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（資料 1） 
【再生可能エネルギー（太陽光発電）】 
 
仮訳 
 
米国エネルギー省(DOE)が画期的なPVセルの生産プロセス支援の 

ため1億5千万ドルを融資保証 
転換技術によりシリコンウエハー生産コストが半減 

2011 年 6 月 17 日

 
 ワシントンD.C.  -- 米国エネルギー省(Department of Energy)のSteven Chu長官は本日、

1366 Technologies社(1366 Technologies, Inc.)による多結晶ウエハーの製造技術開発プロジェ

クトに対し、1億5千万USドルの条件付き融資保証を提供すると発表した。このプロジェク

トでは、Direct Wafer と呼ばれる画期的な製造プロセス技術を使用して、年間約700から

1,000メガワットのシリコンベースのウエハーを生産することができる。革新的なこのプロ

セス技術は、ウエハーの生産コストを約半減して光発電のコストを劇的に削減するとされ

ている。プロジェクトの第1フェーズは、マサチューセッツ州のレキシントンで実施され、

70人分の正規雇用と50人分の建設関係の雇用が生み出されることが期待されている。1366 
Technologies社 は、追加的に数百件の雇用を生むことが期待される他の計画フェーズのプ

ロジェクトサイトの立地調査を実施中である。 
 
 「このプロジェクトは、PVセルのコストを著しく削減する、ゲーム・チェンジャー(状
況を劇的に変化させるもの)だ。これはまさに、世界のクリーンエネルギー競争の中でアメ

リカを最前線に位置付けるイノーベーションである。」とChu長官は述べた。「PVセルの

世界的需要が伸びる中、この種の技術はアメリカのマーケットシェアを拡大して、アメリ

カが、例えば現在多結晶ウエハーの供給で世界の60%を占める中国などの他国との競争力

を増加する手助けとなる。」 

 
1366 Technologies 社の Direct Wafering 技術の最初の開発段階では、DOE のエネルギ

ー先端研究計画局(Advanced Research Projects Agency) のエネルギープログラムで 4 百

万ドル、また DOE の Solar Energy Technology Program より 3 百万ドルの助成を受けて

いた。この革新的な製造プロセスは、4 つの製造工程を 1 つの低コストな工程に集約し、

溶融シリコンのプールから直接個々のウエハーを形成することによりシリコンの無駄を大

幅に削減する。シリコンの薄いシートは、Direct Wafer炉の中で凝固してから取り出され、

レーザートリミングによりサイズが整えられる。フル生産では、全体のウエハー形成の工

程は、3 日を要する従来のバッチ工程に比べ、わずかな時間で完了する。1366 Technologies
社の画期的なワンステップ工程により、消費エネルギーが 90%削減され、どのような規格
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の多結晶セルの製造業者でも使用できる業界規格の装置となる。 
 

 DOE の融資プログラム局(Loan Programs Office)は、Title XVII Section 1703 と 
Section 1705 融資保証プログラム、および 先端技術車輌製造融資プログラム(Advanced 
Technology Vehicle Manufacturing (ATVM) loan program)の、3 件のプログラムを管理

している。融資保証プログラムは温暖化ガス排出を回避し、削減し、または隔離するイノ

ベーティブな技術と共に商業技術の展開を支援し、ATVM 融資プログラムは先端技術車輌

の開発を後押しするものである。DOE はこれらの 3 件のプログラムにおいて、全米各州

での 35 件のクリーンエネルギープロジェクトを支援するために 330 億ドルの融資、融資

保証または条件付きの融資保証を提供している。DOE はまた、世界最大規模の太陽エネ

ルギー発電設備 4 件、地熱プロジェクト 2 件、世界最大規模のウインドファームおよびア

メリカでは 30 年ぶりの原子力発電所を含む他の多くのプロジェクトに対しても融資保証

や条件付き融資保証を提供している。より詳しい情報は融資プログラム局のウェブサイト

(http://www.lpo.energy.gov)を参照のこと。 
 

 
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。 
DOE Offers $150 Million Conditional Commitment for a Loan Guarantee to Support 
Breakthrough Solar Manufacturing Process (http://www.energy.gov/news/10380.htm) 
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（関連詳細資料 1－①） 
【再生可能エネルギー（太陽光発電）】ダイレクト・ウェハー  
 
仮訳 

 
1366 Technologies 社の 

｢ダイレクト・ウェハー(Direct Wafer)｣技術（米国） 
 
 
組織： 1366 Technologies 社 
ウェブサイト： www.1366tech.com 
連絡先： Emanuel Sachs 博士 
 
 
 結晶質シリコンウェハーは一般的に、太陽光を捕捉し、生産エネルギーへと変換す

るために PV（photovoltaic）電池に使用されている。現在まで、PV 電池の使用はシ

リコンウェハーの生産コストが高いためその適用が限定されている。 1366 
Technologies 社は、ARPA-E の財政支援を受けて、溶融シリコンから直接（ダイレク

トに）ウェハーを引き上げる斬新な生産プロセスを開発している。同社は本プロセス

により、ウェハーの生産コストを 80%削減し、設置される PV システムのコストを半

減することができると予想している。米国はこの生産プロセスを利用し、PV 電池の生

産コストを大幅に低減することで、2025 年までに年間太陽エネルギーで 500GW の増

産をし、5 億メトリックトンの二酸化炭素（CO2）排出量を削減できるかもしれない。

このプロジェクトが成功した場合、国内エネルギーの生産を増加させ、太陽光発電業

界での新たな雇用を創出する可能性がある。 
 
プロジェクトファクトシート（PDF 395 KB）注 1 
年次報告書 2010 ファクトシート（PDF 141 KB）注 2 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
 
出典：本資料は、ARPA-E の以下の記事を翻訳したものである。 
“1366 Technologies: 1366 Direct Wafer: Enabling Terawatt Photovoltaics” 
http://arpa-e.energy.gov/ProgramsProjects/OtherProjects/RenewablePower/1366Di
rectWaferEnablingTerawattPhotovoltaics.aspx 

                                                  
注1 http://arpa-e.energy.gov/LinkClick.aspx?fileticket=U0JqK8gPC_Q%3d&tabid=220 
注2 http://arpa-e.energy.gov/LinkClick.aspx?fileticket=8JSb58pE7d0%3d&tabid=220 
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（関連詳細資料 1－②） 

【再生可能エネルギー（太陽光発電）】ダイレクト・ウェハー 

 

仮訳 

 
ARPA-E注1プロジェクト：1366 Technologies社の 

ダイレクト・ウェハー・プロジェクトのファクトシート（米国） 
 
プロジェクト名： ダイレクト・ウェハー（Direct Wafer） 

テラワット規模の太陽光発電を可能に 
組織： 1366 Technologies 社 
資金： 400 万ドル 
ウェブサイト： www.1366tech.com 
 
プロジェクト概要 

 太陽光発電（PV）をテラワット規模に増加させ、エネルギー生産、二酸化炭素（CO2）

排出量の削減および米国内の雇用という ARPA-E 目標を達成するためには、以下の 3
つの基準を満たす PV デバイスを生産しなければならない： 

① 低コストで（<$0.08/Wp（ワットピーク、watt peak）注 2）」、 
② 豊富な材料から生産され、 
③ 高効率性（>20%）を持っていなければならない 

結晶質シリコンは、これら 3 つの基準すべてを満たすことができる唯一の技術である。

シリコンの市場浸透を制限しているただ一つの障壁は、ソーイング（切断工程）によ

るコストと廃棄物を発生せずに、高効率なウェハーを生産するという 35 年間にわたる

壮大な課題である。 
 1366 Technologies 社は、ダイレクト・ウェハーと呼ばれる切り溝（カーフレス）ウ

ェハー・プロセスを開発してきた。この技術は PV のコストと供給に関する制限を排

除し、PV を隙間（ニッチ）産業から主要産業（メインストリーム）へと変換させるも

のである。ダイレクト・ウェハーは、すでに設置済みの PV システムコストを、$4/W
までから$2/W（$0.10/キロワット時）へと大幅に削減し、ウェハーの設備資本コスト

を 90%削減する。ダイレクト・ウェハーは劇的にコストを削減することにより、2025
年までに、米国内に 600GW の PV システムの設置を可能とし、年間 6 億 9,400 万メ

トリックトンの CO2 排出量を削減し、数百万人の雇用を有する国内 PV 生産・設置産

業を生み出す可能性を持っている。 
 
                                                  
注1 エネルギー省高等研究計画局（Advanced Research Partner Agents-Energy）は、大きな変革をもた

らすようなエネルギー関連技術の研究開発促進のために、2009 年にエネルギー省内に新設された組織。 
注2 ワットピーク（watt peak、Wp）は、出力が変動する発電方法の電気を、標準として定められた条件

の下で得られる電力をワット数で表したもの。 
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なぜ民間投資ではなく、ARPA-Eによる資金提供なのか？ 
 ダイレクト・ウェハー開発のコストと技術的リスクがこのプロジェクトを民間投資

に適さないものにしている。研究室の環境からパイロット生産へ、開発を進めるコス

トは膨大である。これは、シリコンの高純度を保ちつつ、高温処理する必要性と、こ

の作業を支えるための最先端技術の特性のためである。また、過去の数々の挑戦失敗

から、個人投資家もカーフレス技術への投資を躊躇している。ハイリスクで高利益な

技術、PV に適した材料を取り扱うことによる高いコスト、そして「ほとんど成功だが

完全には成功していない」カーフレス・プロジェクトの歴史というこの二つの要素に

より、ARPA-E からの資金提供を非常に有益なものにしている。 
 
技術の独自性と利点 

 ダイレクト・ウェハーは、PV 分野において重要な技術的突破口である。これにより、

米国は、シリコン PV の技術的リーダーシップを取り戻し、米国の力強い PV 製造業を

確立できる。本来のシリコンをベースにした PV 技術の多くは、1970 年代～1980 年

代に米国で開発されたが、結果的に商業化され、標準化されたのは海外だった。最終

的に、エネルギー分野での米国のリーダーシップは力強いシリコン PV 製造業によっ

てのみ確実なものになる。他の PV 技術では、基礎である低コスト、高効率性、そし

て、大規模な効果を支えるための地球に豊富にある原料という基本的要件を組み合わ

せることができない。 
 
アドレッサブル市場注 3と潜在顧客 
 ダイレクト・ウェハー技術は、PV 市場の 80%を超える標準基板となる可能性を持

っている。世界需要を満たすため、我々は米国に我々自身の生産施設を建設し、世界

各地の数百の顧客に販売する予定である。ダイレクト・ウェハーの 80%のコスト削減、

少額な必要資本および既存のサプライチェーンと整合性をとることにより、迅速な商

業化を促進するだろう。潜在市場の規模は、30%を超える市場成長率により、2015 年

までに 170 億ドルになるだろう。 
  

                                                  
注3 さまざまな条件が満たされたときの潜在市場。 
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Biosの主要なチームメンバー 
Emanuel Sachs氏、最高技術責任者（Chief Technological Officer：CTO） 

Sachs博士はPV分野で 30 年以上の経験を持つ、マサチューセッツ工科大学

（Massachusetts Institute of Technology：MIT）教授である。同教授は、50 件以上

の特許を保有し、3,000 人以上の雇用を創出したPV技術の「ストリングリボン（String 
Ribbon）」注 4など、10 億ドル以上の新技術を商業化している。また、機械工学の理学

士号を 1975 年、理学修士号を 1976 年、そして理学博士号を 1983 年に取得した。 
 
Frank van Mierlo氏、社長 

Mierlo 氏は世界各地の主要な技術系企業にて、営業、マーケティング、事業発展お

よびエンジニアリング分野で 20 年以上の経験を持っている。また、MIT の機械工学

の理学士号、スタンフォード大学の機械工学の理学修士号、そして、欧州経営大学院

（European Institute of Business Administration：INSEAD）の経営学修士号を有

している。 
 
感謝の表明 

 1366 Technologies 社は、ARPA-E プロセスとそのスタッフのプロ意識（専門的技術）

に非常に感銘を受けている。同社は 3 件の政府による資金提供、①DOE インキュベー

タープログラム（300万ドル）、②DOEプレ-インキュベータープログラム（50万ドル）、

③ARPA-E からの資金提供（400 万ドル）を受けている。我々の申請書提出から、最

終契約の署名までの ARPA-E プロセスに要する期間は、ほんの 3 ヶ月半で、通常の

DOE 契約プロセスよりも 4 倍以上も早い。このプロセス全体が効率的で、プログラム

マネージャーから弁護士、契約担当官などのスタッフは豊富な知識を有し、協力的だ

った。選考プロセスは競争が激しく、徹底的なものだった。ARPA-E は、エネルギー

の特定分野というものでなく、プロジェクトの品質のみに着目している。同社はこの

画期的アプローチにより、潜在的効果を最大限にするための自由と柔軟性を利用する

ことができた。 
  

                                                  
注4 ストリングリボンは、PV 産業に適した多結晶系シリコンストリップの生産方法。 
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図表／スタッフの写真 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
 
出典：本資料は、ARPA-E の以下の記事を翻訳したものである。 
“ARPA-E’s 37 Projects Selected From Funding Opportunity Announcement #1” 
http://arpa-e.energy.gov/LinkClick.aspx?fileticket=U0JqK8gPC_Q%3d&tabid=220 
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（部分和訳） 

 

（関連詳細資料1－③） 

（部分和訳）

Photovoltaics; 
Opportunities and Challenges 

太陽光発電；好機と挑戦 
 

本資料はMITの「太陽電池挑戦プロジェクト」に

関するプレゼンテーション資料を部分飜訳した
ものである。 

太陽エネルギーの利用は危急の課題太陽エネルギ の利用は危急の課題 

米国の陸地の0.2%を20%の変換効率のPVシステムで敷き詰米国 陸地 を 変換効率 シ テ 敷き詰
めれば米国の全消費電力を発電できる 
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シリコンＰＶの歴史と現状 

累積生産量（GigaWp） 

地球全体
発電設備
コスト／
kWh 

地球全体
の7%をPV
で生産 

石炭発電単価で太陽光発電 

（熱流速） 

 
太陽定数 太陽からの直線に対し垂直な単位表面積が １天文単位（１太陽定数：太陽からの直線に対し垂直な単位表面積が、１天文単位（１
AU＝地球と太陽間の平均距離）の距離にある大気外において単位時間
当たりに受ける放射エネルギと定義され、1366 W/m2 である。 
   JAXA資料：「宇宙機設計標準 熱制御系設計標準」より引用 
http://sma.jaxa.jp/JMR_JERG/data/JAXA‐JERG‐2‐310_N1.pdf 
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ウェハー：インゴット切断 vs カーフレス（切溝なし）  

現在のシリコンウェハー製造 

 

50%の汚染 

シリコン屑 

１ウェハ 当高純度シリコン インゴット鋳造 インゴット鋳造 切断ウェハー
クリーンニング（歪みのあ
るウ の チング）

1366社のダイレクト・ウェハー（Direct・Wafer)法 
１ウェハー当
たり全て（例； 

材料・エネル
ギー）2倍 

高純度シリコン  インゴット鋳造  インゴット鋳造 切断ウェハ
るウェハーのエッチング）

高純度シリコン 

ダイレクト・ウェハー：開発経緯 
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ストリング・リボン（String Ribbon)
シリコン製造法シリコン製造法

問題点：   

品質と製造能率のバラン
スス 

設備投資コストの削減 

標準サイズのウェハーの
製造 

垂直リボン成長法 
成長速度 増加 基板 低寿命成長速度の増加 基板の低寿命 

成長速度の最大化  高い温度勾配＆ 反り  高い内部応力 

高濃度線格子欠陥  低寿命 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 小笠原 一紀） 

 
出典： 本資料はMITの「太陽電池挑戦プロジェクト」に関する以下のプレゼン出典： 本資料はMITの「太陽電池挑戦プロジェクト」に関する以下のプレゼン
テーション資料（MITのSachs教授－現1366Technologies社）を部分飜訳したもの
である。 
“Photovoltaics; Opportunities and Challenges”,   Emanuel Sachs , Professor of  
Mechanical Engineering of MIT 
http://web mit edu/lmp/news/summit2010/sachs pdfhttp://web.mit.edu/lmp/news/summit2010/sachs.pdf 
 
 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1076, 2011.8.12

12



（詳細関連資料 1－④） 
 
【再生可能エネルギー】リボンシリコン 溶融体 結晶質 ストリングリボン  

 
仮訳 
 
メサ型るつぼからのストリングリボン引き上げ法(複数のシリコンリ
ボン結晶の同時成長、平面度の安定化特性の具備、材料と電力の低い
消費量)(米国) 
(2004 年 8 月 NREL 主催シリコンセル・モジュールのワークショップ資料) 

 
概要：シリコン太陽電池の回路基板を低コストに生産できる方法として、溶融体から垂

直方向に直接シリコンリボンを成長させる方法が素晴らしいということは、現時点で広

く知られている。この要因の 1 つは、スライシング工程とそれにまつわるコストが省け

ることにある。結晶を成長させる上での全く新しいコンセプトであるメサ型(台形)るつ

ぼが開発・解析されており、メサ型るつぼの簡易性とストリングリボン技術を兼ね備え

た、結晶リボンを 4 本成長させることが可能な装置は、今ではあまり利用されなくなっ

ている。メサ型るつぼは、幅 2cm、長さ 65cm の細い長いグラファイト片であり、この

上に溶融シリコンが載っている。溶融体は、るつぼの壁面ではなくエッジ(端部)に、毛

細管現象により固着することで保持される。 
 
この溶融体の自由表面は、下方に凹んだ形状をしており、リボン成長時には、溶融体

表面の断面図に変曲点が存在する。この溶融体の形状は、中心方向への成長が阻まれた

としても、リボンがメサ(台形)の中心に戻って成長する特性があり、その結果、より平

らなリボンになることが、分析により示されている。この効果は、メサ型るつぼから成

長した非常に平らなリボンにより裏付けられている。リボンの粒状組織構造は、

Evergreen Solar注1社が現在生産に用いているストリングリボンの構造に類似している。

このメサ型るつぼのコンセプトは、高レベルのオートメンション化をサポートし、この

ようなオートメーションは、4 本のリボン結晶引き上げ炉になるように設計されている。 
メサ型るつぼのコンセプトと、るつぼを取り囲む炉は、結果的に資本コストと変動費を

大幅に削減し、その一方、平坦度(フラットネス)が向上するものと予想されている。 
キーワード： 結晶質の、多結晶質の、リボンシリコン 
 
 
1. 新コンセプト開発の背景と動機 

 
 単一るつぼから複数の結晶質リボンを成長させる方法により、すでに低コストを実現

                                                 
注1 http://evergreensolar.com/en/ 
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しているストリングリボン法を用いて太陽電池向け結晶質シリコンリボンを連続的に

形成するプロセスにおいて、大幅なコスト削減が可能になる。従来のストリングリボン

法では、溶かしたシリコンから、一本のシリコンリボンがまっすぐ垂直方向に成長する。 
 
 このプロセスは信頼性があり、ほぼ連続したプロセスである。前述の論文[1]には、単

一るつぼから 2 本のリボンを成長させる方法を記し、単一るつぼから 4 本のリボンを作

る方法についても触れている。リボンを 2 本成長させる(ジェミニと呼ばれる)ため、

Evergreen Solar注2社は現在、プラントを年間 10-14MW規模へと拡張する工事に着手し

ており、2004 年末までにこれを終える予定である。この論文では、ストリングリボン法

を用いて、単一るつぼから 4 本のリボンを形成する方法について述べるが、この技術は、

結晶成長における新しいコンセプトを示している。 
 
結晶リボンを垂直方向に成長させるどのような方法であっても、溶かしたシリコンの

メニスカス注3位置を制御することは、リボンを、均一な厚みに、平坦度を保ち、低応力

で成長させるためには不可欠である。シリコンリボンが垂直方向に成長するのを利用す

ることでスライシング工程が不要になることを考慮すると、成長したリボンの平坦度が

重要な要素となる。この論文では、結晶成長の新しいコンセプトであるメサ型るつぼが、

メニスカス位置の制御、平坦度の向上、資本コスト、人件費、消耗品費の削減の実現が

見込まれる方法として紹介されている。 
 
最も簡単に想定すると、ストリングリボン法は、水平方向に｢無限｣に広がる溶融体の

自由表面から結晶を成長させる方法で、2 本の湿った｢ストリング(紐)｣の間で平らなリボ

ンが成長する。この場合リボンは平坦に成長する傾向があるが、万が一、リボンが平坦

でなくなり一部が窪み凹型になると、毛細管現象注4 (capillarity)により、リボン凹面の

メニスカス位置は高くなり、凸面のメニスカスが低くなる。 
 
しかし、シリコンの熱伝導率が高く、既に熱が薄いリボンに伝導してしまっているた

め、リボン表面の 2 つの面のメニスカス高の大きな差を維持することが難しくなる。そ

の結果、凹面のメニスカスの低い方が平衡値よりも高くなり、これにより、凹型に成長

し続けられるようになり、メニスカスの高い方は、平衡値よりも低くなる。 
 
これにより今度は、界面すぐ下の液体の角度(垂直方向に対する)が変化する。界面の

下の液体の角度と、界面の上の固体の関係は固定しているため、リボンは 垂直方向か

ら変化して、ちょうどメニスカスの高い方に傾いて成長する。このメニスカスはその後、

リボンの成長が進むにつれて、メニスカスの高い方へと移動する。｢無限｣溶融体プール

                                                 
注2 http://evergreensolar.com/en/ 
注3 meniscus(メニスカス)とは、細管内の液体の表面がつくる曲面のこと。 
注4 細い管状物体の内側の液体が管の中を上昇（場合によっては下降）する現象 
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の界面からリボンが成長する際、メニスカス高が等しくなった時点すなわちリボンが平

坦になった時に、このプロセスは止まる。 
実際には、溶融体はるつぼの中に入っているため、その広がりには限界がある。従来

の方法では、溶融体を収容するるつぼ壁は、リボンから十分離れていたため、温度や毛

細現象の観点からも、これらは｢無限に｣離れている。 
 
この論文に述べられている研究は、資本コスト、人件費、消耗品費をさらに削減し、

リボンの平坦度を改善することを目的とした取り組みである。さらなるコスト削減を見

込んで従来の技術を直接的に発展させるには、るつぼ巾を狭くする必要があり、その場

合、るつぼの壁面にリボンが近づく。 しかし、このことによって、リボンが平坦に成

長できなくなる可能性があるのである。 
 
図 1 は、中央からリボンが成長

する小さいるつぼを示しており、

左から 2 番目の図は、右寄りにず

れたリボンを示している(図は、リ

ボンの中央平面の断面図)。溶融体

がるつぼ壁に固着することにより、

それぞれのるつぼ壁にリボンがよ

り近い方のメニスカスの位置が引

き上げられる。この影響が小さけ

れば、前の段落で述べたように、

リボンが凹型に変化する安定効果

は、るつぼ壁に近い方の不安定化

効果よりも優勢となり、リボンはその後も変わらず平坦に成長する傾向がある。しかし、

るつぼ壁がリボンに十分に近い場合、不安定な壁面の影響が優勢となり、リボンは望ま

ずして凹型に成長してしまう。 

図１：  

｢壁に囲まれた｣従来のるつぼの断面図。 

左の図は、中央に位置するリボン。右の図は、 

中央右寄りに外れたリボンを示している。 

 
Evergreen Solar 社 は、単一るつぼからの複数リボンの成長に関連して、この問題に

対する異なるソリューションを 2 つ見出した。2 本のリボンを成長させるジェミニの場

合には、2 本のリボンは連続して成長するが、それぞれのリボンのメニスカスが相互に

作用するのを防ぎ、これにより、この構造における 2 本のリボンの成長が阻まれないよ

うにする方法が開発された。この論文には、この問題に対する異なるソリューションが

記載されており、これにより、4 本のリボンが、非常に小さな１個のメサ型るつぼから

成長できるようになる。さらに、後で述べるように、実質的にメサ型るつぼのコンセプ

トが平坦なリボンの成長を促進する。 
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2.メサ型るつぼのコンセプト 

 
2.1 コンセプトの説明 
 
基本的に、小さなるつぼから

成長するリボンの平坦度が不安

定な場合、るつぼには壁がある

ため、溶融体の自由表面(リボン

が存在しない溶融シリコンの表

面)が上方向に凹む性質による

ものである可能性がある。メサ

型るつぼにはこのような壁が無

いため、この影響をなくすこと

ができる。その代わり、図 2 の

断面図に示されるように、溶融

体は、平坦な表面上部に留まる

(このため｢メサ(台形)｣と言う)。その結果、溶融体の自由表面は下方に凹形となる。溶融

体がメサのエッジに合った広範囲な角度範囲をとることができるため、溶融体はメサ上

で安定している。実際、シリコン密度に対する表面張力の割合が高いため、溶融体は、

メサ平面上に最大約 6mm の高さで安定する。メサ型るつぼからリボンが成長する時、

図 2 の断面図の界面が示すように、メニスカスの位置によって形状が決まる。 

図 2：Mesa Crucible 断面の概略図。左の図は、リボンが

現れない溶融体、右の図は、リボンの成長を示している。

 
2.2 平坦度の安定化 

 
溶融体の自由表面が下向きに凹の形状と、成長したリボンとの変曲点には、平坦度の

安定効果がある。これは、従来のるつぼ壁の効果と反対の効果であるということがすぐ

にわかる。毛細管現象によって決まる形状を、液体の自由表面が決めるラプラス方程式

を用いることで、数値的に統合することで、より厳密にメニスカスの形状と界面の高さ

を予測することができる。成長界面では、溶融体表面は、境界条件の１つとなる特定の

値を持つ。このメニスカスの表面は、溶融体が固着するメサのエッジで交差する。ただ

し、その固着角度は変わる可能性がある。 
 
最終的に必要な条件は、指定の高さにおける液体の圧力であり、これは、リボン外側

の範囲に対し、ラプラス方程式の数値積分法を適用することで得ることができる。その

ような数値積分法は、メサ型るつぼの中心に寄せたリボンと、中心を少し外れたリボン

に対して適用できる。このようなソリューションは、中心に向いているリボンの片側の

界面が上昇する一方で、他方の界面が下降するということを立証するものである。この

ことで結果的に、リボンを成長させる原因となる｢元の状態に修復する特性｣により、リ
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ボンはメサ型るつぼの中心へと戻り成長する。このようにしてメサは、平坦度を安定化

する役割を持つ。 
 
平坦度を安定化させる傾向を数値化するた

めには、無次元の｢回復指数(Restoring 
Index)｣が定義される、るつぼ中心から外れて

成長したリボン両面の異なるメニスカス高の

比率で表せると考えられる。先に述べた内容

と同様、一般的に実施されるように数値モデ

ル化を行うことで、メサ型るつぼからの成長

の回復指数が約 0.40 であるということがわ

かる。これとは対照的に、｢無限｣溶解体プー

ルからリボンが成長する際の回復指数は約

+0.10 である (メサシステムの場合、リボンの

平坦化を阻む動きを阻止する能力は、従来のる

つぼの 4 倍である)。 

図 3：メサ型るつぼにより成長した 17

本のリボンの束(幅 56mm) 

 
リボンが、極めて平坦に成長するという予測は、実験結果により検証された。１本の

リボンを成長させるメサ型システムで半年以上リボンを成長させた結果、図 3 に示すよ

うな、幅 56mm の非常に平坦なリボンができた。以下に詳細を示すとおり、同じように

平坦な幅 80mm のリボンが、細長いメサ型るつぼから得られた。 
 
 

3. 複数のリボンの成長 

 

 メサ型るつぼの強みの 1つは、複数のリボンを

成長させるのに適しているという点である。 

図 4 は、メサ型るつぼ(幅 20mm、長さ 650mm)

から、幅 81mm のリボンが 4 本成長した完成予

想図を簡易的に示している。溶融体の自由表面

が下向きに凹となる性質とリボンが成長する溶

融体表面の変曲点は明確である。 

この図に示される範囲に、原料のシリコン粒

子を少量垂らすことで連続的に溶融

体が補充される。 
図 4：4 本の 81mm 幅のリボンが成長したメサ型るつ

ぼの完成予想図。反射する溶融体が部分的に明るく表

示されており、溶融体の自由表面の凹部とリボンが成

長する溶融体の形状がわかりやすくなっている。 

 
図 5 は、4 本のリボンすべてを成長

させる引き上げ炉である。 
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図 6 から、4 本リボン引き上げ炉から採取しているリボン

の長さがわかる。 
図 7 は、成長中の 4 本のリボンの端面図で、非常に優れた

平坦度が達成されたことを示している。平坦度を安定化し

ようという検討から端を発し、メサ型るつぼのコンセプト

は、その周辺で新しいストリングリボンのプラットフォー

ムが形成されてきたわけであるが、強力で非常に価値ある

ものであるということが証明された。 
 

図 5：メサ型るつぼから 4 本のリボン

が成長する引き上げ炉 

このメサ型るつぼの小さな断面図を用いれば、消耗品で

あるグラファイトを、即時に無駄なく利用できるようにな

る。加熱量が少ないと、動作電力の需要が低下する。(引き

上げ炉の運転には約 5kW が必要で、これは、典

型的な日照量約 25 日分のエネルギー回収時間に

相当する。) 
 
メサ型るつぼの形状が細長いと、必然的にホットゾーンとそれを取り巻く炉殻も細長

くなる。このような構造により、メインテナンスが容易になり、据え付け面積が最小限

に抑えられつつ、不活性ガスを有効利用するためのプラットフォーム

が提供される。 
 
特有のるつぼ形状は、るつぼと溶融体の効果的な温度管理に適して

いる。実際に、一連の温度測定技術および作動技術が開発されており、

この構造を利用して結晶の成長の完全オートメーション化が将来的に

見込まれるという、大きなインパクトをもたらした。 
 

4.まとめ 

 
メサ型るつぼは、壁が無い形状でありながら溶融シリコンを包含す

るため、溶融体の自由表面に凹みが出来やすく、実験でも確認された

ように、ストリングリボンの平坦度は、順に安定するようになる。 
 
メサ型るつぼのコンセプトは、ストリングリボン成長方法のための、

新しいプラットフォームの中核を組織

するのに役立つ。これにより、成長す

るリボンの品質を改善しつつ、劇的な

コスト削減が見込まれる。メサ型コン

セプトと多数の支援技術、特に温度測定技術や作動技術を用いて、4 本のリボンを成長

図７：メサ型るつぼから成長する 4 本のリボンの

側面図。リボンが平坦であることがわかる。 
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させる炉の開発・実証が行われている。アルゴン、グラファイト、電気といった消耗品

コストがかなり削減され、すでに低コストを実現しているストリングリボンのコストを

も下回るだろう。リボン１本あたりの資本コストが低く抑えられるようになり、システ

ムにある程度オートメーションが組み込まれ、人件費も抑えられるものと見込まれる。

さらに、リボンの平坦度が改善されることで、結果的に次工程の歩留まりも上がるだろ

。 

E ON PHOTOVOLTAIC ENERGY CONVERSION, May 

th of 
ilicon for Low Cost Photovoltaics," J. Crystal Growth, 82, 117-121, 1987 

号 NANBOH3028
て受けた資金援助について、ここに著者から感謝の意を示す。 

ar Inc., 259 Cedar Hill 

, 
iller@evergreensolar.com, hanoka@evergreensolar.com 

 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 

tiple ribbons, inherent flatness  
consumption” 

に

より、DOE との契約番号 DE-AC36-08GO28308 の下、執筆されたものである。 

う

 
5.出典 
[1] R.L.Wallace, et al, Multiple Ribbon Growth using the  String Ribbon Method, 
3rd WORLD CONFERENC
12-16, 2003, Osaka, Japan 
[2] Sachs, E.M., Ely, D., and Serdy, J, "Edge Stabilized Ribbon (ESR) Grow
S
 
6.謝辞 
米国国立標準技術研究所(NIST)の最新技術プログラムから、契約番

に

 
E. Sachs*, D. Harvey+, R. Janoch+, A. Anselmo+, D. Miller+, and J.I. Hanoka+ 
*Massachusetts Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering, 
Cambridge, MA 02139 USA; sachs@mit.edu +Evergreen Sol
St., Marlboro, MA 01752 USA harvey@evergreensolar.com, 
janoch@evergreensolar.com, anselmo@evergreensolar.com
m
 
 
 

 
出典：本資料は、NREL の以下の記事を翻訳したものである。 
”String ribbon growth via the mesa crucible; mul
stability and low materials and power 
www.nrel.gov/docs/fy04osti/36622.pdf 
本資料は、エネルギー省(DOE)管轄の NREL により掲載されたものである。 
NREL のウェブサイトに掲載された同資料は、Alliance for Sustainable Energy, LLC
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（資料 2） 
 

【再生可能エネルギー(風力発電)】風力エネルギー タービン 
 
仮訳 

 

DOEが次世代風力タービン開発支援に750万ドル弱を授与(米国) 

 
 ワシントンDC － 2011年6月28日、米国エネルギー省（DOE）スティーブン・チュー

長官は、風力タービンの次世代ドライブトレイン（動力伝達装置）開発を進めるため、カ

リフォルニア、コロラド、フロリダそしてニューヨークの4州における6つのプロジェクト

に対し、2年にわたり750万ドル弱を授与することを発表した。ドライブトレインは、中に

タービンのギアボックスと発電機を装備し、タービンの中核としてブレードの回転から電

気を発生させる役割を担っている。これらの研究開発プロジェクトが支援するドライブト

レイン技術や構造の進歩によって、米国は風力エネルギー技術において世界のリーダーと

しての地位を維持し、主要な再生可能エネルギー市場において何千もの製造業、建設業、

企画職の雇用を支え、さらに将来の風力エネルギーのコストを削減する。また今回選定さ

れたプロジェクトは、米国の洋上風力発電用の新型タービンの普及に向けた発展や促進の

助けとなる。 
 

「革新的なドライブトレイン技術が発展すれば、米国の製造業者は現在運転中のどの風

力タービンよりも大きく、コスト性に優れ、効率性の良い風力タービンを建設することが

できるだろう。本日発表したプロジェクトは、米国が基幹技術領域において世界の風力発

電産業のリーダーとなり、国内のエネルギーポートフォリオを多様化し、さらに米国の労

働者に対し新しい雇用を創出する助けとなる。」とチュー長官は語る。 
 
これらの初期段階の研究開発の取り組みでは、部品の信頼性を向上させること、つまり

ドライブトレインを再設計し、いくつかの部品の集約化により風力発電コストを低減させ

ることに注力される。例えば、ダイレクトドライブ発電機はギアボックスが不要となれば、

重量が減り、稼働部分もなくなり、そして維持費が削減される。構成部品の信頼性が増加

することは、風力タービンの全耐用期間での管理維持費を削減することになる。資金を受

けている別のプロジェクトでは、ドライブトレインが生産するエネルギー量の増加や、レ

アアース資源の使用を最小限に押さえるドライブトレインの設計開発といった研究を進め

る。ドライブトレインを構成する部品についてさらなる情報はこちらで確認できる。

（http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/wind_how.html#inside） 
 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1076, 2011.8.12

20



選定されたプロジェクトは、最高70万ドルまでの資金が提供され、フェーズⅠ期におけ

る技術コストと成熟度の評価を行う。6ヵ月間にわたるフェーズⅠの資金提供期間終了後、

プロジェクトのうちいくつかが選定され、追加の18ヵ月間で最高200万ドルの資金提供の

交渉を行う。フェーズⅡの資金授与を受けたプロジェクトは、ドライブトレインの特定の

部品の性能検査を行うための資金に利用する。 
 
以下が資金授与を受けたプロジェクトのリストである： 
 

 Advanced Magnet Lab社（フロリダ州パームベイ）は、巨大風力タービンに適用され

る革新的な超電導ダイレクト・ドライブ発電機を開発する。このプロジェクトには、

ドライブトレインのコイル配置に関する新技術が採用され、巨大なトルクの発生する

発電機の技術的な課題に対処する。 
 

 Boulder Wind Power社（コロラド州ボルダー）は、革新的な永久磁石ベースのダイ

レクト・ドライブ発電機をテストし、巨大な実用規模のタービンの性能や信頼性を確

実なものとする。また、最大10メガワットとなるタービン用の設計の要件やその最適

化により、最大10メガワットとなるタービンや洋上風力発電機上に配置したタービン

などが実証される。提案されている発電機の設計により、他の永久磁石発電機より高

効率で稼働すると考えられている。 
 

 Clipper Windpower社（カリフォルニア州カーピンテリア）が開発・試験を行う独自

のドライブトレイン設計は、従来のギアボックスを超える保守性の向上を実現し、大

容量タービンにまで拡張が可能である。 
 

 Dehlsen Associates社（カリフォルニア州サンタバーバラ）は、革新的なダイレクト・

ドライブ構想の部品を設計および試験する。提案されたドライブトレインの構成には、

ギアボックスやパワーエレクトロニクス、変圧器、およびレアアース材は不要である。

さらにこの設計は、海洋流（海洋エネルギー）発電装置にも適用できる。 
 

 GE Global Research社（ニューヨーク州ニスカユナ）は、低温の超電導技術を採択す

る10メガワットのダイレクト・ドライブ発電機の構成部品のテストを行う。提案され

た発電機は、流体の漏出の恐れを削減する独自の固定式超電導部品設計が活用される。 
 

 国立再生可能エネルギー研究所（コロラド州ゴールデン）が最適化や試験を行うハイ

ブリッド設計とは、改良型1段ギアボックスによるギヤと直接駆動機とレアアース材料

の必要量を減らした非永久型磁石発電の良さを組み合わせたものである。開発された

技術は10メガワットまでスケールアップが可能となり、現在普及している1.5メガワッ
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トのタービンの改良に利用される。 
 

これらの資金授与は、風力発電技術の研究・試験・開発・展開を行うDOEの風力・水力

発電プログラム（http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/）により支給される。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、以下の米国エネルギー省の記事を翻訳したものである。 
“Department of Energy Awards Nearly $7.5 Million to Help Develop Next Generation 
Wind Turbines” 
http://www.energy.gov/news/10400.htm 
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（関連詳細資料 2-①） 
【再生可能エネルギー(風力発電）】プログラム 
 
仮訳 
 

米国エネルギー省(DOE)の風力・水力プログラム 
ミッション、ヴィジョン、そしてゴール 

 
DOEの風力・水力プログラムのミッション、ヴィジョン、そしてゴールは、風力と水力

の発電技術性能を向上させ、コストを低減し、それらの展開の加速を支援することである。 
 
ミッション 

本プログラムのミッションは、米国国内における再生可能エネルギー生産の便益を実現

するための、信頼性があり、安価で環境的に持続可能な風力および水力の発電技術の開発

とその展開を拡大するための国家資源の責任ある管理である。 
 
ヴィジョン 

本プログラムのヴィジョンは、エネルギー保障、経済力、および環境のクオリティを最

大限に高めるために、一つのチームが風力・水力発電技術への公的資金投資を管理するこ

とである。 
 
風力発電のゴール 

風力・水力発電プログラムは、産業、国立研究所、州・地方政府、その他の連邦政府関

係機関と共に、風力発電技術の促進および風力発電の展開を加速すること目的としている。 

本プログラムでは、風力発電を 21 世紀の魅力的な先端技術の選択肢として位置付ける取

り組みをゴールとして、以下のように決定した: 

• 分散型風力発電技術: 2015 年までに、米国市場にて展開する分散型風力タービン(1 キ

ロワットから 1 メガワットまで)を、その 2007 年ベースラインの 2,400 基の 5 倍に拡

大する。 
• 大型風力発電技術: 2012 年までに、Class 4 winds(15.7～16.8 マイル/時)の大型風力

発電システムによる電力コストを、2002 年のベースラインである 5.5 セント/kWh か

ら陸上システムの 3.6 セント/kWh に低減させる。 
• 洋上(オフショア)風力発電技術: 2014 年までに、Class 6 winds(17.9～19.7 マイル/時)

の大型風力発電システムによる電力コストを、2005 年のベースラインである 9.5 セ

ント/kWh から浅瀬のオフショアシステムの 7 セント/kWh に低減させる。 
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• 再生可能エネルギーシステムインターコネクション:  国のエネルギー需要を満たす

ことを目的に、風力エネルギーが不利な立場でなく競争するのに必要な電力市場ルー

ル、連係の影響、運用戦略およびシステム設計に対処するプログラム活動を 2012 年

までに完成させる。 
• 技術の承認: 2010 年までに、最低でも 100 メガワット(MW)の風力発電システムを

2002 年のベースラインの 8 州から、30 州での設置を促進する。また 2018 年までに

は、最低でも 1,000 メガワット(MW)のシステムを、2008 年のベースラインの 3 州か

ら、少なくとも 15 州での設置を促進する。 
  
 
風力発電戦略 

プログラム戦略計画会議 

2008 年 2 月 5 日から 6 日かけて、風力・水力発電プログラムは、プログラム戦略計画

会議を開催した。資金調達プロセスの一環として定期的に開催されるこの会議には、産業

界、研究スタッフ、プログラムのピアレビュー委員会からの代表者が参加している。次年

度の研究計画を立てる際にプログラムが考慮に入れるべき、時宜を得た重要な市場動向へ

の洞察を、産業界のパートナーが確実に提供できるようプログラムの管理、戦略的計画立

案に関して議論される。2008 年度のプログラム戦略計画会議は、報告書「2030 年までに

風力発電比率を 20%に」(20% Wind Energy by 2030 report) の初期の所見に焦点が当て

られた。 
 
2008 年度風力発電戦略計画会議最終レポート(PDF 1.3 MB)を参照のこと。 
アドビリーダーダウンロード(Download Adobe Reader) 
 
 
水力発電ゴール 

風力・水力発電プログラムは、それらのエネルギー生産ポテンシャルをより深く理解し、

そのポテンシャルの実現を阻む技術的・非技術的な障害を把握し、それに対処することを

目的として広範囲に渡る高度な水力発電技術の研究開発を支援する。 
高度な水力発電技術には以下が含まれる: 

• 波、潮汐、海流、河川の自然流水、およびダムや放水路を新設しないで海洋熱勾配か

らエネルギーを取り込む海洋および流体動力技術 

• 水資源から発電するダム、放水路、あるいは貯水池を利用する従来の水力発電 

 
1976 年から 2006 年までの間、本プログラムは小水力発電実証、環境負荷緩和調査、およ

び高度水力タービンシステムを重点的に、従来型の水力発電技術の開発支援を集中的に実
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施してきた。2005 年より、米国議会は海洋および流体動力技術の研究開発の実施に多大な

新規のファンディングを認める 2005 年の Energy Policy Act および Energy 
Independence and Security Act を通して、従来型と新型の両方の水力発電技術の開発を

支援している。2008 年度、議会はプログラムの高度な水力発電技術の研究対し 730 万ド

ルの予算を承認した。 

 
水力発電戦略 

本プログラムは現在、Multiyear Program Plan の一環として、その水力発電研究のゴ

ールとターゲットを作成中である。 
 

 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 

 
 
出典：本資料は以下の記事を翻訳したものである。 
DOE – Energy Efficiency & Renewable Energy   
Wind & Water Power Program  
Mission, Vision, & Goals (http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/mvg.html) 
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（関連詳細資料 2－②） 
【再生可能エネルギー（風力発電）】 
 
仮訳 
 

2030年までに風力発電比率を20%に:  
米国電力供給に対する風力発電比率の増加 

 
米国エネルギー省(DOE)の風力・水力発電プログラム 

 
ここでは、DOEが最近発行した報告書「2030年までに風力発電比率を20%に」および関

連資料とワークショップについて紹介する。 
 

概要 

 
2008年、DOEは 2030年までに米国の電力需要の 20%を、

風力を利用して供給するための技術的な実施可能性調査に関

するレポートを発行した。この「2030 年までに風力発電比率

を 20%に: 米国の風力エネルギーによる発電比率を増加させ

る」("20% Wind Energy by 2030: Increasing Wind Energy's 
Contribution to U.S. Electricity Supply")は、DOE およびそ

の傘下にある国立研究所、風力産業、電力事業者やその他の

組織により作成された。本レポートは、2030 年までの風力に

よる発電比率 20%の増加または 300 ギガワットの風力発電容量に関するコスト、おもな影

響や課題など以下の項目について検証している: 
 

1. 風力発電比率 20%を達成するには、送電インフラの改善、設置計画の効率化や認可制

度、風力発電システムの信頼性と操作性の向上、および米国の風力発電システム製造

能力の増強が必要となる。 
2. 風力発電比率 20%を達成するには、設置する風力タービン数を 2006 年度の約 2,000

基/年から 2017 年には 7,000 基/年に増加することが必要となる。 
3. 電力系統への風力発電比率 20%の取り入れは、0.5 セント/kWh 未満で確実に実施す

ることができる。 
4. 風力発電比率 20%の達成は、原料である風力エネルギー資源の入手可能性の有無によ

って限定されるものではない。 
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5. 風力発電比率 20%達成に 必要とされる米国の最高の風力エネルギー資源にアクセス

するための新規送電線の設置場所や費用振り分けなどの送電に関する課題への対処。 

 
「2030 年までに風力発電比率を 20%に: 米国の風力エネルギーによる発電比率を増加さ

せる」の完全版はPDF 9.1 MB を参照のこと。 
 
 
レポート 

 
報告書「2030 年までに風力発電比率を 20%に」と関連資料は以下を参照のこと。 

アドビリーダーダウンロード(Download Adobe Reader): 

• 「2030 年までに風力発電比率を 20%に: 米国の風力エネルギーによる発電比率を増

加させる」(PDF 9.1 MB) 
• エグゼキュティブサマリー: 「2030 年までに風力発電比率を 20%に」(PDF 2.8 MB) 

 
 
チャプターサマリープレゼンテーション資料 

以下のプレゼンテーション資料には、「2030 年までに風力発電比率を 20%に」中のメイ

ンチャプターが要約されている。 

• チャプター1: エグゼキュティブサマリーと概要(PDF 1.6 MB) 
• チャプター2: 風力発電タービン技術(PDF 1.3 MB)  
• チャプター3: 製造、素材、資源(PDF 826 KB) 
• チャプター4: 送電と米国の電力システムへの統合(PDF 1.8 MB) 
• チャプター5: 風力発電設置場所と環境への影響(PDF 1.8 MB) 
• チャプター6: 風力発電市場(PDF 257 KB) 

 
 
ワークショップ 

 
以下のワークショップにより、「2030 年までに風力発電比率を 20%に」に提示されて

いるヴィジョンが支援されている: 
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http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/pdfs/41869.pdf
http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/pdfs/42864.pdf
http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/pdfs/20percent_summary_chap1.pdf
http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/pdfs/20percent_summary_chap2.pdf
http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/pdfs/20percent_summary_chap3.pdf
http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/pdfs/20percent_summary_chap4.pdf
http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/pdfs/20percent_summary_chap4.pdf
http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/pdfs/20percent_summary_chap6.pdf


• 2008 年 10 月 6 日～7 日、本プログラムは 2030 年までに米国の発電比率の 20%を風

力でとする目標の達成に重点を置いたワークショップを開催した。バージニア州アー

リントンで開催されたこのワークショップには、産業界、政府、NPOやその他利害関

係者のグループが参加して、米国の風力発電を 300 ギガワットまで増量するための解

決策と活動について議論した。ワークショップの議事録については、PDF 2.5 MBを

参照のこと。 
• 同年 8 月 27 日～28 日には、2030 年までに風力発電比率 20%の目標を達成するため

の製造基盤に焦点を当てたワークショップをワシントンD.C.にて開催した。目的は、

風力産業が 2030 年までに 300 ギガワットの設備容量達成を可能にする米国の風力発

電設備製造業者による戦略と活動について議論することであった。ワークショップの

議事録についてはPDF 1.5 MBを参照のこと。 

 
詳しい情報については以下の URL を参照: 

• American Wind Energy Association: 20% Wind Energy by 2030  

 

 
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。 
20% Wind Energy by 2030: Increasing Wind Energy's Contribution to U.S. Electricity 
Supply (http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/wind_2030.html) 
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http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/pdfs/20percent_wkshp_proceedings_5-19-09.pdf
http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/pdfs/wind_manuf_wkshp_proceedings_05-19-09.pdf
http://www.20percentwind.org/


（関連詳細資料 2－③） 
【再生可能エネルギー（風力発電）】 
 
仮訳  
 

風力発電によりエネルギーの新たな未来を築く（米国） 
 
 風力は、クリーンで国内調達可能な再生可能エネルギーで、米国が安定したエネル

ギーの未来を実現する手助けとなる。風力をとらえることにより、全米の地域社会に

クリーンな電力と極めて大きな経済的恩恵をもたらす。米国エネルギー省

（Department of Energy：DOE）の報告書によれば、2030 年までに、全米の電力の

20%を風力発電により供給することができるが、これは、米国に 30 万 MW の設備容

量を持つ風力発電施設が必要となることを意味している。過去数年間の風力産業の急

成長は、クリーンな電力を作り出しながら、同産業による雇用創出、経済活動の促進、

水の利用削減および温室効果ガスの排出量削減の大きな可能性をはっきりと示してい

る。 
 
 風力は、活用されるのを待っている膨大なクリーンエネルギー資源である。2010 年

の調査によれば、米国の陸上での風力資源は 1,000 万 MW で、米国沖合の安定した風

力により、この大規模な資源はますます拡大するだろう。しかし、この膨大な可能性

と急成長にかかわらず、中国は近年、風力発電の設備容量において、米国の世界一の

座を奪った。2010 年末の米国の設備容量は 40,180MW で、中国の 42,287MW を下回

っていた。米国が、世界のクリーンエネルギー経済を先導するには、194,000MW に達

しようとしている世界の総設備容量で、より大きなシェアを獲得しなければならない。 
 
産業の成長 

 2010 年の産業の成長は、2009 年の記録的成長より減速したものの、2011 年でのさ

らなる成長に向けたベースが構築されつつあり、2010 年末時点で 5,600MW 相当のプ

ロジェクトが建設中であった。米国の風力発電産業は 2010 年、120 万世帯以上へ電力

を供給するのに十分な、5,115MW が新たに設置され、15%拡大した。2010 年、米国

全体の新たな発電量の 25%が、風力によるものだった。米国風力協会（American Wind 
Energy Association：AWEA）によれば、現在、38 州で実用規模の風力プロジェクト

が進行中である。現在の米国の風力発電設備容量は、約 6,200 万トンの温室効果ガス

の排出（自動車 1,400 万台分の排出量と同等）を阻止するのに十分な電力を供給して

いる。14 州で、新たに 1,000MW 以上の風力発電設備が設置された。 
 
 最近の風力タービンは 8,000 を超える部品から構成されている。この市場へ部品を

供給するため、米国では 2007 年以降、100 を超える生産施設がネットワークに現れ、

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1076, 2011.8.12

29



公表され、または風力分野に業容を広げている。現在では、400 を超える米国の生産

施設が風力産業に部品などを供給している。 
 
 風力発電は、米国に価格競争力のある電力と良質な雇用を米国民に提供することに

加え、以下の事項も提供する： 
 排出ガスのない電力 
 雇用創出、特に、建設と生産部門での雇用創出 
 国産の電力資源 
 地方自治体の税基盤増加を含む地方経済の発展 
 従来の発電施設による水利用の削減 

 
風力発電への国家投資：成功を築く 
 風力プログラムは、風力技術を前進させ、風力発電の広範囲で確実な展開を支援す

るために、産業界、DOE の国立研究所、州政府と地方自治体や他の連邦機関と連携す

る。 
 
 以前のパートナーシップは、風力発電コストを、30 年前の 1 キロワット時当たり 80
セントから、現在の 5～8 セントまで低減した、タービン技術の進歩につながった。 
 
DOE は、以下の主要な取り組みにより、この功績を築いている。 
 

 大型風力タービン技術の進展： 
このプログラムは、より一層、信頼性と利用率を向上させ、大型風力タービン

技術のコストを削減するために、産業界とともに競争選考され、経費分担した研

究開発プロジェクトを実施する。現在の注力している領域は、先進的ローターの

開発、ギアボックスとブレードの信頼性へのイニシアティブ、設計の検証とモデ

リングおよび構成部品のテストなどである。 
 

 洋上風力開発の促進： 

 このプログラムは、米国海域での確実な洋上風力発電の開発を促進し、加速さ

せるために、州や連邦政府機関、産業界、他の利害関係者と協力する。 
 

 グリッド（配電網）の系統連系の支援： 

 このプログラムは、増加する風力発電の（米国の）グリッドへの統合を促進す

るために必要とされる連系の影響、電力市場ルール、運用戦略およびシステム計

画に取り組む。 
 

 国内の製造業の強化と雇用の創出： 
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 このプログラムは、産業界が、風力タービン構成部品の国内のサプライチェー

ンを強化するための、強固でコスト効率の良い生産プロセスの開発をサポートす

る。また、将来の（陸上ベースと洋上、双方の）風力産業に必要な熟練した人材

を開発するためのプログラムに出資している。 
 

 展開への障壁の克服： 

このプログラムは、ウィンドパワリングアメリカ（Wind Powering America）の

支援と教育イニシアティブ、さらに米国風力調整委員会（National Wind 
Coordinating Collaborative：NWCC）などのフォーラムを通して、州政府や他の

利害関係者と協力する。風力技術の利用拡大への障壁を乗り越えるため、同プロ

グラムは、風力エネルギー政策、敷地、風力開発の経済的利益と課題についての

目標と明確な情報を提供する。 
 
詳細については、次の URL から参照できる： windandwater.energy.gov 
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 米国の陸上ベースの風力資源の可能性は 

約 1,000 万 MW である。 
Photo by Iberdrola Renewables,

NREL/PIX 16110

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

米国の風力資源（地上 80 メートル、262 フィート） 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
 

 
出典：本資料は、以下の米国再生可能エネルギー局の記事を翻訳したものである。 
“Wind and Water Power Program: Building a New Energy Future with Wind 
Power” 
http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/pdfs/51240.pdf 
 
 

国 立 風 力 技 術 セ ン タ ー （ National Wind Technology 
Centre）に、DOE の GE 風力タービン（1.5GW）を設置

す る 、 国 立 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 研 究 所 （ National 
Renewable Energy Laboratory：NREL）の技術者。 

Photo by Pat Corkery, NREL/PIX 16571
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（詳細関連資料 2－④） 
 

【再生可能エネルギー(風力発電）】風力タービン 風力発電 大型 洋上 分散 製造 
 

仮訳 
 

米国エネルギー省（DOE）風力発電プログラム 
        （DOE ホームページの風力発電プログラム部分を和訳） 

 
(1) 大型風力発電の技術 
 

 ｢風力・水力発電プログラム｣は、風力発

電コストを削減しつつ大型風力発電技術の

効率および信頼性を高めるために、産業界

のパートナーと共同で取り組まれている。 

GE 社の 1.5MW 規模の風力タービン 

このプログラムの研究活動の成果として、

平均的な設備利用率(発電プラントの生産

性基準)を、1998 年以前に設置された風力

タービンの利用率 22%から、2004 年～

2007 年の間に設置された同タービンの利

用率 35%に引き上げられた。風力発電コス

トは、1980 年の約 80 セント (現実ド

ル)/kWh から、現在の 5～8 セント/kWh へ

と低下した。 
 
今後の産業を確実に成長させるために

は、信頼性のさらなる向上、利用率の増加、

コスト削減の早期実現を踏まえ、本技術が

引き続き発展しなくてはならない。この頁

では、このプログラムの大型風力発電技術

の研究成果について述べ、最近のいくつか

のプロジェクトにスポットを当てる。 
 
 

目標 
 
このプログラムの目標は、風力レベル

4(15.7～16.8 マイル/時)の地上設置型大型 Clipper Windpower社の 2.5MWk規模風力タ

ービン 
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風力発電システムによる発電コストを、ベースラインの 5-8 セント/kWh から、2012 年ま

でに 3.6 セント/kWh とすることである。 
 
 

主な研究プロジェクト 

 

これらは、同プログラムの大型風力発電技

術研究に基づく、主な研究プロジェクトの目

玉である。 
 
 
プロトタイプの開発 

 

過去 20 年間、このプログラムは産業界と

共同で進められ、多数のプロトタイプ技術が

開発されてきた。その中の多くは、商業的に

も実現可能になっている。その一つが、GE 
Wind Energy 社の 1.5 メガワット(MW)規模

風力タービンであるが、2009 年 5 月時点で、

12,000 個以上のプロトタイプのタービンが 19 ヵ国に設置されていた。 

DOE の風力プログラムは、効率を検証し、

風力タービン部品の信頼性を向上させる

ために、産業界のパートナーと共同で進め

られている。 

 
商業レベルでの成功を実証するもう１つのプロジェクトは、Clipper Windpower社注1が

製造する 2.5MW規模の風力タービンLibertyである。同社は、2.5MW規模のプロトタイプ

のLibertyを、同プログラムによる共同研究開発からわずか 3 年後の 2005 年に製造した。

また同社は 2008 年に、200 個以上の 2.5MW規模タービンを設置したのである。 
 
 
部品開発 

 
このプログラムは、産業パートナーとともに進められ、システムコンポーネントの効率

と信頼性の改善を図るものである。カリフォルニア州ナショナルシティにあるKnight and 
Carver社の注2 風力発電ブレード事業部は、発電量の 5～10%増加が見込まれる革新的な風

力タービンブレードを開発するために、DOEのサンディア国立研究所注3の研究者と共同で

研究活動を行った。Sweep Twist Adaptive Rotor (STAR)社のブレードの最も顕著な特性

                                                 
注1 http://www.clipperwind.com/ 
注2 http://www.knightandcarver.com/ 
注3 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E5%9B%
BD%E7%AB%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80 
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は、先端になだらかなカーブがあり、現在使用されているブレードの多くとは異なり、遅

い風速も含め、すべての風速を最大限に活用できるように、特別な設計がなされている。 
 
より信頼性のあるギアボックスの開発を支援するために、同プログラムでは、複数の会

社とともに、革新的な動力伝達系のコンセプトの設計、テストに取り組んできた。Clipper's 
Liberty 社の風力タービンは、4 つの最新式の永久磁石ジェネレータに動力を供給できる、

非常に革新的なマルチプル駆動パスを持つ変速装置を内蔵している。 
 
Global Energy Concepts (GEC)は、遊星ギアボックス(変速装置)と中速(190rpm)の永久

磁石ジェネレータ付きの 1.5MW規模の単段(一段式)ドライブトレインを製造した。これに

より、タワー先端部の重量とドライブトレインのコストが低く抑えられるものと見込まれ

る。Northern Power Systems注4社は、新しい電力変換装置(パワーコンバータ)を装備した

永久磁石ジェネレータを建設し、無段変速の動作を可能にした。同社のコンバータは、米

国風力エネルギー協会(American Wind Energy Association)主催の、2006 年度技術功績賞

(Technical Achievement Award)を受賞した。 
 
 

電力会社規模の研究用タービン 

 
同プログラムの下、2009 年にコロラド州、ボルダーにある国立風力技術センターに、

1.5MW の風力タービンが設置された。このタービンは、DOE が 100%保有する初の大型

風力タービンであり、風力発電技術の性能向上と風力発電コストの低減を目的とした研究

プロジェクトのためのプラットフォームとして利用される予定である。GE が製造し、通

称｢DOE1.5｣として知られる 1.5MW 規模のタービンは、同技術センターの施設向けに発電

し、地方の送電網へと電力を戻すことになる。同タービンは、発電特性テスト、タービン

の負荷データ解析、最新式タービン制御装置の設計、最新式タービン部品の開発、ウィン

ドファームの発電効率についてさらに詳細な研究を行うため、多くの機器を備える予定で

ある。  
(2009 年 8 月と 9 月に、同センターにタービンを設置する様子を低速度撮影した映像が、

原文記事より閲覧できる。末尾リンクを参照。) 
 

 

国際協力 

 
国際エネルギー機関(International Energy Agency : IEA)の風力エネルギー執行委員会

の一員として、このプログラムは、10 地域の風力エネルギー研究に参加することによって、

国際レベルでの風力エネルギー研究活動を支援する。同プログラムから米国の研究者がこ

                                                 
注4 http://www.northernpower.com/ 
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のような国際レベルの研究活動に参加することで、風力エネルギー分野における国際レベ

ルの専門家と共同研究を行い、最新の技術情報およびマーケット情報を交換する機会が与

えられ、その結果、米国産業にとって価値あるフィードバックが得られる。IEAの活動に

関する詳細は、IEAのウェブサイト注5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、DOE の以下の記事を翻訳したものである。 
”Large Wind Technology”             
http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/large_wind_tech.html  
  

                                                 
注5 http://www.ieawind.org/ 
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(2) 洋上風力発電の技術 
 
洋上風力発電の利用は、米国の温室効果ガス排出量の削減、エネルギー供給の多様化、

コスト競争力を持つ電気の主要沿岸地域への提供、経済における主要産業の再活性化促進

に役立つ。このプログラムの役割は、洋上風力発電技術の開発や展開を阻む主な障害を克

服することである。 
 
戦略プラン 

 
2011年2月7日に、DOEのスティーブン・チュー長官と、内務省のケン・サラザール長

官は、洋上風力発電国家戦略について明らかにした。その内容とは、米国内に洋上風力産

業をつくるといったものである。この戦略プランが記載された文書には、DOEが内務省と

協力の上、世界レベルの洋上風力産業の開発支援を引き受ける計画がまとめられている。

これらの活動は、洋上風力タービンで発電される電力コストの削減により、また、洋上風

力発電の展開スケジュールの短縮によって、洋上風力発電を広範囲に拡大できるようにな

るだろう。 
 
 

主要な研究プロジェクト 
技術開発 

 
同プログラムは、資本コストを抑え、信頼性を高め、運営維持費を低減し、エネルギー

捕捉量を増加することによって、洋上風力タービンによる発電コスト削減を可能にする革

新的技術の開発を支援する。 
 
洋上設置型の風力タービンは、陸上設置型に比べ、規模がはるかに大きく出来る。とい

うのは、風力資源が広域にわたり、その輸送にも制限がないからである。しかしながら、

海洋環境は厳しいため、洋上風力タービンは、より頑丈かつ信頼性を備えたものでなけれ

ばならない。また、海岸からはるか遠く離れた海底深くに設置される風力タービンには、

この先10年で、新たな基礎およびプラットフォームの技術が必要となるだろう。 
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風力プログラムでは、浅い水深、深海、その中間の深さ向けに洋上風力発電技術の研究を行う。 

 

市場障壁の排除 
 
同プログラムの役割は、3つの主な活動を通じて、洋上風力発電を展開する上での市場

障壁を克服することである。まず1つ目の資源計画活動では、風力資源の特性評価、およ

び沿岸・海洋空間計画に必要なその他のデータ収集に取り組む。2つ目の立地選定および

認可に関する活動では、方針および経済分析、電波障害、レーダー障害、規制プロセス、

環境リスク、国民の同意、政府機関間のやりとりにおける懸念事項、リスク管理を行う。

3つ目のインフラの補完に関する活動では、国内における製造および供給チェーンの展開、

送電・連系計画、専用船、その他の設置、運営およびメインテナンス技術に取り組む。 
 
 
最新技術の実証 

 
同プログラムは、予算次第であるが、画期的な洋上風力発電プロジェクトを展開する幅

広い機関とパートナーシップを結び、共同で技術実証を行う予定である。今後見込まれる

パートナーには、商業レベルの洋上風力発電開発業者、研究団体、発電業者(売電業者)、
電力事業者またはそのいずれかが考えられるだろう。 
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政府間の協力 
 
DOEは、その他の連邦政府機関とともに、洋上風力発電技術の開発および展開に取り組

んでいる。これらの取り組みに積極的に携わっている連邦政府関係機関には、例えば、内

務省、米国立海洋大気圏局、米国沿岸警備隊、海軍省、連邦航空局、米国陸軍技術工兵隊、

米国環境保護局、米国魚類野生動物保護局などがある。これらの政府機関は、プロジェク

トの最新情報、洋上風力技術、マッピング、環境や社会に及ぼす影響についての研究、プ

ロジェクトの立地選定に関する情報を共有している。 
 

とりわけDOEと内務省は、より迅速で効率的に洋上風力発電を展開できるように、より

広範囲に及ぶ政府機関間にまたがる政策について積極的な協力を行っている。両政府機関

は2010年、連邦大陸棚で、環境的な責任がある商業規模の洋上風力発電および海洋・水力

エネルギー技術の開発を優先して促進させる覚書を交わした。 
                   
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
 
出典：本資料は、DOE の以下の記事を翻訳したものである。 
”Offshore Wind Technology”            
http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/offshore_wind.html 
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(3) 分散配置型(小型)風力発電技術 
 

風力・水力発電プログラムの分散配置型

(以下、分散型という。)風力発電活動では、

テクノロジーの発展やテスト、認証に焦点

を当てることによって、より小さいタービ

ンの性能や信頼性の課題に取り組む。この

プログラムの成果は、分散型風力発電用途

の最大1メガワット(MW)の小型・中型サイ

ズのタービン(一般家庭や企業、農場、コミ

ュニティーの風力プロジェクトなど)の普

及を支援することにある。 

Southwest Windpower 社の 

1.8kW の風力タービン Skystream 

 

目標 

 

このプログラムの分散型風力発電活動の目標

は、分散型風力タービン(1kWから1MW)の数を

拡大することであり、タービン数が2,400機であ

った2007年をベースラインとして、2015年まで

に米国市場における普及を5倍にすることを目

指す。この目標を支援する活動には、技術的な

サポートや小型タービンの第三者テストの提供

などが含まれ、米国市場で扱われる製品が信頼

でき、かつ安心できるものになることを確実に

する。 Nothern Power Systems 社の 100kW の

風力タービン  
調査プロジェクトのハイライト 

Windward Engineering 社の 4.2kW の 

風力タービン 

第三者テスト活動 

 

2007年にこのプログラムの第三者による小

型風力発電テストプロジェクトが開始され、産

業界が、安全性と性能が認証されたより小型の

風力タービンシステムを消費者に提供できる

よう支援される。このプロジェクトの第1の目

的は、米国市場にて成功する可能性の高い市販

の小型風力タービンシステムをテストするこ

とである。信頼できる小型風力タービンが入手
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しやすくなることで、米国において設置される小型風力タービンの普及率の増加というプ

ログラムの目標を支援する。 
 
プロトタイプの開発 

 
同プログラムは、小型の風力発電産業のパートナー数社とともに進められ、資金供与を

受け、商業ベースでの利用が可能な小型の風力発電システムを開発してきた。2000年、

DOEの国立再生可能エネルギー研究所は、Northern Power Systems注6社による

NorthWind100/20風力タービンの開発に対して、R&D 100 Awardを授賞した。この風力

タービンは、遠隔操作が可能となるように、寒冷地向けに設計された最新式の風力タービ

ンである。 
 

2007年末までには、これらの11個のタービンが設置されており、また、10個以上のター

ビンが販売されて、設置待ちの状態であった。その後、Northern Power Systems社は、

寒冷地用の100kWタービンを農業目的や地域社会向けに改良した。2007年に同社は、国立

再生可能エネルギー研究所において、プロトタイプの100kWタービンのテストおよび改良

を開始した。 

 
Southwest Windpower注7社は、過去数年間にわたってこのプログラムに取り組み、

Skystreamと呼ばれる2kWの風力発電機の開発を行ってきた。2006年、Southwest 
Windpower社は、自社のこの最新型風力発電機で、Best of What's New Award注8の表彰

をPopular Science注9誌から表彰を受け、Skystreamは、Time Magazine誌により｢2006
年度最高の発明｣と認められた。Southwest Windpower社は、商業ベースでのSkystream
の生産を2007年に開始し、1000個以上を売り上げている。 
  
このプログラムではまた、Windward Engineering社注10と共同で、Enduranceと呼ばれ

る4kWのマシンの設計およびテストを行った。同社は2008年、商業ベースでのEndurance
の生産を開始している。 
           
  

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 沙織 / 原田 玲子） 
 
 
                                                 
注6 http://www.northernpower.com/ 
注7 http://www.windenergy.com/ 
注8 http://www.popsci.com/bown/2010 
注9 http://www.popsci.com/ 
注10 http://windwardengineering.com/about 
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出典：本資料は、DOE の以下の記事を翻訳したものである。 
“Distributed(small)Wind Technology”          
http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/wind_dist_tech.html  
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(4) 風力タービン製造の支援 
 
風力・水力発電プログラムは米国の製造業者と協力し、先進的ブレード設計や製造技術、

オートメーション・プロセスなどの展開を行う。それにより風力タービンがさらに多くの

エネルギーを捕獲するとともに、ブレード製造業者の生産能力増強の助けとなることを目

指す。 
 
新ブレード設計の開発 

このプログラムのブレード製造技術研究が取り組む開発は次のものがある： 
 

 より効率的なタービン構造  (例)構造と空気力学を完全に統合したブレード設計 
 適応構造 (例)受動の曲げねじりカップリング 
 応力集中を最小化する設計の詳細 
 より安価なブレード付根連結装置 

DOE 風力プログラムととも

に Knight&Carver 社が開発

した STAR の風力タービン

ブレードが、耐久性や性能を

テストする装置に取り付け

られている。 

過去数年間、このプログラムはブレード製造業者で

ある Knight & Carver 社と協力し、公益事業規模の

サイズでの最初の生産となる革新的な風力タービン

ブレードの設計を展開してきた。The Sweep Twist 
Adaptive Rotor(STAR)ブレードは、繊維ガラスとエ

ポキシ樹脂でできており、長さは約 27 メートルあ

る。その独特な形は翼の後端に向かって曲線を描く

ことで、疲労荷重を低減し、エネルギー捕獲を増加

させる。 

革新的なブレード設計が負荷を削減し、エネルギー

捕獲を増加 

 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 

 
出典：本資料は、EERE の Wind & Power Program の中の以下の記事を翻訳したもので

ある。“Supporting Wind Turbine Manufacturing” 
http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/wind_turbine_mfg.html 
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（資料 3） 
【再生可能エネルギー(太陽電池)】太陽電池 プラスチック roll to roll  

 
仮訳 
 
 再生可能エネルギーの進化をもたらすプラスチック製太陽電池（EU） 
   

2011年7月4日、太陽電池を手軽に低コストで利用できる改革がもたらされるという、再

生可能エネルギーにおける科学の進歩が発表された。最新の研究成果により、非常にシン

プルかつ低コストの製造方法で太陽電池構造を作ることができるということ、すなわち、

フレキシブルな材料層がポリエチレンラップのように、広範囲に塗布されることで、変換

効率の良い太陽電池を作ることができるということが明らかになった。 
 

Advanced Energy Materials誌に公開され

た研究成果は、新しい太陽電池の製造技術と、

再生可能な太陽エネルギーの進化への展望に、

道筋を開く。シェフィールド大学とケンブリッ

ジ大学の科学者たちは、オックスフォードにあ

るSTFC注1のラザフォード・アップルトン研究

所注2のISISニュートロンソース注3(ISISの中性

子提供元、以下ISISという)とダイヤモンド・

ライトソース注4（英国最大の科学研究施設、

以下ダイヤモンドという)を利用して研究を

行った。 

図１: テスト用ポリマー太陽電池 
金属接合により、フィルムのさまざまな部分

を測定でき、その他のパラメータから、デバ

イスの変換効率を測定することができる。 
（写真提供：AndrewParnell）  

プラスチック(ポリマー)製の太陽電池の製造コストは、従来のシリコン製の太陽電池よ

りもはるかに低コストで、大量生産が期待できる。研究成果は、溶液内で複雑に混ざり合

った分子が、テーブル表面にニスを塗ったように広がり、異なる分子がその層の上部と底

部に分離することにより、最終的に完成した太陽電池の変換効率が最大になる。  
  
シェフィールド大学のAnderw Parnell博士は、こう述べる。｢我々の研究成果により、

一般家庭および産業向けの超低コストのソーラー発電パネルの大量生産が可能となる。 

                                                 
注1 STFC (http://www.stfc.ac.uk/) 
注2 Rutherford Appleton Laboratory (http://en.wikipedia.org/wiki/Rutherford_Appleton_Laboratory) 
注3 ISIS Neutron Source (http://en.wikipedia.org/wiki/ISIS_neutron_source) 
注4 Diamond Light Source  

(http://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_Light_Source);Diamond(http://www.diamond.ac.uk/)  

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1076, 2011.8.12

45



複雑でコストの高い製造方法で、特殊な半導体ナノ構造を作るのではなく、大量生産向け 
プリント技術を用いて、ヒトの毛髪の1000倍よりも薄

いナノスケール(60ナノメーター)の太陽電池フィルム

を作ることができる。これらのフィルムを用いること

により、ソーラーパネルのようなソーラーセル装置が、

コスト効率が良く、軽量で、輸送が簡単なものになる

のだ。｣ 

 
図 2: オックスフォードにある 

STFC ラザフォード・アップルトン研

究所の ISIS の第 2 ターゲットステー

ション（写真像提供：STFC） 

この研究に携わったISISの科学者の一人である

Robert Dalgliesh博士は言う。｢この研究成果は、現

代の社会的な難問を解決するには、ISISが提供する

中性子とダイヤモンドが提供するX線散乱を組み合

わせて利用することの重要性を明確に示している。ISISニュートロンの中性子ビームとダ

イヤモンドの高輝度X線を使用したことで、ソーラー電池マテリアルの内部構造と特性を

破壊することなく綿密に調べることができたのだ。太陽光を電気に変換するマテリアル内

の層を調べることで、処理ステッ

プが異なれば、セル全体の変換効

率がどのように変わり、ポリマー

太陽電池全体の性能にどのように

影響するかを学習しているのだ。｣ 
 
シェフィールド大学のRichard 

Jones教授はこう述べる。｢今後50
年で、社会は化石燃料を使用せず

に、世界人口増加に伴い高まるエ

ネルギー需要に対応していく必要

性に迫られており、これを可能に

する再生可能エネルギー資源は、

太陽エネルギーだけなのだ。｣ 図 3: 太陽電池内部のレイヤーの１つから、中性子が散

乱する様子。この情報を数理的にモデル化することで、

レイヤー内の組成や構造が理解できる。強力な水平線

が、太陽電池から鏡のような反射(鏡面反射)である。デ

ータは、ISIS の第 2 ターゲットステーションの測定装

置から得られたものである。（画像提供：STFC） 

また同氏は、｢太陽から地球に降り

注いでいる２～3時間程度の太陽

光エネルギーで、年間に地球が必

要とするエネルギー需要は満たさ

れるが、現在可能なレベルよりもはるかに大きなスケールでこの太陽エネルギーを活用す

る必要があるのだ。低コストで、変換効率が良く、非常に広範囲をカバーできるポリマー

太陽電池が、新しい再生可能エネルギー時代へと我々を導いてくれるだろう｣とも言う。  
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この研究は、英国の研究助成機関である工学・物理科学研究会議 (EPSRC)注5の承認を

得て資金援助されている。ポリマー太陽電池のマテリアルの構造と機能の研究をさらに進

めるほか、大量生産や将来的な商業展開を視野に入れた新しいマテリアルとイノベーティ

ブなプロセスを検討するために、この共同研究にはごく最近、新たに資金が割り当てられ

たところである。 
 

STFCは、ISIS ニュートロンソースを所管、運営しており、ダイヤモンド・ライトソー

スの主要株主でもある。 
 
コメント 

この研究成果は、2011年7月4日発行のAdvanced Energy Materials誌に公開されている。

この論文は、ウェブ上でも閲覧が可能となっている注6。 
 
社会的エネルギー問題に対応するため、太陽のパワーを役立てる方法について話し合う

会議注7が、2011年9月に開催される予定である。 
 
連絡先情報 
Stephanie Hills  
STFC Media Manager 
Tel: +44 (0)1235 445 398  
E-mail: stephanie.hills@stfc.ac.uk 
 
画像について 
高画質の画像と映像は、STFC広報室のウェブページから参照できる。 

 
太陽電池に関する詳細情報 

太陽電池は、低コストに再生可能エネルギーを生成するために使用されている半導体デ

バイスであり、ソーラーパネルが最も一般的である。太陽光が太陽電池に当たると、光は

吸収され、そのエネルギーは電気に変換される。多くの太陽電池は、シリコンで作られて

いるが、デバイスは、プラスチックで作ることも可能である(有機太陽電池デバイス)。 
 
プラスチックフィルムは、全体的に大幅な省エネおよびコスト削減が可能になる低コス

トな｢roll to roll｣プリント技術を用いて、溶液の塗布が可能である。これは、フィルムが

                                                 
注5 EPSRC(Engineering and Physical Sciences Research Council) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Engineering_and_Physical_Sciences_Research_Council 
http://www.epsrc.ac.uk/Pages/default.aspx 

注6 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201100144/abstract 
注7 http://shine.sheffield.ac.uk/ 
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ロール上に置かれ、新聞が印刷される方法のような一連のプロセスを経て、最後にロール

から外される。現在では、この種の技術を用いた製品が存在している。しかし、このよう

な技術の利用をさらに増やすためには、より効率を高める必要がある。ポリマー太陽電池

のエネルギー変換効率は、現在7～8%である。次のステップは、商業化が可能となる10%
以上の変換効率を持つ太陽電池を開発することである。 
 
共同研究により実行された研究で用いられたマテリアルは、PCDTBT(ポリ[N-9′-ヘプ

タデカニル-2,7-カルバゾール-alt-5,5-(4′,7′2-ジチエニル- 2′,1′,3′-ベンゾチアジア

ゾール)と呼ばれる。PCBM ([6,6]- フェニル-C61-酪酸メチレスター)は、Richard Smalley
教授やHarry Kroto教授ほかがノーベル賞を受賞した、C60バックミンスター・フラーレ

ンすなわちバッキーボール(buckyball)形状に関する研究成果に基づいて作られたマテリ

アルである。ダイヤモンド・ライトソースの測定装置を用いた高輝度X線が、同マテリア

ルの結晶組織の調査に用いられ、また、ISISの中性子が、同マテリアルの組成調査に用い

られた。 
 
ISIS 

ISIS注8は、自然生命科学の分野で世界トップレベルの研究施設であり、英国オックスフ

ォード近くにあるSTFCラザフォード・アップルトン研究所内にある。一式の中性子・中

間子測定装置によって、原子レベルでマテリアル特性が理解できる。 
 
ダイヤモンド・ライトソース 

ダイヤモンド・ライトソースは、STFCを通して英国政府から、また、Wellcome Trust
注9からも資金援助を受けている。ダイヤモンド・ライトソースでは、極めて強力で、最高

品質のX線、紫外線から、赤外線レンジまでのシンクロトロン光を、強力なピンポイント

ビームで発生させることができる。例えば、ダイヤモンド・ライトソースのX線の輝度は、

病院で使用される標準的なX線の1,000億倍である。 
 
シェフィールド大学 

シェフィールド大学注10は、131諸国から集まる生徒数はほぼ24,000人で、英国首位、最

大規模の大学である。ラッセルグループ注11のメンバーであり、幅広い専門分野にわたる教

育や研究は、世界レベルであると評されている。 
 

                                                 
注8 http://www.isis.stfc.ac.uk/ 
注9 Wellcome Trust (http://www.wellcome.ac.uk/) 
注10 http://www.sheffield.ac.uk/ 
注11 RussellGroup 
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82
%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97) 
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ケンブリッジ大学 

ケンブリッジ大学注12の使命は、世界最高レベルの教育、学習、研究を進めることで、社

会に貢献することである。 
 
EPSRC 

工学・物理科学研究会議(The Engineering and Physical Sciences Research 
Council :EPSRC)注13は、英国の主要な工学・物理科学分野の研究助成機関である。EPSRC
は、研究や院生の教育に対して年間約800ポンドを資金援助しており、これは、次世代技

術変革に対する国家的取り組みに役立っている。この分野は、情報技術から構造技術まで、

数学から材料科学までの範囲をカバーしている。 
 
STFC 
STFCの詳細は、以下のサイトを参照のこと。 
http://www.stfc.ac.uk/ 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
 
出典：本資料は、以下 Science&Technology Facilities Council の記事を翻訳したものであ

る。 
”'Cling-film' solar cells could lead to advance in renewable energy” 
http://www.stfc.ac.uk/News+and+Events/35747.aspx 

                                                 
注12 http://www.cam.ac.uk/ 
注13 EPSRC (http://www.epsrc.ac.uk/Pages/default.aspx) 
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（関連詳細資料 3-①） 
 
【再生可能エネルギー(太陽電池)】太陽光 ビームライン シンクロトロン 
 
仮訳 
 

「ダイヤモンド」について   
「ダイヤモンドライトソース」とは何か？（英国） 

 
関連資料 

 
 

「ダイヤモンドライトソース」

とは、Oxfordshire の Harwell 
Science and Innovation Campus 
に所在する英国のシンクロトロン

施設のことである。「ダイヤモンド」

は、電子を光速に近づくまで加速

することにより、学術研究や産業

用研究に使用できる赤外線から X
線までの高輝度ビームを発生させ

る。 
シンクロトロンの仕組み 

 
 

2007 年の開始から、「ダイヤモンド」は 3 段階のフェーズで開発されてきた。フェーズ

Ⅰの 2 億 6 千 3 百万ポンドの投資により、「ダイヤモンド」の建物と、「ビームライン」と

して知られている最初の実験ステーション 7 カ所が建設された。フェーズⅡの 1 億 2 千万

ポンドのファンディングでは、2007 年から 2012 年の間に 15 カ所の「ビームライン」を

追加建設した。更に 4 カ所が建設中で、現在では 18 カ所の「ビームライン」が稼働中で

ある。2010 年の 10 月に、英国政府はフェーズⅢに対する追加的なファンディングを決定

し、2011 年から 2017 年の間に更に 10 カ所の最先端の「ビームライン」を建設すること

になっている。その結果「ビームライン」は合計で 32 カ所となる。 
ダイヤモンドビームライン 

 
 
「ダイヤモンド」は、その利用結果を公有の財産とする条件のもと、競争的な利用申し
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込みの手続を通して無料で使用できる。2,000 人以上の研究者が「ダイヤモンド」の「ビ

ームライン」を利用して、構造生物学、健康と医薬、固体物理学、磁性材料学、ナノ科学、

電子工学、地球環境学、化学、文化遺産、エネルギー工学などを含む広範囲に渡る分野の

実験を行っている。 
  ダイヤモンドの技術についてより詳しく知る  
 
 

「ダイヤモンド」により、現在までに毎年数百件の研究報告書が生み出されており、施

設の拡大と共に主要な科学雑誌への掲載や出版の割合が増加し続けている。 
ダイヤモンドの出版データベース 

 
 
「ダイヤモンド」は、産業技術の研究開発、技術やイノベーション支援を強化している。

現在、航空宇宙とエネルギー応用分野でロールスロイス社と、創薬開発分野でファイザー・

アンド・グラクソスミスクライン社と、また、排出制御触媒に関してジョンソンマテイ社

など 30 社以上と共同研究を実施している。 
産業技術の研究開発についてより詳しく知る 

 
 
「ダイヤモンド」は、Wellcome Trustとパートナーシップを組んでいる科学技術設備会

議 (Science & Technology Facilities Council: STFC)を通し、ジョイントベンチャーとし

て英国政府より出資を受けている非営利の有限会社である。組織運営チーム、取締役や委

員会の構成についてはGovernance and Management を参照。 

 
 
より詳しくは: 
ダイヤモンドのショートムービーを見る 

ポッドキャストを聴く 

一般公開日について 
ニュースレターに登録する  
ツイッターでフォローする  

 
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。 
About Diamond   What is Diamond Light Source? 
（http://www.diamond.ac.uk/Home/About.html） 
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（資料 4） 
【再生可能エネルギー(電気自動車)】蓄電池 ソフトウェア設計ツール 
 
仮訳 

 
NRELが電気自動車電池のためのCAE(コンピューターを利用した 

エンジニアリング)ツールを開発する産業を支援(米国) 
 

2011 年 7 月 7 日 
 
米国エネルギー省(Department of Energy: DOE)傘下の再生可能エネルギー研究所

(National Renewable Energy Laboratory: NREL)は、競争調達を経て、産業界の 3 グル

ープに対し次世代の電気自動車(electric drive vehicle: EDV)の電池の生産に役立つコンピ

ューターを利用したソフトウェア設計ツールの開発のために、合計 700 万ドルのアワード

を供与した。 
 
これらのプロジェクトは DOE の「電気自動車電池(Electric Drive Vehicle Batteries: 

CAEBAT)のためのコンピューターエンジニアリング」プログラムを支援するものである。

プロジェクトの目的は、自動車および電池産業が多種な先進的 EDV をより早く開発し、

より安価な電池が生産できるよう支援することである。 

 

ハイブリッド、プラグイン、または EV (electric vehicle)などの EDV には、燃料の消費

と温暖化ガス排出を著しく減少させる可能性がある。この度アワードを受けたグループの

目標は以下の通り: 

 ・セルとバッテリーパックを設計するバッテリーエンジニアリングツールの開発 

 ・バッテリーの試作期間と製造プロセスの短縮 

 ・バッテリーの全体的な性能、安全性、寿命の向上 

 ・バッテリーコストの削減 

 
グループはそれぞれ、電気化学的、電気的、機械的、熱的課題を重点的にコンピュータ

ーエンジニアリングツールの開発・評価をする。また、異なる種類の化学反応、セルの形

状、バッテリーパックの構造を統合させる。NREL はこれらのプロジェクトによる結果が、

短期間で競争的な市場製品となることを期待している。この度 NREL と共同で啓発を実施

する 3 組の産業グループは: 

 ・ EC Power、Penn State University、Johnson Controls, Inc.、および Ford 
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 ・ General Motors、ANSYS、および ESim  
 ・ CD-adapco、Battery Design LLC、A123 Systems、および Johnson  
   Controls-Saft. 

 
これらのグループは、向こう 3 年間、プロジェクト予算合計が 1,400 万ドルとなるよう、

プロジェクトのコストの 50%を負担する予定である。NREL は、ファンディングに加え、

バッテリーの電気化学的・熱的モデリングと検査に関する技術支援を提供する。 
 
本研究開発活動は DOE のエネルギー効率および再生可能エネルギー局(Office of 

Energy Efficiency and Renewable Energy) の 自 動 車 技 術 プ ロ グ ラ ム (Vehicle 
Technologies Program: VT) によりファンディングされている。 
 
 
NREL のウェブサイト: www.nrel.gov 
 

 

 

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。 
NREL Supports Industry to Develop Computer-Aided Engineering Tools for Car 
Batteries 
（http://www.nrel.gov/news/press/2011/1472.html） 
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（資料 5） 
 

【再生可能エネルギー(太陽光発電)】太陽光発電 テルル化カドミウム インバーター 
 
仮訳 

 
米国エネルギー省がカリフォルニアの3つの太陽光発電所に 

約45億ドルの融資保証(米国) 
プロジェクトにより 1,400 名分の雇用の創出と 
約 1330 メガワットの太陽光発電が期待される 

 
ワシントン DC－2011 年 6 月 30 日、米国エネルギー省（DOE）のスティーブン・チュ

ー長官は、3 つの交流によるテルル化カドミウム（Cd-Te）薄膜太陽光（PV）発電施設を

支援するため、約 45 億ドルの融資保証を行うと発表した。DOE は Antelope Valley Solar 
Ranch 1 プロジェクトに対し 6 億 8,000 万ドルの融資保証を行い、Desert Sunlight プロ

ジェクトに対し 18 億 8,000 万ドル、そして Topaz Solar プロジェクトに対し 19 億 3,000
万ドルの部分的な融資保証を行う。アリゾナ州テンペに本社を置く First Solar 社が、これ

らの 3 つのプロジェクトを後援しており、アリゾナ州メサにて建設が始まった新設の製造

工場や、オハイオ州ペリズバーグにて近年拡大した技術開発の第一拠点である製造工場な

どから、プロジェクトに対し Cd-Te 薄膜 PV 電池モジュールの提供も行う。First Solar 社

は、これらのプロジェクトにより建設ピーク時にはカリフォルニアで 1,400 名分の雇用が

創出されると期待している。 
 
「これらのプロジェクトによりサプライチェーン上での何百名分もの雇用に加えて、カ

リフォルニア州での直接雇用が創出される。同時に、数十万戸もの家庭にクリーンで再生

可能な電力が供給され、クリーンエネルギー経済における国際競争力も高まるだろう。」と

チュー長官は語る。 
 
 Antelope Valley Solar Ranch 1 プロジェクトの支援では、DOE は AV Solar Ranch 1
社に融資保証を行う。230 メガワット(MW)のこのプロジェクトは、カリフォルニア州ロ

サンゼルスから北へ約 129 キロ離れたウェスタン・モハーヴェ砂漠のアンテロープ・バレ

ー地区を拠点とする。このプロジェクトでは 350 名分の建設雇用の創出が期待されるとと

もに、これまで米国市場になかった電圧制御と監視技術を装備した革新的なインバーター

の公共事業規模での普及を特色とする。このインバーターにより、プロジェクトはより安

定し、かつ持続的な電力を供給し、100MW 以上の大規模な太陽光発電所の効率性や信頼

性を高める。この発電所が年間で発電する電力は 622,000MWh 以上で、これは 54,000 を

上回る世帯に電力を供給することに相当し、さらに年間 350,000 メトリックトン（MT）
を上回る二酸化炭素排出削減となる。Antelope Valley Solar Ranch 1 プロジェクトから発
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電される電力は、Pacific Gas & Electric 社へ販売される。 
 
 Desert Sunlight プロジェクトの支援では、DOE は Desert Sunlight 250 社と Desert 
Sunlight 300 社に対し、部分的な融資保証を行う。550MW のこのプロジェクトは、建設

中には 550 名の雇用を創出するとみられ、カリフォルニア州リバーサイド郡の東にある土

地管理局管轄の地を拠点とする。Desert Sunlight プロジェクトは 880 万個の Cd-Te 薄膜

PV 電池モジュールの使用が予定されており、これは商業的に実績があり、2001 年以降普

及している。この発電所は 110,000 を上回る世帯に供給するのに十分な電力を発電し、年

間 735,000MT を上回る二酸化炭素が削減されるとみられている。プロジェクトの建設は 2
段階で行われる。第 1段階は 300MWの電力が発電され、その電力はPacific Gas & Electric
社に販売される。第 2 段階は 250MW の電力が発電され、Southern California Edison 社

に販売される。DOE により部分的に保証される融資のうち 18 億 8000 万ドルは、機関投

資家と主な貸し手とその出資者により率いられた商業銀行との企業連合体、つまり融資制

度パートナーシップ・プログラム下でプロジェクトを提供した Goldman Sachs Lending 
Partners 社と、その共同アレンジャーであるシティバンクにより出資される予定である。 
 

Topaz Solar プロジェクトの支援において、DOE は Topaz Solar Farms 社に対し部分的

な融資保証を行う。550MW のこのプロジェクトは、建設中には 500 名分の雇用を創出す

るとみられ、カリフォルニア州サンルイス・オビスポ郡の東部に拠点を置く。Topaz Solar
プロジェクトでは 850万個を超えるCd-Te薄膜PV電池モジュールが使用され、約 110,000
世帯に供給するのに十分な電力を発電し、二酸化炭素排出量は年間 725,000MT 近く削減

されるとみられている。このプロジェクトの電力は Pacific Gas & Electric 社に販売され

る。DOE により部分的に保証されている融資のうち 19 億 3000 万ドルは、機関投資家と

主な貸し手とその出資者により率いられた商業銀行との企業連合体、つまり融資制度パー

トナーシップ・プログラム下でプロジェクトを提供したロイヤルバンク・オブ・スコット

ランドにより出資される予定である。 
 

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、削減そして離脱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 40 のクリーンエネルギー

プロジェクト支援のため、合計 380 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 23 カ所の発電プロジェクトでは、年

間 3200 万 MWh 以上を生産、これは 250 万世帯に十分電力を供給できる。現在まで、プ

ログラムは 15 件の太陽光発電プロジェクトの支援に向け、160 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、
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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提供も表明してきた。さらなる情報は、融資プ

ログラム局ウェブサイト（http://lpo.energy.gov/）から参照できる。 
 
 
 

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 Loan Guarantee Commitments to Support 
Nearly $4.5 Billion in Loans for Three California Photovoltaic Solar Power Plants” 
http://www.energy.gov/news/10404.htm 
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