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（資料 1）
【エネルギー(蓄電池)】アノード材料 ナノチューブ 二酸化チタン 非晶質
仮訳

蓄電池の急速充電を新規なアノード材料技術で（米国）
次世代蓄電池の部品のブレイクスルーは、内部構造を変化させてその性能を徐々に向上
させる特別な材料を使用することにより可能となるだろう。
米国エネルギー省(the Department of Energy)下のアルゴンヌ国立研究所(Argonne
National Laboratory)のナノ科学者である Tijana Rajh 氏と蓄電池の専門家である
Chirstopher Johnson 氏が率いる研究チームは、二酸化チタン(titanium dioxide)から成る
ナノチューブが、蓄電池がサイクル(充放電)を繰り返すにつれて相を変化させることが可
能であり、その充放電容量を徐々に増大することを発見した。実験結果では、この材料を
用いた新しい蓄電池は、30 秒もかからずに元の容量の 50%まで充電できることがわかっ
た。
Rajh 氏と彼女の同僚は、従来のグラファイト・アノードを二酸化チタンから成るナノチ
ューブのものに替えることによって、意外な現象を目の当たりにした。蓄電池が充放電の
サイクルを繰り返すにつれ、蓄電池の内部構造は、その性能を著しく改良させるような方
向へと自らを向かわせていたのだ。
Rajh 氏は、「二酸化チタンという新しい材料を使って研究を始めた時には、このような
ことが起こるとは思いませんでした。アノードが自発的にベストな構造を採用しているの
です。」と述べた。「蓄電池が(充放電)サイクルを繰り返すごとに変化を可能とする、その
系の内部的な可塑性のようなものがあるのです。
」
新しいアノード材料の開発を Rajh 氏と共同で実施していた同研究所のナノ科学者であ
る Hui Xiong 氏は、二酸化チタンがグラファイトの十分な代替と成り得る可能性は低いと
想定していた。
「有効に使用できるとは思いもしなかった材料の研究から開始したのですが、
最終的にベストな結果を得ることができました。
」と同氏は述べた。
Rajh 氏のチームの研究者の一人である Sanja Tepavcevic 氏は、ナトリウムイオンナノ
蓄電池(sodium-ion nanobattery)の自己改良型構造を開発するために、同様な手法を採用
した。
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「これは大変珍しい材料挙動です。
」と、同研究所のエネルギー貯蔵における主要なイニ
シアティブを指揮する化学者である Jeff Chamberlain 氏は言い添えた。
「科学的見地から
大変興味深い、ある種のナノスケールの相転移を私たちは観ているのです。これは、電気
エネルギーを貯蔵するシステムに利用される材料の謎を解き明かす、これらの材料挙動に
対するより深い理解なのです。
」
二酸化チタンが蓄電池開発における解決策となることが難しいと想定される理由は、そ
の非晶質性にある。非晶質の材料は内部秩序結晶構造を持たないため、高秩序の結晶性材
料が持つ特異な電子特性に欠ける。しかし、Rajh 氏によれば、蓄電池の充放電サイクルの
間に、非晶質性材料がこのような顕著な構造の変化を起こすことは知られていなかったと
いう。既知の蓄電池材料のほとんどは、その逆の変化を起こす。すなわち、高結晶質から
始まり、蓄電池の充放電サイクル後には粉砕され非晶質状態へと変化する。
グラファイトの替わりに二酸化チタンから成るアノードを持つことにより、リチウムイ
オン電池の信頼性と安全性も向上する。特定の条件下では、リチウムは溶媒からグラファ
イト・アノードに析出し、熱暴走として知られる危険な連鎖反応を起こす。
「私たちが実施
したチタン・アノードに関するあらゆる種類の実験により、このアノードが格別に安全で
あることがわかりました。
」と、Chamberlain 氏は述べた。
同研究所によるこのような発見は、同研究所の主要なユーザ施設であるナノスケール材
料研究センター(the Center for Nanoscale Materials: CNM) および先進フォトンソース
(the Advanced Photon Source: APS)間の協力によって生まれたものである。最先端のナノ
ファブリケーション技術とナノチューブの特性を評価する高強度エックス線を組み合わせ
ることで、同研究所の研究員たちはそのような珍しい挙動を観察することができた。
ナノスケール材料研究センター(CNM) は、DOE傘下の、ナノスケールの学術的研究を
実施する国立のユーザ施設である 5 つのナノスケール科学研究センター(the Nanoscale
Science Research Centers: NSRCs)の 1 つである。NSRCsは、一連の相補的な施設によ
り構成されており、これらの施設は研究者に対して、ナノスケール材料の加工、処理、特
性評価、モデル化を実施するための最先端の機能を提供しており、国家ナノテクロジーイ
ニシアティブ(National Nanotechnology Initiative : NNI)のうちの最大規模のインフラ投
資を受けている。NSRCsはそれぞれDOEのアルゴンヌ、ブルックヘブン、ローレンスバ
ークレー、オークリッジ、サンディア、ロスアラモス国立研究所に拠点を置く。DOEの
NSRCsに関する詳しい情報はこちらから。
DOEのアルゴンヌ国立研究所は、米国の科学技術における喫緊の課題に対する解決策を
探求している。米国初の国立研究所として設立された同研究所は、事実上すべての科学分
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野における最先端の基礎・応用科学研究を実施している。同研究所の研究者は、数百にも
のぼる企業、大学、連邦政府、州・地方官庁組織と密接に連携し、それらの組織特有の問
題の解決を支援し、科学における米国のリーダーシップを向上させ、米国のより良き未来
を創る。60 ヶ国以上から職員が集まり、同研究所はDOEの科学局(Office of Science: SC)
の依頼によりUChicago Argonne, LLCが管理している。

翻訳：NEDO（担当

総務企画部 松田 典子）

出典：本資料は以下の記事を翻訳したものである。
Batteries get a quick charge with new anode technology
http://www.anl.gov/Media_Center/News/2011/news111102.html

＜関連資料＞
・1080 号へのリンク： http://www.nedo.go.jp/library/report_1080_index.html
・本記事の理解を深めるため、以下の記事もご参照ください
(1) ナトリウムイオン蓄電池向けのアモルファス TiO2 ナノチューブ･アノードが充放電容
量を自己増大する能力を発揮（米国）飜訳：1080 号 1-(1)
Amorphous titanium dioxide nanotube anodes for sodium-ion batteries show ability
to self-improve specific capacity
(2) 関連技術資料（
「Physical Chemistry Letter」誌に掲載；J. Phys. Chem. Lett., 2011, 2
(20), pp 2560–2565）

アブストラクトのみ free でオンライン閲覧可能 原文リンク

Amorphous TiO2 Nanotube Anode for Rechargeable Sodium Ion Batteries
(3) PNNNL(Pacific Northwest National Laboratory ）による Na 蓄電池用カソード電極
の開発を解説した資料（2011.6.7 Green Car Congress に掲載） 原文リンク
PNNL の研究チームが充電式ナトリウムイオン蓄電池用に ナトリウムマンガン酸化
物を用いた電極を開発（米国）飜訳：1080 号 1-(2)
PNNL team develops sodium-manganese oxide electrodes for sodium-ion
rechargeable batteries
83-1-4

（関連詳細情報）

PNNL による 4 つの将来のグリッド用蓄電池システ

ムに求められる４つの技術（vanadium redox flow, Na-beta, Li-ion and lead-carbon）に
関るレビュー記事の概説（Chemical Review 掲載されたレポートの概要を Green Car
Congress に掲載；2011.3.11）

原文リンク

PNNL study outlines requirements for grid storage, reviews four electrochemical
energy storage systems: vanadium redox flow, Na-beta, Li-ion and lead-carbon
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（資料 1-(1)）
【エネルギー（蓄電池）
】ナトリウムイオン蓄電池 アノード
仮訳

ナトリウムイオン蓄電池向けの
アモルファスTiO2ナノチューブ･アノードが
充放電容量を自己増大する能力を発揮（米国）
（2011 年 11 月 3 日）
米国エネルギー省のアルゴンヌ国立研究所
の研究者チームが、ナトリウムイオン蓄電池
アノードとして使用するアモルファスTiO2ナ
ノチューブ（TiO2NT）電極を、結合材や添加
剤を使わずに集電板上に直接成長させて合成
した。
これらの電極は、蓄電池が充放電を繰り返
す都度、その相を変えることが可能であり、
徐々に使用可能な（充放電）容量を増大して
ゆ く の で あ る 。 研 究 室 で の 実 験 で は 、 in

operand（動作中）の容量を最大にすると、15
サイクルで、電極が150 mAh/gの可逆容量に

ハーフセル･ナトリウム電池におけるアモ
ル フ ァ ス TiO2NT の 充 放 電 定 電 流 曲 線
（赤：放電、黒：充電）は、Na/Na+が 0.05A/g
であるのに対し、2.5~0.9 V の間のサイクル
であった。
著作者：ACS, Xiong 他

達した。また、研究者チームは、室温で良好
な（充放電）速度を示す初のフルセル型全酸化物ナトリウムイオン蓄電池を実証した。ア
ノード材料とナトリウムイオン電池に関するレポートは、ACS Journal of Physical
Chemistry Lettersに掲載されている。
ナトリウムイオン蓄電池（参考記事）は、リチウムイオン蓄電池の魅力的な代替品にな
るかもしれないと考えられている。リチウムイオンの代わりにナトリウムイオンを使用し
た蓄電池は、コストが大幅に下がり、安全性が向上する可能性があり、また環境的にもよ
り優しくなる。しかしながらナトリウムイオン蓄電池は、高温時を除くと充放電挙動が落
ちる、つまり標準的な炭素アノードにおいて反応が停滞すると見られている（参考記事）。
積層酸化物材料等、ナトリウムイオン蓄電池のカソード材料について様々な研究が行わ
れているにもかかわらず、アルゴンヌの研究チームが論文で述べていることによると、ナ
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トリウムイオン蓄電池を室温で可逆的に作動させることが可能な低電圧金属酸化物アノー
ドは、ほとんどない。
これは、ナトリウムイオンのイオン半径(1.02 Å)が、リチウムイオンのそれ(0.76 Å)
と比較すると、非常に大きいことが原因であると考えられる。それゆえ、ナトリウムイオ
ンの侵入には、金属酸化物の格子を大きく歪曲させることが必要であるが、それには電池
の作動にとって受け入れ難いほど非現実的な温度に上昇させることが必要となる。
本研究で、我々はナトリウムイオン蓄電池のアノードとして、電気化学的に合成
したアモルファスな一次元TiO2ナノチューブ（TiO2NT）を使用し、可逆による自
己改良により充放電容量が~150 mAh/gと増大することを実証した。加えて、我々
は室温で作動するTiO2NTアノードを用いた初めての可逆的ナトリウムイオン蓄電
池も実証した。
…TiO2はエネルギー貯蔵用途、特にリチウムイオン蓄電池において、大きな注目を
集めた。TiO2は、優位なグラファイト･アノードに匹敵する容量があり、適度な低
電圧(~1.5 V vs Li/Li+)で、リチウムイオンが侵入できる遷移金属酸化物の1つであ
る。様々な金属酸化材がナトリウムイオンのカソード材として評価されてきたが、
アノード材として適切であると報告された材質はわずかしかない。リチウムイオン
蓄電池のアノード材としてTiO2が成功したことにより、ナトリウムイオン蓄電池へ
の活用を研究することに関心が高まっている。
—Xiong、他
研究チームは、これまでの未発表の研究の中で、アモルファスTiO2NT電極が、リチウ
ムイオンと共に電気化学サイクル上で、自己組織化による不可逆の相転移をすることを既
に発見していた。新たに形成された立方相は、フルセル型リチウム電池で、310 mAh/gの
値まで自己改良による充放電容量を示す。
研究チームによると、ハーフセル･ナトリウムイオン電池の電極としてアモルファス
TiO2NTを使用したとき、アモルファスTiO2の幅の狭いナノチューブ(内径<45 nm、壁の厚
さ10 nm)のサイクルでは、特筆するようなナトリウムイオンの侵入には至らないことが分
かった。しかしながら、ナノチューブのサイズを内径>80 nm（壁の厚さ>15 nm）と徐々
に増加させると、初めは比較的低い比容量の充放電サイクルであったが、サイクルを重ね
るにつれ自動的に容量が増加することが観察された。
充放電容量は、最初のサイクルは75mAh/gから始まり、たった15サイクル後にほぼ2倍
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の150 mAh/gに達した。3 A/gの高速サイクルでのみ起こるLi/TiO2NTシステムの充放電容
量の自己改良と比較すると、この系ではサイクルによる充放電容量の自己改良は、0.05 A/g
の低電流で起こる。
これは、非常に珍しい材料挙動である。我々は科学的観点から大変興味深いナノス
ケールの相転移をいくつか確認しており、電気エネルギーの貯蔵システムで使用さ
れる材質の謎を解き明かすことが、これらの材料挙動について深く理解することで
ある。
—アルゴンヌ研究所のエネルギー貯蔵に関する
主要イニシアティブを率いる化学者
Jeff Chamberlain
室温で作動するナトリウムイオン蓄電池
のアノードとして、この材質の実用的用途を
展示するために、TiO2NTアノードを用いた
ナトリウムイオン電池や、アノードの質量に
よって制限されたセル容量を有する
Na1.0Li0.2Ni0.25Mn0.75Oδ カソードを研究チー
ムは作り上げた。このセルは、~1.8 Vの動作
電圧と、~80 mAh/gの放電容量を示す。（得
られた電圧は、リチウムイオン蓄電池と比較
すると少ないが、現在ほとんどのハイブリッ
ド車で使用されているNiMH蓄電池の動作
電圧である1.2 Vよりは依然として高い、と

大気温度でのナトリウム･イオン蓄電池の充放
電の分析データによると、様々な変化率で 2.6
～1 V の間のサイクルであった。
著作者：ACS, Xiong、他

著者は述べている。
）
このセルは、11C (0.56 A/g)の電流密度を維持し、~70%の低率容量比を有した素晴らし
い（充放電）速度性能を示した。
したがって、ナトリウムイオン酸化物蓄電池は、優れた電極を用い、安価で性能の
良いエネルギー貯蔵デバイスを形成する新しい室温ナトリウムイオン蓄電池システ
ムの更なる開発において、実に期待できるものである。
—Xiongl、他
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出典


Hui Xiong, Michael D. Slater, Mahalingam Balasubramanian, Christopher S.
Johnson, and Tijana Rajh (2011) Amorphous TiO2 Nanotube Anode for
Rechargeable Sodium Ion Batteries. The Journal of Physical Chemistry Letters 2
(20), 2560-2565 DOI: 10.1021/jz2012066

翻訳：NEDO（担当

総務企画部 室井 紗織）

出典：本資料は、Green Car Congress の以下の記事を翻訳したものである。
“Amorphous titanium dioxide nanotube anodes for sodium-ion batteries show ability to
self-improve specific capacity”
http://www.greencarcongress.com/2011/11/xiong-20111103.html
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（資料 1-(2）
）
【エネルギー(蓄電池)】ナトリウムイオン電池

リチウムイオン電池

仮訳

PNNL の研究チームが充電式ナトリウムイオン蓄電池用に
ナトリウムマンガン酸化物を用いた電極を開発（米国）
2011 年 6 月 7 日
米国エネルギー省（DOE）パシフィック・
ノースウエスト国立研究所(PNNL: Pacific
Northwest National Laboratory)の研究チ
ームおよび中国武漢市にある武漢大学から
の客員研究者らは、高いナトリウムイオン
の可逆的吸蔵／放出能力、優れた充放電サ
イクル性能、およびナトリウムイオン蓄電
池への応用が期待できる反応速度をもった
単結晶ナトリウムマンガン酸化物
(Na4Mn9O18)ナノワイヤを開発してきた。
研究チームは『Advanced Materials』誌で
の発表論文において、ナノワイヤの電気容量
と耐久性が改善されたことで、今後の電力・

750℃での異なる充放電電流密度 12(0.1C)、
24(0.2C)、60(0.5C)、120(1C)、240mAh g-1(2C)
における充放電サイクルに応じた、
Na4Mn9O18 ナノワイヤの放電能力
クレジット：Yuliang Cao 氏
拡大図

エネルギー貯蔵システムのための実現可能で
低コストにナトリウムイオン蓄電池システムを構築する有望な候補となったと結論づ
けた。
供給出力量が変化してしまう再生可能エネルギー資源（例、太陽光や風力）を配電グ
リッドに接続するには、グリッド管理側に生産された膨大な量の電気エネルギーを貯蔵
できる EES (electrical energy storage)システムが必要となる。充電式リチウムイオン
蓄電池は、その性能において優れているがグリッドとして広く普及させるには価格が高
すぎる。ナトリウムイオン蓄電池は代替品となる見込みはあるものの、現在使用中のナ
トリウム硫黄蓄電池は温度 300℃以上で作動し、常温で作動する他の蓄電池に比べてエ
ネルギー効率と安全性で劣る。
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ナトリウムイオン蓄電池については、以前から論文内で議論されてきた。リチウ
ムイオンの代わりにナトリウムイオンを使用した蓄電池が魅力的であるのは、他
に比べてはるかに低価格で安全性も高く、環境負荷も低いとされるためである。
また、ナトリウムイオンのインターカレーション注 1 貯蔵メカニズムが科学的に興
味深く、研究意欲をそそるのは、ナトリウムイオン分子半径がリチウムイオン分
子より約 70％大きいからである。このことがナトリウムイオンを収容し、可逆性
があり反応の速いイオンの吸蔵／放出特性を活かすための適切なホスト物質の発
見を難しくしている。
－Cao 氏、他
著者はその論文内で、他の研究成果ではナトリウムイオンの吸蔵／放出反応によって
ハードカーボンをベースとした陰極が 300mAh g-1 の容量をもたらすことが報告されて
いると述べているが、ナトリウムイオン蓄電池電極材料が優れた性能を示した報告はほ
とんどないとつけ加えている。
ナノ材料とナノテクノロジーにより、すでに確立されていたエネルギー用途素材
の構造と性質を微調整する新たなチャンスが生まれた。特にナノロッド注 2 とナノ
ワイヤはイオン拡散距離が短く、優れた伝導性、卓越したストレス耐性を有して
いるため、リチウムイオン蓄電池の電池容量と安定性を改善するうえで期待でき
る成果を示している。ここで、繰り返し充電できる高い電池容量とナトリウムイ
オン蓄電池並みの優れた充放電性能をもつ、単結晶Na4Mn9O18 ナノワイヤの作
成方法を報告する。750℃で焼成したNa4Mn9O18 ナノワイヤ電極材料は 0.1C注 3
において 128mAh g-1（1Cは 120mA g-1 に相当）の再充電可能な電池容量をもた
らし、1000 回の充放電後でも 0.5Cにおいて初期の電池容量の 77%を保持した。
－Cao氏、他
ナノワイヤは高分子熱分解法によって合成された。Na4Mn9O18 は斜方晶系格子構
造を持つ。単位格子(unit cell)は MnO5 の四角錐と MnO6 の八面体から成り、二種類
のトンネル（大きな S 型トンネルと小さめの五角形トンネル）を形成するよう配列され
ている。この構造にはナトリウムサイトが三カ所ある。小さいトンネルのナトリウムサ
イトは全てふさがっている一方、S 型トンネルの方は半分しかふさがれていない。大き
な S 型トンネル内のナトリウムは可動性があり、可逆的に取り出せる可能性がある一方
で、小さいトンネル内のナトリウムイオンは固定され、抽出はできない。大きなトンネ
ルのナトリウムイオンは理論値で 121mAh g-1 の電気容量を生み出すとされる。
注1
注2
注3

訳者注 インターカレーション：分子間のすき間に他の分子が入り込む、または挿入されること。
訳者注 ナノロッド ：ナノ技術によって生成された棒状構造をもつ物質
訳者注 C（クーロン）：１秒間に１アンペアの電流によって運ばれる電気量が１クーロン
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研究チームは素材を 450℃～900℃の温度で処理し、どの方法によるものが最善に機
能するかを試験した。走査型電子顕微鏡を使用し、温度の違いによって異なる特性の素
材が作りだされた。750℃で処理された酸化マンガンが最も優れた結晶を作りだした。
PNNL の キ ャ ン パ ス 内 に あ る 環 境 分 子 科 学 研 究 所 (EMSL: Environmental
Molecular Sciences Laboratory)に設置された透過型電子顕微鏡を使用して、研究チー
ムは 600℃まで加熱されたマンガン酸化物ナノワイヤ上に小さなくぼみがあり、ナトリ
ウムイオンの働きを邪魔する可能性があること、750℃で作成されたワイヤは均一で全
くの結晶質であることを観察した。
研究チームはこの素材を使った実験セルへの充電速度が速くなればなるほど、蓄えら
れる電気量が少なくなることに気づいた。これはマンガン酸化物内へのナトリウムイオ
ンの拡散スピードが蓄電池セルの電池容量を制限することを意味するとチームは考え
ている。ナトリウムイオンの充電速度の遅さを補うため、研究チームは将来さらに小さ
なナノワイヤを作り、蓄電と放電のスピードを上げることを提示している。
こ の研 究は DOE の 科 学局 (Office of Science)と 配電・ 電力 信頼性 局 (Office of
Electricity Delivery & Energy Reliability)からの助成で行われた。

出展
Yuliang Cao 氏、Lifen Xiao 氏、Wei Wang 氏、Daiwon Choi 氏、Zimin Nie 氏、Jianguo
Yu 氏、Laxmikant V. Saraf 氏、Zhenguo Yang 氏、Jun Liu 氏 (2011)
“Reversible Sodium Ion Insertion in Single Crystalline Manganese Oxide
Nanowires with Long Cycle Life”
『Advanced Materials』doi: 10.1002/adma.201100904

翻訳：NEDO（担当

総務企画部

望月

出典：本資料は、Green Car Congressの以下の記事を翻訳したものである。
“PNNL team develops sodium-manganese oxide electrodes for sodium-ion
rechargeable batteries”
http://www.greencarcongress.com/2011/06/pnnl-20110607.html
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（資料 2）
【再生可能エネルギー(太陽電池)】光共振炉

太陽電池

仮訳

画期的な熱処理炉で太陽電池のコスト削減に期待（米国）
【2011 年 10 月 21 日】太陽光発電
産業の中核である太陽電池の製造に
は、機械的強度のテスト、酸化、ア
ニーリング(焼きなまし処理)、精製、
拡散、エッチング、層形成が行われ
なければならない。
これらの各プロセスにおいて、熱
処理は不可欠な要素であり、全ての
太陽電池メーカーのアセンブリライ
ンのあちこちに大型熱処理炉が見ら
れるのはこのためである。これまで
は、シリコンウェハの温度を急上昇

太陽電池を加熱するシミュレーション実験時に、光共振炉の
キャビティ(空洞)の内側が白熱する様子。
クリックして画像拡大 写真提供: Dennis Schroeder

させて加熱するための、輻射熱すな
わち赤外線を用いる一般的な熱処理炉や高速熱処理炉が最先端であった。しかし現在では、
まったく新しい炉が現れている。
米エネルギー省(Department of Energy: DOE)の再生可能エネルギー研究所(National
Renewable Energy Laboratory: NREL) が 開 発 し た 、 市 場 の 流 れ を 変 え る 光 共 振 炉
(Optical Cavity Furnace:OCF)には、無類の精度で太陽電池の加熱、高純度化を行うため
に光学機器が用いられており、太陽電池の変換効率は急激にアップしている。
この光共振炉は、加熱冷却コストを最小限に抑えながら、変換効率を最大化するための
厳密な制御技術をこのプロセスにもたらすことができるフォトニクス(光工学)の利点を結
集している。
NREL の光共振炉には、先例のない均一な温度を達成するために、高反射率の炉内に、
多数配列されたランプが搭載されている。また、超絶縁体で高輻射率のセラミックでキャ
ビティの壁をライニングすることにより、複雑で最適な幾何学的設計(ジオメトリックデザ
イン)を用いることで、エネルギーロスを実質的に排除している。
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このキャビティの設計の場合、
エネルギー使用量は従来の熱処
理炉の約半分となる。これは、
従来の熱処理炉ではエネルギー
ロスとなった熱を、ウェハのた
めの光共振炉自体が吸収してい
るためである。光共振炉の場合、
電子レンジのように、エネルギ
ーが容器(炉)ではなく処理物(ウ
ェハ)にのみ消費される。
光共振炉のさまざまな構造に
は、ハンドリングや加工、不純
物の除去(不純物のゲッタリン

NRELの主席エンジニアBhushan Sopori氏は、光共振炉の
性能について、同チーム研究者のVishal Mehta、Peter
Rupnowski両氏と話し合っている。
クリックして画像拡大
写真提供: Dennis Schroeder

グ)、接合部の形成、ストレスの
低減、電子特性の向上、裏面電界の強化処理に耐え得る機械的強度を持つウェハをスクリ
ーニング(選別)するために、光学の利点が活用されている。
高変換効率の太陽電池ウェハを 1 時間に 1200 枚生産
NREL の研究者たちは、光共振炉の改良を続け
ており、近日中に変換効率を 4%ポイント引き上
げることができると期待している。この数字は、
一度にポイントを 5 割アップさせるという成果の
達成を意味しており、産業界における大きな飛躍
である。｢我々の予測では、現時点の変換効率が
16%である材料で、これらのフォトニック効果を
利用することで変換効率を 20%にまで達成でき
るということを示している｣と NREL の主席エン
ジニアである Bhushan Sopori 氏は述べ、こうつ
け加えた。｢これはものすごい成果(上昇率)だ。｣
一方、NRELとその民間セクターのパートナー
であるAOS社(AOS Inc.)は、1 時間あたり 1200
枚のウェハの熱処理が可能な量産規模の光共振炉
を建設中である。

NRELの研究者が、多結晶シリコン太陽
電池のサンプルを光共振炉の中に差し
込んでいる。後方には、この分析結果を
コンピュータ画面で読み取ろうと、
Bhushan Sopori氏が待機している。
クリックして画像拡大

この光共振炉は、一般的な熱処理炉の約 1/4 か
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ら 1/2 のコスト、つまり僅かなコストで、より高品質かつ高変換効率の太陽電池の生産を
支援し、米国の太陽電池製造業をあと押しできる力を備えている。
光共振炉による熱処理時間もまた、従来の熱処理炉に比べ大幅に短縮されており、太陽
電池ウェハの熱処理に要する時間は、ほんの数分である。
NREL は、世界的な太陽電池メーカー数社と共同研究開発契約を結んでいるが、これら
の企業はすべて、高品質化、低コスト化を実現する光共振炉の将来性に関心を示している。
R&D(研究開発)アワード 100 選の受賞者
NREL と AOS 社は、熱処理炉の 2011 年度｢R&D (研究開発)100 選｣で共に受賞した。
R&D Magazine 誌主催のこのアワードは、この年にもっとも重要な技術的な躍進を賞賛す
るものである。
毎年、何十億個もの太陽電池が生産されている。従来の熱処理炉は、熱伝達によってウ
ェハを加熱しているが、急速熱処理炉(Rapid Thermal Processing: RTP)は、シリコンウェ
ハを数秒間で最大 1000℃まで急速加熱するために、輻射熱を使用する。
急速熱処理炉とは対照的に、光共振炉の処理には、フォトニック効果を利用した、比較
的遅い速度でのウェハ熱処理などが含まれる。加熱速度を低くすると、これに要する電力
とエネルギー損失を大幅に削減するという追加的なメリットもあるため、低コスト化しな
がら変換効率を高めることができるのである。
｢光学技術を用いることは、すべての太陽電池に大きなメリットがある。というのも、
太陽電池は、太陽光を非常に効率的に吸収するように設計されているからである。｣と
NREL の主席エンジニアである Bhushan Sopori 氏は言う。｢これで多くのことが実現で
きる。この光共振炉は非常に短時間で熱処理でき、その温度プロファイル(温度分布)を制
御できるため、その仕上がりは、ほぼ完璧に均一になるのだ。｣
実際に、壁面がセラミックであるため、光共振炉での熱処理は極めて均一である。ウェ
ハの中央部分が 1000℃に達する際には、隅部分や裂け目部分それぞれの温度は 999℃から
1001℃の間となる。
｢この点で驚くことは、1KW と 2KW の各ランプの端部を窒素で冷却する以外は、一切
冷却を行っていないということだ。｣と Sopori 氏は言う。 勿論これにより、熱処理炉に必
要となるエネルギー量は劇的に減少する。
光子を用いることで、より早く、より低い温度での接合部形成も可能になる。
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米国は、2035 年までにエネルギーの 80%をクリーンエネルギーで賄うという目標達成
を目指しているため、ホワイトハウスとエネルギー省は、太陽光発電産業に対し、設置し
た太陽光発電システムで 1 ワットあたり 1 ドル達成の課題(サンショット・イニシアティブ
“SunShot Initiative”)を要求している。この目標を達成するために、太陽電池メーカーに
は、さらに低コストな優れた製造方法が必要となる。25 万ドルあれば、光共振炉によって、
従来の熱処理炉よりも加熱速度が早く、より低い資本コストで、より大きな成果を上げる
ことができる。
20 年におよぶ壮大な構想
20 年以上もの間、Sopori 氏は、より優れた熱処理炉を作るという壮大な構想を抱いて
いた。
光学を取り入れることで、太陽電池を加熱し、高純度化し、ストレスを低減し、接合部
を形成し、まさに正確な量のドーパント(添加物)を拡散させる炉を作り、炉の効率をさら
に高めることができるだろうということは、彼には解っていた。
｢企画ではいつも容易なのだが。｣Sopori 氏は近頃、過去に企画や研究室ではうまくいっ
ても、実際にはそれほどうまくはいかなかったこれまでのイノベーションを思い起こしな
がらこう述べ、次のように続けた。｢こんなことは今までに誰も成し遂げていない、と気づ
く瞬間がある。うまくいけば達成できるが、つねに疑念はつきものだ。｣
Sopori 氏の課題は、光学などのいくつかの洗練された理論上のソリューションを思いつ
いても、最適な幾何学（ジオメトリ）や炉の材料と結びつけることができないことにあっ
た。｢これらの研究を行うための多数の特許(12 件)は持っていたが、欠けていたのは、こ
れを可能とするエネルギー変換効率の優れた炉であった｣と氏は述べた。
そして Sopori 氏が、自身の光学の専門的知識と、いくつかの独創的なセラミック工学技
術を結集すると、なるほどと頷く瞬間が訪れた。
NREL の光共振炉には、これまでにない精度で結晶シリコンウェハを、特に加熱冷却時
にエネルギー損失を生じやすい端部であっても均一に加熱できるように、可視光線と赤外
線とを使用する。これらの光線はサンプルを加熱処理するが、ウェハが物理的にランプに
接触することはないのである。
この光共振炉の用途は幅広い。太陽電池の製造プロセスの各ステップには通常、多様な
炉の形状および温度プロファイルが要求される。しかし光共振炉を使用すれば、太陽電池
メーカーは、コンピュータ(NERL が独自に開発したソフトウェア)に、太陽電池の加工に
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必要な温度プロファイルを指示するだけで良いのである。
つまり、光共振炉では、現在使用されている炉に必要な設備の改良や構造の変更を行う
ことなく、5 つの異なるプロセス段階を実施することができる。すべてのプロセスにおい
て、それぞれの太陽電池の太陽光から電気への変換効率が徐々にアップするのである。
炉内で多数みられる光の利点
光子には、太陽電池を作る際に有用とされる特性がある。
電子的に相互に結合しているシリコン原子に光が当たると、そのポテンシャル(電位)が
変わる。この変化がより良い結果をもたらすということを、Bushan Sopori 氏とその研究
チームの研究成果が裏付けた。
光共振炉が太陽電池を加熱するために可視光線と近赤外線を照射し、また、太陽電池の
材料の原子構造内深くで起こるフォトニック効果を活用するために紫外線を照射する。こ
れらを組み合わせて行うことで、品質と変換効率がアップしたデバイスを作ることができ
る独特の能力が得られる。
鉄やその他の不純物は、シリコンの品質を急速に低下させる可能性があると、米エネル
ギー省(DOE)の NREL とその民間セクターのパートナーである AOS 社が開発した光共振
炉を担当する主席研究員の Sopori 氏は言う。｢しかし、適切な光を当てることで、シリコ
ンから不純物を取り除くことができる。｣また、｢フォトニック効果を使えば、太陽電池の
加工時にこれらの不純物を取り除くことは可能だ｣｢太陽電池の製造中に、フォトニック効
果を用いてこれらの不純物を取り除くことが可能だということを我々は証明した｣と、氏は
付け加えた。
光学によって、太陽電池内のインターフェースで、多くのことをひき起こすことができ
る。たとえば、金属によって光が反射し、不純物の拡散を促進すると Sopori 氏は言う。
炉内に搭載されているランプにより原子空孔を生成させることで、シリコン内の不純物
を移動させて取り除くことができるようになる。
｢これを空孔注入と言う｣と Sopori 氏は述べた。空孔にシリコン原子は存在しない。｢原
子がないということは、そこには何もない空孔があるということだ。｣それらの空孔が、鉄
などの不純物に、さらに動きたいという衝動を促し、それらの不純物は要求温度よりもは
るかに低い温度で移動する。この鉄が、アルミニウムとともに空孔に入りこみ、アルミニ
ウムと鉄の融合体を作るが、幸いなことにこれは、いずれにしても電気接点として必要な
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のである。
不純物を取り除くことで、太陽電池の変換効率を 13%から 17％に引き上げることがで
きる。これはすなわち、その改良型太陽電池に当たる光子の 17%が利用可能な電気に変換
されるということである。
光共振炉内に冷却水とエネルギー制限がないことは、太陽電池のエネルギーの回収時間
を短縮する上で大きなメリットとなる。
その他の光学的アプローチのメリット：
シリコン太陽電池には、表面に銀の電気接点、裏面にアルミ二ウムの電気接点があるこ
とがよくある。それらは通常、太陽電池が形成されている時に、同時に焼きつけられる。
シリコンと金属のインターフェースを選択的に加熱することで、この光共振炉は、加熱プ
ロセスをよりよく制御することができ、このため、より強い表面電界を生成し、太陽電池
の特性が向上する。
光共振炉は、強度の弱い、ひびの入ったウェハを生産ラインから取り除くために、光子
を使用している。光子を使用すれば、より容易に熱負荷をウェハにかけ、不具合品のウェ
ハをスクリーニングして除去できる。この光子を用いたプロセスでは、ウェハが切り出さ
れた直後に、その品質の完全性をテストする。従来の方法では、ウェハを物理的にねじっ
たり、曲げたりして、その強度をテストしなければならなかった。

翻訳：NEDO（担当

総務企画部 原田 玲子）

出典：本資料は、NREL の以下 ”Breakthrough Furnace Can Cut Solar Costs”の記事を
翻訳したものである。
http://www.nrel.gov/news/features/feature_detail.cfm/feature_id=1629

16

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1080, 2011.12.14

(資料 3)
【再生可能エネルギー(太陽熱)】太陽熱発電

CSP

EASAC

BMBF

仮訳

欧州科学アカデミー諮問委員会による太陽熱発電の調査結果（独）

「太陽熱発電所は、再生エネルギーへのシフトを実現する上で信頼できるソリューションである」という
内容の EASAC の調査結果が、ドイツ連邦教育研究省のアネッテ・シャヴァーン大臣に提出された。

2011 年 11 月 7 日、欧州科学アカデミー諮問委員会（the European Academies Science
Advisory Council: EASAC)は、ドイツ連邦教育研究省(German Federal Minister for
Education and Research:BMBF)のアネッテ・シャヴァーン(Annette Schavan)大臣に対
し、太陽熱発電所は再生エネルギーへのシフトを実現する上で信頼できるソリューション
であるという内容の調査結果を提出した。
太陽熱発電所は、信頼性のある技術として、電力網を再生可能エネルギー資源にシフト
させる上で、重要な役割を果たすことができる。太陽熱発電所では、その他の再生可能エ
ネルギー資源とは対照的に、需要に応じて電力を供給し、電力網を安定させることができ
る。この事実が、EASAC がまとめた調査結果に強調されている。この組織は、欧州を代
表する科学者たちで構成されており、ドイツ航空宇宙センター(Deutsches Zentrum für
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Luft- und Raumfahrt; DLR)の下で活動が行われている。
2011 年 11 月 7 日にブリュッセルで、EASAC の調査結果がドイツ連邦教育研究大臣のア
ネッテ・シャヴァーン氏に手渡された。
電力網の安定化
この調査成果は、EASAC設立 10 周年を記念してまとめられ、シャヴァーン大臣、英国
学士院の前学長である英国王立協会会長の立ち合いの下で公開された。ここでは、将来的
に築かれる再生可能エネルギー社会に向けて、太陽熱発電所がどれほど役立つものとなる
か述べられている。｢これらの発電所はいつでも電力を供給できるため、再生可能エネルギ
ーの供給の変動が補正でき、これが電力網の安定化につながる。このため、これらの発電
所で発電された電力の価値は、この電力網システムに送電される電力量(Kwh)以上のもの
だ｣と、この調査の責任者であり、ドイツ航空宇宙センター(DLR)の太陽熱研究所(DLR
Institute of Solar Research)の共同所長であるロベルト・ピッツパール(Robert Pitz-Paal)
氏は強調した。
｢数多くの革新的技術を市場に投入するには、スムーズな進行が極めて重要であり、こ
れによって、電力供給価格を急速に下げることができるのだ｣と、ロベルト・ピッツパール
氏は自身の調査概要の中で述べている。現在では、太陽熱発電所からの発電コストは、洋
上風力発電所からの発電と同じ程度のコストで、化石燃料を用いる火力発電所の発電コス
トの 2 倍～3 倍高いコストとなっている。この調査結果をまとめた筆者は、太陽熱発電所
を次々に導入し、これを通じた適切な調査開発のバックアップにより、これらの発電コス
トは、今後 10 年～15 年のうちに現在の 50％～60％低下するだろうと考えている。
現在、太陽熱発電の技術は順調に進歩しており、化石燃料コストが上昇傾向にあるため、
調査員たちはさらに、太陽熱発電所からの電力は、2020 年から 2030 年の間に、競合する
化石燃料による火力発電に対して競争力を持つようになるだろうと想定している。
太陽熱発電所での発電方法
太陽熱発電所では、ミラーを使用して太陽光を集め、これを熱エネルギーに変換してい
る。これが、集光型太陽熱発電(Concentrating Solar Power :CSP)として知られる技術で
ある。このプロセスにより、温度を 400℃～1,200℃まで上げることができ、この熱エネル
ギーは、従来の蒸気発電所の発電方法と同じ方法、あるいはスターリングエンジンを使用
した発電に用いることができる。太陽光は、発電所の種類に合わせて選ばれた以下のよう
な 4 つの異なる形状のミラーを用いて集光することができる。
（トラフ式太陽熱発電にお
ける曲面鏡、タワーの頂部付近で太陽光を集めるタワー式太陽熱発電における平面ミラー、
ディッシュ式太陽熱発電におけるパラボラミラー、リニアフレネル型太陽熱発電における
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リニアフレネル型集光ミラー）
ベースロード需要を賄える発電所で安定供給
調査員たちは、太陽光発電所と、太陽のエネルギーが直接電力に変換される太陽熱発電
所の比較に重点を置いた。この数カ月、競争の激化に伴う太陽光発電価格の大幅な低下が、
かなりのセンセーションを引き起こしている。｢太陽熱発電所でベースロード需要の電力を
発電できなければ、世界中のエネルギーシステムを転換させるのは難しいということにな
るだろう｣と、ロベルト・ピッツパール氏は自信を持って述べた。太陽熱発電所では、エネ
ルギーは電力を発生するタービンの駆動に使用されるまで、熱エネルギーの形で貯蔵され
ている。これはつまり、化石燃料発電所をスタンバイさせておかなくても、電力を需要に
応じて提供できるということである。この点は、中期的にはさらに重要な付加価値である
と、この調査結果をまとめた調査員たちは考えている。というのは、太陽光発電所や風力
発電所だけでは、確実な供給は保障できないと、彼らは主張しているからである。著者は、
将来的な安定供給を確実なものとするため、需要が最も高まる時間帯を反映した充電(また
は電力引き取り)価格の調整を薦めている。
コスト効率の高い普及展開（太陽熱発電所の建設）
また、この調査成果は、太陽光発電所とは異なり、太陽熱発電所は発展途上地域におい
て高い地域価値となり得るという点についても重視している。とりわけ中東や北アフリカ
の国々では、太陽熱発電所の建設を通じて経済が成長し、ひいては地元の雇用創出にもつ
ながると筆者は予測している。このような理由から EASAC は、これらの技術の中東・北
アフリカへの導入を支援する方針を提案している。中期的には、送電容量の拡大によって、
その電力発生源で CO2 排出量ゼロの安定した太陽熱発電と直結し容易に供給管理された
電力が、欧州向けに輸出できるようになる。
関連資料：
EASACの報告書: 太陽熱の集光 : 将来的に予想される再生可能エネルギーに占める割合
EASACの報告書概要: 太陽熱の集光: 将来的に予想される再生可能エネルギーに占める
割合
翻訳：NEDO（担当

総務企画部 原田 玲子）

出典：本資料は、ドイツ航空宇宙センター(DLR)の以下 ”EASAC study on solar thermal
power”の記事を翻訳したものである。
http://www.dlr.de/dlr/presse/en/desktopdefault.aspx/tabid-10172/213_read-1898/
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（資料 3－(1)）
【再生可能エネルギー（太陽熱）】集光型太陽熱発電(CSP) MENA
仮訳

集光型太陽熱発電：
持続可能なエネルギーの未来への将来性（独）
EASAC 政策報告

2011 年 11 月 16 日

（1～6 の飜訳は割愛しました；原文リンク）
7 今後の貢献
集光型太陽熱発電（Concentrated Solar Power：CSP）展開の現況に関する冒頭でのレ
ビューに続き、本章ではEUや世界におけるCSP関連の政策目標を簡単にまとめ、CSPの
今後の貢献に影響を及ぼす大きな要因について評価を行う。7.4 項では、最終項で 2050 年
に向けたCSPの見通しについて評価をする前に、MENA注 1 地域におけるCSPの展開に関す
る課題について議論する。
7.1 現況
2011 年における世界の CSP の概観が、図 7.1 にて掲載されている。根拠とするデータ
（出典：California Energy Commission, 2010、CSP Today, 2011b、 Greentechmedia,
2011、 Protermosolar, 2011、US Bureau of Land Management, 2011）によると、世界
中の CSP のうち 1.3 GW が運転中であり、2.3 GW が建築中、31.7 ＧＷが計画中であっ
た。CSP 関連企業の大部分が欧州に拠点を置いているということからの恩恵により、欧州、
特にスペインが、CSP 市場初期の発展において重要な役割を果たした。
CSP（および PV）の現状の展開では、利用できる太陽光資源のほんの一部分しか活用
されていないが、主にスペイン、イタリア、ギリシャ、キプロス、そしてマルタなどの欧
州では、CSP による出力は年間で 1800 TWh を達成できると推定されている。この数字
は、水路や地形により活用できない所を除外せず、しかも年間 1800 kWh/m2 を上回る直
達日照量のある、自然のままで保護されていない平面な地域だけを考慮したものである。
1800 TWh/y は、2008 年の EU における電力消費である 3400 TWh(Eurostat, 2011)の
およそ半分の相当量を上回り、水力発電の潜在能力の約 3 倍、欧州の風力潜在能力（陸上
および洋上）に匹敵する。しかし、この数字は北アフリカと中近東の近隣諸国で入手可能
注1

訳者注: Middle East(中東)および North Africa(北アフリカ)の略称
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な太陽光資源と比べると小さいものであり（図 7-2 参照）、第 1 章で述べられた通り、こ
の太陽光資源は、現在の欧州と MENA 地域における電力消費量の 100 倍の容量の CSP 発
電をまかなう。
次項では、2050 年までの期間にわたり、この太陽資源の活用量を決定する要因について
検討する。

図 7.1

世界における運転中、建設中、計画中の CSP プラントの分布
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図7.2 地中海エリアの直達日照強度ポテンシャル(kWh/m2) (http://solargis.info)

7.2

政策目標

2050年に向けた欧州でのCSPの潜在的役割を考慮するに当たって、温室効果ガスを2050
年までに80～95%削減するという欧州の目標が重要な要因となる。この目標は、2011年2
月に欧州理事会で再確認されたが、2050年までに温室効果ガスの排出ゼロを必ず達成する
には、欧州の電力システムが必要となる(European Commission, 2011)。

2050年の電力供給の構成の中には、原子力発電所やCO2回収･貯留と連携した化石燃料
発電所があるかもしれない。しかし、2011年3月に日本で起こった福島の事故により、現
在原子力発電への社会的関心が悪化し、結果ドイツのような国々が原子力を検討対象から
外すこととなっている。
化石燃料発電所のCO2回収･貯留は、商業規模では依然として実証されておらず、公共や監
督機関の条件を満たした充分に安全な貯留地が見つかるかどうかという問題も残っている。
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そして、欧州における化石燃料の価格上昇や変動に対する不安も消えない。
風力や太陽光、海洋エネルギーなどの発電量の変動が大きい再生可能資源が、欧州の
2050年電力システムにおいて大きな役割を果たすことを求められるが、その変動性のため、
需要と供給のバランスを保つという課題も生じる。需要管理と共に、欧州のグリッドと市
場を統合することで、これらの課題に対応することがいくらか可能になるが、システムと
してのストレージ容量の増加が必要となると推察され、制御可能な再生可能資源は非常に
高価格となるだろう。そのような資源の中には、水力と地熱エネルギー、しかし、これら
の2つはどちらも欧州では天然資源が限られている、そして貯蔵が可能なCSPがあり、そ
のCSPはMENA近隣地域でCSPのポテンシャルが確認されれば、予想された電力需要を大
幅に上回る天然資源である。
多くの予測において、2050年までに欧州の電力需要はわずかに増加するか、または全く
しないとみる一方、MENA地域では、人口増加や経済発展により急速な電力需要の増加に
つながると見込まれており、2050年までにほぼEUの全体水準に近いところまで到達する
可能性がある(例：DLR 2005)。地球温暖化に歯止めをかける国際的なイニシアティブは、
そのような発展が持続可能な道を進むべきであり、土地固有の再生可能資源（太陽光資源
はもちろん、MENA地域で優勢である）の利用を最大限にする責任があることを強調する。
しかしながら、このような再生可能エネルギーの受け入れには、化石燃料より大幅にコス
トがかかり、その経済性の議論のスタートに立つには、MENA諸国は低炭素への道を進む
ための海外援助を必要とする。
政策というジクソーパズルの最後のピースは、MENA地域の諸国の近さにあり、EUの
「Neighborhood Policy」の領域内にそれらの国々が入ると考える。これにより欧州は、
すべてにおける安全や安定、繁栄を強固にするため、近隣諸国との関係を深めることを約
束 す る 。 EU 政 策 は 、 近 隣 諸 国 と エ ネ ル ギ ー 市 場 を よ り 良 い 形 で 統 合 し (European
Commission, 2010, 2011d)、また北アフリカとエネルギー関係を強化する(European
Commission, 2008, 2011c, 2011d)という意向をすでに述べている。第2章で議論したよう
に、
「地中海連合」のようなイニシアティブや、それに関連した「地中海ソーラー･プラン」
は、G8で近年議論されており、MENA諸国の民主改革の支援や、持続可能で包括的な成
長のための経済的枠組み発展を目的とした「ドーヴィル･パートナーシップ」が立ち上げら
れている。

翻訳：NEDO（担当
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7.3 将来の CSP 助成金に影響をおよぼすカギとなる要因
前述したように、CSP に補助金が必要とされる主な原因は南欧および MENA(Middle
East and North Africa)地域における日照不足ではなく、以下の他の要因によっている。
z 他の発電技術と比べた際の CSP 発電のコスト、CO2 削減および発電量の評価
z 土地、水、設備製造能力、熟練技術者らといった、CSP 発電導入に関する物理的制
約条件
z 欧州と MENA 地域に渡ってエネルギー需要供給バランスを保つための配電に関す
る物理的および運営上の制約条件
z 供給の安全保障の検討、特に国内エネルギーのみの場合に比べ、異なるエネルギー
ベクトル（政策の方向性）を有する外国からの輸入エネルギーに付いて回る脆弱性
このレポートの取り扱い範囲外の要因として、助成金の支給や法的側面に関連し、例え
ば MENA 地域諸国における外国からの投資の条件や保証といった政治的問題がある。
チャプター5 注 2 でCSP発電コスト削減への期待について述べ、CSPの習熟曲線(learning
curve)の傾き、CO2 削減の意義、および今後の化石燃料の価格に基づき 2020 年から 2030
年のある時点でCSP発電が化石燃料発電に対して優位となる見込みを示した。太陽光資源
の豊かな場所ではより早い時期に実現されるだろう。同じくチャプター5 で述べているが、
熱貯蔵性能を併せ持つCSPは、風力や太陽光といった変動しやすい他の再生可能エネルギ
ー源に比べ、スムーズな電力の供給とグリッドとしてのサービスを提供する能力があるた
め、大容量発電市場(bulk electricity market)においてプレミアムな価値をもたらすだろう。
コスト競争力を実現するためには、プロジェクトの開発活動、プラントの建設、それに
付随する重要な部品製造設備の建設に着手するきっかけをつくり、さらにコスト削減を目
的とした研究開発を推進するための奨励金や助成金が必要となる。他の再生可能エネルギ
ー技術も似た状況に直面している。実証用のプラントは、必要とされる新たなテクノロジ
ーのスケールアップや商業化を達成するうえで重要なステージであり、助成金を受けるに
は資金提供を確実に受けられるようにする必要がある。
CSP Today注 3 が世界 8 カ国で有効な固定買取価格制度(feed-in tariffs)について解説して
いる。Table 7.1 のとおり現在ギリシャ、イタリア、ポルトガル、スペインで実施されてい
るCSP奨励金スキームをまとめている。
表 7.1 ギリシャ、イタリア、ポルトガル、スペインで現在実施されている CSP 奨励金スキーム
注2
注3

訳者注: 本翻訳文書は原文チャプター7 に該当する。原文チャプター5 を参照されたい
訳者注: 米国の太陽熱発電ウェブサイトhttp://social.csptoday.com/about-us
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国

奨励金スキーム

ギリシャ

固定買取価格 26.5 € cents/kWh、最低 2 時間分の貯蔵からは 28.5€ cents/kWh に上昇。
支払満期は 20 年間

イタリア

イタリアでの固定買取価格は、2012 年終わりまでに稼働した発電所に対して、稼働か
ら 25 年間は下記の通り有効。
・他のエネルギー源からの導入量が 15％以下の場合は 28 € cents/kWh
・他のエネルギー源からの導入量が 15％超 50％以下の場合は 25 € cents/kWh
・他のエネルギー源からの導入量が 50％超の場合は 22 € cents/kWh
2012 年以降、2013 年から 2014 年の間で発電所を始動した際の買取価格は、年ごとに
2％の減額が見込まれる。奨励金スキームは 150 万㎡未満の太陽集熱器（反射鏡）を備
えた CSP 発電所に限定される。

ポルトガル

10MW 未満の CSP 導入に対する平均指標価格は 26.3–27.3 €cents/kWh（15 年間有効）

スペイン

導入者は下記 2 種類のスキームから選ぶことが出来る。
・約 28.5 € cents/kWh の固定価格（インフレ指数によって年ごとにわずかに変動する）
・プール価格に追加される割増価格（ただしプール価格と割増価格の合計額は最低 26.9
€ cents/kWh、最高 36.4 € cents/kWh の保証が付く）
上記価格は 25 年間保証される。2013 年以降に新たに導入される発電所についての奨励
は年々限定され、割増価格も大幅に減額されると見込まれる。

スケールアップ、生産ボリュームと技術の革新によるコスト削減（チャプター5 で示さ
れた単純な学習率(learning rate)に該当。下表 5.4

注4

を参照）により設置される発電容量

が増加していくが、請求される奨励金の合計金額はこれにともなうCSPコストの削減速度
に左右される。例えば、もし現状においてCSP設置にかかるコストの 60％にあたる助成金
が必要とされるものが、CSP生産コストが半分に削減された場合には 10％の助成金しか必
要でなくなると単純に仮定した場合、CSP設置コストを半分に削減するまでの累計の助成
、10％であれば 610
金は、学習率が 20％であれば 65 億ユーロ（9GWの製造能力に相当）
億ユーロ（100GWの製造能力に相当）となる。設置コストがこのレベルにまで削減される
までに必要な奨励金の合計金
額の推測を行った報告が 2 件
あ る 。 Ummel 氏 と Wheeler
氏は 2008 年の発表で 200 億
米ドル（20GWのCSPに相当）
、
Williges氏らは 2010 年の発
表で実測基準に基づいて 430
億ユーロ（157GWのCSPに相
当）と推測している。
こ の学習 率に 達する 十分
な投資が行われているにもか
かわらず、今後世界規模のエ
注4

訳者注: 文中説明内容の理解のためチャプター5 で示された表を引用
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ネルギーシステムに導入するために必要なレベルには達していない(IEA, 2010)。また
2020 年までに EU のエネルギーシステムに必要とされる資金は 1 兆ユーロと試算されて
いる(European Commission, 2010)。これにより、管理が容易で、実質的に無制限に存在
する天然資源を用いた、コスト競争力のある再生可能な選択肢が確立されるだろう。
インセンティブ・スキームには電力の適正価格を表示し、時間によって異なる電力価値
を適切に反映させる必要がある。そうなれば、CSP 投資者による商業最適化が、電力シス
テム全体の構成にも最適化をもたらすだろう。いくつかの助成金スキームでは現在これが
出来ておらず、不適切に設計されたプラントとなっている。例えば、スペインでは電力使
用のピークとオフピークの間の固定買取価格が 20％未満で変化しており、CSP プラント
では非効率に高レベルのエネルギー貯蔵が起きている。
投資チャンスの選択に対する評価は、システムの限界費用(marginal system cost)で報告
することを求められている。この限界費用に代わるものが、エネルギーの競争価格の導入、
および価格競争システムの効率的な運営をサポートすべき CSP 発電を推進するためにお
こなう市場・方針・助成のデザインである。
その影響が、化石燃料発電と同レベルにまでに CSP の生産コストを到達させるのに必
要な奨励金の合計金額に及ぶため、CSP の学習率を設定しモニターすることが重要である。
助成金を得るには、単なるコスト改革・削減を目的とした商業的奨励金に妥協せず、CSP
の公共使用を可能にするコストデータを確実なものにする必要がある。
物理的制約条件に関しては、チャプター6 で特に砂漠地帯での CSP に対する水の使用に
関する課題について述べ、不利益を生みだすものを効率的に最小化する乾式冷却システム
のさらなる開発の必要性を指摘した。前述のとおり、CSP に適するとみられる広大な土地
が MENA 地域に特に存在するが、土地の取得や建設許可などに時間がかかり、おそらく
いくつかの場所、特に南欧においては、CSP 開発速度が制限されることになる。
欧州において 2050 年までに二酸化炭素排出を実質ゼロにするには、現存する発電施設
の多くを、その切り替え期間において CSP に置き換える必要がでてくる。同様に、MENA
地域で予想されている電力供給の拡大には、新たな発電能力に対する安定した巨額な投資
が必要とされる。CSP の拡大のために求められるこの製造能力が利用可能かどうかは、こ
の線にそって考慮される、特に、タービンや熱変換器やパイプといった多くのプラント用
部品はその候補とする技術に共通性があるために。プラント建設部品の飛躍的な向上や変
化は、どの発電方法の割合が選ばれても必要となるだろう。
チャプター6 では CSP の建設は、鉄、ガラス、コンクリートといったありふれた材料に
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おいて、化石燃料プラントに比べて、より材料集約的であるとの分析を示した。一般的に
見れば、このような産業界においてありふれた材料の生産レベルをみると、必要とする材
料が利用できる可能性については、CSP の導入拡大を制約するとことにはならないように
思われる。しかし中国やインドといった経済急進国でこうした材料の需要が増え、コスト
が上昇してきている。そのため、特にレシーバーの生産能力や熱貯蔵用の塩の活用の可能
性といったような、CSP の導入拡大を抑制する可能性のある問題についてさらなる研究が
有効に実施されるべきだろう。
CSP の導入拡大には機器製造業、プラント設計、工事、プラント運営をサポートするた
めのスキルをもった労働力の開発が求められる。例えば、スペインにある標準的な 50MW
能力の CSP プラントには 40 名の常勤スタッフ、および一年以上かかる建設期間に数百人
の現地要員を雇う。さらに、部品サプライヤー業界でも労働力の増強が求められる。世界
銀行が 2011 年に発表した高成長（年間 60％）シナリオによれば、2025 年に MENA 地域
に建設される 14.5GW 能力の CSP は、この地域に 65,000 人から 79,000 人に相当する常
勤雇用をもたらすと試算されている。
（約 75％が製造と建設、25％がオペレーションを支
える。
）
欧州と MENA 地域における持続的かつ急激な CSP の導入は、十分な要員の再配置・再
教育の整備といった組織的な取り組みが求められるだろうが、5 年間でヨーロッパにおけ
る 再生可能エネルギー産業の雇用が 230,000 人から 550,000 人に増加した(European
Commission, 2011)ことに着目することは有益である。さらに、風力発電や太陽光発電の
導入を行った国々においては、その市場が成熟し成長が鈍化するまでに年間 60％の成長率
が 10 年継続している(World Bank, 2011)。
EU における再生可能エネルギー電力の需要が引き続き根強いままであるとするシナリ
オでは、MENA 地域に欧州に電力輸出する CSP が建設されるだろう。その場合は欧州と
MENA 地域間での系統連系が必要となる。現在、欧州と MENA 地域間ではモロッコとス
ペイン間の海底ケーブルのみが稼働中である(それぞれ 700MVA、400kV の AC ライン)(出
典：Resources and Logistics, 2010)。MENA 地域国内の相互連系は一般的に限られてお
り、モロッコ、アルジェリアおよびチュニジアが主要な相互連系エリアとなっている。
欧州が CSP による年間電力量 750TWh(現在の EU の電力使用量の約 20%)を北アフリ
カ か ら 輸 入 す る と い う 2050 年 の シ ナ リ オ で は 、 コ ン サ ル テ ィ ン グ 会 社 の Price
Waterhouse Coopers (2010)は、それぞれがオーバーレイグリッドへと完全に統合され、
輸出入送電ラインに余裕があり、供給の中断に至る脆弱性が低減された地中海をまたぐ数
多くの高圧直流(HVDC: high-voltage direct current)連系の必要性を強調している。同様
に、ドイツ航空宇宙センター(DLR, 2006)は、それぞれ 5GW の 20 本の送電ラインにより
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MENA 地域からの太陽熱による電力によって EU の電力需要の 15%を満たすという 2050
年のシナリオを想定している。図 7.3 は、欧州の需要中心地 27 箇所と MENA 地域の CSP
発電所 11 箇所をまたぐ HVDC ラインの可能送電ルートの調査結果を示す(DLR、2009)。
高圧直流(HVDC)系統は、既存の高圧交流(HVAC: high-voltage alternating current)に
よる送配電システムを増補するために、欧州と MENA 地域をまたいだ「基幹」あるいは
「高速道路」として建設される必要があると一般的に考えられている。近代の HVDC ラ
インでは、3,000Km 以上の距離で送電ロスを約 10% に抑えることが可能である。HVAC
ラインによるこのような長距離送電では、送電ロスがほぼ 50%となるので実用的でない
(DLR, 2006)。また、HVAC 系統は補強の必要があり、
「スマートな」系統(グリッド)技術
が広く展開される。
現在の欧州の電力系統における制約と、大幅に増加した再生可能エネルギー源のシェア
をサポートする、信頼性が高く十分に統合された電力市場を実現するという EU の政策目
標を達成するための展開は、送電技術の開発可能性をも検討した欧州の電力系統に関する
EASAC の前レポートで論じられている(EASAC, 2009)。EU 市場の有効的な機能と、再
生可能エネルギー源の需要と供給を釣り合わせるメカニズムとしての地理的多様性に関わ
る国境を越えた大容量送電に必要となる電力系統の補強を確実にすることを目標とする
EU のエネルギー戦略において、このような送電における制約は十分に認識されている
(European Commission, 2010)。
欧州における送電線増強プロジェクトは、大きく遅延している。計画立案の開始から
Trans-European Energy Networks (TEN-E)建設許可の発効まで、優先的な送電プロジェ
クトには平均して 7 年間が費やされ(MVV consulting, 2007)、そのうち 25%のプロジェク
トがその 2 倍以上の期間を必要とする。EU のエネルギー戦略(European Commission,
2010)では、規制等の合理化による「欧州の利益」に適うプロジェクト承認手続の一本化
や、より優れた雇用プロセスを通した国民支持の向上によってこの問題に対処するとして
いる。
EU のエネルギー政策における主要な懸念事項は、エネルギー供給保障の向上である。
南欧に CSP が設置される限りでは、エネルギー輸入(主に化石燃料で EU におけるエネル
ギー消費の 50%を上回る)の必要性が無くなるため、エネルギー供給保障に確実に貢献す
る。欧州による MENA 地域からの CSP 電力輸入に関連するエネルギー供給保障の課題は
あまり明確ではなく、調査中に起こった MENA 地域の数カ国における政変によって、安
全保障問題を検討するにあたり困難な状況がもたらされた。次章では、MENA 地域におけ
る安定的で繁栄した民主主義国を支援する国際的なイニシアティブの一環としての CSP
展開の役割の可能性について考察する。
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MENA 地域からの CSP 電力輸入に付随するエネルギー供給の保障において配慮するべ
き事項として、より一般的には以下が挙げられる:
エネルギー供給障害により、顕著な経済的損失(Price Waterhouse Coopers 2010 によ

z

れば 8€/kWh の損失)がもたらされ、天然ガスや石油の短時間の供給停止が容易に対応
可能である一方、短時間の停電では大混乱を引き起こす原因となる。しかし、エネル
ギー供給源と供給ルートの多様化は、テロ行為や政治的干渉によるエネルギー供給障
害のリスク低減に貢献し、現在は化石燃焼発電の相当な備蓄がある。
z

化石燃料やウラン鉱石とは異なり、電力の供給障害は、蓄電が難しいことから電力供
給国にとって回復不能な歳入の損失となり、供給障害により欧州が損害を被るよりも、
電力供給国により大きな損害をもたらすと考えられる(IIASA, 2009)。
CSP 電力の輸入は、供給障害の可能性により欧州にとって主要なリスクとなる化石燃

z

料の輸入の低減を可能とし、化石燃料依存を軽減するための国際的な協力措置を取ら
なければ、価格の変動性による経済的な影響や、将来における持続的な価格上昇の可
能性がある(European Commission, 2011)。
隣国とのエネルギー市場の統合は、CSP 電力輸入のリスク低減に貢献する EU 特有のイ
ニシアティブである(European Commission, 2010 and 2011d)。また、MENA 地域に余剰
な CSP 発電能力が存在するとしたシナリオでは、その発電能力のいくつかは、電力に限
った輸出の場合の供給障害を低減する方法として、欧州向けの輸出用水素または合成ガス
の生産への使用が可能である。しかし、このオプションには著しいエネルギー損失が伴う
であろう(DLR, 2006)。

7.4

MENA 地域における CSP 開発

MENA 地域は、その太陽熱源の規模とクオリティのみならず、急速に増加する現地の電
力需要と、欧州の MENA 地域への近接性および「CO2 フリー」電力の需要のため、CSP
の開発にとりわけ適している。CSP 技術は(他の再生可能エネルギー技術とは異なり)、そ
の地域における労働力や産業にマッチした、高レベルの地域の生産物となる。先般の世銀
(World Bank 2011)による CSP 技術のバリューチェーンの評価では、CSP 発電所のほとん
どの部品の製造と建設、土木工事や発電所の運転を含み、バリューの高い割合(2020 年ま
でに 60%まで)を有する地域が生まれる可能性があるとしている。
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MENA 地域ではすでに、主に低コストの請負産業から、より熟練したハイテクな製造が
大きな割合を占める方向へとシフトしている(World Bank, 2011)。それは、CSP 技術にお
けるハイテク部分のバリューを徐々に確保していく可能性があることを意味している。低
い労働コスト、開発現場への近接性、堅調な発展を見せる経済などの強みから、現地の CSP
産業が成長する土台が存在する。この実現化には、国際協力、教育、トレーニング、行政
の障壁の撤廃に重点を置いた、全てのレベルの公共機関における集中的な努力が必要であ
る。
MENA 地域と西洋諸国における産業間には協力体制が確立しているが、地域内での協力
体制は限定されており、さらなる発展を必要としている(World Bank, 2011)。国際企業に
とって魅力のある投資条件を準備し(キーとなる要因は、予想可能で安定した市場: World
Bank, 2011)、また関係諸国の人々が利益を共有できるようなオーナーシップの取り決め
を提供する必要がある。地域および国際的なビジネスに適した条件を準備し、スキル養成
などキーとなる支援政策を成功させるために CSP 開発を支援する継続したイニシアティ
ブの必要性が重要となる。
急速に伸びる地域の需要、欧州に比較して増加する CO2 置換の機会、そして北欧の主要
な需要中心地へ CSP 電力を送電する場合に起こる 10%までの電力損失、
これらのことは、
MENA 地域で生産した CSP 電力が、欧州への輸出よりも MENA 地域内において優先的
に利用されるべきであることを示している。欧州へ輸出可能な残余分は、MENA 地域の
CSP 発電の設置率、MENA 地域諸国の輸出収入から得られるバリュー、そして MENA 地
域の CSP 開発サポートに対する EU のモチベーションに依存する。資金提供がそのモチ
ベーションであれば、CSP による発電電力の一部は、2050 年までにゼロ炭素電力システ
ムを導入するという EU の政策目標を達成するために欧州に送られる必要があるだろう。
しかし、CSP 発電所に必要な大規模な投資は、今日の市場において採算の取れるもので
はなく(特に不安定な政情や規制条件により、投資家は現在ハイリスクプレミアムをプライ
スに加算しているため)、MENA 地域の固定価格買取制度(feed-in-tariffs)を通した政府に
よる補助金は期待できない。再生可能エネルギーへ高価格を支払う能力のある欧州のネッ
トワークへの送電は、エネルギー効率の良い HVDC 送電ネットワークが存在しないため
実現できない。同様に、砂漠での発電がほとんどされていない中、このようなネットワー
クへの投資を期待することはできない。
ここでの課題は、同時に様々な障壁(投資保護、エネルギー政策インセンティブ、R&D
等)に対処しながら協調的なアプローチを取ることと、他の関係者が参入しやすいよう障壁
を引き下げるためのオプションを見つけることである。このためには、長期に渡って転換
のプロセスを科学的に計画・支援する必要がある。これにはEUからの財政的なインセン
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テ ィ ブ を 必 要 と な る 。 デ ザ ー テ ッ ク ・ フ ァ ン デ ー シ ョ ン (Desertec Foundation)
(http://www.desertec.org/)

と

関

連

す

る

Desertec

Industrial

Initiative

(http://dii-eumena.com/)は、砂漠地域での再生可能エネルギー生産のポテンシャルの実現
化を目指す重要なイニシアティブである。

7.5

2050 年に向けて

2050 年に向けた 40 年間を上回る期間に実施される「プロジェクト」として見なされて
いる欧州と MENA 地域における CSP の展開には、数十億から数百億ユーロ規模(実際の
学習率が可能性の範囲において高いか低いかに依るが)のインセンティブの支払いを含ん
だ 10～20 年間にもおよぶ初期投資期間があり、CO2 排出回避と将来の化石燃料価格に起
因するバリューに左右される利益で、2050 年まで、またそれ以後の継続した期間における
返済となる。プロジェクトを実施する追加的なモチベーションとしては、持続的なエネル
ギーシステムの確立、輸入化石燃料への依存の軽減、雇用創出、そして MENA 地域国に
おける民主主義の成功への支援などが含まれる。
このプロジェクトでは、次フェーズの進行が、他の発電オプションに比較して CSP の
メリットが明らかになって行くことを要件とする段階的なアプローチが適切である。特に
PV など他の再生可能エネルギー源に比較した CSP の学習率と、種々の発電ミックスが開
発されるに伴い、蓄熱槽を有した CSP の送電性のバリューを早期にフィードバックさせ
られる学習のメカニズムが確立されるべきである。
以上を踏まえると、欧州と MENA 地域に導入される CSP 容量においてこのプロジェク
トが結果的にどのくらいの規模となるべきかを現時点で述べることは適当ではないだろう。
2050 年には欧州と MENA 地域において、ゼロ、またはゼロに近い炭素フリーの電力提供
で CSP が主要な貢献をする可能性を持っていると述べておけば十分であろう。従って、
この CSP「プロジェクト」は、特に、それぞれが関連する課題を持つ限定された範囲での
代替手段が存在するので、EU や欧州、
MENA 地域の政府による強力な支援の価値がある。
2050 年の欧州における CSP シナリオについて、他に以下のような例が挙げられている:
z

DLR(2006)は、2050 年における MENA 地域から欧州への CSP による電力輸入量を
700TWh(現在の EU における電力消費量の約 20%)と想定している。

z

欧州気候基金(European Climate Foundation: ECF)(2010)は、再生可能エネルギー源
が欧州の全エネルギーを供給するという 2050 年のシナリオにおいて、MENA 地域の
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CSP が欧州電力の 15%を供給すると期待している。
Wenzel と Nitch (2010)による 2050 年のシナリオでは、欧州と MENA 地域の電力需

z

要の 12%(812TWh)は CSP によって供給される。
IEA の CSP Technology Roadmap(IEA 2010b)によると、2050 年の欧州およびトルコ

z

の CSP 電力消費量は約 700TWh であり、そのうちの 600TWh は MENA 地域で発電
されるとしている。

翻訳：NEDO（担当

総務企画部

望月

麻衣／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。
European Academies Science Advisory Council (easac)
Concentrating solar power: its potential contribution to a sustainable energy future
（http://www.easac.eu/fileadmin/Reports/Easac_CSP_Web-Final.pdf）
H

H
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（資料 4）
【環境（CCS）】CO2 回収･貯留
仮訳

イリノイ州でCO2圧入が開始（米国）
含塩水層に100万MTのCO2を圧入する大規模テスト
【2011年11月17日-ワシントンDC】米国エネルギー省（DOE）により創設された7つの地
域 パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 1 つ で あ る 「 中 西 部 CO2 地 中 貯 留 コ ン ソ ー シ ア ム （ Midwest
Geological Sequestration Consortium：MGSC）」が、CO2貯留技術を全米で推進するた
めに、イリノイ州ディケーター（Decatur）にて大規模なCO2圧入テストを目的としたCO2
の圧入を開始した。本テストは、「地域CO2貯留パートナーシップ･プログラム（Regional
Carbon Sequestration Partnerships program）」の開発フェーズの一部であり、地球の
気象変化に貢献できるCO2ガスの回収や永久貯留（隔離）の最善方法を究明するため、2003
年に開始された化石エネルギー局（FE）イニシアティブである。
FEの最高業務責任者であるChuck McConnell氏は次のように語る。「長期にわたって
の環境に安全かつ安定したCO2地中貯留を確立することは、CO2の回収、活用、貯留（carbon
capture, utilization and storage：CCUS）の商業的な普及を成功させる必須要素である。
他のFEの地域パートナーシップが着手したプロジェクトと同様に、MGSCによるこの圧入
テストプロジェクトも、気候変動の緩和政策における重要な選択肢として、永続的な地中
貯留（隔離）の将来における実現性を確かなものとすることを援助する。」
このプロジェクトのCO2は、イリノイ州ディケーターにあるArcher Daniels Midland
（ADM）社のエタノール製造施設から回収される。今回のプロジェクトのために建設され
た加工工場で、CO2ガス流から水分を取り除き、次にこのドライCO2を液体に似た振りを
する「超臨界」の高密度相へと圧縮する。その後圧縮されたCO2は、長いパイプラインを
通って、CO2を圧入する地下1マイル超の深部含塩水層の圧入口へ送られる。
最大100万トンのCO2が、3年にわたって深さ約7,000フィート（約2.1km）の地下にある
Mt. Simon Sandstoneに圧入される。Mt. Simon Sandstoneは、層の厚さ、幅広さ共にイ
リノイ盆地では最大級の含塩水貯留層であり、CO2の推定貯留能力は110億～1510億トン
にも及ぶ。プロジェクトの調査段階中に収集された分析データによると、Mt. Simonのよ
り深い層には、優れた圧入対象となるのに必要な地質的特性が揃っている。
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イリノイ州環境保護庁は、10月に圧入施設仕様を記したレビューを完成し、2011年3月
に最終的に「地下圧入管理認可（Underground Injection Control Permit）」の条項によ
り圧入作業を承認した。含塩水層への大規模CO2圧入テストが米国で実施されることが認
められたのは、これが初である。
ベースラインとなる環境に関するデータの収集は、1年以上行われている。圧入中およ
び圧入後には、包括的な監視プログラムにより、圧入されたCO2の安全かつ永続的な貯留
（隔離）が確認されている。地下のCO2プリューム注 1 の位置が探知され、圧入地付近では、
深部準表層水(deep surface water)、地下水や地表水の監視が継続的に行われる予定である。
この監視プログラムは毎年評価され、必要があれば修正される。
MGSCは、多数のCO2回収･貯留アプローチの長所の調査を行う全米ネットワークの7つ
の地域パートナーシップの1つであり、米国の様々な地域に最も適したアプローチを確立
する。現在MGSCが選択肢としての調査を行っている所は、イリノイ州の大部分、インデ
ィアナ州南西部、及びケンタッキー州西部にまたがる面積60,000平方マイルのイリノイ盆
地である。このエリアでのCO2排出量は毎年2億6500万トンを超えており、大部分はこの
地域にある126ヵ所の石炭火力発電所によるものである。
DOEの国立エネルギー技術研究所（National Energy Technology Laboratory：NETL）
は、地域CO2貯留パートナーシップ･プログラムの運営を行う。

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（DOE）の以下の記事を翻訳したものである。
“CO2 Injection Begins in Illinois：Large-Scale Test to Inject 1 Million Metric Tons of
Carbon Dioxide in Saline Formation”
http://www.fossil.energy.gov/news/techlines/2011/11058-CO2_Injection_Begins_in_Illin
ois.html

注1

訳者注：プリューム(plume)とは、マントル深部から生じると考えられるマグマ上昇流に例えたもの。CO2
貯留層の形状。
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（資料 4-(1)）
【環境(CCS)】MGSC

CO2 貯留

仮訳

中西部地中貯留コンソーシアム（MGSC）のファクトシート（米国）
開発フェーズから大規模フィールドテストまで
背景
米エネルギー省は、温室効果ガスを削減すると同時に化石燃料を使用するオプション(選
択肢)を評価する包括的取り組みの一環として、地球温暖化の要因となる温室効果ガス
(GHG)である CO2 を回収し、半永久的に貯留隔離する最善の方法を決定するため、
「CO2
貯留地域パートナーシップ(Regional Carbon Sequestration Partnership: RCSP)｣を通じ
て、７つの地域パートナーシップを選出した。これらのパートナーシップは、最も適切な
技術、規制、インフラの構築を援助するのに必要な、米国全体のネットワークの中核を成
す州機関、大学、民間企業、国立研究所、非営利団体で構成されている。全部で RCSP に
は、米国 43 州とカナダ 4 州におよぶ 500 を超える機関(前回のフィールド評価フェーズの
350 機関より増加)が参加している。
RCSP イニシアティブは、3 つのフェーズに分けて実施される。初期評価フェーズは、
2003 年 9 月に開始し、7 つのパートナーシップが CO2 発生源を特定し、その貯留に適切
な場所を評価した。2005 年 6 月には実証フェーズへと移り、７つの地域で小規模な一連
のフィールドテストを行い、CO2 貯留が見込まれる機会の評価に重点を置いた 4 年間にわ
たる取り組みが行われた。現在の展開フェーズ(2008～2017 年)の活動は、これまでのとこ
ろ既に完了している作業の延長として進められており、大規模な CO2 の回収、輸送、圧入、
貯留が、安全かつ半永久的に、経済的に達成される計画である。これらのテストを行うこ
とで、パートナーシップによって特定された多様な地質構造への CO2 の圧入性、圧入可能
な容量、貯留性についての理解を深める。これらの活動の成果や評価は、今後の北米での
CO2 貯留プロジェクトの商業化への取り組みに役立てられるだろう。
｢ 中 西 部 地 質 学 的 貯 留 コ ン ソ ー シ ア ム (The Midwest Geological Sequestration
Consortium：MGSC)｣は、イリノイ州、インディアナ州、およびケンタッキー州の各州立
地質調査所の主導で運営され、イリノイ州全域、インディアナ州南西部、およびケンタッ
キー州西部を対象地域としている。このパートナーシップは、CO2 の回収、輸送および CO2
地中貯留の技術選択の評価をイリノイ盆地の地下深部の石炭層、成熟油田、地下深部の含
塩水層において行うために設立された。MGSC 地域の CO2 発生源からの排出量は、年間 3
億 MT(メトリックトン)(3 億 3,500 万米 t)以上、すなわち米国全体の CO2 排出量の 11%を
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占める。MSGC は、これらの CO2 を安全に半永久的に貯留(隔離)するのに最適な環境がイ
リノイ盆地にはあると判断した。
プロジェクトの詳細
プロジェクトの概要
MGSC は、農作物の処理を行う Archer Daniels Midland (ADM)社とパートナーシップ
を結び、イリノイ州の Decatur にある ADM 社のエタノール生産工場で大容量の含塩水層
貯留テストを実施した。このテストでは、発酵工場から排出される年間
333,000MT(367,000 米 t)の CO2 を 3 年間にわたって、イリノイ盆地の大規模な含塩水層
である Mt. Simon Sandstone(マウントサイモン砂岩層)に圧入する。

CO2 の圧入(貯留)場所
この試験サイトは、農産物の処理工程
が行われるイリノイ州 Decatur の ADM
社の所有地内にある(図 1 参照)。この試
験サイトは約 207 エーカーで、すべて
ADM 社が所有している。同社工場の北
境界線近くに、CO2 の脱水/圧縮処理設備
を建設中である。CO2 は直径 6 インチ
(15cm)のパイプを通って、この場所から
約 5,200 フィート(1.58Km)離れた圧入
井へと運ばれる。この試験サイトは従来
からコンビナート(工業団地)となってお
り、この場所へのアクセスに特に大きな
物理的障害はない。
地質学的に見た試験サイト
CO2 貯留実験の対象となる貯留層は、
イリノイ盆地で最も層が厚く、最も広大

図１：イリノイ州 Decatur の ADM 社試験サイ
トの衛星写真。図中の記号はそれぞれ以下のもの
を示している。
A)脱水/圧縮処理設備、B)CO2 パイプラインの経
路、C) 圧入用坑井、D)代表的な評価用坑井サイ
ト

に広がる含塩水帯貯留層であるカンブリ
ア紀のMt. Simon砂岩層 (図 2)である。
この一帯はEau Claire層に広く覆われて
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おり、難透過性の頁岩層、シルト岩注 1 と堅い石灰岩の層の下に、先カンブリア紀の花崗岩
層が横たわっている。これまでMt.Simon砂岩層は、イリノイ州の北半地域の天然ガス貯
留のために、広域にわたって利用されてきた。これらの貯留場所にある複数の坑井の詳細
な貯留層データは、Mt.Simon砂岩層の山裾が、CO2 の貯留を行う上で最適な条件として
必要な空隙率と透過性を持つことを示している。Mt.Simon砂岩層一帯の等層厚線マップ
から推定すると、Mr.Simon砂岩層の厚さ 1000 フィート(305m)以上の層のADM社サイト
に圧入できる層があるだろうと考えられていたが、実際に計測してみると 1,650 フィート
(505m)であった。
圧入用坑井は、トータルで深さ 7,230 フィート(2.2Km)まで掘削された。ADM 社の試験
サイトから 17 マイル離れた場所に掘削された坑井と、ADM 社の試験サイトから 51 マイ
ル離れた場所に掘削された 2 つ目の坑井から得られたデータによると、Mt.Simon 砂岩層
には有効な空隙率がある。MGSC の推定では、ADM 社サイトでの Mt.Simon 砂岩層の平
均的な空隙率は約 12%である。また、ADM サイトでの Mt.Simon 砂岩層の最高地点は、
深さ約 5,500 フィート(1.67Km)の位置であると推定される。

図 2 地域図は、Mt.Simon Sandstone の層の厚みを示している。

イリノイ盆地内部のデボン紀のNew Albany頁岩層、オルドビス紀のMaquoketa層、カ
ンブリア紀のEau Claire層はいずれも頁岩を含んでおり、これらは重要な局所的シール(封
止注 2 )層として機能している。また、この盆地内には、炭化水素トラップ注 3 として知られて
注1
注2

シルト岩：粒子のサイズが砂と年度の中間のものが固化した堆積岩。
期待や液体の封止、遮断
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いるシール層を形成する、ミシシッピ紀とペンシルバニア紀の規模の小さい薄い頁岩層も
多数ある。上記の 3 つの頁岩層はすべて横方向に広がっており、地表下のワイヤーライン
(検層)の関係から見ると、CO2 実験サイトから半径 100 マイル(160Km)内で連続的に存在
するように見える。このオークレア層の厚みは 500 フィート(150m)で、ADMサイトの第
一のシール層であることがわかった。このオルドビス紀のMaquoketa層とNew Albany頁
岩層は、第二のシール層としての役割を果たしている。地図上には、ADM社の用地の半径
25 マイル(40km)以内に断層や亀裂はみられない。
CO2 発生源
CO2 は、ADM 社のエタノール生産設備から回収される。エタノール発酵装置の排出口
から排出される CO2 の純度は通常 99%以上で、常圧で 88°F(26.66℃)の水蒸気で飽和して
いる。一般的な不純物はエタノールと窒素で、それぞれ濃度 600～100ppmv(体積百万分率
ppm 濃度)の範囲で含まれる。その他のさらに低濃度の不純物としては、酸素、メタノー
ル、アセトアルデヒド、硫化水素(H2S)が含まれることが多い。この CO2 は精製、脱水さ
れ、平方インチあたり最大 1400pound/inch2(psi) (98.4kgf/cm2)まで圧縮され、超臨界 CO2
として坑井元(坑口)まで運ばれる。この脱水/圧縮処理施設は、ADM 社の施設の北方境界
線近くに建設中である。
CO2 の圧入工程
MGSC は、一日当たり約 1,000MT(1,100 米 t)の超臨界 CO2 を圧入し、3 年間で総計 100
万 MT の貯留を計画している。すべての貯留活動に ADM 社の試験サイトを利用するとい
うのは、MGSC の意向であり、こうすることで輸送コストを最小限に抑える。ADM 社の
試験サイトに最初に掘削された坑井は、圧入用に使用される予定である。精製され、脱水
された超臨界の CO2 が、一日当たり 550MT の処理能力を持つ圧縮機 2 台とグリコール脱
水装置を備えた脱水/圧縮処理施設から受け入れられる。追加されたポンプでは、要求に応
じて臨界超過の CO2 の送付圧入量を最大 2,000psi まで増加させることが可能である。CO2
の圧入は、2011 年 2 月に開始され、3 年間継続される計画である。
CO2 貯留のシミュレーションとモニタリング
MVA(モニタリング・検証・評価)プログラムは、実施、検証、環境保護、環境修復の要
素で構成され、CO2 の圧入前、圧入時、圧入後を通してモニタリングを行う。このプログ
ラムは、CO2 プリュームのモニタリングを行うためのベースラインを作るために 2010 年
の 1 月に集められた 3 次元地震データに依存するところが大きい。2009 年 11 月には、半
永久的に受振器が 31 個配列された、3,500 フィート(1,067m)の深さのモニタリング用坑井
注3

炭化水素トラップ：炭化水素即ち気体である天然ガスや液体である石油などを透過させない装置。
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が完成し、これにより、進行しているCO2 プリュームの画像化のための坑井内地震探査法
(Vertical Seismic Profiles :VSPs)注 4 を繰り返し利用できるようになった。
MVA プログラムは毎年評価され、必要に応じて変更される予定である。土壌ガスのサ
ンプリング、坑井検層、可視・赤外画像化、CO2 の地表面の流れのモニタリング、地球科
学的な方法など、幅広い環境モニタリング技術が用いられる可能性がある。MODFLOW
や GFLOW などの地下水のシミュレーションツールが、浅い地下水の流れのためのコンセ
プトシミュレーションモデルの開発のために使用され、汚染物質が圧入場所の地域から外
へ移動する時間を推定するために活用される。これにより、CO2 の圧入時または圧入後に
起こりそうにもない CO2 の漏れにより生じる近隣での水の供給についてリスク評価が行
われる。
浅い地下水や圧入層のブライン(塩水)について熱力学的なモデル化を行うために、地球
化学者のワークベンチである PHREEQCI や TOUGHREACT などの地球化学のシミュ
レーションモデルが使用される予定である。これらのシミュレーションモデルは、圧入さ
れた CO2 の長期的な経過についての見識を提供し、複数の圧入用坑井が、イリノイ盆地全
域の含塩水貯留層内への CO2 の流れに与える局所的影響の調査のために用いられる。
現在、Mt.Simon砂岩層の山裾の最も低い地帯(最下部)に、55 フィート(17m)間隔のミシ
ン目のような圧入口が点在しており、空隙率や、サイドウォール・コアサンプルから得ら
れた浸透率データ、坑井検層データを元に、プリュームのモデル化が進められている。
Mr.Simon砂岩層の麓部分の空隙率は 15～25%で、浸透率は主に最大約 1,000mdの数十～
数百md注 5 の範囲である。
目標およびターゲット
MGSC の全体目標は、CO2 を Mt.Simon 砂岩層の貯留層に、安全かつ半永久的に貯留で
きることを実証することである。これにより、調査や現地活動に関連して、特性評価フェ
ーズと検証フェーズで得られた情報と技術の正当性が立証されるだろう。具体的な対象項
目は以下のとおり。
・Mt.Simon 砂岩層に、100 万 MT(110 万米 t)の CO2 を 3 年間貯留できることを実証。
・大規模な CO2 貯留活動に関連した科学、技術、規制上のフレームワーク、リスク要因、
世論について、さらに理解を深める。
・MVA 活動、モデル化、設備稼働の評価を行う。
・CO2 圧入テストの結果から、
ターゲットの貯留層に見積もられる貯留容量の数値を精査。
坑井内地震探査法(Vertical Seismic Profiles :VSPs)とは、ボーリング孔内に受振点を配置して行う反射法探
査。（引用 http://j-bousai.com/yougo/036/631214vspvertical_seismic_prof.html）
注4

注5

md(millidarcies)ミリダルシー(浸透率を表す単位) http://www.gregcroft.com/ghawar.ivnu
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これまでの取り組みの成果
・2007 年 10 月に二次元地震探査が完了。
・2009 年 5 月に圧入用坑井の掘削が完了。
・ 受振器設置用の坑井の掘削が完了し、2009 年 11 月には複数配列された受振器(アレイ)
を設置。
・CO2 圧入用の管を設置し、掘削した穴に微小地震センサー(アレイ)を配備。
・圧縮/脱水施設を建設中(2010 年夏には完成予定)。
・2010 年秋に計画されている、深さ 7,200 フィート(2,195m)の検証/観測用坑井の掘削に
ついて許可手続きが進行中。
MGSC 地域と米国にとっての利点
MGSC 地域では現在、年間 3 億 MT(3.35 億米 t)の CO2 が排出されている。実験対象の
Mt. Simon 砂岩層は、270 億～1,200 億 MT(300 億～1,190 億米 t)の CO2 貯留が可能であ
ると推定されている。この地域の現在の排出率をもとに算出すると、向こう百年のこの地
域の CO2 総排出量の半分は 150.1 億 MT(160.6 億米 t)となり、その総量は、このイリノイ
盆地で最も低く見積もられた CO2 貯留許容量よりも少ない。
先に述べた大規模フィールドテストは、実際に貯留を行うのに十分な圧入性、貯留性、
米国全域の貯留層の貯留可能容量を理解する上で極めて重要である。これにより、産業用
プラントから排出された温室効果ガスの削減に十分な規模で、CCS 技術が商業レベルで展
開されることだろう。

翻訳：NEDO（担当

総務企画部 原田 玲子）

出 典 ： 本 資 料 は 、 NRTL の 以 下 ”Midwest Geological Sequestration ConsortiumDevelopment Phase-Large Scale Field Test”の記事を翻訳したものである。
http://www.netl.doe.gov/publications/factsheets/project/Project678_4P.pdf
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(資料 5)
【環境(CCS)】CO2 地中圧入
仮訳

数百年分の排出量に相当する CO2 を中西部の地中に貯留（米国）
地域パートナーシップのフェーズ 2 フィールドテストが前回のリサーチ結果を評価
発行日：2011 年 11 月 16 日
【ワシントン D.C.】「中西部炭素貯留パートナーシップ(Midwest Regional Carbon
Sequestration Partnership: MRCSP)」の行った CO2 地下圧入フィールドテストの結果
によると、インディアナからニュージャージーの 9 つの州に広がる地域には、この地域
で発生する数百年分の CO2 を永久的に貯留（隔離）できる地層が存在している。
MRCSP は 、 調 査 地 域 の 特 に 地 下 深 く の 含 塩 水 層
(saline formation)

注1

に現在のCO2 排出量を大きく上回

る合計 2455 億トンのCO2 の貯留が可能であることを示

詳細情報
フェーズ 2 フィールドテスト報告書
DOEのMRCSPについて

すフェーズⅡ最終報告書を発表した。MRCSP地域の農
業、輸送、暖房設備からのCO2 の総排出量は深刻な数値であり、その半分以上が発電所
や工場といった固定汚染源から排出されている。こうした設備からのCO2 排出が年間お
よそ 70 億トンを占めている。
MRCSP は米国エネルギー省(Department of Energy: DOE)の化石エネルギー局
(Office of Fossil Energy: FE)によって各地域に最適な CO2 の地下貯留の方法を確率す
る目的で創設された 7 つある「地域炭素隔離パートナーシップ(Regional Carbon
Sequestration Partnerships: RCSPs)」のうちの１つである。安全性、持続性、安定性
を備えた CO2 の貯留方法を確立することは炭素回収・利用・貯留(CCUS)技術の商業的
な展開に向けた動きの中で重要な要素であり、多くの専門家が気候変動への重要な対応
手段のひとつとしてとらえている。
MRCSP で行われたフェーズⅡの小規模なフィールドテストでは、先に行われたフェ
ーズⅠで得られたデータを評価するため、60,000 トン未満の CO2 が地中深くの含塩水
層(saline formation)に注入された。地中深くにある含塩水層への CO2 圧入は、地下貯
留方法のなかでも米国にとって最も可能性のあるものである。こうした最新結果が得ら

注1

訳者注: 含塩水層とは半塩水または塩水を含む、堆積物または岩石の集まり。
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れたことで、これまでの調査で得られた情報が、最も実現性のある CO2 貯留技術に対
する実用的で現実的な知識となる。
フェーズⅠプロジェクトでは、インディアナ、ケンタッキー、メリーランド、ミシガ
ン、ニュージャージー、ニューヨーク、オハイオ、ペンシルベニア、およびウェストヴ
ァージニアの各州を含む CO2 を多く排出する地域において、地層・地表の貯留候補地
としての特徴を明らかにした。フェーズⅡのプロジェクトでは小規模フィールド評価テ
ストが以下に示す 7 箇所全てにおいて実施された。
・現地の大手電力会社ら主導の下で、ミシガン盆地、アパラチア盆地、シンシ
ナティアーチといった主要な CO2 地下貯留候補地区 3 カ所における、それぞれ
1 回ずつ計 3 回の地下圧入実験
・農地、再生鉱山、再生湿地帯、森林湿地帯といったタイプの異なる地表 4 箇
所におけるフィールドテスト
地表におけるフェーズⅡのフィールドテストの結果ではMRCSP地域は発電所のよ
うな大きな排出源から年間に排出されるCO2 の約 15％を貯留できる可能性があると示
された。特にフェーズⅡでは、無耕起栽培(no-till)注 2 による農法は土壌の品質および農
作物の生産性が改善されるという付加価値のある有益なCO2 貯留技術であることが確
認された。
フェーズⅡのフィールドテストの結果もまた、CO2 貯留によって油田・ガス田からの
石油やガスの増産が可能であることを決定づけている。加えて、石炭層メタン増進回収
法(enhanced coal bed methane recovery)注 3 にCO2 を利用することにより、CO2 の貯留
性能の高い可能性を示している。MRCSPは石油増進回収法(EOR)注 4 にCO2 を活用する
ことで、CO2 回収・貯留技術の設置にかかるコストを相殺しながら、およそ 12 億バレ
ルの石油がこの地域の油田から採掘できると推定されている。
MRCSP を含む 7 つの RCSPs は FE の国立エネルギー技術研究所によって運営され
ており、米国全土に体系的に効果的かつ強固なイニシアティブを構築しつつ、地域にお
ける CO2 回収・貯留(CCS)のチャンスにも焦点をあてている。このプロセスを通して、
注2
訳者注: 農地を耕さずに農作物を栽培する方法。トラクタなどによる耕起の手間がなく省エネにつなが
るとして、米国で広く用いられはじめている。
注3
訳者注: 石炭と二酸化炭素が結合し易いという性質を利用して、採掘困難な炭層深部に二酸化炭素を吹
き込むことで炭層から炭鉱メタンを遊離させ回収し、二酸化炭素を地中に固定する技術
注4
訳者注: 自然の排油エネルギーのみを利用することにより貯留層から回収できる(一次回収)油の量は、
全油量の 2 割程度といわれている。一次採取法による採取量が減衰してきた際に、油層に人工的な排油エ
ネルギーを付与することにより、油を採取することを増進回収という。
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各 RCSP はそれぞれの地域において CO2 回収貯留に最も適した戦略や技術を明確にし、
管理方法の計画、規則の整備、それぞれの地域で CCS 商業化のための適切なインフラ
提案をするための、地域における CO2 マネジメント計画を策定している。
MRCSP プロジェクトはバテル記念研究所(Battelle)によって運営されており、政府、
産業界、州の地質調査および 9 つの州にわたる大学から約 40 名のメンバーおよび官民
が協力している。
詳細情報および問い合わせ先
FE コミュニケーション局
Program Links
Related Techlines

Jenny Hakun氏 202-586-5616 jenny.hakin@hq.doe.gov

DOE's Carbon Sequestration Research Program
More Carbon Sequestration R&D Techlines

翻訳：NEDO（担当

総務企画部

望月

麻衣）

出典：本資料は、Techlinesの以下の記事を翻訳したものである。
“Midwest Has Potential to Store Hundreds of Years of CO2 Emissions”
http://www.fossil.energy.gov/news/techlines/2011/11057-Midwest_CO2_Storage_Vali
dated.html
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(資料 5-1)
【環境(CCS)】CO2 地中圧入
仮訳

MRCSP フィールド実証試験ファクトシート
米国中西部地域炭素貯留パートナーシップ
(MRCSP: Midwest Regional Carbon Sequestration
Partnership)
NETL Cooperative Agreement DE-FC26-05NT42589
DOE/NETL Project Manager: Traci Rodosta,
Traci.Rodosta@NETL.DOE.GOV
2009 年 11 月
Cincinnati Arch 地質調査、East Bend 石炭火力発電所
主任調査員:

Dave Ball, Battelle (614-424-4901; balld@battelle.org)

テストサイト:

Duke Energy East Bend 石炭火力発電所, Rabbit Hash, Kentucky

CO2 排出源・排出量:

約 1,000 メートルトン
商業的排出源

フィールドテスト共同
実施事業者(主要なス
ポンサー)

Duke Energy
Kentucky Geological Survey 社、 Indiana Geological Survey 社、 およ
び Ohio Geological Survey 社

フィールドテストサイトとオペレーションの概要
米国中西部地域炭素貯留パートナーシップ(MRCSP)は、CO2 地下貯蔵テストの一環とし
て 1,000 メトリックトンの CO2 の圧入を、米国ケンタッキー州、Boone 郡の Rabbit Hash
市の近くにある Duke Energy East Bend Generating Station(図 1 参照) にて実施した。
650MW の石炭火力発電所である Duke Energy East Bend の発電所施設は、Ohio River
Valley から離れた丘陵地となるオハイオ川の湾曲部に沿った 1,800 エーカーの氾濫原に位
置している。この石炭火力発電所は、様々な発電施設ビル、石炭ステージングエリアやそ
の他の施設を備えた産業用途のものである。フィールドテストサイトは、稼働中のこの発
電所に位置しており、フィールド作業のための設備へのアクセスとプロジェクトの完了に
役立つサポートを提供している。この地域は適度に開発が進んでおり、フィールドでの作
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業を実施するために広大な土地が利用可能である。このテストサイトは、この地域におけ
る CO2 貯留の重要な特性を持つと考えられている、Cincinnati Arch(シンシナティ弧)に極
めてピッタリの環境を呈している。
Cincinnati Arch は、堆積岩がアパラチア山脈とイリノイ盆地の間に弧を形成する局地
的な地質構造である。ほとんどの MRCSP 地域と同様に、このサイトでは先カンブリア時
代の基盤岩の上に堆積岩の厚い層が積み重なっている。ここで目標としている貯留層は、
MRCSP 地域において歴史的に産業廃棄物や有害な液状廃棄物の圧入処理に利用されてい
る広大な砂岩の Mt. Simon Sandstone 層である。この層は、Arches Province と呼ばれる
地域一帯 で高い空隙率と透過性を持つことが見込まれており、CO2 の貯留に適すると考
えられている。近隣の坑井(の取得データ)により、この累層は、テストサイト地表下、約
3,200～3,500 フィートの深度間隔で 300 フィートの厚さを持つ(図 2 参照)。先カンブリア
時代の砂岩層は、おそらく Mt. Simon 砂岩層下にあるだろう。それらの岩石は密集度が高
いため、おそらく貯留層として利用が不可能かもしれないが、この地帯の明確な特徴は把
握されていない。
このテストサイトにおける目的は、地下深くにある局地的な含塩水層への CO2 圧入であ
る。このサイトは MRCSP 地域の大部分の地質を代表するものである。従って、このテス
トサイトは、現在または将来の MRCSP 地域における石炭火力発電所のモデルとなる。

図 1: 左：CO2 が暫定的にサイトで貯留タンクに保管される。本テストに使用された CO2 は、食品産業
で通常使用されるものと同じ組成を持つ。CO2 は標準的な配送用トラックによって液状で輸送される。
右：圧入目標(Mt. Simon Sandstone 層)は、地下半マイルを上回る深さにある。圧入井は中央に示さ
れる。
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図 2: East Bend サイトにおける CO2 貯蔵テストの概念図

Eau Claire シェール(頁岩)は、
Mt. Simon Sandstone 層の上の封じ込め層となっている。
この低透過性のシェールは約 500 フィートの厚さで、その地域一帯に広がっている。この
地域での微量の石油・ガス生産は、より浅い岩盤層に限定されている。このテストサイト
から 2 マイル以内において、Mt. Simon Sandstone 層に透過する坑井は存在しない。その
地域で目標とする貯留層は、経済的価値の無い高濃度(重質)の塩水(総熔解固形分: Total
Dissolved Solid = TDS>100,000mg/L)で満ちている。最も深い地下飲料水源は、地下 250
フィート未満の基盤岩層地帯にあるが、地下水のほとんどは Ohio River Valley の沖積層
(alluvium)から得られる。調査対象エリアには広範囲な断層は存在しない。岩盤は 40 フィ
ート/マイル未満の傾斜で東方へと緩やかに沈んでいる。
East Bend サイトの全体計画は、サイトの地質の比較的詳細な特性評価と、以下の諸活
動等の限定的な圧入テストおよびモニタリングの実施である。
1) 貯留層とキャップロック(帽岩)の事前地質調査
本調査では、利用可能な坑井をまとめ、地質的な断面図を作成し、目標とする貯留層を
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図示し、プロジェクトに影響を与えると考えられる地質貯留に関する課題を把握する。
Indiana Geologic Survey 社および Kentucky Geologic Surveys 社は、対象地域における
地質データが豊富であるため、そのタスクのほとんどが完了している。
2) 2 次元地震探査
2 次元地震探査は、トラックに搭載した地震発生器を導入して East Bend 発電所周辺で
振動を起こし、地下地質の地球物理学的画像を作成するため 2006 年 11 月に実施した(図 3
参照)。

図 3: East Bend サイトからの N-S 地震測線。赤色の縦線は井戸の場所を示す。黄色の横線は先カンブ
リア時代の岩石の場所を示す。注: データの空白は Ohio River の切断面である。

3) 許認可
2009年1月に、米国環境保護庁行政区4より、5等級の最終地下圧入コントロールプログ
ラム(Underground Injection Control: UIC)に対する許認可を、2009年6月にはKentucky
Division of Oil and Gas より堀削の許認可を得た。
4) サイト特性評価のためのフィールド調査
プロジェクトチームは、2009 年 6 月に坑井を試堀した。ボーリングは約 3,700 フィー
ト(図 3)の深さまで実施した。坑井のサンプリングと特性評価は、堀削中に発見する地層の
地質学的、水文地質学的、地球科学的な状態の確認に焦点を絞って実施した。研究室での
分析用に貯留層、帽岩層から岩石のサンプルを収集した。ワイヤーラインツールを使用し
て音速、密度、空隙率および抵抗値などの地球物理学的特性を測定した。貯留層内の塩水
の地質化学的特性は、貫通井からのスワビングによりサンプルを収集し研究室での分析に
より確定した。貯留層の水圧特性は、貯留層への短期的な塩水圧入テストによって確定し
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た。ボーリング穴の近隣の高解像度画像を得るために反射法地震探査(vertical seismic
profile: VSP)を使用した。
5) CO2 圧入テストとモニタリング
2009 年 9 月、約 1,000 メトリックトンの CO2 を Mt. Simon Sandstone 層に圧入した。
CO2 は商業排出源より取得した。CO2 の圧入、貯留層での CO2 の挙動の図示、圧入が計画
通りに進んだことを確認するため、数種類の最新鋭のモニタリングデバイスと技術を使用
した。
6) CO2圧入後のモニタリングとサイト閉鎖
圧入されたCO2の最終的な結果を評価するためにCO2圧入後のモニタリングを実施して
いる。UIC許可には飲料水の地下資源の定期的な地下水モニタリングが必要となる。以後2
年間は、圧入井から400フィート離れた場所に設置された新しい地下水モニタリング井を
含め、実証実験サイトの近隣の10箇所のモニタリング坑井から地下水サンプルを収集する
予定である。これらの坑井は、地表下70～160フィートのさまざまな深度で検査される。
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図 4: 地質柱状図と圧入井の構造図
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研究の目的
この研究の主要な目的は、MRCSP 地域(および米国)における大規模な CO2 の貯留とす
る、Mt. Simon sandstone 層における CO2 貯留の実証である。Mt. Simon sandstone 層は
米国中西部を通して広がっているため、この実証テストの情報の多くは MRCSP の他の地
域やそれ以外の地域にとって有益なものとなるだろう。この主要な目的に加えて、この実
証テストは Mt. Simon sandstone 地域の特性(つまり透過率、空隙率、地質化学、鉱物特
性)をより深く理解することを目標としている。

モデリングと MMV(Measurement, Monitoring and Verification)の概要
初期モデリングには、仮定した水文パラメータと圧入システム仕様(3,200～3,500 フィ
ートの深さにある 300 フィートの砂岩貯留層、30 日間の圧入量 1,000～3,000 トン等)に
基づく簡易 STOMP(Subsurface Transport Over Multiple Phases)CO2 挙動シミュレーシ
ョンが含まれている。この予備モデリングの目的は、モニタリングと信頼性に関する課題
についてガイダンスを提供することである。初期モデリングでは、圧入口(数百フィート)
からの CO2 の移動はほとんど見られなかった。そのため、再調査のエリアはホストサイト
の特性の範囲内であった(図 5 参照)。CO2 圧入前のモデリングをサポートするために、テ
スト井のデータを使用した。現在、このモデルはフィールドテスト用に較正されている。
CO2 貯留のモニタリング技術は、提案された圧入システム仕様と地理的背景(テーブル 1
参照)に基づいて選択された。圧入場所の間隔がかなり広いので、モニタリングには圧入さ
れた CO2 の上方への移動があればその追跡が含まれた。その結果、VSP とワイヤーライ
ン方式がこのサイトには最も有望であるとした。システム圧力、温度、地下水および塩水
の地質化学モニタリングも同様に適用された。

図 5: 100 メトリックトン/日の CO2 圧入 30 日間後の CO2 ガス飽和度を示す予備貯留モデリング
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表 1: フィールドテストサイトで使用した測定技術
計測技術
水組成

計測パラメータ
CO2, HCO3, CO32主要イオン
微量元素(痕跡元素)
塩度

アプリケーション例
溶解および鉱物の捕捉定量化
CO2-水-岩相互作用の定量化
浅い地下水帯水層への漏れ検出

地面下圧力

地層圧力
アニュラー圧力
地下水帯水層圧力

断裂傾斜下の地層圧力制御
坑井および圧入チュービング要件
貯留地層からの漏れ

坑井のログ

塩水濃度
音速
CO2 飽和度

貯留地層内および上部のCO2移動トラ
ッキング
浅い帯水層へのブライン移動トラッキ
ング
3D地震探査に関する地震性速度のキャ
リブレーション

P波とS波の速度
反射層
地震振幅減衰

貯留地層の詳細なCO2分布を検出
断層および断裂を通じた漏れの検出

反 射 法 地 震 探 査 (VSP: Vertical
seismic profiling)

出典: IPCC CO2 貯留スペシャルレポート(IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage)

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子）
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これまでの成果：
East Bend プロジェクトは、サイトを閉鎖し、抗井を閉鎖する段階にある。主な業務には
調査場所の準備、予備地質調査、地震探査、圧入と MMV などが含まれている。
2006 年

調査場所の準備と特性評価

・適切な抗井のサイトサーベイ、地震探査や圧入システム等のサイト準備を完了。
・関係者らの同意取得完了。このために米国大手電力会社 Duke Energy 社の内部プロ
ジェクトチームメンバー、East Bend 工場のスタッフ、および近隣住民との数回にわた
るミーティングを実施。説明会は Boone 郡の事務所において同所職員らと共に開催。
・初期地質評価は、地域の地質環境、貯留の対象となっている岩石の情報、その他につ
い て 記 さ れ た イ ン デ ィ ア ナ 及 び ケ ン タ ッ キ ー 地 質 調 査 (Indiana and Kentucky
Geological Survey 社)により完了。
・2 次元地震探査データ取得完了。地震データは、Mt. Simon の活動は続くものの調査
範囲に断層や裂け目などは発生しておらず、テストに影響を及ぼすものでないと示した。
より深い地質を解明するために追加されたデータの処理も完了している。
2007 年～2008 年

認可と設計

・調査場所の特性評価データ分析
・予備抗井掘削工事の仕様書と掘削計画
・圧入実験のコンセプトデザインと、その MMV 計画の作成
・2008 年 5 月 1 日に地下圧入コントロールプログラム(UIC)許可申請書の作成を完了し
米国環境保護庁(USEPA) 第 4 地域 UIC プログラムに提出。パブリックコメントのため、
同年 11 月 25 日に許可草案が発行された。
2009年

テスト抗井掘削と二酸化炭素圧入のテスト実験

・30日間のパブリックコメント期間の後、2009年1月にクラス５のUIC認可が完了。同
年7月にはケンタッキー州の石油・ガス部門から掘削の認可を取得。
・抗井掘削テストが2009年7月に完了。Eau Claireから30フィート、Mt. Simonから30
フィート2本など合計120フィート分のコア注 1 を回収。さらにワイヤライン・ログ注 2 を用
いてあらゆる深さからサイドコアを回収。UICの認可要項であった地下水源(USDW)の
ベースライン（基準値）に対するモニタリングおよびCO2圧入を完了。
・2009 年 8 月、塩水（ブライン）溶液注 3 を使用した 2 シリーズの圧入テスト実験を実
注1

訳者注: 地質などの調査のために取り出した円柱形のサンプル
訳者注: 検層記録を取ることをLoggingと言い、ワイヤラインによる検層をワイヤライン・ログと呼
ぶhttp://oilgas-info.jogmec.go.jp/dicsearch.pl?sort=KANA&sortidx=1&target=KEYEQ&freeword=%E6%A
4%9C%E5%B1%A4
注3
訳者注: 無機塩類溶液を用いた流体。固形分を含まず、比重の調整が比較的行いやすい。ただし、温度に
より流体の比重が変化する。
注2
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施し、シモン山の貯留の破損圧力の測定および岩石の限界水圧を調査した。反射法地震
探査(VSP)も同月に実施。
・CO2 圧入テストは 2009 年 9 月に完了。流速、圧力、その他運用で必要とされるデー
タを 2 シリーズの 500 トンの圧入でモニタリングされた。抗井は圧力の低下を観察する
ために閉じられた。注入液の温度特性を知るために行われた抗井内の温度の調査も完了。
貯留の候補地域とその地域への便益
・米国のMRCSPにおいて貯留実施場所の有力候補となっているのがMt. Simonの砂岩
である。今回の中西部でのテストの成果はMRCSP及び多くの周辺地域に適用される予
定。
・実際に稼働する石炭火力発電所でのCO2の貯留実施による付加価値の増加。
・CCSの促進を目指す大手電力会社との協力による、エネルギー産業界における付加価
値の増加。
コスト（MRCSPの第2プロジェクトのみ）

フィールドプロジェクトのキーデータ

プロジェクトの合計コスト: ＄26,320,000

ベースラインの完了: 2007年夏

DOE 負担額: ＄20,033,000 (76%)

掘削の開始: 2009年7月

DOE外負担額: ＄6,287,000 (24%)

圧入オペレーション開始: 2009年9月
MMVイベント: 2011年7月から9月

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣）

出典：本資料は以下の記事を翻訳したものである。
FACT SHEET FOR PARTNERSHIP FIELDVALIDATION TEST
Midwest Regional Carbon Sequestration Partnership (MRCSP)
http://www.netl.doe.gov/events/09conferences/rcsp/pdfs/MRCSP%20Cincinnati%20Arc
h%20Geologic%20Test.pdf
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(資料 6)
【再生可能エネルギー（政策）】太陽光発電

イノベーション投資

米国 Chu エネルギー長官：
「米国はクリーンエネルギー競争で勝利する」（米国）
2011 年 11 月 21 日
コロラドを訪問中の米国エネルギー省(DOE)の Steven Chu 長官は、米国が世界的な
再生可能エネルギー市場競争に勝利するには 7 兆ドルが必要になると述べた。
Chu 長官は、コロラド州 Arvada にある GE
傘下の PrimeStar Solor 社（本年、ゼネラル・
エレクトロニック(GE)社によって買収）の太
陽電池の製造プラントを 11 月 18 日に視察し
た。Chu 長官はこのプラントについて、
「雇用
をもたらす、米国創造の輝かしい事例」と称
している。その後、長官は同じ日に同州
Golden にある DOE の国立再生可能エネルギ
ー 研 究 所 （ National Renewable Energy
Lab：NREL）を訪れ、DOE と NREL の職員

拡大写真
NREL の Dan Arvizu 所長と DOE の Chu 長官が訪
問先の研究所で質疑応答する様子
クレジット: Dennis Schroeder

らを集めて講演を行った。
Chu 長官は、PrimeStar Solor 社がカドミウムとテルル化物からなる化合物半導体薄
膜太陽電池パネルを創るために NREL で開発された技術を採用したことに言及。この
技術に使用される化学材料は従来の太陽電池に比べ 99％少ない材料で作れるため、シ
リコン太陽電池よりも高性能でコストがずっと低くなる。
GE 傘下の PrimeStar Solor 社は最近、コロラド州 Aurora に 8 万世帯分の電力に必
要なモジュールを製造する大型工場を建設し、約 400 人の従業員を雇う予定であると
発表した。
もし米国が、最もエキサイティングな再生可能エネルギー技術に取り組む民間企業の
投資支援に難色を示せば、他の 50 の国々で同じ動きが起こるだろうと Chu 長官は述べ
た。
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中国、カナダ、オーストラリア、インドおよび西欧の大部分では投資金額があまりに
高額であるため、各国政府が直接投資や融資保証を行っている。
「米国は敗北を受け入れ、太陽光発電関連の雇用が中国、ドイツ、その他の国々に広が
るのを見ていることもできる。勝利すべく市場競争に参加し、コロラド州および米国全
土に雇用を創出することもできる」と、Chu 長官は述べている。
重要な（技術的）ブレークスルーの背後には科学的な研究活動があったからであり、
米国は依然として太陽光発電のイノベーションで世界をリードしているのだと、Chu
長官は言及した。
しかし、米国は太陽光発電関連品の輸出に関してはリードを奪われており、現在は米
国の輸出市場でのシェアが 7％に落ちる一方で、中国が全体シェアの 50％を占めてい
る。

米国は航空機分野で首位を取り戻している
Chu 長官は、米国で発明された技術が他国に奪われ、後に奪還した前例があると述
べた。
ライト兄弟が飛行機を発明した後、10 年もしないうちに欧州がより優れた飛行機を
作りだして市場を席巻したと発言。
「我々はそのとき『発明したけど、今は白旗を降っている』とは言わなかった。『取ら
れた技術は取り戻す』と誓い、それを実行したのだ」と、続けた。
「航空機分野と同様、再生可能エネルギー分野でも市場における首位の座を取り戻せる
し、取り戻すべきである。
」

PrimeStar Solor 社が採択した PV セル技術を NREL がさらに磨いた
PrimeStar Solor 社が行ったコスト効率化やエネルギーの効率化といったイノベーシ
ョンが、米国の製造業による製品を海外に輸出するという、魅力的な選択肢を選ぶこと
を可能にすると Chu 長官は言う。
2007 年、PrimeStar Solor 社は NREL との間に、NREL が以前に開発した太陽電池を
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ベースとするカドミウム・テルル化物に関する共同研究開発協定の契約を結んでいる。
その後 DOE からの 300 万ドルの融資があ
り、それにより NREL の太陽光発電インキュ
ベータープログラムの専門家たちは
PrimeStar Solor 社が技術をパイロット規模
に成長させる手助けをすることができたもの
とみられる。
現在、世界最大のエネルギー会社であるゼ
ネラル・エレクトロノニク社(GE)は、当該技

拡大写真

術に対して 6 億ドルの出資を行っている。

DOE のゴールデンフィールド管理事務所の Carol
Battershell 代 表 、 NREL 研 究 所 の Dana
Christensen 代表代理、Electricity, Resources &

「昨年の世界の再生可能エネルギー産業は
2400 億ドル規模だった。飛躍的な成長が運命
づけられている産業である。2030 年までには

Building Systems Integration センターの David
Mooney 代表が、Chu 長官に最新の NREL 設備を案
内している様子
クレジット: Dennis Schroeder

年間 4600 億ドル規模になるだろう。
」と Chu 長官は言及した。
「5 兆ドルから 7 兆ドルの巨大市場になる可能性をもっている。
」
「この競争に参戦し続けることはとても重要だ。勝利できるのかって？もちろんだ。」
と Chu 長官は述べた。
「なぜなら、我々には技術面での優位性があり、世界のどこよりも優れた競争力を持つ
ことができるのだから。
」もし、研究開発へ適切な助成が提供されるならば。

Chu 長官、NREL で投資およびイノベーションについて講演
Chu 長官は PrimeStar Solor 社の工場に立
ち寄った後、Hohn Hickenlooper コロラド州
知事の案内で Golden の近くにある NREL を
訪れた。
Hickenlooper 知事は「NREL は、アイデア
を取り上げ、それをチューニングし、雇用創

拡大写真

出に結びつけることにおいては、コロラド州

コロラド州 John Hickenlooper 知事が Chu 長官の
到着を迎える様子
クレジット: Dennis Schroeder
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のみならず米国および世界における生活の質を向上させる最前線にあることを幾度と
なく実証してきた。
」と述べた。
自身がローレンスバークレー国立研究所の所長を勤めていた 1997 年にノーベル物理
学賞を受賞している Chu 長官は、風力発電は今や実質的に化石燃料に負けないコスト
効率に達しており、kW/h 当たり約 5．5 ドルを達成しようとしていると述べた。
それに比べれば太陽光発電の値段はまだ高いが、ここ 10 年あるいは 10 数年後には
同額に達するはずであると述べている。
1366 Technologies 社のような新興企業への投資が、それが可能にするだろう。こう
した会社では、これまでと全く異なる、イチゴをチョコレートに浸す工程に似た新たな
方法を用いることで太陽電池のスリム化、コスト効率化を図る。
「あれは米国のもつ発明品の一つの事例となるものだ。うまくいくかどうかは分からな
い。しかし 1366 Technologies 社がすでに民間からの投資を受けつつあるくらい、優れ
たアイデアなのだ。
」と Chu 長官は言う。
「発明やイノベーション能力の面で米国が卓越性を失ったわけではない。ただし、他の
国々がどのようなサポートを実施しているかをみて・・『勝算があるのか？』を考えな
ければならない。」
現在の優先事項は、「民主党および共和党に働きかけ、エネルギー研究への投資継続
を確実なものにすること。この研究を続けることが重要なのだ。
」と述べた。
新たに建設されるスマートグリッド性能テストを行う予定の NREL の施設(Energy
Systems Integration Facility)の建設現場を視察する前に、Chu 長官は NREL の職員
らに対して講演を行い、鉄道業界、電気通信業界、半導体業界、石油ガス業界といった
多様化した産業は、政府投資によって存続し、発展してきたと語った。
再生可能エネルギーに対しての助成はいつまで継続されるべきかという質問に対し
ては、石油業界への助成が 1 世紀以上続いていることをふまえ、冗談交じりに「決して
100 年以上続くというではない」が、再生可能エネルギーへの助成は必要であるとした。
経済が低迷している今は、将来のエネルギー投資は行うべき時期でないとの意見もあ
るが、Chu 長官は今がそのタイミングだと言う。
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南北戦争のまっただ中で、Abraham Lincoln 大統領は農業技術の整備を目的とした
Land Grand University の建設を行うという先見性を持ち、大陸横断鉄道のための資金
を工面し、さらにその時代で最も優れた頭脳から軍事政策や内政に関するアドバイスを
得るために全米科学アカデミー(National Academy of Sciences)の設立もしている。
「当然、リンカーンは科学者らが無償で協力してくれることを強く望んでいたが。」と
Chu 長官は顔をしかめながら述べた。
「過去行われた初期投資も、その費用対効果からみれば安かった。今回だってそうだ。
」

翻訳：NEDO（担当 総務企画部

出典：本資料は NREL Newsroom の以下の記事を翻訳したものである。
“Secretary Chu: We Can Win Clean Energy Battle”
http://www.nrel.gov/news/features/feature_detail.cfm/feature_id=1649
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（資料 7）
【再生可能エネルギー（政策）】洋上風力発電 欧州投資銀行（EIB）
仮訳

欧州投資銀行（EIB）、
英国で稼働中の世界最大規模の洋上ウィンド･ファームに融資（英国）
【2011 年 11 月 26 日】欧州投資銀行
（European Investment Bank：EIB）は、
Thanet 洋上ウィンド･ファーム（Thanet
Offshore Wind Farm）の支援に向けて、
Vattenfall 社に対し 1 億 5000 万英ポンド
の長期融資を行うことに同意した。100 機
の風力タービンは、それぞれ高さが 115m、
Thanet 洋上ウィンド･ファーム
ロンドンの西、テムズ川河口にある大規模洋上ウィン
ド･ファーム(300MW)の建設

総発電容量は 300MW あり、稼働中の洋上
ウィンド･ファームとしては世界最大級で
ある。

2010 年 9 月に開業されたこのウィンド･ファームは、英国が再生可能エネルギーの目標
を達成し、2020 年までにエネルギー需要の 15%を再生可能エネルギー源より発電するこ
とを可能にする重要なステップとなる。
「Thanet 洋上ウィンド･ファームにより、洋上風力発電がどのようにしてスケールメリッ
トを達成し、再生可能エネルギーの供給に貢献できるかが実証できる。技術経験を積み、
最先端技術の商業化促進に取り組むためにも、
EIB は洋上発電部門の拡大支援に力を注ぐ。」
と語るのは、英国担当の EIB 副総裁である Simon Brooks 氏である。
「我々は世界最大の洋上ウィンド･ファームを建設したことを誇りに思う。また、EIB が
債券市場に代わるものを提供し、魅力的な取引条件での長期的な資金援助をしてくれたこ
とに大変満足している。
」と語るのは Vattenfall 社の財務部門担当の Johan Gyllenhoff 氏
である。
Thanet 洋上ウィンド･ファームは、ケント州の最東端の Foreness Point から 12km 離
れた所に位置し、広さは 35km2 に及ぶ。Thanet は、20 万世帯以上にクリーンな電気を供
給できるほどの電力を発電できる。このプロジェクトに対する EIB の支援は、プロジェク
トによる海洋や野鳥への影響評価等、包括的な環境アセスメントが遂行されたことによる
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ものである。
さらに EIB は、Thanet 洋上ウィンド･ファームと英国内の電力網を連結する送電系統に
も資金提供をする予定である。
2002 年以降、EIB は洋上ウィンド･ファームの発展に向けた主要な資金提供を行ってい
る。現在、EIB の資金提供を受けた 5 ヵ所の大規模ウィンド･ファームが稼働中であり、
これらは世界における設置容量の 40%近くに相当する。英国で EIB の支援を受けたその
他のプロジェクトには、建設中の世界最大規模のウィンド･ファーム「London Array」が
ある。
編集者注


欧州投資銀行（EIB）は、長期的な貸付を行う EU の機関であり、EU 加盟国が出資
をしている。EIB は、EU の政策目標に貢献するために、長期にわたる資金提供が健
全に投資されるよう努める。英国では 1973 年から活動しており、投資を行う先は中
小企業のみならず、高速道路や鉄道から、上水道と下水道、エネルギー計画、病院、
大学、産業における最先端技術の開発へと多岐に及ぶ。2010 年の 40 億ポンドの融資
を含め、ここ 5 年間（2006 年～2010 年）で、170 億ポンド超が英国のプロジェクト
につぎ込まれた。



Vattenfall 社は欧州最大の電力会社であり、最大の熱供給会社である。主力製品は電
力、熱、そしてガスで、電力の売買や亜炭採掘にも従事している。グループの従業員
数は 38,000 人強である。親会社の Vattenfall AB 社は、スウェーデン政府が 100%所
有する。中核とする市場はスウェーデン、ドイツ、そしてオランダである。英国にお
ける洋上風力発電において Vattenfall 社が確固たる地位を占めるため、英国は重要な
成長市場となる。
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翻訳：NEDO（担当

総務企画部 室井 紗織）

出典：本資料は、European Investment Bank(EIB)の以下の記事を翻訳したものである。
“United Kingdom: EIB to fund world’s largest operational offshore wind farm”
http://www.eib.org/projects/press/2011/2011-174-european-investment-bank-to-fund-w
orlds-largest-operational-offshore-wind-farm.htm?media=rss&language=en?lang=en
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（資料 7-(1)）
【再生可能エネルギー(政策)】洋上風力発電

再生可能電力

クリーンエネルギー

仮訳

Thanet 洋上ウィンドファーム（英国）
2008 年 11 月、Vattenfall 社は、｢Thanet ウインドファーム(Thanet Offshore Wind
Farm)プロジェクト」
を買収した。
建設工事は 2010 年 9 月に完了しており、
100 基の Vestas
社製 V90 型風力タービンを備え、その総発電容量は 300MW である。これは、年間 20 万
世帯分のクリーンエネルギー供給に十分な発電容量である。
また、現在稼動中の洋上ウインドファームでは世界最大の発電容量であり、政府の全国
および地域の再生可能エネルギー開発の目標達成に著しく貢献することになるだろう。
Thanet プロジェクトは、Kent 州の最東端である Foreness Point から約 12km 離れた
場所に位置している。陸上の建設工事の一部は、陸上設備がある旧 Richborough 発電所で
2008 年 1 月に着工された。
Vattenfall 社は、英国で最大規模の風力発電会社の１つで、欧州では 5 番目の規模であ
る。Kent 州 Herne Bay/Whitstable 沖にある Kentish Flats ウインドファームも、
Vattenfall 社が所有している。
地域環境への影響を判断するために、環境影響評価の準備が行われてきた。これらの調
査範囲については、しかるべき行政機関や環境保護団体の承認や了解を得ている。
対象地域へのメリット
このプロジェクト開発により、以下のようなさまざまなメリットが Kent 州東部に見込
まれる。
風力発電地帯を完成させるための投資額は、総計約 7 億 8,000 万ポンド(975 億円)注 1 で
あるが、この費用の一部は、地方の電力供給業者や電力サービス業社への給付金に充てら
れた。
・このプロジェクトの開発支援には、地元の請負業者や労働者が使われた。
注1

125 円/ポンドのレートで計算

62

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1080, 2011.12.14

・Ramsgate 港(Port of Ramsgate)には、地元のメインテナンス設備が建設されており、
ここで雇用されている 21 名の内 20 名が East Kent 地域の住民である。
・観光客が増える可能性がある。多くの観光客が、過去に開発された陸上と洋上のウイン
ドファームに魅力を感じている。
・地球温暖化の問題への取り組みを支援する the South East（London を中心とする英国
南東部地域）の再生可能エネルギー展開に向けた目標達成に大きく貢献。
プロジェクトの概況
・Thanet ウインドファームの 2010 年の発電容量が 300MW であるため、英国の洋上風力
発電容量は 30%以上増加し、グリーンな電力を 20 万世帯に供給するのに十分な電力を
供給するだろう。
・この洋上風力発電地帯は、テムズ川河口の戦略的環境地域(Thames Estuary Strategic
Environmental Area)に建設が見込まれる 5 つのウインドファームの 1 つである。
・同ウインドファームは水深 20～25m に位置し、35km2 領域の範囲をカバーしている。
・タービン 100 個を備えており、20 万世帯以上の電力を賄うのに十分な 300MW の再生
可能電力を生産できる。
・最も近くにあるタービンは、Foreness Point の北東約 12km に設置されている。
・各タービンの最高部の高さは 115m であり、水面より 22m の最小クリアランスがある。
・タービン間の距離は、列上の間隔が約 500m、列の間隔が 800m である。

翻訳：NEDO（担当

総務企画部 原田 玲子）

出典：本資料は、Vattenfall 社の HP 内の以下の記事 ”Thanet Offshore Wind Farm”を翻
訳したものである。
http://www.vattenfall.co.uk/en/thanet-offshore-wind-farm.htm
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(資料 8)
【ナノテク・材料(材料)】ガラス転移

可逆的形成

オーガニックネットワーク

仮訳

ガラスのように扱うことのできる革新的な新材料を開発（仏）
（2011 年 11 月 18 日 プレスリリース）
サーフボード、航空機、電子回路には、それらの軽量化、強度や耐性の向上のために共
通して樹脂が使用されているが、樹脂はいったん硬化してしまうと再形成ができなくなっ
てしまう。今日まではガラスを含む特定の無機化合物のみ再形成が可能となっている。単
一物質でこのような特性を取り入れることはこれまで不可能であったが、CNRS の研究者
で あ る Ludwid Leibler 氏 が 率 い る Laboratoire “Matière Molle et Chimie”
(CNRS/ESPCI ParisTech) 研究チームは、優れた特性を可能とする新しい種類の化合物を
開発した。この新しい材料は、修復と再利用が可能で、高温下で自由自在、可逆的に形を
作ることができる。また、たいへん驚くべきことに、この材料は有機樹脂やゴムに特有な
特性である、軽量、不溶性、耐久性を持っている。安価で生産が容易なこの材料は、特に
自動車、航空機、建築、エレクトロニクス、レジャー部門など多くの産業用途で利用が可
能であろう。この研究結果は 2011 年 11 月 18 日発行の Science 誌に掲載された。
金属材料をより軽量で、しかも同等の性質を持つ材料に置き換えることは、航空、自動
車製造、建築、エレクトロニクスやスポーツなど多くの産業分野にとって必要なことであ
る。熱硬化性樹脂を基礎とした複合材料は、その非常に優れた機械的強度と耐熱性、耐薬
品性により現在最も利用に適した材料である。しかし、このような樹脂は最初から製造部
品の最終的な型を用いて、現場で硬化させる必要がある。実際、そのような樹脂が硬くな
ってしまうと溶接や修復ができなくなる。また、樹脂がまだ熱い状態であっても、鍛冶工
やガラス工がするように形状を修復することは不可能である。
ガラス(無機シリカ)は独特な物質であるため、それに熱が加えられれば徐々に固体から
液体へと変わり(ガラス転移)、型を使用することなく必要な形状にすることができる。こ
のガラスのように修復可能で限りなく可塑的な非常に耐久性の高い材料を開発することは、
経済的、環境的な面で大きな課題である。熱が加わると流動し、不溶性でガラスのように
もろくなくて「重く」ない物質が必要となる。
Laboratoire “Matière Molle et Chimie” (CNRS/ESPCI ParisTech)の研究者たちは、現
在入手可能で産業利用されている原料(エポキシ樹脂、硬化剤、触媒など)を用いて、独自
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の特性を持つ分子ネットワークから成る新しい有機物質を開発した。この分子ネットワー
クは、加熱されるとその原子間のクロスリンク(架橋)の数を変化させることなく自身を再
編成することができる。この新しい物質は、ガラスのように液体から固体へ、またその逆
の変化をすることができる。今日まで、シリカと数種の無機化合物のみがこのような挙動
を示すと知られてきた。従ってこの新しい物質は、純粋な有機シリカのような動きを見せ
る。ガラス転移温度を上回る加熱下でも不溶性となる。
注目すべきは、この物質は選択する組成によって、室温下で硬質・軟質のどちらかの弾
性固体に似た特性を有することである。両方のケースでは、軽さ、耐久性、不溶性など現
在産業利用されている熱硬化性樹脂やゴムと同様の特性を示す。最も重要なことは、この
物質はゴムのような特性を超えた重要な利点を持っており、それは必要に応じて再形成が
できて、熱が加われば修復と再利用が可能となることである。この特性の意味することは、
熱硬化性樹脂や従来のプラスティック材料に対し想定できないような方法を用いて、この
新しい物質の形を変えることができるということである。特に、難しい形状、成形によっ
ても不可能な形状、また型を作ることが非常に高価である形状を得ることを可能にする。
複合材料のベースとして利用されるこの新しい物質は、金属に比較して遜色が無く、エ
レクトロニクス、自動車製造、建築、航空、印刷など多様な分野において広く利用するこ
とができる。これらの分野での利用に加えて、この物質開発の結果として、ガラス転移の
物理という基礎的な課題に予期せぬ光明を投じたのだ。

本研究は CNRS, ESPCI ParisTech および the Arkema group によって支援された。

© CNRS Photothèque / ESPCI / Cyril FRÉSILLON
変形・加熱を経て材料の複雑な形状が作られる。
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© CNRS Photothèque / ESPCI / Cyril FRÉSILLON
この材料は様々な形状に加工できる。

© CNRS Photothèque / ESPCI / Cyril FRÉSILLON
オーブンの中で材料の一片が変形されている。ねじりストレス
試験中の新素材は、偏光下の鮮やかな色で輝いて見える。これ
らの色は加熱されると数分で薄れていく：そして材料は新しく
形状記憶される。
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参照：
「恒久的なオーガニックネットワークから成るシリカのような延性のある材料を開発」
Damien Montarnal, Mathieu Capelot, François Tournilhac and Ludwik Leibler
2011 年 11 月 18 日サイエンス誌

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。
Centre national de la recherche scientifique (cnrs) November 18, 2011 press release
“New revolutionary material can be worked like glass”
http://www2.cnrs.fr/en/1932.htm
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