低コストで太陽電池を工業的に生産するための、長期的な選択肢のあ

る開発を目標としている。この研究チームによれば、これらの太陽電池は、アモルフ

ァスシリコン太陽電池セルと微結晶シリコン太陽電池セルとのタンデム接合型太陽電

池となる可能性が高い。最終的に見出される結論は、さらに高効率なエネルギーであ

る。 
 
 しかし、プラハの ASCR 物理学研究所（Institute of Physics）で太陽電池グループ

を率いる Milan Vanecek 氏は、これら薄膜太陽電池の弱点、つまり、安定した発電効

                                                  
注1 N2P プロジェクト：「3D（3 次元）ナノ構造表面のための大気圧プラズマ処理をベースとした、柔軟

性のある生産技術と設備」 
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率が、今最も注目される結晶系シリコンウエハよりも、はるかに低いことを指摘して

いる。 
 
 Vanecek 博士は、「アモルファスと微結晶シリコン太陽電池をより安定させるために

は、電気接点間のスペースを狭くし、電池をとても薄くしなければならないが、これ

では、結果的に光吸収を不十分にしてしまう。これらの電池は基本的に、平面形状の

デバイスである。アモルファスシリコンの厚さは 200～300 ナノメートル注2だが、微

結晶粒シリコンの厚さは 1 マイクロメートル注3以上である」と説明している。 
 
 しかし、この設計の優れている点は「光吸収力が強く」、電極間の距離が安定してい

る光学的に厚い太陽電池セルを中心に置いていることである。 
 
 チェコの研究者は、「我々の新しい 3D 設計の太陽電池は、プラズマ CVD（プラズ

マ化学気相蒸着法：plasma-enhanced chemical vapour deposition）という十分成熟

し、信頼性のある技術を使用している。この技術は既に、液晶ディスプレイのための

アモルファスシリコンをベースにした電子機器の生産に使用されている。我々は、単

に、太陽電池の蒸着に、新しいナノ構造を持った基板を追加しただけである」と述べ

る。 
 
 研究チームは、ナノ構造を持った基板の表面には、酸化亜鉛（ZnO）ナノ柱、また

は透明導電性酸化被膜にエッチングされた多数の蜂の巣状のマイクロホールやナノホ

ールが広がっていると説明する。同チームは、後者の模様を（穴だらけであることか

ら）「スイスチーズ」と呼んでいる。 
 
 Vanecek 博士は、「この後者のアプローチは太陽電池の蒸着が上手くいくことを見出

した。これらの発電効率の可能性は、太陽電池の工業生産で圧倒的に多い現在の多結

晶ウエハ太陽電池の範囲内だと予測されている。さらに、多結晶シリコンパネルと同

じパネル効率（12%～16%）を持つマイクロモルフパネル（Micromorph（微細構造） 
panels）のコストが極めて低いことが、工業規模での生産を後押しするだろう」と指

摘している。 
 
 研究チームは、効率性をより一層最適化し、向上させるために、引き続き研究を行

っていくと述べている。 
 
 
 

                                                  
注2 1 ナノメートルは、1/100 万ミリメートル。 
注3 1 マイクロメートルは、0.001 ミリメートル。 
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より詳細な情報については、以下のウェブサイトから参照できる： 
 
チェコ科学アカデミー： 
http://www.cas.cz/index.html  
 
Oerlikon Solar Lab 社： 
http://www.oerlikon.com/solar/ 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
 
出典：本資料は、以下の CORDIS の記事を翻訳したものである。 
“Scientists design 3D thin-film silicon solar-cells with better efficiency potential” 
http://cordis.europa.eu/fetch? 
CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=33447） 
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（資料 No. 3,4-1） 

＜資料 3,4 の詳細関連資料＞ 
 
仮訳 

 
N2P(Nano To Production)プロジェクト － ナノ技術を製品へ（EU） 
 

 
 
大気圧プラズマ処理に基づくフレキシブルな生産技術と

設備機器による 3D ナノ構造表面の実現 
 
 
 
 

このプロジェクトは、欧州研究技術開発 FP7 ナノテクプ

ログラムの 4 つのテーマ、ナノサイエンス、ナノテクノ

ロジー、材料、新しい生産技術(NMP 注1)に基づくもので

ある。 
 
 

 
 N2P プロジェクトは、契約承認番号 CP-IP214134-2 N2P として、740 万ユーロの助成

を受けている。FP7 プログラムの大型統合プロジェクトの詳細は、プロジェクトリファレ

ンス＃004250 およびプロジェクトの進捗状況を参照のこと。 
 
プロジェクト実施期間：2008 年 6 月 1 日～2012 年 11 月 30 日 
 
 
プロジェクトの目的 

 
N2P－大気圧プラズマ処理に基づくフレキシブルな生

産技術と設備機器で 3D ナノ構造表面を実現 
 
ここ数年、3D ナノ表面を直接製造できる新しい構造と

応用技術の開発において、目覚ましい進歩が見られた。

                                                 
注1 NMP: Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies 
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しかしながらこれを実現する適当な製造技術がないために、その活用は限定されている。

このプロジェクトで我々は、大気圧表面処理・プラズマ技術に基づいたイノベーティブで

製造ラインに組み込める高生産性技術を開発する計画である。既に知られている 3D ナノ

構造化の手法には、特定の用途向けに適合させたナノ構造を製造するためのエッチングと

コーティングの 2 つの手法がある。プロジェクト全体のターゲットは、以下の通りである。 
 
・ナノテク分野の先進的研究成果と工業ベースの大量生産とのギャップを埋める 
・影響の大きい応用分野へのナノテク導入を実証する 
・持続可能な欧州大手企業ネットワークを構築 
・産業応用を意図した研究開発 
・設備機器メーカー 
・エンドユーザー向け産業 
 
技術の応用 

 
プロジェクトの主なインパクト分野(実用化される分野)が
選定され、さまざまな応用分野で実証されている。 
 
 
 

 

 

太陽電池表面の構造 

第一の分野は、太陽電池表面の構造に焦点を当てる。セル表面をナノ構造化すれば、変

換効率が最大 25%まで向上すると見込まれ、商業化の実現可能性に劇的な影響力を持つ。 
 
殺菌性を持つ表面構造 
第二の分野は、殺菌効果を持つ表面構造に焦点を当てる。伝染病の発病につながる感染

伝達制御は、複数のアプローチのみが有効であるとの理由から、伝染病の感染に関する関

心が高まっている。このような表面に 3D ナノ構造を組み合わせることで、表面で病原体

を固定し、かつ非活性化する計画である。 
 
電極表面にカーボンナノチューブ 

第三の分野は、電極表面上に配列カーボンナノチューブを直接成長させることに焦点を

当てる。このカーボンナノチューブの材料を、エネルギー貯蔵システムの主な構成要素と

見られている高負荷コンデンサ（例：ハイブリッド電気自動車向け）に利用するための研

究が、現在行われているところである。 
 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1074,  2011.6.15

66



 
 

接合面の適合化 
第四の分野は、耐久性のあるポリマー表面への接着を実現するため、3D のナノ構造技

術やコーティング技術を用いて接合面を調整することに焦点を当てている。ここでは、軽

量材料を用いることでエネルギー消費量を削減することを目指す。 
 
研究成果 
18 ヵ月間でのプロジェクト成果 
WP1  c-Si 太陽電池のためのプラズマ化学エッチング 
WP3  薄膜太陽電池のための TCO レイヤー構造 
WP5 感染対策：プロセスおよび材料の研究 
WP7 エネルギー貯蔵 －プロセスおよび材料の研究開発 
WP9  接着耐久性をもたらすインターフェース技術 
WP11  分野横断的な設備開発 
（WP: Working Project） 
 
プロジェクトの統合 
この｢統合プロジェクト｣の重要な側面として、従来の分野横断的な共同研究により見込

まれるメリットが挙げられる。選択されている 4 分野の目的に即した研究開発活動に集中

する一方で、我々は、高生産性のための生産基盤となる技術を基に、水平で｢分野横断的｣

な技術の強力な相互関係を構築した。｢相互利用｣を実現する水平なテクノロジープラット

フォームは、以下の技術分野で確立された。 
 
・大気圧 CVD 技術 
・大気圧プラズマ 
・3D ナノ構造化のための表面処理/エッチングおよび結晶核生成方案 
・表面 3D ナノ構造および薄膜フィルム解析 
・生産工程のモニタリングおよび制御、品質評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1074,  2011.6.15

67



 
 

WP1 CSI 太陽電池注2のためのプラズマ化学エッチング 
  シリコンソーラーウェハ処理向け大気圧プラズマ化

学エッチング(AP-PCE)処理の開発が、WP1 の主要目

的である。ここでは、表裏両表面のマイクロ構造、ナ

ノ構造モルフォロジー注3を取り入れることで、太陽電

池の性能向上を目指している。 
 

AP-PCE 開発のプロジェクトの第一段階では、以下

のテーマについて研究が行われる。 
 

さまざまなプラズマやエッチングガスに対する一般

的な AP-PCE 処理の特性評価と、これらが、裏面を誘

電体で不動態化した太陽電池構造のシリコンウェハに

ついて、光学モデリングを行った結果生じる表面モル

フォロジーに与える影響(赤外線の波長帯あたりで

12%にまで吸収力がアップ)。 
 

大気圧プラズマ化学エッチング技術は、特に、赤外

線近くの領域の太陽光放射に対して太陽光閉じ込め効

果を最大限に高めることを狙って、太陽電池構造の裏

面の表面モルフォロジーを変化させる上で非常に有益

な技術である。この技術により、セルの集光特性が向

上するだろう（主に裏面が誘導体で不動態化した構造の場合）。Al-BSF(アルミニウムが包

含された裏面電界)を持つ構造では、17.1%まで変換効率がアップした。 
 
 
WP3  薄膜(TF)太陽電池のための透明導電酸化物薄膜(TCO)層のナノ構造化 

このプロジェクトの主な目的は、次世代の太陽

電池技術に適合し、太陽光を多く捕捉できる性能

を持つ 3D ナノ構造レイヤーの導入により、薄膜

フィルム太陽電池の変換効率を引き上げることで

ある。 
 
ここでは、ナノ構造化した透明導電酸化物薄膜

(TCO 薄膜)を、再現可能な安定した処理工程で蒸

着することにより、また、TCO 薄膜表面のナノ構

                                                 
注2 銅、インジウム、セレンの 3 元素からなる薄膜系の太陽電池 
注3 モルフォロジー：顕微鏡写真のような材料表面の状態を、数学的に分析する手法のこと。 
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造テクスチャを変更するプラズマ処理後の工程を開発

することにより、変換効率をアップするのが狙いであ

る。 
また、薄膜太陽電池の発電効率を、標準的な TCO を

用いた場合と比較して 10～25%向上させることを目

指している。これにより、ワットピーク(Wp)あたりの

製造コストがより低い薄膜フィルム太陽電池実現への道が開かれるのである。 
 
このワークパッケージ内の活動の１つとして、フッ素ドープ酸化スズ(SnO2: F)をナノ構

造化した TCO 薄膜上に、さまざまな前駆体や共反応体より、常圧化学蒸着法(AP-CVD)
で蒸着されている。これらの TCO 薄膜は、その光特性(光の散乱、伝達、吸収)と電気特性

に特徴を有しており、これらを用いて太陽電池が生産されている。そして、光電変換によ

り生成された電流の性能や変換効率が、市販されている｢リファレンス(参照用)｣や標準的

な TCO 薄膜と比較されてきた。 
 
これまでに行われてきた活動の主な結果によれば、最高品質の TCO 薄膜を用いたセル

の変換効率は、TEC-8(製造ラインに組み込まれている TCO 薄膜)に使用されているセルよ

りも少なくとも 7%高く、旭硝子社(AGC)製の透明導電膜｢タイプ U｣に蒸着されているセ

ル(広く普及しているが、ライン化されていない TCO 薄膜)の変換効率に相当する。このプ

ロジェクトには、変換効率が参照用 TCO よりも少なくとも 10%高くなり、さらに特性が

向上するといった明快な展望がある。 
 
プラズマ後処理の開発に関し、２つの異なる大気圧プラズマ技術のための実験装置(プラ

ズマノズルおよびリニア直流アークプラズマ)が設置された。これらの装置はともに、TCO
表面の調整能力について検証された。表面モルフォロジーの変化や伝導率測定結果が示す

ように、セル表面のナノテクスチャは、見事に実証された。 
 
再現が可能な、安定した処理方法の開発のため、現場におけるスペクトル分光モニタリ

ング技術が開発された。酸化スズ（SnO2:F）蒸着時に APCVD 蒸着方式のコーティング

ヘッドで生成された気体生成物の空間計測の実証にも成功している。迅速な空間計測の準

備が行われており、ナノテクスチャ化された TCO の生産技術のモニタリングを統一する

ことで、今後、プロセス制御の改善が実現するものと見られている。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
出典：本資料は、N2P(Nano To Production)の以下の記事を翻訳したものである。 
http://www.n2p-project.eu/index.php 
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（資料 No.5） 
 

【再生可能エネルギー】太陽光 インバーター HERIC®-トポロジー 
 
仮訳 
 

ソーラーインバーター：エネルギーロスを半減（独） 
 

リサーチニューススペシャルエディション 2011 年 5 月 
 
 
スイッチの工夫で、シリーズ・プロダクションのインバーターのエネルギーロスを半減し、

効率性が 96%から 98%に向上し「HERIC®-トポロジー」により、99%を超える世界記録

の効率性の達成が可能となる。 
 

 「ものの数分での出来事でした。」Heribert 
Schmidt博士は2002年の春のその日を思い出す。

改良のチャンスを得ようと、ドイツ、フレイグバ

ーグのフラウンホーファー太陽エネルギーシステ

ム研究所(ISE)にあるオフィスで、博士は頻繁にイ

ンバーターのスイッチングプランについて考えて

いた。そして、突然の閃きとともに、うまく単純

な解決策を思いついた。ただちに研究室へとイン

バーターを急いで取りに行き、新しいインバータ

ーを数本並べて半導体スイッチを２ヶ取り付けた。

「それから、制御装置を少しいじっただけで、そ

の解決策を実証しました。」電子工学の博士号を持つエンジニアは、このように、その革

新的な歩みを手短に説明してくれた。その結果エネルギーロスが半減し、効率性は 96%か

ら 98%へと向上した。 

 
電力供給の主要コンポーネント 

インバーターは、系統連系した太陽光発電システムにおいて、太陽電池の次に重要なコ

ンポーネントである。太陽電池モジュールは、直流の電気を発電するが、その電流が公共

の電力系統へと供給される場合、系統に合った交流へと変換される必要がある。そこで、

インバーターがこの作業を行う。単相インバーターは、太陽電池からの直流を中間的に蓄

電する入力側にあるバッファ・キャパシター、急速なスイッチのオンとオフにより直流を
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「切り刻む」4 個の半導体スイッチを備えるインバーター・ブリッジ、そして、（言わば荒

削りの）交流を完全な正弦波電流へと変換する出力側にあるインダクタの、3 つの必須部

品から構成されている。 
 
短時間でアイデアから商品へ 

アウトプットインダクタとインプットキャパシタ間の電流の戻りによりエネルギーロ

スの大部分が起こるということが、Schmidt 博士にはわかっていた。従って問題はこれを

どのようにして阻むかということだった。「簡単なことではないか。」突然の閃きの後、

Schmidt 博士は言った。「特定のインターバルでキャパシタとインダクタを完全にデカッ

プリング（分離）させると、電流の戻りを阻止することが出来て、インプット時の電圧の

急上昇の結果発生する電磁波の干渉が起こらなくなります。」Schmidt 博士は、ただちに

その発明について、HERIC®トポロジーとして特許を取得し、ドイツのコンスタンツにあ

る SUNWAYS 社との新規のデバイスシリーズの共同開発に着手した。専門家は驚愕し、

ただちに数々の受賞と高い評価が続いた: 「この性能カテゴリーにおいて圧倒的に最高の

デバイスである。」そしてこのベーシックなアイデアに周辺特許が認められ、

Fraunhofer-Gesellschaft は現在、追加的なライセンシーについて交渉中である。 
 
「2009 年には、99%を超える世界記録効率性がインバーターで樹立された。」と、同研究

所の所長である Eicke Weber 教授は強調する。1988 年より同研究所に所属している

Schmidt 博士は、20 件以上もの特許を取得しているベテランの発明家である。特許である

HERIC®は、同研究所に利益を供するライセンス契約を、そして Schmidt 博士にはフラウ

ンホーファー賞をもたらしたのである。 
 

Fraunhofer-Institute for Solar Energy Systems ISE （フラウンホーファー太陽エネルギーシステム研究所） 

所在地: Heidenhofstrasse 2  79110 Freiburg, Germany     URL:  www.ise.fraunhofer.de 

コンタクト: Dr. Heribert Schmidt Tel: +49 761 4588-5226  

             e-mail: heribert.schmidt@ise.fraunhofer.de 

プレス : Karin Schneider  Tel : +49 761 4588-5174  

     e-mail : karin.schneider@ise.fraunhofer.de 

 

 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
出典：本資料は以下の記事を翻訳したものである。 
Fraunhofer Research News  “Solar inverters: losses are cut in half” 
（http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2010-2011/17/solar-inverter.jsp） 
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（資料 No. 6） 

【燃料電池・水素・蓄電池】 バッテリー 電気自動車 熱量計 
 
仮訳 

 
バッテリー温度の最適化：熱すぎず冷たすぎず（米国） 

 
 
 平均的な米国のガソリン価格は

1 ガロン(4.546L)あたり 4 ドルで

あるため、ドライバーや自動車メ

ーカーは、電気自動車への移行を

考えている。 
 
 大気汚染の心配や、海外からの

原油輸入への依存を懸念し、この

ような電気自動車への移行がすで

に検討されており、消費者の電気

自動車への関心は高まり続けてい

る。しかし、自動車の動力に対す

る米国民の意識のスイッチが、ガ

ソリンから電気へと切り替わる前

に、自動車メーカーは、ドライバ

ーが期待する走行距離、性能、信

頼性、安全性を満たしてくれる次世代電気自動車用のバッテリーを必要としている。 
 

LVBC(大容量バッテリー熱量計)は、これらの新型自動車を実際に走行させるために不可

欠なツールである。昨年、米国エネルギー省(DOE)の機関である NREL(国立再生可能エネ

ルギー研究所)が公表したこの LVBC は、電気自動車用バッテリーから生じた熱を正確に

計測し、その温度がシステム上に与える影響を分析し、性能を 大限に発揮しながら製品

寿命が 長となるように、バッテリー温度の管理方法の特定に役立つよう設計されている。

DOE の自動車技術プログラムにより、 新型自動車向けバッテリー技術のために、LVBC
の開発と製造に対する支援が行われた。 
 
 
 
 
 

先進的な NREL のバッテリー熱量計はこの種の設備では世界

大容量の試験槽を備えている。 下段より時計回りに、

Matthew Keyser、Dirk Long、John Ireland(敬称略)。 

クレジット：Dennis Schroeder 氏 
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 消費者にとって魅力的な電気

自動車を製造するには、これら

の自動車が必要とする電力を提

供するバッテリーは、手頃な価

格で長持ちする上に、幅広い運

転条件や気候条件でも 大限に

効果を発揮して機能する必要が

ある。 
 
次世代の電気自動車や軽トラ

ックには、電力のみでのさらな

る長距離の走行が求められると

考えられており、このため自動

車用バッテリーパックに求めら

れる電力もさらに大きくなる。

バッテリーパックがさらに大きくなるにつれ、その性能、電池寿命、安全性、価格面の改

善の上でも、バッテリー温度の調整がなおさら重要になる。そこで、自動車メーカーが熱

制御を評価し、バッテリー性能を 適化するための 強ツールが、NREL の LVBC なので

ある。 
 
｢NREL の LVBC は、電気自動車向けバッテリーシステム全体をテストするのに十分な

大きさと正確性を持つ初のシステムなのだ｣と、バッテリーシステム開発設計大手の

AllCell Technologies 注1社の会長兼 CEO、Said Al-Hallaj 氏は述べる。｢我が社は、この

先端機器が、次世代電気自動車のバッテリー・マネジメントシステムの開発に不可欠で

あると強く確信している｣と同氏は続けた。 
 
自動車のエネルギー貯蔵プロジェクトを率いる NREL のチーフエンジニア、Ahmad 

Pesaran 氏は、｢ラップトップパソコンに電力を供給する、さらに大型で 新式のリチウ

ムイオンバッテリーの技術は、プラグイン・ハイブリッド自動車や電気自動車のための、

エネルギー貯蔵における次の技術革新の波だ。リチウムイオンバッテリーは、温度が高く

なると耐久年数が短くなり、温度が低くなると、電力供給量が小さくなり、自動車の性能

全体を悪くしてしまう。NREL の LVBC を用いれば、リチウムイオンバッテリーが発する

熱やバッテリー効率を正確に計ることができるのだ｣と述べている。 
 
 
 
 
                                                 
注1 AllCell Technologies 社 http://www.allcelltech.com/ 

NREL の技術者 Matthew Keyser 氏が手にしているのは、

A123 バッテリーモジュール。その下に見えるのは、彼が設計

し、助手とともに組み立てた熱量計である。 

クレジット：Dennis Schroeder 
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最大電力量と正確性 

 
熱量計の中で 大かつ

も正確な LVBC を用いれば、

バッテリー、モジュール、サ

ブ電池パック、またフルサイ

ズの電池パックであっても、

充電時や放電時に発生した熱

を正確に測定することできる。 
 
この熱量計は、大容量の試

験槽と、 先端の熱の分離お

よび制御が可能な、温度幅の

広いオプションを兼ね備えて

いる。また、LVBC は、Ford 
Electric Focus、Chevy Volt、
Tesla Roadsterといった車種

に使用されている液冷式バッテリーをテストするために設計された唯一の熱量計である。

GM 社は、Chevy Volt 用のバッテリー製造の際に、NREL の古い熱量計を用いた。 
 
｢我々は、この技術にニーズがあることは知っていた。ただ、小容量の熱量計で電池や

小型モジュールをテストできるというメリットは、我々や自動車メーカー、バッテリーメ

ーカーに与えられているものの全体像の、ほんの一部にすぎないのだ｣と LVBC を開発し

た NREL のチーフエンジニア、Matthew Keyser 氏は述べている。 
 
 LVBC は大型であるにも関わらず、その熱流束測定の性能は極めて正確である。あなた

が手を洗っている短時間に、発生エネルギー量について、15 ミリワットという低い発熱率

や 15 ジュールという低入熱まで記録できるのである。このような検出感度レベルを、大

容量エネルギー測定で得るためには、優れた熱的分離や、実際の運転条件でバッテリーを

テストする能力など、多数の設計革新が必要であった。この熱量計は、熱レベルやエネル

ギー効率を実際の値のプラスマイナス 2%の範囲で割り出すことができるのである。 
 
 
 
 
 
 
 

写真左より NREL の研究者 Dirk Long 氏、John Ireland 氏。 

NREL の熱試験施設で、バッテリーに関する 先端研究を行うため、

同研究者グループが設計、組み立てを行った熱量計にカバーを取り

付けている。 
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自動車の発売開始前のトラブルシューティング 

 
米国先端電池コンソーシアムのメンバーである、クライスラー、フォード、GM といっ

た自動車メーカーが、バッテリーの温度管理に関する問題を綿密に分析することは、自動

車メーカーが温度に関する問題を解決したり、理想の温度範囲にバッテリー温度を維持で

きるシステムを設計するのに役立つ。新しい次世代バッテリーや温度管理システムは、次

世代電気自動車向けに 適化されているため、LVBC が提供する総合的かつ正確な情報は、

自動車やバッテリー産業にとって必要不可欠になるだろう。NREL は、LVBC に使用され

ている A123 システム、LGChem-CPI、Johnson Control Saft など、多数のバッテリーデ

ベロッパーが提供したバッテリーをテストしている。 
 
これらの自動車が米国内の車道を走行し始める前に、温度管理に関する問題に取り組む

ことで、自動車メーカーには、より求めやすい価格で、高性能オプション付きのガソリン

動力自動車を顧客に提供し、価格の高騰から解放される傾向がある。 
 
NREL の取り組みの詳細については、｢エネルギー貯蔵｣の頁注2を参照のこと。 
 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
 
 
出典：本資料は、国立再生可能エネルギー研究所（NREL）の以下の記事を翻訳したもの

である。 
“Best for Batteries: Not Too Hot, Not Too Cold” 
http://www.nrel.gov/features/20110513_calorimeter.html 
 
 

                                                 
注2 エネルギー貯蔵に関する頁 http://www.nrel.gov/vehiclesandfuels/energystorage/about.html 
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（資料 No.6-1） 

＜資料 6.の関連詳細資料＞ 

 

仮訳 

 

大容量バッテリー熱量計(LVBC) の概説 
 

NREL(国立再生可能エネ

ルギー研究所)は、省エネ自動

車向けバッテリー開発を支援

するため、米国エネルギー省

(DOE)からの資金援助や、バ

ッテリー業界および自動車業

界からの支援を受けて、大容

量バッテリー熱量計(LVBC)
の設計、製作を行った。現時

点では、ハイブリッドカー、

プラグインハイブリッドカー、

純電気自動車は、限定された

範囲内でしか実現されていな

い。これは、リチウムイオンバ

ッテリーのコストが高く、電池

寿命、幅広い気候条件下での性能が十分でないためである。電池寿命や性能に影響を与え

る１つの重要な要因はバッテリー作動温度であり、このため、自動車のバッテリーシステ

ムを適温に調整することが不可欠となっている。 
 
電気自動車に用いられる次世代バッテリーシステムは、幅広い走行条件においても、多

数回の充電サイクルを経ても、最適温度で作動し、最高効率で動作する必要がある。NREL
の LVBC は、これらの次世代自動車に用いられる大容量バッテリーのバッテリー効率や発

生した熱を測定できる唯一の熱量計である。この熱量計の試験容器のサイズは

40x60x40(cm)で、バッテリー向けのこの手の熱量計としては世界一で、電池、モジュール、

サブパック、フルサイズのバッテリーパック数個を検証する能力がある。この熱量計はま

た、フォードエレクトリックフォーカス(Ford Electric Focus)、シェビーボルト(Chev Volt)、
テスラロードスター(Tesla Roadster)、といった車種に使用されている液冷バッテリーなど

を単独に検証することができる。 
 
デザインの革新  

NREL の大容量バッテリー熱量計は、モジュール内のセルからの発熱、セル間の接合部

LVBC の制御コンピューターを前にする NREL の技術者たち 

クレジット: Dennis Schroeder 
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からの発熱、バッテリー制御部からの発熱、温度管理システムからの発熱、自動車との結

線部からの発熱を識別できる。熱の発生ポイントを理解することが、バッテリーパックや

温度管理システムを設計する上での手掛かりとなる。 
下の図は、熱量計の断面図であり、以下に示される設計上の多くの独特な特徴の内、主な

ものを表している。 
 
・大容量試験容器 
・試験容器の全 6 面を取り囲み、正確に温度制御された恒温槽 
・高出力電池の緻密な検証に用いられるブスバー(母線)注1 
・空冷式および液冷式バッテリーを検証する能力 
 

熱量計 LVBC の機能 

 試験容器の中にバッテリーパックが 1 個設置されており、これが電気配線され、必要に

応じて、バッテリーにつながる液冷ライン(liquid cooling lines)が、外部ポンプと恒温槽に

接続される。バネの付いたクランプで試験容器の蓋が固定され、温度変化に関係なく、密

閉状態が保たれている。恒温槽内の液体が、ステンレスの貯蔵タンク内に汲み上げられ、

                                                 
注1 母線とは、発電所・変電所内で、電源から生じるすべての電流を受け、また外線に分電する幹線のこと。 
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試験容器の 6 面全て、すなわち試験容器全体を液中に沈める。そして恒温槽は、40℃～

100℃の範囲の望ましい試験温度に設定できる。この熱量計は熱質量が大きいため、約

1,980 ポンドの冷却材を持つ冷却システムは、10,000 平方フィート(929 平米)の建物を冷

房するのに十分な冷却装置を備えている。この装置の加熱能力は、3,000 平方フィート

(278.7 平米) の家を暖めるのに十分なものである。 
 

このシステムには多数の PID 制御注2を使用しており、熱量計が設定温度に近づくにつれ、

冷却を段々弱め、設定温度よりプラスマイナス 0.001℃の範囲に温度を維持する。商用バ

ッテリーテスターは、集中電源とプログラム制御可能な電力負荷を装備しており、一般的

には、すべての運転サイクルでの実際の利用状況のシミュレーション、または、性能仕様

限界のバッテリーパックをテストするために、バッテリーパックの充放電を行う。バッテ

リーサイクラーは、実車を用いずに、実際の走行時の条件でエネルギー貯蔵システムをテ

ストするため、時間の経過に対する電圧、電力、あるいは電流といった、あらゆる変化を

シミュレーションすることができる。 
 
バッテリーパックが充放電を行う際に熱が発生し、この熱が、エネルギー貯蔵システム

から熱流束センサーを通過して、恒温槽へと流れる。この熱量計(LVBC)は、この熱の流れ

をプラスマイナス 15mW の精度で測定することができる。時間経過に対するバッテリー負

荷の変化の１サイクルが完了すると、LVBC は、バッテリーの温度が下がっている間のデ

ータ収集を続ける。 
 
熱量計データ 
自動車メーカーは、これらのデータを用いることで、バッテリー性能を予想し、バッテ

リーパックを希望の温度範囲に維持できる温度管理システムを設計できるのである。バッ

テリーパックの使用温度の制御は、最も重要であるが、これは、使用温度が性能(電池の出

力や容量)、充電受入(回生ブレーキ時)、電池寿命、安全性、自動車の運転・維持の費用に

影響を与えるためである。 
 

LVBC のデータの活用により、バッテリー管理の複雑さを最適化しながら、バッテリー

の寿命が延び、稼働温度が改善されると考えられている。その一方、バッテリー管理シス

テムの複雑さを最適化し(最大限に利用し)、その結果、バッテリーのコストが低下し、電

気自動車の市場浸透を高めることができるようになるのである。 
 
詳細情報については、LVBC のファクトシートを参照のこと。 
 

                                                 
注2 PID 制御(Proportional-Integral-Derivative Controller)：フィードバック制御の一種。入力値の制御を出力

値と目標値との偏差、積分、微分の 3 つの要素によって行う方法。 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 

 
 
出典：本資料は、国立再生可能エネルギー研究所（NREL）の以下の記事を翻訳したもの

である。 
 “Large-Volume Battery Calorimeter” 

http://www.nrel.gov/vehiclesandfuels/energystorage/lab_lg_calorimeter.html 
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（資料 No. 7） 

【政策】DOE 戦略計画 
 
仮訳 
 

米国エネルギー省 2011 年戦略計画を発表 
 
 
ワシントン D.C.- 米国エネルギー省(The Department of Energy: DOE)は、2011 年

戦略計画を発表した。これは、アメリカの安全や繁栄を確実にするという省の核となる

ミッションを果たすための総合的な詳細計画であり、トランスフォーマティブ(革新的)
な科学技術解決策によりエネルギー・環境・核への課題に取り組む。 
 

DOE 戦略計画の冒頭に、チュー長官は次の通り記している。「米国の科学界やテクノ

ロジー界において、DOE は重要かつ独特な任務を担っている。省の使命やプログラム

は、重要な課題をサポート出来る最高の科学者や科学技術力を生み出すように策定され

ている。これは(システム)インテグレーターのようなもので、様々な科学者やエンジニ

アを国立研究所や学究的な世界、多領域にわたる民間部門から集約し、最も複雑かつ切

迫した挑戦のソリューションを見つける努力をする。この戦略計画は、省が研究への投

資や新テクノロジーの発展、革新的アプローチの普及によってエネルギー経済を変換さ

せるリーダーシップを担うよう計画されている。」 
 

DOE の戦略計画は４つの異なったカテゴリーで構成され、省の本部から研究室、国

立研究所にわたって分野横断的な共同研究の取り組みが行われることを表している。主

な内容は次の通りである： 
 

 米国のエネルギーシステムをタイムリーで実質的かつ効果的に変容させ、クリーン

エネルギー技術における米国のリーダーシップを確保する 
 

 戦略分野の明確なリーダーシップをもって、理工学における活気のある努力を国家

経済繁栄の要石として維持する 
 

 防衛や核不拡散、環境への取り組みを通し、核安全保証を強化する 
 

 ミッションを最大限に成功させるため、DOE 利害関係者すべての最善の英知を集

結させる運営や変化に対応できる体制を定着させる 
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戦略計画の発表の一端として、チュー長官が DOE 本部にて職員に演説を行う。この

演説は現地事務所や機関、国立研究所に中継でウェブ放送される。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、以下 DOE の記事を翻訳したものである。  
 “Department of Energy Release 2011 Strategic Plan”  
http://www.energy.gov/news/10322.htm 
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（資料 No.7-1） 
＜資料 7 の関連詳細資料＞ 

 
米国エネルギー省の戦略計画（部分訳） 

仮訳 

（p9～p18 の和訳） 
 
米国エネルギーシステムの変革 

 
目標：米国エネルギーシステムをタイムリーで実質的かつ効果的に変革させ、クリーン

エネルギー技術における米国リーダーシップを確保する 

 
(1) 米国は再生不可能な資源の不足増加に直面している。 
(2) このエネルギー不足と外国からのエネルギー供給への依存傾向は、米国の安全保障

並びに国民の健康、安全および福祉にとって深刻な脅威である。 
(3) 米国全体の経済、環境、および社会的目標に併せて、現在かつ未来のエネルギーニ

ーズを満たすためにも強固な国家エネルギープログラムが必要とされる。 
(4) エネルギー政策、規制、および研究開発･実証に対する責任は、様々な省や機関で

分断されている。従ってエネルギー供給と省エネプログラムの効果的な調整に必須

な包括的かつ一点集中体制が取れない。 
(5) ゆえに米国エネルギープログラムの策定と執行には、主な連邦政府のエネルギー機

能を行政機関の単一部門に統合することが必要とされる。 
 

-エネルギー省組織法(1977 年)からの抜粋 
 
エネルギーにおける DOE の役割を定義した 34 年前のエネルギー省組織法の条文で

の決定は今日でも幅広く適用されている。石油への依存の縮小および温室効果ガスの削

減は、現在の米国エネルギーシステムの主要な２大課題である。これらの課題は手ごわ

い。1977 年から 2010 年の間に、米国内における原油の輸入と輸出の差は年間合計 9
億 3,300 万バレル以上(39%近く)に増加した注1。地域に対する環境の不安は高まってい

るが、温室効果ガス濃度の上昇という世界的な脅威は幅広く認識され、関連する影響は

さらによく理解されている。DOE はこのような危険な状態の気候傾向に対して解決法

の解明に尽力している。入手しやすく信頼性のあるエネルギーの利用こそが米国の経済

成長の要でありながら、エネルギーの生産、貯蔵、輸送および利用における米国のハー

ド面・制度面でのシステムは、様々な重要な面で不完全なままである。環境･経済･社会

的影響に動かされ、オバマ大統領は次の明確な目標を打ち出した。 

                                                  
注1国際的な石油の輸出入 2010 年米国エネルギー情報局

http://www.eia.doe.gov/emeu/international/oiltrade.html 
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 2005 年をベースラインにして、エネルギー関連の温室効果ガス排出を 2020 年まで

に 17%、2050 年までに 83%削減する。 
 2035 年までに米国の電力のうち 80%をクリーンエネルギー源から作り出す注2。 
 2015 年までに米国の道路に 100 万台の電気自動車を走らせる。 

 
 
 
 現在、米国の全ての一次エネルギー注3のうち

80%以上が、加えて米国輸送燃料の 95%以上が化

石燃料に由来している注4。これらの割合は旧態依

然とした状況下では、25 年以上先でもほとんど変

化はないことが予想される注5。このシナリオでは、

米国エネルギー消費と二酸化炭素排出は現在の状

況で著しく増加してゆくと同時に、世界的なエネ

ルギー消費も 2 倍の速さで増加すると考えられる。

これは、経済協力開発機構(OECD)以外の諸国にお

ける人口増加や発展によるためである注6。同様に、

水は多くのエネルギー技術に不可欠であり、もし、

気候変動により局地的な水循環に変動があれば、

それに関連する水の需要量は今後拡大するだろう。

米国のエネルギー技術研究開発は、このような相

互依存を認識するべきである。 
 

この事情により我々の前に横たわる課題への取り組みが設定される。それは、長期に

わたるエネルギーおよび環境目標を達成するために、官民の領域にわたって協力し、現

在のエネルギーの捉え方を変えなくてはならないということである。この課題の規模は、

エネルギーシステムに必要な変革はすぐには成し遂げられないことを決定づけている。

しかし進行中のエネルギー変革を促進する試みは、国家安全保障や貿易収支を改善し、

世界規模のチャレンジにおける米国の指導力を発揮させるだろう。 
                                                  
注2 「クリーン･エネルギー基準」という意味でのクリーンエネルギーは、再生可能エネルギー、原子力、

コンバイン・サイクルガス、および二酸化炭素の回収をともなう化石燃料と定義されている。ファクト・

シート：一般教書：オバマ大統領の未来を勝ち取る計画 2011 年  
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/01/25/fact-sheet-state-union-president-obamas-plan-
win-future 
注3 「エネルギー展望年報 2010 年における 2035 年の予測」 図 1 資料。2010 年米国エネルギー情報局 
http://www.eia.gov/oiaf/archive/aeo10/pdf/0383(2010).pdf 
注4  エネルギーレビュー月報、2010 年 12 月号、表 2. 5.  2010 年米国エネルギー情報局 

http://www.eia.gov/FTPROOT/multifuel/mer/00351012.pdf 
注5 EIA 年間エネルギー展望 2011 年初期発表、表 A2. 2011 年米国エネルギー情報局 
注6 国際的なエネルギーの見通し 2010 年 2010 年米国エネルギー情報局 

http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/ 

ニューメキシコ州ロスアラモスで米国内

ARRA 出資による初の水力発電プロジェク

トである Abiquiu 水力発電プロジェクトが

完了した。プロジェクトはロスアラモス国

立研究所にクリーンエネルギーを提供す

る。 
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この文書は国家エネルギー計画ではなく注7、むしろ DOE の技術力や影響力に焦点を

当てた戦略であり、国の目標達成の道筋に関するシンプルな仮説に基づいている。石油

の利用は、燃費基準を引き上げ、自動車の電気化を段階的に図り、新型バイオ燃料の生

産を増加させることで減少するだろう。温室効果ガス排出は、効率の改善および低炭素

エネルギー発電技術の普及(従来の再生可能エネルギー･原子力･二酸化炭素の回収と貯

留など)、配電網の現代化や国政を通して削減されるだろう。 
 

DOE には適切に対処できる実質的な資産（強み）がある。

それは基本的な科学的発見や発明、応用研究、本格的な

技術実証、財政展開、政策分析および情報教育源といっ

たものである。米国エネルギー基盤は主に民間企業に所

有、運営されており、エネルギーシステムの変革が着手

されているにも関わらず、従来のエネルギー資源が優位

な状況が続いている。従って、クリーンエネルギー技術

の普及に必要とされる投資をその規模で最も多く担わ

なくてはならないのは民間企業である。米国の戦略は厳

しく資源の優先順位を決め、使用可能な資源の資産をて

こ入れすることである。エネルギー生産や利用に関連す

る重要な機関は、米国環境保護局や運輸省、商務省、内

務省および農務省といった省以外にある。従って、DOE
は取り組みを強化し、他の機関や州、地域政府によって

制定された方針や規制に合わせて活動し、この変革を通

じて国にとって安全で確実、かつ環境的にも優しいエネ

ルギーを確保しなくてはならない。 
 
アメリカ再生･再投資法： 
クリーンエネルギー経済の基盤構築 

 
アメリカ再生･再投資法(The American Recovery and Reinvestment Act : ARRA)に

より、先例のないほどの額の資金が DOE を通して記録的な速さで投じられた。ARRA
資金および 2009 年事業年度で増加をみせた予算は、ともに前年より 187%もの増加を

見せており、結果プログラム･マネージャーから調達担当や法務担当まで機関のあらゆ

る部署で大きな負荷がかかった。ARRA は新しく広範囲にわたるプロジェクトに資金を

提供した。エネルギー分野では、エネルギー産業にわたってイノベーションを加速させ

る税控除や、世界的な設備能力の大部分にあたる最新型自動車テクノロジー電池を製造

                                                  
注7 DOEの4年毎テクノロジーレビュー(http://energy.gov/qtr/)が国のエネルギー計画発展の第一歩である。

他の機関は国の計画に関わってゆかなくてはならない。 

DOE は太陽や風力のようなテクノ

ロジーのため、クリーンエネルギー

の研究･開発･実証･展開に投資す

る。 
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する設備の建設、並びにあらゆる州や郡、大都市などが利用できるエネルギー効率化補

助金などがある。これらのプロジェクトは、クリーンエネルギー経済を通して長期にわ

たる繁栄の礎を築きながら、今現在も経済成長を促進させている。 
 

ARRA 施行後の最初の 18 ヶ月間で DOE は次の事項を含む様々なことを成し遂げて

きた。 
 

 助成金申請において、国の優秀なエンジニアや科学者の参加を募り、1 年以内で

30,000 件以上の応募の選考を行うなどの評価プロセスをより厳密にした。  
 新しいクリーンエネルギー経済を土台としているプロジェクトの 8,000 件以上に

資金を提供。例えば、再生可能エネルギー普及、エネルギー効率化、新型の自動車

や燃料、グリッドの現代化、科学やイノベーション、環境の浄化および二酸化炭素

の回収と貯留など。 
 DOE の再生法資金から 352 億ドルの出資とクリーンエネルギープロジェクトで

1,000 億ドル以上支援する民間投資資金に対する 75 億ドルの政策減税のてこ入れ。 
 30 億ドルを費やして米国国立研究所の研究目標を拡大かつ促進。 
 助成金や契約、融資保証、税控除などで 82 億ドル以上を費やして全米の中小企業

を支援。これらの企業はすでに株式公開を果たした。 
 四半期ごとに 40,000 件から 50,000 件以上の常勤雇用の創出および確保。 

 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
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米国が持つ技術を展開 

 
需要の伸びを抑制するため、省エネルギーを推進 

 エネルギー効率の改善は、米国の国家エネルギー目標の達成に向けた、最も迅速で、

コスト効率的な方策のひとつである。しかし、経済全体での効率改善は、個々のビル、

施設、車輌や設備の総合的な改善を通してのみ達成される。 
 
 DOEは、家電機器やその他の電子機器の最終用途での基準を決めるという独自の役

割を担っており、また、運輸省（Department of Transportation）により定められた

車輌燃費基準を通知している注 8。米国は、根本的な技術的な厳密性とエネルギー効率

基準のインパクトにおいて、世界的リーダーシップを追求する。DOEは、以下の事項

を達成する： 
 
（1） 実施されている基準を強化する。 
（2） 少なくとも 5 年ごとに、家電機器のエネル

ギー効率最低基準を見直す。 
（3） 最低（または最高）の効率的制限ではなく、

ある製品種類の全体的なエネルギー強度の

範囲に対応するための基準とプロセスを構

築する。 
（4） ビル、家電機器、車輌および産業効率を改

善する新技術の可能性と限界を理解するた

めに、競争段階前の研究開発をてこ入れす

る。 
 
 DOE は、現状のビル部門で使用されるエネルギ

ーの、少なくとも 75%に対応するエネルギー効率基

準とその試験方法を構築する。家電機器の基準に加え、様々な仕組みに取り組むこと

によって、米国のビル部門で使用される全米エネルギー消費の 40%と産業部門におけ

る同 30%において、大幅な省エネを達成する。さらに、住宅、ビルおよび施設の効率

改善のための新たなアプローチを進める。 
 
 現状の車輌効率の改善は、輸送部門で使用される全米エネルギー消費の 30%を大幅

に削減できる可能性がある。DOE は、車輌効率を向上させる、材料、エアロダイナミ

ックス（空気流体力学）、およびエンジンとパワートレイン技術を見出し、その導入促

                                                  
注8 運輸省高速道路交通安全局「2011 年年式乗用車と小型トラックの平均燃費基準」2011 年、運輸省。

同基準は以下のウェブサイトから参照できる：

http://www.nhtsa.gov/DOT/NHTSA/Rulemaking/Rules/Associated%20Files/CAFE_Updated_Fina
l_Rule_MY2011.pdf 

従来の白熱電球 15 個と電球型蛍

光ランプを取り替えることで、年

間 50 ドルの節約になる。 
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進のため、産業界と提携し、政府の規制機関全体に対して燃料経済拡大のチャンスの

情報を提供する。また、2015 年までに 100 万台の EV を普及させるという大統領目標

達成に向けて取り組む。 
 
ターゲットとするアウトカム注 9： 

 DOEと住宅都市開発省（Department of Housing and Urban Development）は、

2013 年度末までに、総計 110 万戸に対して、コスト効率が優れたエネルギー改善

を行うために協力する。DOEのプログラムは推定約 100 万戸の改善に貢献する（最

優先達成目標）。注 10 
 省エネ基準（年間最低 6 つの家電機器）やベストプラクティスの新規設定や更新、

および 2015 年までに米国規格協会（American National Standards Institute：
ANSI）が認定する商業・産業部門対象の省エネ認証プロセスを確立することによ

って、エネルギー使用合理化経済への移行を助長する。 
 
クリーンエネルギー技術の実証と普及 

 米国は、我々が必要とするクリーンエネルギー

技術を作り出すための新たな産業革命において、

世界を先導し将来の雇用を創出するチャンスを有

している。今世紀において米国の競争力を確実な

ものにし、エネルギー目標を達成するためには、

我々は米国でクリーンエネルギー技術を開発、普

及しなければならない。 
 

我々のエネルギー課題にとって重要な進歩を

遂げるためには、消費者と産業界の双方が革新的

技術を導入する必要がある。現時点では、真のエ

ネルギーコストを反映した確固たる包括的エネル

ギー政策が欠如しており、民間部門によるクリー

ンエネルギー技術の導入は、国家エネルギー目標

を達成するのに十分な速度で進んでいない。DOE
は、極めて将来性のある同技術の早期導入者のリ

                                                  

Gs）

注9 戦略計画の抱負の実施における成功度の評価を DOE が確実に行えるように、各目標には「目標とす

るアウトカム」と称される成果を測定（評定）する数値を設定している。特に文中に断りのない限り、

すべてのターゲットとするアウトカムの日程は暦年である。 
注10 大統領指令を受けて策定された、DOE の最優先達成目標（High Priority Performance Goals：HPP

は、国民に直接的価値を提供し、および/または重要機関のミッションに反映されている。HPPGs は

評価、定量化、測定可能な成果のアウトカムを提示している。DOE の 7 つの HPPG 目標は、重要で

あるが、DOE 全体のリソースを必要とし、重点的に取り組むべき達成可能な課題を示す DOE の領域

を表わしている。これら課題には、詳細情報は以下のウェブサイトから参照できる：

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2011/assets/management.pdf. 

改造されたフォード社のエス

ケープ PHEV が太陽光発電シ

ステムから充電している。 
NREL の EV グリッド統合プロ

ジェクトの一環。 
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スクを軽減することによって、このプロセスを進展させることができる。 
 
 DOE は民間部門の融資を引き出し；①再生可能エネルギー事業に対して、従来のエ

ネルギー資源事業と比較し低利回りの融資を適用し、②革新的クリーンエネルギー技

術に関連する技術と政策の両方にリスクを持つ、という 2 つの基本問題に取り組む。 
 
 DOE の融資プログラムは、今後短期間で、クリーンエネルギー分野への投資を促進

することにおいて重要な役割を果たす。企業は、融資保証により資本コストが下がる

ため、財政的に実現不可能なクリーンエネルギープロジェクトを開発することができ

る。DOE の適正評価により健全な技術の民間の資金調達を促進する。 
 
 我々は今後、DOE のクリーンエネルギーの取り組みを調整するために、基礎・応用

研究からパイロット・実証プロジェクトまでの開発サイクルのすべての段階で、統合

された計画、予算管理および管理運営を行う。DOE は、革新的で、高度なクリーンエ

ネルギー技術の国内商業展開を加速させるため、融資保証プログラム（Loan 
Guarantee Program）を活用する。 
 
ターゲットとするアウトカム： 

 2012 年までに（在来型の水力発電とバイオ発電を除く）再生可能エネルギーの発

電量を倍増させる（最優先達成目標）。 
 2015 年までに、年間 50 万台のプラグイン・ハイブリッド自動車用のバッテリー

生産能力を支援する（最優先達成目標）。 
 2012 年 9 月までに、運転年数が 60 年を超えた軽水炉の材料劣化問題の包括的評

価を完了する。 
 
送電網の近代化 

 今日の送電網は、より効率的で、信頼性があり、

安全であることが必要である。現代のよりスマー

トな送電網は、消費者の節約と米国経済をより効

率的に運営する一助となり、再生可能エネルギー

資源の急成長を促進し、エネルギーの信頼性を強

化する可能性がある。しかし、新技術は、公共の

電力配給業者を含む公共事業者が、関連統合シス

テムの性能に対する確信を得た時のみ導入される。従って、実生活で新技術の効果を

理解できるように、十分な計器を装備したマイクログリッドを促進している；そこで

は、産業界や研究者を問わず、オープンな専門家評価コンテストにより、その性能を

得られるようになる。同様に、DOE は公共事業者とシステムオペレーターと協力し、

大量電力系統内の新技術と運用戦略を理解とその特徴付けを行い、よりクリーンな電

新技術が配電網へ導入される。
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力部門への移行を円滑にする。 
 
 グリッド資産（送電網資産）は、システムとその構成部品が良く理解した場合のみ、

効率的に使用することができる。最近のシステムセンサーの配備は、送電網の運営に

対してかつてないほどの知見を提供しており、DOE は、ここから得た知識が広く業界

標準モデル、ツールおよびデバイスへと普及されること確実にするために、産業界と

提携していく。我々は、従来技術と再生可能エネルギー資源の自動的な同期化や制御

など、変化する再生可能エネルギー資源を化石燃料資源により良く統合することがで

きる技術と運営方法を開発する。同様に、貯蔵とその他の技術の導入、さらに改善さ

れた運営方法により、より柔軟性を持った、効率的な送電網の管理が可能になる。DOE
は、周波数調整から大量エネルギー管理（bulk-energy management）に活用される

貯蔵技術の実証と普及を促進する。 
 
 送電網への技術導入により、それはアクティブ制御配電網へ移行をともなうが、送

電網の安全性を著しく拡大する。DOE は、新たな脅威を監視し、エネルギーインフラ

の信頼性を引き続き保証していくためのインフラ強化を推進しつつ、安全性と通信標

準を確立のために、産業界やその他の連邦機関とともに共同作業を行う。 
 
ターゲットとするアウトカム： 

 2013 年までに、1000 個以上の同期フェーザ計測器（synchrophasor measurement 
unit）を設置することにより、配電網

をより良く理解し、その調整を可能に

する。 
 2013 年までに、2,600 万個以上のスマ

ートメーターを住宅やビジネスに設置

する。 
 2015 年までに、実用規模のエネルギー

貯蔵コストを 30%削減する。 
 
米国に必要な新たな研究計画の構築 

 
 DOEは、他に類のない技術イノベーショ

ン能力を有しており、2050 年までに温室効

果ガス排出を大幅に削減するという緊急性

により、米国の対応に厳しい期限を設定し

ている。エネルギー供給部門での本格的な

市場浸透には 20 年またはそれ以上の年月

がかかる可能性があるため、DOEは、2030

藻類は、エネルギー含量とエネルギー収

量が高く、海水または汚水で早く成長す

る能力を持つことから、DOE はバイオ

燃料の有望な原料油のひとつだと考え

ている。藻類由来の石油は、ガソリン、

バイオディーゼルまたはジェット燃料

へと精製することができる。 
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年までに、最低で、年間 1,000 兆BTU注 11（1quad）のエネルギー（米国の第一次エネ

ルギーの約 1%）を作り出すことができ、自信を持って商用用途の段階に入ることが予

測される技術に焦点を合わせている。我々はこの計画対象期間の中で、適用が限られ

た技術や資源を避け、国家エネルギー目標に最大のインパクトをもたらす技術を追求

する。また、コンセプトから商業化までの期間を短縮するのに適切な革新的資金調達

メカニズムを採用する。さらに、我々の目標を達成するためにはイノベーションが必

須であることから、我々のエネルギー技術ポートフォリオの 10%を、技術的、経済的

競争力の可能性を備えた新たなプラットフォームの発明に投じる。 
 

競争段階前の研究開発を通したエネルギーイノベーションの促進 
 我々は、エネルギーシステムに確実にインパクトを与えることができる、タイムリ

ーで的を射た研究開発プログラムを実施する。DOE は、商業規模のエネルギー技術の

製造・販売をしないため、最大のインパクトは、広範で適用可能な分析ツール、有効

な工学的設計ルールおよびテストベッドからのデータなどの創出と活用であり、斬新

なエネルギー技術の製造、評価および新たなエネルギー技術が成熟する一助となる。

この取り組みは、技術導入の媒介である民間部門との緊密な連携により行わなければ

ならない。次の小節では、重要な新戦略の重要要素が説明されている。 
 
新たな研究計画の構築 DOE はこれまで、知識

と技術（の実施）間の既知のギャップに取り組

むため、焦点を当てたプログラムを通して技術

革新を推進してきた。新たなエネルギー技術を

国家目標により必要とされる速度で商業化して

いくために、我々は理工学と技術開発の境界を

付けにくい研究を進める一方で、連邦政府の役

割が最大である研究開発への重視を維持してい

く。また、我々の取り組みを、より目標志向で、

多くの専門分野にわたるものにし、基礎研究と

応用研究をより上手く組み合わせ、産学官の協

力を後押しする。 

 
 さらに、市場ニーズに取り組む技術開発を促進する。産業界の技術開発に対する早

期の知見を改善することは、技術の導入を加速し、研究者が産業ニーズと制約を理解

することは、より効率的なイノベーションにつながる。 
 
 米国は、RDD&D（研究、開発、実証、展開）の複数の局面や専門分野の境界を越

えた統合を提供するため、エネルギーフロンティア研究センター（Energy Frontier 
                                                  
注11 BTU（British thermal unit）は、熱量の単位で、1055.06 ジュール。 

ARPA-E は、PolyPlus 社のリチウム

空気電池の研究開発に資金提供を行

っている。同電池を用いると、EV は、

一回の充電で 500 マイル（約 805km）

走行することができる。 

出典：PolyPlus Battery 社
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Research Centers）、エネルギーイノベーション拠点（Energy Innovation Hubs）、エ

ネルギー先進研究計画局（Advanced Research Projects Agency-Energy：ARPA-E）

および生産部門でのエネルギーシステムパートナーシップ（Manufacturing Energy 
System Partnerships）など、新たな研究活動のポートフォリオを構築している。 
 

 我々は、エネルギー部門での躍進におい

て重要な科学的障壁を確認した、エネル

ギーフロンティア研究センターを利用し、

また、各省、学校および研究所を越えた

小さな研究者グループを結び付けること

で、これらの障壁をより早く取り除くこ

とができると確信している。 
 我々は、発見志向の科学研究とトランス

レーショナルリサーチ（基礎研究から応

用分野に及ぶ研究）の並行した統合の準

備が整っている問題に、研究開発活動の

焦点を合わせるためエネルギーイノベー

ション拠点を利用し、開発ライフサイク

ルのできるだけ早い段階で商業化のチャ

ンスを認識する。 
 我々は、新しい科学的知識の創造や既存技術の漸進的改善よりも、新技術を模索

するために、DOE 内の新たな資金提供組織である ARPA-E を利用する。 
 我々は、技術開発と生産システムの設計を同時に行うため生産部門でのエネルギ

ーシステムパートナーシップを利用し、新しい低炭素エネルギーシステムを商業

規模で展開するためのコストと時間を削減する。 
 
エネルギーシステムシミュレーション 我々は、設計の改善や、実用規模に向けた設

計サイクルの移行を短縮することにより、エネルギー技術の変革を加速するという目

標を持った産業に対し、我々が開発したコンピューター・シミュレーション機能の移

管を促進する計画であり、これにより、米国の経済競争力を強化する。用途には、燃

焼技術、炭素捕捉、原子炉、送電網の運営と最適化および地下の液体輸送と貯蔵など

がある。DOE は、標準ツールセットの性能向上のため、産業部門と連携する人材を必

要としないオープンソフトウェアツールを作成する。 
 
ターゲットとするアウトカム： 

 ARPA-E は 2012 年度までに、トランスフォーマティブで潜在的にディスラプティ

ブなエネルギー技術の開発を促進し；インパクトの強いエネルギー革新の市場移

行を進め；エネルギー革新における米国のリーダーシップと国際的競争力の向上

ローレンスバークレイ国立研究所の

地球科学者が、カリフォルニア州ロン

バレーカルデラの地熱システムに付

随する温泉をサンプリングし、涌水

源、水と岩石の反応および流水の経路

と流水量を確認している。地熱は、ベ

ースロード用で電力を供給すること

ができる。 
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に貢献し；自らを革新的で極めて効

率の良い持続可能な組織として確立

させる。 
 2014年までに地下貯留層を探査する、

少なくとも 2 つの新しい革新的技術

を実証することにより、炭素隔離や

地熱エネルギーシステムなどの地質

学的技術に伴う先行投資コストやリ

スクを軽減する。 
 商業用途における内燃エンジンや核

分裂、および在来型発電所の高忠実

なシミュレーション（high-fidelity 
simulation）を 2015 年までに確証し、

高性能コンピューター・シミュレー

ションを産業エネルギー部門へ統合

する。 
 照 射 材 物 性 研 究 所 （ Irradiated 

Materials Characterization 
Laboratory）で、照射済燃料を検査

する先進技術を実証する。 
 2020 年までに、コスト効率的な電気

自動車の使用を可能にし、石油の使

用と温室効果ガス排出を大幅に削減する幹線道路輸送電気駆動部品（蓄電システ

ム、電気モーター、電気管理装置など）の革新的な解決方法を開発する。 

エネルギー貯蔵：研究開発成果から商業化 

米国科学技術局（The Office of Science and 

Technology）は、10年以上前に、バッテリー

使用に向けの新しいナノ構造カソード材料の

発見につながった、マサチューセッツ工科大

学（Massachusetts Institute of Technology）

での基礎研究に資金提供を行った。大学の教

職員は、このバッテリー新技術を商業化する

ために、同州ウォータートンにA123社を設立

した。さらにこの開発は、2002年から中小企

業技術革新制度（Small Business Innovation 

Research：SBIR）の助成金を、2006年から

はエネルギー効率・再生可能エネルギー局

（Office of Energy Efficiency and 

Renewable Energy）から支援を受けた。今

日では、A123システムのバッテリーは、電動

工具、ハイブリッド車とPHEVおよび送電網

関連の用途として、市場に普及している。 

 
産業界への技術移転の推進 

新たなエネルギー技術が本当のインパクトを有するために、研究所での発明を、製

品化を拡大し民間での使用への展開を可能とし、かつ利益が重要視される商業部門へ

移行させることは、絶対不可欠である。商業化を促進するため、DOE は、コンセプト

の実証から本格的な普及へ、技術移転を進めるために民間部門やその他の連邦政府機

関と協力する。 
 
 米国は、産業界と国立研究所間の契約車輌数を増加し、研究所で作り出される初期

のイノベーションの開発・普及に前向きに取り組み意思のある企業や団体などとの取

引コストを引き下げる。また、DOE は、既存の枠組みで展開することができる、コン

トラクター主導の革新的技術移転メカニズムの展開を追求し、クリーンエネルギー部

門で雇用を創出する中小企業と高成長企業を支援し、提携強化を目指す。 
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 米国は、中小企業革新制度（SBIR）、中小企業技術移転（Small Business Technology 
Transfer：STTR）計画、ARPA-E、共同研究開発協定（Creative Research and 
Development Agreements）および融資保証を介して、民間部門が DOE の研究成果を

商業化することを推進する。また、新たに開始された SBIR 第 3 フェーズ Xlerator プ

ログラムは、最も将来性のあるクリーンエネルギー技術と高成長の雇用を創出しよう

としている企業に対し、最高で 3 年間、第 3 フェーズの資金提供を行う。 
 
ターゲットとするアウトカム： 

 商業化への障壁に対応し、取引コストを引き下げる新規の契約手段を使って、産

業界による DOE の研究開発の実用化を奨励する。 
 
技術のテストベッドと実証プロジェクトの創設 

 新エネルギー技術の商業化、広範な普及および

規制当局による許可には、その性能への強い信頼

が必要である。また、運営上の不確実性は、早期

導入者のリスクを高め、市場への浸透を遅らせ、

環境リスクを生じさせるため、産業界、規制当局

および政策立案者は、技術性能から環境インパク

トまでに及ぶ問題に対する高い信頼を持っていな

ければならない。大規模で、新技術の特性を評価

することにより、これらのリスクを減らし、導入

を加速することができる。 
 
 DOE は商業化や普及に先立ち、システムレベル

の性能、メリット、課題および環境リスクを十分理解できるように、運用環境でのエ

ネルギー技術の性能を評価し、特性を評価する能力の開発を続ける。また、研究者や

産業界が同じように、ピア・レビュー（専門家評価）による自由競争により割り当て

られた研究資源（設備等）を用いて、これらのテストベッドや実証機能を利用できる

ようにする。適切な場合には、産業界と協力し、広範囲での導入を促す最大限の可能

性を持ったいくつかの実証プロジェクトを追求する。 
 
ターゲットとするアウトカム： 

 2015 年までに、少なくとも 2 つの新たな国立技術ユーザ施設を完成させる。 
 2016 年までに、小型モジュール炉の設計保証（design certification）を完成させ

る。 
 2012 年までに、セルロース系エタノールの生産コストを 1 ガロン注 12当たり 2 ド

ル未満にする技術を開発する。 
                                                  
注12 1 ガロンは、3.785 リットル。 

DOE は、化学プラント、精製所、

製造施設などの産業部門による排

出 CO2 を回収し、地下に隔離する

25 件以上のプロジェクトに、再

生・再投資法からの資金を配分し

ている。 
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 2016 年までに、少なくとも 5 件の実用規模炭素回収貯留（carbon capture and 
storage：CCS）実証プロジェクトを、オンラインで稼働させる。 

 研究所の研究開発成果を、パイロット実験と工学・システム解析研究を使用し、

新型の燃焼前回収技術と燃焼後回収技術が 90%の二酸化炭素を回収することを立

証する。基準となる発電所と比較した場合、これら技術の均等化発電コスト

（levelized cost of electricity）は、燃焼後回収技術では 35%以上の増加とならず、

燃焼前回収技術では 10%以上の増加とならない可能性を持った技術である。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
 
 
出典：本資料は、以下 DOE の記事を一部、翻訳したものである。 
“U.S. Department of Energy: Strategic Plan May 2011” 
（http://www.energy.gov/news/documents/DOE_StrategicPlan.pdf） 
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