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＜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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