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【再生可能エネルギー（風力）】風力発電 
        
        

 
風力発電バロメータ2011年 (EU) 

－2010年～2011年のEUの風力タービン市場の成長率は5.9%減－ 
 

本稿は、フランスの Observ’ER(Observatoire des énergies renouvelables：再生可能 
エネルギー観測所)が作成した「風力発電バロメータ」を、同観測所の許可を得て全訳・掲

載するものである。内容は、2011 年の世界の概況、EU の代表的な国々の状況、風力発電

の欧州における経済的な側面、主要タービンメーカーの動向などから成る。 
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1  はじめに 

1.1  世界の概況 

 世界中の主要な経済国の多くに影響を与えている経済危機にも拘わらず、風力エネルギ

ーを支援する人々は世界中で増え続けている。世界の風力発電能力は、停止されたものを

除き、2009年から2010年までの39GW増から、2010年から2011年までの40.5GW増となっ

た。2011年の終わりには、世界で設置された風力発電能力は238.5GWとなり、その大部分

は新興市場における発電能力の増加に起因している。反対に、主要な風力エネルギー市場

のいくつかは減退しているようである。 

 

世界の設置風力発電能力は、 初の概算において 2011 年にはおよそ 238.5GW で、2011
年の設置増加分の合計である約 41GWから運転を中止した 441.2MWを差し引いた発電能

力となる(表 1 とグラフ 1)。ヨーロッパ(24.5%)および北アメリカ(19.7%)をリードして、ア

ジア(52%)が 2011 年において世界で一番大きな市場であった(グラフ 2A 参照)。ヨーロッ

パは依然として 2011 年の総計で世界の 40.6%を占める 大の風力発電能力を持っている

(グラフ 2B)。しかし、現在ではこれまでの新規設置発電能力の 4 分の 1 を下回っているた

め、2012 年にはアジアに追い越される可能性がある。 
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1.2  2011 年の 41-GW の世界市場   
1.2.1  中国市場は再構築中 
 中国は世界 大規模の風力発電市場であるが、2011年には初めて設置量が横ばいとなっ

た。世界風力エネルギー協会(Global Wind Energy Council: GWEC)によると、中国の2011
年の設置量は2010年の約19,000MWから減少した18,000MWであった。中国再生可能エネ

ルギー産業協会(Chinese Renewable Energy Industries Association: CREIA)によれば、

中国当局は国内の再生可能エネルギー市場の成長の管理権の改善を試みているという。中

国政府は400TWhの発電が可能となる200GWの風力発電設備総量を2020年までに達成す

るために、年間15GWという設置目標を設定した。この目標の達成のために、自治体が

50MW以下の風力発電設備を設置する決定権を取り上げることを含め、中国政府は多くの

新しい規制を定めた。今後、風力発電プロジェクトは、電力系統運転者との協議の上で政

府の承認を要することになる。また、電力系統への風力発電の統合を促進するために、新

しい技術規格が定められた。電力系統運転者、すなわち「国の電力系統」は、2011年1月1
日以降、夏期の電圧降下による発電機との切断を低減するために、全ての新しい風力設備

はLVRT(Low Voltage Ride Through)を供給するシステムの設置が義務付けられる。 
 
 現在、供給が需要をかなり上回り市場関係者が不安定な立場にあるため(Aerodyn China
社は、市場のこの余力を約 300%とした)、風力発電の運転者の中にはこの市場の成長は深

刻な危機に瀕していると感じている者もいる。中国 大規模の銀行は風力発電プロジェク

トに対する融資への熱意を次第に失っており、インフレーションの抑制とそのための利用

可能な融資の抑制を目的とするさらに厳重な金融政策と相まって、風力発電市場の成長の

遅れと阻害が引き起こされている。 
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1.2.2  米国市場の復活 

 とりわけ不調であった 2010 年以降、北米市場では成長が上向いている。米国風力協会

(American Wind Energy Association: AWEA)の報告書によれば、米国は 2011 年に

6,810MW を電力系統に連系し(2010 年には 5,116MW)、風力発電能力は 46,919MW とな

った。2012 年の成長の展望は良好で、1 月初頭から始まった現行の 8,300MW の建設作業

によってそれが裏付けられている。しかし、本部門の長期的展開は、風力発電による電力

に対するキロワット時当たり 2.2 セント(2.2￠/kWh)の生産税額控除（Production Tax 
Credit: PTC）から構成される現在のインセンティブ制度の継続が不明なため不安定な状

態となっている。1992 年に遡るエネルギー政策法(Energy Policy Act)に端を発するこのイ

ンセンティブ制度は、2012 年に終了が予定されている。その代替として風力発電プロジェ

クトデベロッパーが 30%の投資税額控除(Investment Tax Credit: ITC)を選択可能な制度

が 2009 年より施行されている。この制度が適用されるプロジェクトは 2011 年末前に建設

を開始し、2013 年以前に運転が実施されるもので、プロジェクトデベロッパーは投資総額

の 30%に等しい米財務省のグラント(助成金)を受け取ることができる。 
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1.2.3  インドは未だに表彰台に 

 2011 年には、世界市場ランキングにおいて主要なヨーロッパの市場に先駆け、インドは

中国および米国に次ぎ 3 番目の規模の市場に留まるだろう。GWEC によれば、インド市

場には 2010 年の水準(2,139MW)から 41.1%の成長となる、少なくとも 3,019MW への増

加が見込まれ、インドの風力発電能力は今日までに約 16,084MW となる。 
 
1.2.4  低迷する EU 

 EU の風力発電市場は、低迷する陸上の風力市場と、今後の展開が期待されている大規

模な洋上風力市場の物流・技術・産業体制の準備の間で揺れ動いている。EurObserv’ER
では、年間の設備能力を約 9,357.7MW(表 2)としている。これは 2010 年の 9,951.6MW か

ら減少したものである。EU 全体のエネルギー設備能力は、1,000 人の住人当たりの設備

能力である 187.2kW(表 3)に等しい 94.1GW となるだろう。この人数を基準にすると、上

位 3 位の風力エネルギー発電国は、デンマークの 706.2kW/1,000 人を筆頭に、スペインが

469.6kW/1,000 人、そしてポルトガルが 403.4kW/1,000 人となっている。 
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 EU 市場の更なる減退の原因となっているいくつかの基礎的な要素がある。景気後退に

よる融資提供の遅れからプロジェクト開始が延期されているが、主な原因は EU の主要な

市場の展開の大部分を制限する過剰介入である。このような危機的な時期には、各国の政

府の多くが許認可手続を遅らせ、より拘束力のある行政手続を適用させることにより国内

市場の成長を減退させた(例としてスペインの事前割り振り制度やフランスの ICPE 処置

など)。その他の投資抑制の手段によって、期限切れが迫っているインセンティブ制度の更

新に関する法整備が中止された。 
新しい発電能力への投資におけるその立場を考慮すれば、風力発電設備の低レベルのパフ

ォーマンスは相対的に考えられるだろう。欧州風力エネルギー協会(European Wind 
Energy Association: EWEA)は、PV 発電による 21,000MWc、天然ガスによる 9,718MW、

石炭による 2,200MW を含み、45GW の発電能力が EU 全体に追加されたと発表した。風

力発電能力は 9,333.5MW で、事実上天然ガスによる発電量と肩を並べているが、PV 発電

には大幅な後れを取っている。 
 
1.3  洋上風力発電市場はその急激な大幅増加に備えている 

 EurObwerv’ERによれば、洋上風

力発電は2010年に設置された

1,139.9MWに比較して、2011年に

は788.1MWに減退したことが判明

している。2011年の末までにはEU
の洋上風力発電能力は

3,820.1MW(表3)まで増加した。こ

の追加的な発電能力には、英国沖で

運転中のWalney Ⅰの(186.3MW)
風力発電設備、(英国の洋上風力発

電で初めて(電力系統に)接続され

た)WalneyⅡ、Ormonde と
Sheringham Shoal、および 新の

ドイツ洋上風力発電設備である

Bard 1とBaltic 1が含まれる。また、

デンマークのAvedoreにある

3.6MWの新しいテスト設備、およ

びポルトガル沖でテスト中の

Windfloat (2MW)の浮力支援構造

のプロトタイプも含まれる。 
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とは言え 2011 年に記録された減少によって、洋上風力部門がその将来的な発展の方向か

ら外れることはない。EWEA は、2,375MW の発電能力の追加となる 2011 年に建設中の 9
件のプロジェクトについて把握している。それらと共に、2011 年に進行中の別の 9 件の風

力発電設備(ドイツ沖 7 件と英国沖 2 件)により、2,910MW の追加能力となる。以上の 18
件のプロジェクトは向こう 3 年以内に完了し、EU の洋上風力発電能力を 9GW を上回っ

て増加させるだろう。洋上風力部門の成長はそこから加速することになる。EWEA による

報告書、「Wind in our Sails」によれば、2020 年までに 40GW の洋上風力発電能力が設置

されて EU の電力需要の 4%を賄い、それにより 8,700 トンの CO2の排出を削減すること

になるという(これは 4,400 万台の車輌からの排出量に等しい)。この報告書はまた、洋上

風力発電部門における 169,500 人を含み、欧州において 2020 年までに 462,000 人の雇用

を創出すると予測している。2030 年には、雇用件数総計 48 万件中の洋上風力発電関係の

雇用件数は 30 万件となり得るだろう。それまでには、提案されたプロジェクトはノルウ

ェーを含み欧州で 141GW の発電能力を供給するようになるだろう。 
 
 （発電設備の系統への）接続の速度は高圧の海底パワーケーブルの有無によって直接影

響を受けるため、発電能力を確実に増加させるためにはしっかりとした準備と洋上風力エ

ネルギー市場の展開に関わる他の産業部門との優れた調整作業が重要である。洋上風力発

電部門の展開にはまた、特殊船舶や(EWEA によれば 2020 年には 27 隻が必要となる)、港

のインフラ、様々な種類の海底に適切な支持構造(土台)を必要とする。北海の Emden から

バルト海の Rügen までのドイツの沿岸に、巨大な風車、土台、港湾設備の建設のため、洋

上風力発電を支援する多くの企業と工業用地が現在設立・建設されている。英国沿岸でも

同様な活動が見られる。 
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1.4   5%を上回る電力が EU で使用されている 
 2010 年は落ち込んだものの、2011 年には風力発電への期待は満たされた。

EurObserv’ER によれば、前年比で 15.5%の増加(149.1TWh)に等しい 172TWh を超える

とされる(表 4)。2011 年の設置発電能力の半分が、風力発電設備全体で 22%の平均荷重フ

ァクターに等しい発電をしていたと仮定すると、この水準での発電では EU の電力消費の

5%を上回る量が今日賄われている(2010 年には 4.5%)。 
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2  主要欧州市場のニュース 
2.1  ドイツ市場のセールスは 2GW に上昇 
 ドイツでは、1999年以来の 低量である1,551MWのみの能力の設備が設置された2010
年に比べ、2011 年は大幅な改善の年となった。太陽エネルギー・水素研究センター

(Zentrum für Sonnenenergie-und Wasserstoff-Forschung: ZSW)は、新たに設置された

895 基の風力タービンにより 2011 年には 2,007.4MW の追加となったことを確認した。停

止した風力発電設能力(123MW)と老朽化した風力発電設備(238MW)の交換を差し引くと、

ドイツの風力発電能力は 29,075MW となる。 
 
風量の不足した 2010 年の後、ドイツの風力発電出力は急上昇した。特に強力な 12 月の

風により発電量が増加し 8TWh を上回る水準に達したため、総出力は少なくとも 2010 年

よりも 10TW 増加した 46.5TWh となる。 
 

2011 年には 8%上昇すると考えられるドイツのエネルギー・ミックスにおける風力エネ
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ルギー部門の重要性は、その部門の発電を全面的に強化されるよう、大きな風力エネルギ

ーシェアが存在する地域の電力グリッドを改善するための、グリッドオペレーターによる

より多くの投資を必要としている。Ecofys(コンサルタント会社)の 近の報告では、過電

圧を回避するために風力発電設備との接続を切るというグリッドオペレーターの完全に合

法な決定により、2010 年中には風力発電による出力約 150GWh の損失となった。調査に

よると、2009 年の 285 件に比較して 2010 年(風力発電にとっては平均的な年)には 1,085
件の切断があったとされる。 

 
 政策に関しては、変わらぬインセンティブ制度が計画された洋上風力部門の出力を見込

んで陸上風力発電部門の活動は 低限に抑えられている。2012 年 1 月より適用されてい

る新しい再生可能エネルギー法(EEG 2012)の条件下では、固定買い取り価格(feed-in 
tariffs)はほとんど変更されていない。  
 
 陸上風力発電の価格は、電力供給開始後少なくとも 初の 5 年間は€0.0893/kWh に設定

されている。その後は、発電サイトの生産性に応じて料金が設定され(追加的に 0～15 年

間)、その後運転開始後 20 年目まで基本料金€0.0487/kWh が適用される。グリッドの要件

に対応した機器を持つ風力発電設備の場合は、€0.0048/kWh の「システム・サービス

(System Service)」特別料金が加算されることもある。さらに、2002 年以前に設置された

風力発電設備が交換された場合、€0.005/kWh の「再発電ボーナス(Repowering bonus)」
が付与される。 
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 洋上風力発電設備のオペレーターには、（料金制度に関して）多くの選択肢がある。少な

くとも 初の 5 年間は€0.15/kWh を課す 20 年間の保証付き固定買い取り価格を選択する

こともできる。この料金制度の継続は、風力発電サイトの生産性に依存し(追加的に 0～15
年間)、その後運転開始後 20 年目まで基本料金 €0.035/kWh が適用される。2012 年の新

しい EEG 法により、デベロッパーは短期間の契約期間を選択することも可能となり、こ

れは 2018 年以前に開始された風力発電設備に適用される。このように、オペレーターは 8
年間の€0.19/kWh、または 12 年間の€0.15/kWh の保証付き固定買い取り価格を選択する

ことができる。 
 
ドイツ政府はまた、2018 年以降には年間 7%の料金の引き下げに起因する洋上風力発電

開発の遅れを織り込んでいる。今日の洋上風力のエネルギーは 215.3MW と小さなものだ

が、政府は大変意欲的であり、2020 年までに 10,000MW、そして 2030 年までにはそれを

25,000MW に増加することを計画している。承認済みの約 8,500MW のプロジェクトと発

注済みの 1,700MW の風力タービンと共に、ドイツの風力発電は前途有望である。ドイツ

政府は洋上風力発電プロジェクトの 初の 10件についてそのプロセスを加速させるため、

ドイツ開発銀行(Kreditanstalt für Wiederaufbau: KfW)が 50 億ユーロを限度に投資する

ことを決定した。WindMW GmbH の Meerwind Ost と Meer-wind Süd の 2 つの洋上風

力発電ファームがこの融資による恩恵を受ける 初の企業となる。これらの風力発電ファ

ームは発電能力が併せて 288MW であり、前述の KfW より 5.7 億ユーロの融資を受ける。

2012 年より建設予定、2013 年に完成を計画している。 
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2.2  海に囲まれた－英国 
業績からみて、英国は洋上分野に も積極的に取り組んでいる国である。英国風力エネ

ルギー協会(現在は、海洋エネルギーを従来の風力エネルギーに加えて「RenewableUK」

という名称の業界団体となっている)によれば、英国は 2012 年初頭時点で 14 の稼働中の

洋上風力ファームを有している。このファームは 487 基のタービンと、1,524.5MW の総

設備発電能力を持つ。欧州風力発電協会(EWEA)に倣って設置済みではあるがメンテナン

ス中のタービンも加味した場合、総設備発電能力は 2,093.7MW (欧州連合の洋上風力エネ

ルギー設備発電能力の 54.8%)に上昇する。英国はこの優位性を今後数年も維持できるであ

ろう。RenewableUK によると、719 基のタービンと設備発電能力 2,630.4MW を持つ 7
つの新たなファーム(Greater Gabbard、Gwynt y Môr、Lincs、London Array I、Ormonde、
Sheringham Shoal、Walney II)は、2012 年 1 月 1 日時点では建設途中であった。この他

にも合計 1,286.1MWの設備発電能力(352基のタービン)を持つとされる 6つのプロジェク

ト(Humber Gateway、London Array II、Methill Offshore Wind Farm Demo Site、
Teesside、West of Duddon Sands、Westermost Rough)が既に必要な許認可を全て取得し

ており、近く建設段階に入る予定である。協会は洋上の総設備発電能力が 2016 年までに

およそ 8GW となり、英国の電力生産の 7-8%を供給するようになると予測している。英国

政府は 2011 年 7 月に、2020 年までの洋上風力エネルギーの設備発電能力を当初目標の

13GW から、国内電力の 17-18%の供給に当たる 18GW へと改訂した。 
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英国のエネルギー・気候変動省(Department of Energy and Climate Change: DECC)
が調査委託したレポートでは、40GWの洋上フリート注1設備建設が 2030 年までに完了す

ると見込まれている。新たな設定目標を達成できるかは、2020 年までに風力エネルギー分

野がkWh当たりのコストをどれだけ削減できるかにかかっている。英国政府は現状の

£0.15 (€0.172)/kWh～£0.10(€0.115)/kWhのレベルにまでコストを削減する必要があると

考えている。 
 
大きな目標を掲げる一方で、英国政府は目標達成のために従来用いてきた方法を変更す

ると決定し、生産された電力が再生可能エネルギー源由来であることを証明するよう電力

供給者らに義務づける現在のRO(Renewable Obligation：再生可能エネルギー購入義務)
システムに代わる、新たなインセンティブ制度「FiT CfD (Feed-in Tariffs with Contracts 
for Differences：固定価格買取制度)」の構築に取り組んでいる。新しい原子力発電所やCO2

の捕捉及び隔離システムを備えた石炭火力発電所といった他の低炭素排出電力生産方法を

包括するよう、FiT CfDシステムの対象範囲は拡大されている。新たな契約システムは、

低炭素電力供給者らの長期収益予測を見直すよう設計される予定である。電力供給者は、

電力の市場価格 (基準価格)が協定価格 (あるいは行使価格)を下回る場合に不足分を補填

されることもなければ、市場価格が協定価格を上回った場合に余剰分を返す必要もない。

英国政府はこのシステムにより、とりわけ電力の市場価格が高くなる時には、消費者の負

担コストを可能な限り低いレベルに安定させられると考えている。FiT CfDに関する支払

いは契約団体から支払われる予定である。また一方で、生産者らは販売に関して第三者と

の交渉を個別に行う必要がでてくるだろう。2014年にFiT CfDの施行が決定しているにも

かかわらず、2017年までは、新しい電力生産者らは現行のROシステムか新固定価格のい

ずれかを選択することとなる。2037年に稼働停止が決定している既存の発電所については、

ROシステムの下で補助が継続される見込みである。 

                                                 
注1 訳者注：fleet はもともと海軍用語で複数の船から成る「艦隊」を意味する。ここでは洋上に設置される風

力発電装置群を指すものと考えられる。 
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2.3  猛攻するフランス 

フランスの風力エネルギー分野が抱える不安要素は完全に正されたように見える。風力

エネルギーに関する国内の機運は停滞することなく高まっており、「グルネル第2法案(
低5基のタービンを備えたウィンドファームや、地域の気候、大気環境、エネルギー計画

に含まれる風力エネルギー開発地域といった、風力タービン関連事項をICPE(環境保護指

定施設)の対象として承認した法案)」によって新たに導入された規定により、2011年にさ

らなる風力エネルギー分野の成長をもたらした。 
 
フランス電力系統運営会社のRTE社が当初行った評価により、2011年末、本土内に

6,640MWの風力発電フリートが設置された。国外の領域にあるものを追加した場合、総設

備発電能力は6,684MWにまで達する。2010年の1,459MWに対し、フランス国内市場のこ

こ12ヶ月間の新規設置能力は604MWだと推定されている。このペースでは、フランスは

2020年までに目標とする陸上発電能力19,000MWは達成できなくなる。しかし、現在進行

している陸上風力タービングリッド接続の申請数(RTE社が2011年12月31日に設定した

1,131MW(18プロジェクト))は、2012年には成長率が戻ることを示唆している。 
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2011年にフランスの電力生産能力は力強い成長を遂げ、喜ばしいニュースをもたらして

いる。RTE社の指摘したとおり、風力発電による設置能力は2010年レベルから23%(2010
年の9.7TWhから11.9TWhへ)増加し、フランス国内で風力エネルギーが占める発電割合は

2010年の1.9%から、2011年には2.5%に上昇した。 
 

2012年1月11日に開催された洋上風力発電の 初の3GW分を建設するプロジェクトの

入札(bit)に参加したことで、フランスにおける洋上風力エネルギー産業の形成は中期的に

み て 実 現 し つ つ あ る 。 Le Tréport(750MW) 、 Fécamp(500MW) 、

Courseulles-sur-Mer(500MW)、Saint-Brieuc(500MW)、Saint-Nazaire(750MW)の5つの

エリアにおける 大3GWの設備発電能力に対し、金融部門や産業部門の出資金はおよそ10
億ユーロに達するほど豊富である。グルネル環境円卓会議によって設定された「風力発電

の総設備発電能力を2020年までに6GWにする」という目標を達成するため、次回のプロ

ジェクト要求が4月に行われるはずである。ドイツの電力大手E.ON社は入札への参加を見

合わせているものの、EDF社、GDF Suez社(フランス)、Dong Energy社(デンマーク)、
Iberdrola社(スペイン)、RES社(英国)といった多くの大手電力会社が入札に参加している。

今回の初回設備建設プロジェクトが、(10回に分けて行われた)プロジェクト入札の1回目に

唯一参加したドイツの製造業Siemens社という競合がいるものの、9回目と10回目の入札

に参加したフランスの洋上風力タービンメーカーAreva社とAlstom社に利益をもたらす

はずである。入札参加企業は2012年4月に 終候補リストに載り、プロジェクトの実現性

を決めるうえでのリスクを排除する選考過程が 終的に2013年中に終了するまで保留と

される。2015年から2020年の間に行う設備設置については、1案件ずつ委託を受けること

になる。 
 
2.4  緊迫するスペインの風力エネルギー分野 

スペイン政府はインセンティブ制度を大幅に改訂する必要があるが、勅令661/2007 
(Royal Decree 661/2007)により設置された制度が2012年12月31日に失効するにもかかわ

らず、未だに今後の国の姿勢を示していない状態にある。特例制度に基づいて新たな設備

建設に対する補助金支払いを差し止めるためのモラトリアム期間を2012年1月27日に設置

したという政府発表も、スペインの風力エネルギー分野にさらなる緊張をもたらしている。 
 
現行のインセンティブ制度が失効するまで残り12ヶ月を切る中でも開発の見通しが立

っていないことが、新たなプロジェクトへの投資を遠ざけている。スペイン風力エネルギ

ー協会(Asociación Empresarial Eólica: AEE)は政府に対し、風力エネルギー分野の停滞が

スペインの風力エネルギー産業の開発及び競争力を深刻に損なわせるとして注意を喚起し

た。風力エネルギー産業はスペインに30,000人を越える雇用をもたらしており、さらに

2011年には20億ユーロ超相当の輸出売上高をもつクリーン技術の輸出国としても成功し

ている。 
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AEEが事前に行った評価では、スペインにおける総設備発電能力は2011年の終わりまで

に21,673 MWになると予想されていた。2011年の終わりに発表された2010年の公式デー

タ(スペイン省エネルギー多様化研究所(Institute for Energy Diversification and Saving : 
IDAE)によるデータでは20,759MW) と比較してみると、2011年の間に新規に建設された

設備発電能力は914 MWであった。IDEAによれば、設備建設が盛んに行われた2010年以

降、Red Eléctrica de España(スペインの電力系統運営会社: REE)によって推定された

2011年の電力供給量は2010年の44.2TWhから42.1TWh (暫定値)に低下した。 
 
2.5  2011年欧州市場で第二位のイタリア 

2011年、イタリア市場の成長は横ばいに留まらなかった。イタリア風力エネルギー協会

(Associazione Nazionale Energia del Vento: ANEV)によれば、イタリアに建設された総

設備発電能力は6,747 MWに達している。2010年の終わりに電力系統運営会社Ternaが発

表したデータによれば、2010年の新設備発電能力916.4MWと比較して、2011年の12ヶ月

での実績は932.7MWに達した。 
 
グリーン(電力)証書の価値下落に伴って収益が下がっているにもかかわらず、陸上風力

エネルギーが15年間 €0.158/kWhという価格は、依然として欧州で も魅力的な価格設定

の1つである。電力の市場価格をグリーン証書価格に追加することで、この価格が実現す

る。政府との間で現在行われている交渉で、ANEVは15年間€0.152/kWhか、あるいは20
年間 €0.146/kWh、どちらかの支持価格を選択するよう提案している。NREAP(エネルギ

ー行動計画)目標の達成を確実なものとするため、1年につき少なくとも650MWと同等の割

当制度が発表される可能性がある。決定は数日のうちに行われる。 
 
2.6  電力に風力エネルギーを含むルーマニア 

ルーマニアの風力エネルギー分野が持つ設備発電能力建設力には特に目を見張るもの

がある。2009年時点で18MWのウィンドファーム1基しか持たなかった国が、ルーマニア

の風力エネルギー協会によれば2011年の終わりには総設備発電能力982MWを有するよう

になっていた。この成長の中心となっているのは、Dobrogea地方の村Fantaneleと
Cogealacにある欧州 大のウィンドファーム建設である。このプロジェクトはGeneral 
Electric社の2.5MWタービン合計240基を使用し、チェコの公益事業会社CEZの主導で行

われている。欧州にある他のエネルギー会社大手は、ルーマニア市場に地盤を持っている。

イタリア電力会社のEnel Green Power社は既におよそ100MWを稼働させており、18ヶ月

後までにさらに200MWを建設する予定である。ポルトガルの電力公社EDPも、国内唯一

の原子力発電所Cernavodaの近くで合計230 MWの設備発電能力を有する2つのプロジェ

クトに関わっている。この一部として、(スペインの)電力会社Iberdrola社にはMihai 
Viteazu南東の村に80MWのファームを建設する計画があり、さらに将来の設備発電能力

が1,500MWを超えるDobrogea地方の風力複合エネルギー(energy complex)を形成できる
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ように、50を超えるプロジェクトを2017年までに建設する計画をしている。風力発電生産

のためのグリーン(電力)証書の価値を2倍にし、その価値を2017年まで持続させるというル

ーマニア政府の決定は、この開発の動きに遅れをとっている。また同時に、目標を達成で

きなかった場合の配給者へのペナルティーを上昇させている。グリーン証書の価格は、  
低€0.027/kWh～ 高€0.055/kWh まで上昇している。 
 

 
3  世界に開かれた産業 

幸先の良いスタートを切った後、世界経済成長の衰退と中国の風力エネルギー市場成長

への介入決定が同時に起きて風力エネルギー市場が衰弱すると、その年の後半には国際的

経営を行う多くの業界関連企業の業績水準が次第に衰えていった (表5)。2012年の成長見

通しは暗いままである。それどころか、世界的需要のさらなる減少は中国やインドのよう

な強力な経済にも影響を与える可能性がある。タービンメーカーの利幅を減少させながら、

経済環境における競争はかなり激しくなってきており、その傾向は2012年も高まってきそ

うである。すべての地域業者が生き残るには中国市場はあまりに狭まっているため、中国

は世界市場において熾烈な競争戦略をとるだろう。 
 
欧州産業に用意されている唯一の道は、新たな市場に参入することで事業活動の国際化

を続け、新たな成長市場での立場を強化することである。中国国外でプロジェクトを開発

するために、欧州の多くの大企業が中国の主要電力会社と戦略協定を築くことによって方

針を変更しつつある。タービンメーカーらは、新たな市場へ参入する機会を生みだすこう

した公益事業の財政面で優位性を得ようとしている。 
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縮小する市場における工場の閉鎖、そして成長市場のための新プラント建設から分かる

ように、タービンメーカーらの戦略的なポジショニングは生産設備の立地に関係している。 
 
しかし、大規模な洋上風力エネルギー分野の開発を行うという戦略を選択した国々(主に

英国やドイツ)が、この市場の設備発電能力建設の前にインフラを構築する企業の多くから

の投資を呼び込むという微妙な変化が現在起きている(上記参照)。洋上風力エネルギー分

野は多くのタービンメーカーの活動をいきいきと甦らせ、また、何年も前からこの巨大市

場の開始に向けて準備してきた参入業者(Bard社、Areva社、Alstom社等)の台頭を後押し

するはずである。 
 

4. 主要タービンメーカーの動向 
4.1  組織再編に苦しむ Vestas社(デンマーク) 
昨年2011年もデンマークのタービンメーカーにとって、ドイツのTravemündeにある新

しい発電所の試運転を遅らせた後に、2度の業績下方修正の発表を余儀なくされる厳しい

年であった。これによりVestas社は、主に欧州で進めている多くのプロジェクトを延期し

なければならなくなった。 
 

Vestas 社は 終的に売上高を 58 億ユーロ(当初予測 70 億ユーロ)、営業利益を 0．7%(当
初予測 7%)であると発表した。2011 年に Vestas 社が供給したタービンは、前年の

5,842MW を下回る 5,217MW(欧州－アフリカの 45.1%、アメリカの 35.4%、アジア太平

洋の 19.5%に相当)であった。  
 

2011年11月、自社のガバナンスモデルや市場の流れに沿った製造能力調整を再編成し、
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利用者の視点に可能な限り寄り添うため、Vestas社は2012年中に戦略的な組織再編を完了

すると発表した。大変な時期に行われる同再編により、主にデンマークや欧州で2,335人
の雇用減少を引き起こすと予想される。同社は年間経費を1億5000万ユーロ削減しようと

している。より厳しい経済事情や、主要な市場で減速するリスク等はあるものの、グルー

プ見解では同再編によってVestas社はより採算性を生み出せるようになるはずだとして

いる。Vestas社が2012年初頭に行った7,397MW(73億ユーロ相当)規模の発注内容は極め

て健全なものであり、この発注を元にデンマークは風力タービン産業で世界的リーダーシ

ップを取り戻すだろうと、同社はしきりに強調したがっている。 
 

Vestas社は、国内における同社の存在が地域ビジネスの原動力及びその成長見通しによ

って決定されるだろうと警告している。そのため、生産税額控除(Production Tax Credit)
が更新されない米国では、プラントにおける1,600人超の雇用が失われた。さらにVestas
社は、グループの販売粗利益の10%に当たるおよそ7億ユーロを売り上げる非常に収益性

の高いサービス事業(特にアフターサービス)の拡大を願っている。 
 
提携に関しては、Vestas社は米国の巨大メーカーCaterpillar社との契約に署名し、老朽

化した風力タービン部品の加工や供給をCaterpillar社が行えるようにした。このサービス

は米国にも導入され、欧州やアジアにも広まるべきである。この契約は、General Electric
社による2002年のEnron Wind社買収によって高値がついた風力エネルギー市場に参入し

ようとする、Caterpillar社の強い意志を示している。デンマークのグループは同様に、ア

ルゼンチンに販売営業所を、ブラジルに新たな組立工場を、そしてルーマニアとシンガポ

ールに事務所を設置して南米市場を征服しようとしている。 
 
技術の話に戻るが、同グループは 2012 年に次世代の洋上風力タービンを販売する。直

径 164 メートルのローターを持つ当該タービンの初期設備発電能力は 6MW で、7MW ま

で達するよう設計されている。V164-7MW のプロトタイプ第一号の建設は 2012 年の終わ

りに予定されており、量産体制は 2015 年の初めに開始される予定。 
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4.2  国際市場が Gamesa 社の売り上げを牽引 

Gamesa 社は海外のマーケットシェアを獲得することにより、収益のプラス成長を維持

してきた。2011 年 9 月 30 日には、同社の売上高(2011 年で 2,805MW)はすでに予想を超

えるものだった。タービンの売上高に関する営業利益(EBIT)は 4.8%と評価され（2010 年

初頭から 9 ヵ月間で 5.4%）、2011 年の間は 4～5%前後であると考えられる。スペインに

ある同社グループの売上は、2010 年初頭から 9 ヶ月間は 17 億 8,600 万ユーロであったの

に対し、20 億 1,500 万ユーロであることを発表した(タービンの売上およびウィンドファ

ームへの輸送)。 
 
 同社は、設備発電能力の 94%がスペイン国外で売られていることから、この好成績の要

因は国際市場に拡大した活動であると考える。世界への売上は、過去 9 ヵ月間で 26%上昇

している。売上の 20%を占めるインド市場は、2.8 倍に拡大し、同時にラテンアメリカの

売上は 5 倍に増加した(売上の 16%)。同社は東欧市場、中でもポーランドとルーマニアに

おいて良い成果を挙げており(売上の 13%)、また中国(売上の 21%)や米国(売上の 14%)で
も売上の基盤を固めている。 
 

Gamesa 社は、2010 年初頭から 9 ヵ月間で買い取られた MW 数(1,965MW)が 23%増と

発表し、2011 年全体で 2,800～3,100MW の大量販売を見通している。同社はあらゆる段
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階でのバリュー･チェーン(価値連鎖)に関わっている。また、風力プロジェクト営業部を設

立しており、2011 年には 286MW の売上を達成(900 万ユーロの営業利益)、今後

15,000MW(2011 年に 1,400MW を追加)の点検や管理を行うことで、2 億 5,000 万ユーロ

の収益が自動的に入る保証が成されている。 
 
 同社の国際化は、社員数にも影響を及ぼしている。2010 年 7～9 月に 35%の海外駐在を

含めて 6,934名だったのに対し、2011年 7～9月には海外駐在を含めて 8,267名に達した。 
 
 Gamesa 社の予測によると、売上高が 3,000～3,500MW に及び、2012 年には売上成長

率が 2 ケタになるという。ラテンアメリカやインドなどの新興成長市場においては、2012
年に短期需要が高まると予想される。2012 年に拡大すると考えられるアジア、オセアニア、

そしてアフリカなどの新たな市場により、売上は増強される。実例として同社が発表した

ところによると、エジプトの紅海沿岸の Gulf of El Zayt に、200MW 規模の受注を受けた

という。同社は、エジプトの主に Zafarana ウィンドファームにて、すでに合計 406MW
を設置している。 
 

Gamesa社の説明によると、2012年における成長は変わらずプラスである一方、活動の

レベルはスペイン、イタリア、フランスなど風力エネルギーの主な市場における規制の不

確定性に短期間で影響を受ける可能性がある。現在、風力エネルギー産業は、経済や資金

状況の厳しさが増す複雑な環境で運営されており、そのため位置調整や戦略的選択が極め

て重要となってくる。Gamesa社は、将来の発展はさらなるグローバル化により達成され

ると主張する。そこで、同社はスペインにおける生産設備を1,250MW削減し、将来有望な

市場に新工場を設立することを計画している。同社は、ブラジルにナセルの組み立て工場

や、インドに新たな回転翼工場、中国の天津に6ヵ所目となる工場などの建設を発表した。

この6ヵ所目となる工場は、中国におけるGamesa社の生産能力を1,000MW以上に引き上

げることとなる。また、同社はLonyuan社、China Resources Power and Datang社とい

った中国企業と提携することも決定しており、 大900MWとなるプロジェクトを含めて、

中国外での国際的開発に参入する。 
 
 イノベーションに関しては、Gamesa社は4ヵ所の市場（スペイン、米国、インド、中国）

において、一斉にG97-2 MWの製造を開始した。また、弱風地域向けに設計された4.5MW
級の新たなG136タービン･プロトタイプも開設した。2012年には、巨大洋上市場における

設備発電能力の増加に備えて、同社初となるG11X-5 MW洋上風力タービンを設置する。

同社の洋上風力テクノロジーセンターはGlasgowに設置される。 
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4.3  Siemens社が洋上風力市場をリード 
 多くの企業が洋上風力市場で確固たる地位を築こうと試みる中、この市場で現在 も有

利な地位にいるのがSiemens社である。このドイツ企業は、2004年にデンマーク企業の

Bonus社を買収し注2、2011年だけで欧州やアジアにおけるプロジェクトと1,400MW規模

の洋上風力の契約を結んだ。Siemens社の推測では、2030年までに、欧州の洋上風力の設

備発電能力は80GW超になり、これにより同社は成長を確保できるという。 
 
 2011年、同社はドイツの1,300MWプロジェクトを含めて、世界中で総額110億ユーロに

値する注文を受けた。そして、2011年5月に開始したドイツ初となる商業的な洋上ウィン

ド･ファーム(バルト海 1－48MW)に向け、風力タービンを輸送した。将来有望なウィンド

ファームとして、ドイツの領海にあるAmrumbank(288MW)と、アイリッシュ海にある

West of Duddon Sands(389MW、Dong Energy社とScottish Power Renewables社の開発

プロジェクト) の2つが挙げられる。また、Siemens社は同社初となる中国洋上風力タービ

ンの契約を獲得し、2.3MW級のタービン21基(48.3MW)を江蘇省沿岸にあるプロジェクト

へ供給する。 

                                                 
注2 2003 年、Areva 社は Bonus 社に 3 億 5,000 万ユーロの値を付けていたが、現在の経済省がその値は高す

ぎると判断した。 
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 同時に、Siemens社は中国

市場における地位を向上さ

せ る た め 、 Shanghai 
Electric社とパートナーシッ

プ契約を結んだ。中国の特に

南東部沿岸には、陸上･洋上

風力を利用できる大きな可

能性があるとSiemens社は

考 え て い る 。

CREIA(Chinese Renewable 
Energy Industries 
Association)によると、中国

は洋上風力の設備発電能力

を2015年の5GWから2020
年の30GWにまで拡大する

という。2011年に、Siemens
社は6MWの新たな直接駆動

の洋上風力タービンを開設

し た 。 こ の 風 力 発 電 機

SWT-6.0は、直径120～154
メートルの回転翼を備えて

いる。このタイプでは初となるタービンは、洋上風力タービンの新たな重量基準を見越し

てエンジン室と回転翼の重さが合計で350トン未満に軽減されており、デンマークの

Høvsøreに設置された。重量の軽減により、大型船からウィンドファームの設置を 適に

行うことができ、その結果、洋上ウィンドファームの設置コストを引き下げることにつな

がるというのがSiemens社の見解である。この確信によって、Siemens社は2010年に世界

的な洋上風力タービン建設業者で関連業務提供者であるA2SEA社の株式49%を獲得した。

昨年(2011年)の9月、Siemens社は再生可能エネルギー部門を風力発電部門と太陽光･水力

発電部門の2つの別々の部に再編成した。風力発電部門はHamburg以外で営業されている。 
 
4.4  国内競争の犠牲になる中国企業 

この世界 大の市場は、熾烈さにおいても 大である。特に、この競争は何よりもkW
ごとの価格を優先するため、中国における品質基準については不十分な点が多い。Roland 
Berger Strategy Consultants社が実施した調査によると、欧州の標準的な価格が€1,000
～€1,200であるのに対し、現在中国の陸上風力タービンによる平均価格は、€600/kWを下

回る。この価格戦争により、中国市場が過剰な設備発電能力を被るという問題が生じてい

る。 
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 2011年の下半期における中国市場の減速は、国内の企業の収益や大手タービンメーカー

に打撃を与えた。その中の業者のであるSinovel社やGoldwind社、Dongfang社、United 
Power社は、現在厳しい影響を受けている。例えば2012年1月末に、中国トップのタービ

ンメーカーであるSinovel社の2011年の利益は、2010年の水準である28億6,000万元(4億
5,160万ドル)から50%減少と発表した。別の例としてGoldwind社の2011年第3四半期の収

益は、純収益が前年比75%減で、前年の7億5,920万元から1億9,040万元(3,000万ドル)にま

で落ちた。 
 
第3四半期における売上高は、前年同期比で、9%も減少している。Goldwind社が風力エ

ネルギー市場の低迷や、競争の激化、そしてタービンの売上高の減少といった落ち込んだ

状況を嘆くのは驚くことではない。今後、中国産業を確実に成長させていく唯一の方法は、

海外での注文を取ること、そして西洋諸国が規定した品質基準を満たす技術を備えた上で、

洋上風力市場への参入に向け準備することである。昨年の6月、Goldwind社は6MW級の新

たな洋上風力タービンを本格的に製造開始し、この種のタービン6基を2012年の前半に設

置することを発表した。 
 

同社は米国市場に参入し、さらに新興市場や高成長市場(カナダ、オーストラリア、南ア

フリカ、チリ、そしてエクアドル)においても、存在感を増してきた。Goldwind社が目指す

のは、2015年までに総利益の30%を海外で得ることである。第3四半期には、3,581MWの

確定注文と、さらには3,412.5MWの署名待ちの契約があった。 
 

Sinovel社(2010年世界第2位のタービンメーカー)にとって洋上風力部門への出資もまた、

優先事項の1つである。同社は2010年、上海のDonghai Bridgeの洋上に同社初の洋上ウィ

ンドファームを設立し、回転翼の直径128mで6MW級の 新型SL6000洋上風力タービン

を披露した。またSinovel社の発表によると、江蘇省が入札にかけた1,000MWのうち、同

社がBinhaiとSheyangの2ヵ所(600MW)の洋上風力の契約を取り付けた。2011年4月には

洋上ウィンドファームと共に、ギリシャに200～300MWの設備発電能力の設置をするとい

う4億5,000万ユーロ相当の協力合意をギリシャの電力公社(PPC)と結んだ。 
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5. ゆっくりと、しかし着実に成熟してゆく市場 

 欧州の政治的および財政的状況は依然として厳しく、多くの国々が累積債務危機に取り

組んでいる 中で、(確率は非常に低いが)ユーロ圏の破綻という不安が投資家の信頼に打

撃を与えている。このような不安感が非常に危うい市場を混乱させ、投資の先行きを制限

してしまっている。風力エネルギーも例外ではなく、ドイツ市場が好調であるにもかかわ

らず、主なEU市場の大部分が失速し、または収縮すらしている。この経済状況の厳しさ

が、欧州市場の失速の唯一の要因というわけではない。加盟国の多くが、「再生可能エネ

ルギーに関する指令(Renewable Energy Directive)」の採択を通じて開始される2020年の

目標に向けて 善を尽くすため、各国の国内市場の管理を改善することを決定した。加盟

国の決定の中には、新たな設備建設を認可するための新手順を加えるというものや(フラン

スなど)、新規制の枠組みの施行を遅らせることで投資家の可視性を制限するもの(スペイ

ンやイタリアなど)があり、それらは間違いなく状況を安定させている。 
 
 ドイツ市場の近い将来もまた、漠然としている。原子力発電から徐々に脱却するという

ドイツの決定は、風力エネルギー部門にとって朗報である。しかしドイツの陸上風力エネ

ルギー市場は、グリッド基盤への投資不足が原因で飽和状態になりつつあり、 後は自然

と衰退していくと見られる。洋上風力市場で大規模開発が始まるまで－2010年代後半に急

成長が始まると予想される－この傾向を転ずることは不可能であろう。このような欧州の

鍵を握る風力エネルギー市場を取りまくあいまいな点は、安定性のある成長へ迅速に転換

するには良い前兆とは言えない。 
 
「再生可能エネルギーに関する指令」に応えるために必要な取り組みはいかほどかを判

断する良い方法の1つは、加盟国の「再生可能エネルギー実行計画(NREAP：National 
Renewable Energy Action Plan)」を参照することである。この計画に関する新たな概略

報告は、加盟国数の修正を考慮に入れながら、2011年末にオランダ･エネルギー研究セン

ター (ECN：Energy research Centre of the Netherlands, NREAP summary report)によ

って作成された。本研究によると、欧州連合の風力エネルギー設備発電能力は2015年末ま

でに143.2GW(陸上が126.7GW、洋上が15.6GW)に、2020年末までに213.6GW(陸上が

168.8GW、洋上が44.2GW)に達しなくてはならないことが示されている。2011年末に設

置された設備発電能力から判断すると、この目標達成には年間で平均13,300MWの設備発

電能力の設置が必要となる。それ故、現在の市場水準は、NREAPの目標の段階には至っ

ていない。このバロメータのために連絡を取った専門家による2020年の予測は、NREAP
の目標と概ね一致している。従って、我々は220GWという展望を支持し、2015～2020年
の間に設備発電能力の設置が加速すると予想している(グラフ4 )。 
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現在の市場の衰弱は、未だ不安要素ではない。製造メーカーの多くが、産業部門を発展

させるために現実的な政治的決断がされれば、長期にわたって欧州のファンダメンタルズ

は良くなると考えている。風力エネルギー産業は、非常に速やかに需要増大を満たし、

NREAPに記されているものに近いロードマップに戻ることが可能である。実現の可能性

が増すには、設備の効率性の向上と、kWごとの設置コスト低下に付随して発展してゆく

必要がある。とは言っても、陸上･洋上風力エネルギー市場の将来の発展が、生産設備やイ

ンセンティブ制度だけで決まるのではなく、むしろインフラ(グリッド、港湾、大型船など)
に対する先行投資次第となる。目標が達成されるには、利害関係者(製造業者や政治家)の
効果的な協調が不可欠となる。100GWの風力タービンの出発点を2012年までに区切りを

付けるという欧州連合の意欲は、妥当と思われる。 
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出典： 

ZSW (AGEE Stat working group) (ドイツ)、SOeS (フランス)、SCB (スウェーデン)、 
フィンランド統計局、GUS (ポーランド)、IDEA (スペイン)、オーストリア統計局、国家

統計局(ルーマニア)、ENERO (ルーマニア)、経済開発省(イタリア)、Terna (イタリア), 
DGGE (ポルトガル), 産業貿易省(チェコ共和国), ICEDD (ベルギー), Flemish Energy 
Agency (ベルギー)、ラトビア中央統計局、デンマークエネルギー庁、エネルギーセンター

(ハンガリー)、DECC (英国), オランダ統計局、CRES (ギリシャ)、ブラチスラヴァ・エネ

ルギーセンター (スロバキア)、スロベニア共和国統計局、SEAI (アイルランド共和国.)、
STATEC (ルクセンブルグ)、MRA (マルタ) 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
フランスの Observ’ER(Observatoire des energies renouvelables: 再生可能エネルギー観

測所)が作成した刊行物を許可の基に翻訳・掲載した。この刊行物は、｢EurObserv’ER プ

ロジェクト｣の成果であり、その詳細は下記のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子／望月 麻衣／室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、Euro-Observer の以下の記事を翻訳したものである。 
“WIND ENERGY BAROMETER 2012” 
http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro207.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1084, 2012.4.20

31

http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro207.asp


 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1084, 2012.4.20

32



(1084-2) 
 
【再生可能エネルギー（太陽電池）】PV セル 結晶シリコン 
 
仮訳 

 
（本資料は 2012/03/05 NREL Newsroom で公表された記事「太陽電池のコストを大幅に

削減する新たな方法（New Approach Aims to Slash Cost of Solar Cells）」の参考資料と

して和訳したものある。公表記事の要約は本資料の末尾に掲載した。） 
 

NREL が開発を進める独自の結晶シリコン PV セル（米国） 
 
 

米国立再生可能エネルギー研究所(National Renewable Energy Laboratory：
NREL)で開発された蒸着プロセスは、新タイプの PV セル、すなわちフレキシ

ブル金属基板上に蒸着された、高度に配向された結晶シリコン(c-Si)層から成る

薄膜セルを製造する上で鍵となる技術である。この工程で、c-Si PV セルと薄膜

PV セルのそれぞれの最も優れた機能を結合させると、同じようにフレキシブル

かつ軽量な、変換効率の高い安価な太陽電池モジュールが作られる。 

 
 
 
 
 
 
 
今日販売されている PV セルの多くは c-Si で出来ており、通常、大きな結晶すなわち、

ウェハの元となる、厚く、堅く、脆いシリコンインゴットを切り出して作られている。

c-Si(結晶シリコン)PV セルとしのぎを削っているのは(競合するのは)、フレキシブル基板

上に蒸着できる最新の薄膜太陽電池技術であり、c-Si PV セルよりも安価ではあるが、太

陽エネルギーの変換効率が低くなる傾向がある。すなわち照射された太陽光の電力への変

換量が、より少なくなる。 
 
しかし、Ampulse Corporation という新興企業(以下、Ampulse 社と言う。)には、フレ

キシブル金属基板上に薄膜層を成長させるという新タイプの c-Si PV セル開発構想がある。

金属基板と c-Si 膜はいずれも二軸配向すなわち、ほぼ完璧に同方向に並んだ大きな結晶粒

で構成されているため、これらは単結晶と同様の振る舞いをする。この方法は、薄膜 PV
セルによってもたらされる低コスト化とフレキシビリティに加え、これにより従来の c-Si 
PV セルの変換効率を持つ新しい薄膜 PV セルを作ることができると期待されている。

NREL の｢ホットワイヤ CVD 法(化学蒸着法)｣という技術が、このイノベーティブな PV セ

ルの生産において決定的な技術的貢献をしている。 
 

Ampulse 社による c-Si PV セル開発構想は、米国エネルギー省(DOE)傘下のもう一つ 
の国立研究所であるオークリッジ国立研究所(Oak Ridge National Laboratory：ORNL)
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で実際に開始しており、ORNL の研究者グループは、超電導ワイヤーの元となる超電導材

料で出来た二軸配向薄膜の製造に奮闘していた。 
 
 
同研究者グループは、金属箔の結晶構造が超電導材料の結晶成長を導いたことから、こ

の二軸配向金属箔が理想的な基板であることを発見した。しかしこの材料が超電導材料と

相互作用したため、ORNL の研究者は、二軸配向された金属に緩衝層を加え、その後もそ

の二軸配向が結晶成長を誘導できるようにした。こうして生まれた技術は、｢RABiTS 
(Rolling-Assisted Biaxially Textured Substrates)｣(回転を補助に用いた二軸配向基板)と
呼ばれる。 
 
フレキシブルな RABiTS 箔上にシリコンを蒸着させることで、ORNL が開発した

｢RABiTS 法｣が PV セルに適用できるかを確かめる目的で、Ampulse 社が作られた。NREL
の研究者グループが、｢ホットワイヤ CVD 法｣を用いて c-Si 層を蒸着する独自の専門技術

を有していたため、Ampulse 社は、ORNL と NREL の両機関の技術的な専門性を引き出

して、新タイプの c-Si PVセルを作ろうと狙った。NRELの研究者は（これまでに）、RABiTS
箔上に似た材料の上に二軸配向シリコンを蒸着させる研究を探求してきており、その経験

をこの Ampulse 社プロジェクトに生かした。 
 

｢ホットワイヤ CVD 法｣では、通常は金属フィラメントを採用しており、2,000℃前後ま

で 加熱される。シランガスが試験容器に取り込まれ、高温フィラメントがこのガスを分解

し、シリコン層を基板上に蒸着する。NREL は、c-Si をテスト用のシリコンウェハ上に成

長させることができるように「ホットワイヤ CVD 法」を最適化し、現在は Ampulse 社と

共同で、ORNL で開発された緩衝層を有する金属箔基板にこの技術を適応させようと研究

を進めている。 
  

Ampluse 社は、諸経費が非常に乏しい企業 (サイドバー参照)としてスタートした為、一

次資金のほぼ全額が ORNL と NREL での研究活動に注ぎ込まれ、NREL との 50 万ドル

の共同研究開発契約（Cooperative Research and Development Agreements：CRADA) な
どの複数の共同研究開発契約(CRADA)を通じて研究活動が実施された。Ampulse 社はま

た、NRELとORNL向けに、DOEによるTechnology Commercialization and Deployment 
Funds(技術事業化・普及資金)を総額 90 万ドル受け取った。｢RABiTS 法｣を用いて実用的

な二軸配向の c-Si PV セルを作るため、NREL と Ampulse 社の研究チームが共同研究を

行い、これまでのところ、この研究開発活動は効果を生んでいる。 
 
また、この共同研究契約により、Ampulse 社に付加的な利益ももたらされる。例えば

Ampulse 社は、企業向け c-Si 膜 PV セル用プロセス開発ツールを発注しているが、これは

NREL のプロセス開発統合研究所（Process Development and Integration Laboratory：
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PDIL)に、間もなく導入される予定である。このように同社の研究は、研究所にすでに導

入済みのさまざまな設備を利用できるという恩恵を得ることができる。PDIL によって、

PV セル向けに独自のプロセス開発や性能が統合され、NREL、ソーラー業界、大学の研

究者たちが、さまざまな PV セル作製技術を生み、研究を行う。この新ツールは、Ampulse
社の PV セルの研究開発とプロトタイプの製造を支援し、また、小規模な生産プラットフ

ォームとしての役目を果たし、開発活動から本格的な商業生産への生産規模拡大に至る間

隙を埋めるのに役立つ。 
 

Ampulse社が企業として成長を続けているため、NRELは、同社によるシリコン蒸着法

の研究活動の支援を続けている。同社は、さまざまな厚みの軽量かつフレキシブルなPV
セルを製造するために、新聞の印刷に用いる高速プレス法に似た｢ロール・ツー・ロール方

式｣注1を用いる計画である。シリコンは、厚みがあるほどより多くの太陽光を吸収できる

ため、同社は最終製品で、シリコンの厚みとセルの構造次第で約 12～20％の太陽エネルギ

ー変換効率が得られるものと期待を寄せている。 

 
 
 

NREL の研究者 Chaz Teplin 氏と Howard Branz 氏とで、Ampulse 社の、シリコン膜を成長さ

せるホットワイヤ化学蒸着システムに関する共同研究を行っている。 

 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 

 
出典：本資料は、NREL の以下 “NREL Advances a Unique Crystalline Silicon Solar Cell”
の記事を翻訳したものである。 
http://www.nrel.gov/innovation/pdfs/50993.pdf 

                                                 
注1 ｢ロール・ツー・ロール方式｣：海外レポート 1073 号(1,2,3-1 当該インキュベーターが達成手段の一つと位

置づけられる太陽光発電「Sun Shot Initiative」)参照 http://133.163.205.27/content/100130366.pdf  
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 NREL Newsroom  
http://www.nrel.gov/news/features/feature_detail.cfm/feature_id=1804 
「太陽電池のコストを大幅に削減する新たな方法 (New Approach Aims to Slash 
Cost of Solar Cells)」 March 5, 2012 
 
NREL、ORNL(オークリッジ国立研究所)、Ampulse 社の 3 者がチームを組み、安価

な結晶シリコン太陽電池の開発に取り組んでいる。Ampulse 社が開発中のプロセス

は、高純度シリコンを含んだガスから、高品質の結晶シリコン薄膜を直接結晶成長さ

せるもので、光電変換に必要とされる薄さ 10 マイクロ以下のシリコン層を直接製造

できることで、これによりインゴットの形成やウェハーの切断という従来工程の材料

ロスを省くことで大幅なコスト削減が可能となる。Ampulse の現 CEO である Steve 
Hane 氏は、この方法によって 1W 当たり 50 セント未満で 15％の変換効率をもつ太

陽電池を製造可能になるとしている。Ampulse 社とは、NREL および ORNL、Battelle 
Ventures 社、および Innovation Valley Partners 社が設立したベンチャー企業で、

本技術は、ORNL が開発した結晶構造を持つ金属フォイル(RABiTS)上に、NREL が

開発した高純度シリコン成長技術を用いてシリコン層をエピタキシャル成長させる

技術を適用したものである。 
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(1084-3) 
 

【政策（研究開発）】イノベーション･サミット 
 
仮訳 

 
ARPA-Eがトランスフォーマティブなエネルギー技術を求め 

資金提供公募を正式発表（米国） 
 
2012 年 3 月 2 日 金曜日 
1 億 5,000 万ドルの資金提供公募を発表 
 
【ワシントンDC】本日、ARPA-E（Advanced Research Projects Agency – Energy：エネ

ルギー先端研究計画局）は、すべてのトランスフォーマティブなエネルギー技術に対し、

1 億 5,000 万ドルの資金提供公募(FOA)を発表した。これにより、米国の最も差し迫った

エネルギー問題の解決に向け、オバマ政権の全てのトランスフォーマティブな技術課題へ

の取り組みの支援を行う。このOpen FOAは、民間投資としては魅力的ではない一方、エ

ネルギー技術のブレイクスルーの可能性のある初期段階の研究プロジェクトを計画してい

る米国の最も優秀な科学者やエンジニア、起業家に向けた募集である。本件はARPA-Eの

下で公募された第 2 次Open FOAである。第 1 次は 2009 年に行われた。 
 

ARPA-E 局長の Majumdar 氏は、次のように語る。「今回の Open FOA を通して、あり

とあらゆる分野において、ARPA-E の真の目的を描くような米国のエネルギー･ブレイク

スルーを促進させる最善かつ優秀なものを我々は求めている。イノベーションは国家の重

要課題であり、米国の将来の繁栄や安全を確保するためにも、あらゆる可能性のあるエネ

ルギー解決策を検証することは、非常に重要である。」 
 
今回のFOAには、ARPA-Eから近年発表された他のFOA –「Methane Opportunities for 

Vehicular Energy：MOVE」（車輌エネルギーへのメタンプログラム）)–も加わる。これ

により、自動車に向けて国内の天然ガスを十分に供給する方法の発見に 3,000 万ドルが利

用可能となる。本件は、先週マイアミ大学にてオバマ大統領により発表された。 
 
 ARPA-Eが行う資金提供公募と資料要求に関するさらなる詳細は、こちらにて閲覧可能

である。Open FOAによる個々のアワードは、250,000 ドルから 1,000 万ドルとなる予定

である。 
 
 オバマ大統領は、2009 年にエネルギー省(DOE)組織の ARPA-E を創設した。これは、

民間投資ではあまりにリスキーだが、エネルギー技術において科学を目覚ましい飛躍に変
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革させる可能性があり、全く新しい産業の基礎を築き、そして将来、商業的な大きな効果

を生むトランスフォーマティブで、かつブレイクスルーをもたらす技術を追求するためで

ある。 
 
 ARPA-E は、直近の資金提供を含め、12 のプログラム分野のアワードにおいて、合計

180 を超えるプロジェクトに 5 億 2,100 万ドルを資金提供した。ARPA-E が昨年発表した

ところによると、ARPA-Eが見出した実証の成功事例として、革新的な研究に向けARPA-E
から4,000万ドルを受けたプロジェクトのうち、11件が本資金を利用し成果の実証ができ、

これにより該当プロジェクトは外部の民間資金から 2 億ドル超を確保することが可能とな

った。 
 
第 3 回 ARPA-E エネルギー･イノベーションサミット(Energy Innovation Summit)には

107 名が講演を行った。その中には、ビル･クリントン元大統領、Microsoft 社創業者兼会

長のビル･ゲイツ氏、Xerox 社 CEO の Ursula Burns 氏、FedEx 社 CEO の Fred Smith
氏、BDT Capital 社会長の Lee Scott 氏、国防次官の Ashton Carter 氏、MIT 学長の Susan 
Hockfield 氏、米国エネルギー省長官の Steven Chu 氏、そして ARPA-E 局長の Arun 
Majumdar 氏などが含まれている。 
 
 本サミットには、49 州および 26 ヵ国から 2,440 名が集まり、ARPA-E の資金提供を受

けた人や最終選考対象者（ファイナリスト）、その他のチームが 240 を超える画期的なエ

ネルギー開発を紹介するテクノロジー･ショーケースを行った。 
 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、ARPA-E（米国･高等研究計画局）の以下の記事を翻訳したものである。 
“ARPA-E Issues Open Call for Transformational Energy Technologies” 
http://arpa-e.energy.gov/Media/News.aspx?ItemId=49&vw=1 
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(1084-3-(1)) 
 
【政策（研究開発）】 
 
仮訳 
 

ARPA-E 資金提供公募（米国） 
(OPEN FOA: OPEN FUNDING OPPORTUNITY) 

「Announcement Type: Initial Announcement 
Funding Opportunity No. DE-FOA-0000670 

CFDA Number 81.135」より一部翻訳 
 

Ⅰ. 資金供与に関する説明 

A. 組織の概要 

 エネルギー先端研究計画局 (The Advanced Research Projects Agency – Energy: 
ARPA-E)は、アメリカCOMPETES法(Pub. L. No. 110-69) の下、議会により設立された

米国エネルギー省の組織であり、R&D活動への資金提供と管理を通した革新的エネルギー

技術とシステムの開発を支援している。2007 年の設立より、2009 年のアメリカの経済回

復・再投資法 (American Recovery and Reinvestment Act)を通してARPA-Eに初めて資金

が供与された。それ以来、ARPA-Eは 180 件を超えるプロジェクトに対し、全技術分野に

またがり総額 5 億ドル以上の資金を提供している注1。 
 
 ARPA-E の使命は、民間部門にとって高リスクだが、開発が成功すればまったく新しい

産業の基盤を創設するような飛躍的なエネルギー技術へと科学を変換させる研究であるこ

とを識別して資金を提供することである。アワォードを受けるプロジェクトは、ARPA-E
の以下の 2 つの使命の少なくとも一つを扱うものとなる： 

1. 以下の結果をもたらすようなエネルギー技術の開発を通して米国の経済・エネルギ

ー保障を強化する： 
a. 外国からのエネルギー輸入の削減 
b. 温暖化ガスを含むエネルギー関連の排出の削減、および 
c. 全経済部門におけるエネルギー効率の向上、そして 

 
2. 先進的なエネルギー技術の開発と展開において、米国が技術的優位を維持すること

を確実にする。 

                                                 
注1 ARPA-E のプロジェクトについては http://arpa-e.energy.gov/ProgramsProjects/Programs.aspx. を参照

のこと。 
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ARPA-E は応用研究・開発に資

金を供与する 
ARPA-E は、行政管理予算局

(the Office of Management 
and Budget: OMB)により、「認

識された特定のニーズを満たす

ための方法を決定するのに必要

な、知識と理解を得るための(を
意図した)研究」および「特定の

要件を満たすための設計、開発、

プロトタイプの改善と新しいプ

ロセスを含んだ有用な材料、デ

バイス、そしてシステムまたは

方法の開発に向けた、知識と理

解の系統的な適用」と定義されている、応用研究・開発へと資金を提供するために設立さ

れた機関である。ARPA-E は、エネルギー生産、流通、活用などにおける重要な問題への

現実的な解決法を構築するための技術重視の応用研究へと資金を提供するが、「プロセスや

製造に向けた特定の応用を意図しない、全知(fuller knowledge)、つまり現象面や観察事実

のベーシックな挙動の理解に向けた系統的な研究」と定義される基礎研究を支援しない。

ある場合には、ARPA-E の支援する応用研究中に、基礎科学の小さな現象が発覚または発

見されることも考えられるが、ARPA-E が支援する研究活動の大部分は新しい技術の応用

段階の研究・開発に向けられている。 

図 1: コスト、性能および規模の観点からのトランスフォー

マティブ（革新的）で・破壊的な技術の説明 

 
 技術を重視した応用研究を考慮する際、以下のような２つの事例は革新的な技術の創造

に特に有益である： 

・解明されたばかりの科学原理上に確立される技術の 初の確立および、 
・通常は交わることとのない異分野から導き出された科学原理の統合 

 
ARPA-E は漸進的でなく、トランスフォーマティブ(革新的)な研究を支援する組織である 
技術は学習曲線上にある。技術の創造に続く、その技術の洗練、そして製造と広範囲に

渡る流通の展開の結果生じる経済規模の拡大は、その技術を牽引して、均衡価格が見つか

るまでその学習曲線が押し下げられる。技術のこのような漸進的な改善は、市場における

終的な技術の成功にとって重要なものではあるが、ARPA-E は革新的な研究活動、すな

わち既存の技術を学習曲線上で押し下げることではなく、抜本的に新しい学習曲線を作る

ような研究活動に資金供与するために存在している。 
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ARPA-E が資金供与する技術は、（現在の）市場を破壊する(disruptive)能力を有する 
新しい学習曲線が生まれなければ、市場への浸透が確実にならない。むしろ、 終的な

技術の価値は市場によって決定され、影響力の強い技術は 終的には市場価格を破壊的す

るに至る – これは、影響力の強い技術が広く採用され、市場の既存の技術を置き換える

か、あるいはまったく新しい市場を創造することを意味する。エネルギー技術は、その開

始時に近い時よりむしろ成熟期に破壊的であり、そしてその初期技術の成熟には、自然な

学習曲線を 終的な均衡価格へと押し下げるための重要で漸進的な開発をしばしば必要と

する。 (図 1 を参照のこと)。このような展開には、技術自体の改良、またはその技術の生

産と流通の手段、または両者が含まれるであろう。このように、輸送部門への抜本的に新

しい学習曲線を創造したという意味で自動車産業の初期の段階は革新的であったが、初期

の自動車への信頼の欠如とその高価格のため、その技術は破壊的ではなかった。技術の継

続的で漸進的な洗練により、 終的に Ford Model T が生み出された。史上初の、手頃な

価格で信頼性が高い大量生産された自動車である Model T は、輸送市場において破壊的な

効果を持っていた。 
 

ARPA-E は長期間に亘る(または期間延長に伴う)技術開発を支援しない。むしろ、技術

開発初期の創造を支援する。(本制度の支援対象となる)デバイス、システムまたはプロセ

スの 初のプロトタイプの初期試験に続いてその後は、他の連邦機関や民間部門が技術を

市場へと持ち込むために必要な漸進的な開発を支援(対象と)するだろう。ARPA-E は、資

金供与の締結時に技術が破壊的になることを必要としないが、成功したとしても破壊的に

ならないような技術は支援しない。このような技術の例としては、相当規模の展開に量が

十分でない元素を必要とするようなアプローチ、例えば生産における物理的な限界などの

原因で、インパクトを要するレベルに達することができない技術などが挙げられる。 
 
ARPA-E は、発見や基本的知識の創造を目的とした基礎研究を支援しない 
また既存の技術の大規模な実証プロジェクトも実施しない 

ARPA-EはDOEの既存のR&D組織に代わるものではなく、むしろ革新的で変換的な

R&Dの目標を支援することにより既存の組織を補完するものである。基礎研究に対する資

金を希望する応募者は、DOEの科学技術局(Office of Science)(http://science.energy.gov/) 
と協力するべきである。同様に、既存の技術基盤の向上に注視したプロジェクトに関して

は、例えば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) (http://www.eere.energy.gov/)、化石エネルギー局(Office of Fossil 
Energy)(http://fossil.energy.gov/) 、 原 子 エ ネ ル ギ ー 局 (Office of Nuclear 
Energy)(http://nuclear.energy.gov/)、配電およびエネルギー信頼性局（Office of Electricity 
Delivery and Energy Reliability ）

(http://energy.gov/oe/office-electricity-delivery-and-energy-reliability)、の応用プログラ

ムによる支援が適切であろう。 
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ARPA-E は自ら直接に研究開発を行うことも管理することもしない 
ARPA-E は科学者、エンジニア、ARPA-E 外の技術者に資金を提供することにより、

ARPA-Eの使命に取り組む主要な技術的進展を可能とする目的を持った研究活動を実施し、

ARPA-E の使命を達成する。 
 

ARPA-E アワォードの受領対象者は、全て R&D 実施事業体である。ARPA-E は、提案

された R&D 目標を達成するために共同(研究)力体制や補完的な専門家の交流を奨励する。

これは単一の研究実施者・研究チーム、単一・複数の組織である可能性があり、研究チー

ムに運営エキスパートが含まれる可能性もある。 
 
B. 応募プロセス概要 

Open FOA への応募の 初のステップとして、管理番号を取得するための Notice of 
Intent (仮申請書)の期間内の提出がある。申請者は次に FOA に記載される締め切り日ま

でに Concept Paper (プロジェクト概要書)を提出すること。ARPA-E は一部の申請者（詳

細資料による審査に選定された）には Full Application(本申請書)を提出するよう連絡する。

その他の申請者には、アワォードに選択されそうにない申請書の準備のための時間と費用

をセーブするために Full Application の提出をしないよう勧める。ARPA-E による Full 
Application の審査に続いて、申請者には任意の Reply to Reviewer Comments (審査員の

コメントに対する返答書)を提出する短い期間が与えられる。それから ARPA-E は、本申

請書を絞り込む。その絞り込みには、残り（採用される可能性のある）の申請者を伴う、

議論および・または実際のサイトへの訪問の可能性がある。ARPA-E はこの残りの申請者

の中からアワォード授与の Full Application を選択する。ARPA-E では、本申請書の提出

を促すか、アワォード授与の本申請書を選択するかの決定において、定量的・定性的基準

(FOA の Section V.A および V.B.1 を参照)の両方を検討する。 
 
必要書類チェックリスト 

Notices of Intent( 仮申請書 ) 、 Concept Papers( プロジェクト概要書 ) 、 Full 
Applications(本申請書)、そしてReplies to Reviewer Comments(審査員のコメントに対す

る 返 答 書 ) を ARPA-E の オ ン ラ イ ン 申 請 サ イ ト 「 eXCHANGE 」

(https://arpa-e-foa.energy.gov/)から提出すること。これ以外の方法で提出された書類は、

ARPA-Eは一切認めない。ARPA-EのeXCHANGE使用に関す詳しい案内は、「ARPA-E 
eXCHANGE User Guide」(https://arpa-e-foa.energy.gov/Manuals.aspx)を参照すること。

Full Applicationsの必要書類や、Concept Papers、Full Applicationの技術編、および

Replies to Reviewer Commentsに対する返答のテンプレートは、ARPA-E eXCHANGE 
(https://arpa-e-foa.energy.gov)からダウンロードできる。また、テンプレートのコピーが、

このFOAに添付されている。 
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提出物 提出物の内容 任意／

必須 

FOA 
セクシ

ョン 

期日 

Notice of 
Intent 

(仮申請書) 

・各申請者は指定された期日までに下記の情報をARPA-E 
eXCHANGEへ入力すること。 
 
o プロジェクト名 
 
o 代表組織 

 
o 組織の種類（従業員500名以下の企業；従業員1000名以

上の企業；従業員500～1000名の企業；米国政府が資金提

供する研究開発センター(FFRDC)；政府が所有または運

営；非営利組織；大学） 
 
o 出願書類は前もってDOEに提出しているか否か 
 
o 代表組織 の研究への寄与度(%) 
 
o 研究責任者、チーム･メンバー、および主な参加者 
 
o 技術サブカテゴリー(FOAのセクションI.E参照) 
 
o 要約 – 添付する要約は長さ200ワードで、プロジェク

ト案を端的に述べたものを提出すること 
 

必須 

 
IV.B 
 
 

2012年3
月30日、

PM 5:00 
(米国東

部標準時

間) 

Concept 
Paper 

(プロジェク

ト概要書) 

• 各申請者は概要書をAdobe PDF形式で指定された期日

までに提出すること。プロジェクト概要書には次の項目も

必要である。 
 
o 技術説明(最大2ページ) 
 
o 付属書類(最大1ページ) 
 

必須 IV.C 2012年4
月12日
PM5:00 
(米国東

部標準時

間) 

Full 
Application 
(本申請書) 

〔2012年6月のFOA修正により掲載〕 必須 IV.D 未定 

Reply to 
Reviewer 

Comments 
(審査員のコ

メントに対

する返答書) 

〔2012年6月のFOA修正により掲載〕 任意 IV.E 未定 

 

***これ以降、B の 1 まで割愛*** 
 
2. CONCEPT PAPERS(プロジェクト概要書) 

申請者は、FOA(Funding Opportunity Announcement)に記されている提出期限までに、

Concept Paper(プロジェクト概要書)を提出するものとする。この要件に基づいて、書類に

不備がある場合には、申請者によるFull Application (本申請) に審査資格がないものと判

定する(FOA のSection III C.1 を参照)。また、割り当てられた管理番号｢3｣をConcept 
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Paperのヘッダーに明記するものとする。FOAのSection IV.Cに、Concept Paper提出に関

する注意事項が記載されている。このFull Applicationのテンプレートは、Appendix3(添
付資料 3)としてFOA内に含まれている。記入フォームは、ARPA-EのeXCHANGE 
(https://arpa-e-foa.energy.gov/)より入手できる。 
 

Concept Paper は、Technology Description(技術の詳細)2 ページと Addendum(添付資

料)1 ページの計 3 ページで構成されており、その内訳は、Technical Subcategory and 
Subcategories(テクニカル・サブカテゴリーおよびサブカテゴリー)(FOA のセクション I.E
を参照)、資金分野 (FOA の Section II.A を参照)、プロジェクトチームの簡単な説明、あ

らゆるデータ画像(例：表、グラフ)となっている。ARPA-E は、Concept Paper が FOA の

Section III.C に記載された内容に準拠対応しているかを判断するため、予備審査を行う。

また、上記内容に準拠対応したものでない Concept Paper については、審査、検討は行わ

ない。 
 

ARPA-E は、FOA の V.A.1 や V.B.1 のセクションの基準およびプログラム規定の要素に

基づいたそれぞれの Concept Paper について独立評価を行う。ARPA-E は、申請者の一部

に対して本申請を行うよう奨励する。その他の申請者には、助成金獲得交渉に至る可能性

のない申請書の準備のための時間や経費を削減するために、本申請を行わないことを勧め、

不採択とする。 
 

ARPA-E は、Full Application の提出を不採択とすることによって、そのプロジェクト

案件において、プログラムとしての関心が得られなかった旨を伝える意向である。そのよ

うな評価は、必ずしもプロジェクト案件のメリットに関する評価を反映するものではない。

今回申請が受理されなかった申請者は、イノベーティブなアイディアやコンセプトを今後

も FOA に提出し続けることが望まれる。相当量の申請が見込まれるため、ARPA-E は、

提出された Concept Paper に関するフィードバックは行わない。 
 
3. FULL APPLICATION(本申請書) 

申請者は、FOA に記載された期日までに Full Application を提出しなければならない。

また、割り当てられた管理番号を Full Application の各ページ上部に記載するものとする。

Full Application の提出に関する手順は、FOA のセクション IV.D に記されている。 
 
申請者は、予備審査の採択/不採択通知書を受け取ってから約 30 日間以内にFull 

Applicationの準備、提出を行うものとする。Full Applicationは、Technical Volume(技術

編)、SF-424 およびSF-424Aの各フォーラム、Summary for Public Release(公開版概要)、
Summary Slide(要約版スライド)、Disclosure of Other Sources of Funding form(その他

の資金元公開フォーム)、Business Assurances Form(ビジネスアシュアランス・フォーム)
から成る。SF-424Aには、各SF-424Aカテゴリーで提示されたコストの正当性を報告様式
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で記載された予算書を添付するものとする。Technical Volumeの定型書式は、FOAの

Appendix4(添付資料 4)として添付されている。記入フォーム(記入用紙)は、ARPA-E 
eXCHANGE (https://arpa-e-foa.energy.gov/)から入手できる。 
 

ARPA-E は、Full Application が FOA の Section III.C の記載通りに準拠対応したもの

であるかどうかを判断するために、(提出された) Full Application について予備審査を行

う。ARPA-E は、Section III.C の記載に準拠対応していない Full Application の審査は行

わない。申請者は、助成金獲得交渉に選出された場合、通知を受けてから 21 日以内に

Budget Justification Workbook(FOA の Section VI.B.3 参照)、Environmental Impact 
Questionnaire(FOA の Section VI.B.7 参照) などの追加書類の提出が求められる。 
 
4. REPLY TO REVIEWER COMMENTS(審査員のコメントに対する返答書) 

ARPA-EがFull Applicationの審査を終えた後には、準拠対応している書類への検閲者が

申請者に対し、ARPA-E eXCHANGEによりコメントできるようになっている。申請者は

それぞれ、自身の提出書類に対してのみ閲覧ができるようになる。また申請者は、任意提

出のReply to Reviewer Comments(審査員のコメントに対する返答書)を提出することが

でき、その期限はFOAに記載されている。割り当てられた管理番号は、この書類(Reviewer 
Comments(審査員のコメント))のヘッダーに記載するものとする。FOAのSection IV.Eに

Reply to Reviewer Commentsの提出手順が記載されている。Reply to Reviewer 
Commentsの定型書式は、FOAのAppendix5(添付書類 5)として含まれている。記入フォ

ーム(記入用紙)は、ARPA-E eXCHANGE (https://arpa-e-foa.energy.gov/)から入手できる。 
 
申請者は、検閲者からのコメントを受け取ってから約 4 日で、Reply to Reviewer 

Comments を準備、提出するものとする。Reply to Reviewer Comments は、文章 2 ペー

ジとデータ画像 1 ページで構成されている。ARPA-E は、FOA の Section III.C.1 の記載

内容に準拠したものであるかどうかを判断するため、Reply to Reviewer Comments の予

備審査を行う。また、準拠していない Reply to Reviewer Comments については、ARPA-E
は、その内容について審査、吟味は行わない。ARPA-E は、たとえ Reply to Reviewer 
Comments が提出されていない、あるいは提出されたものが不適合と判明したとしても、

それぞれの準拠対応した Full Application の審査を行う。 
 

5. ｢DOWN-SELECT｣プロセス 
ARPA-E が Full Application と Replies to Reviewer Comments の審査を終えると、次

に Full Application の｢down-select｣を行う。DOE Contracting Officer(DOE の契約担当

官)は、Web 会議、テレビ会議、電話会議のいずれかによる ARPA-E との会議に参加する

よう特定の申請者を招聘する。別の方法として DOE Contracting Officer は、申請者を直

接、ARPA-E のオフィス、助成金受け取り側、あるいは双方合意の場所に招聘しても良い。

また、DOE Contracting Officer は、あらかじめ決められた特定の申請者側施設の訪問を
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アレンジしても良いものとする。 
 

DOE Contracting Officer は、事前ミーティングや特定の場所への訪問は、一度または

複数回アレンジしても良いし、実施しなくても良い。また、ARPA-E は、資金提供公募申

請を選び、事前ミーティングや訪問なしに資金提供を行うことができる。ARPA-E との事

前ミーティングへの参加や外で打ち合わせの実施が即、その申請者が助成金交渉に選ばれ

たことを意味するわけではない。 
 ARPA-E は、事前選抜会議や外での打ち合わせを行うことで、追加情報を得ることがで

きる。 
 
6. 助成金交渉のための選抜 

ARPA-E は、申請プロセスから得られた情報すべてを注意深く考慮し、FOA の

SectionsV.A.2 と V.B.1 に記載されている基準やプログラムの政策要因に準拠対応した、そ

れぞれの Full Application の独立評価を行う。ARPA-E は、助成金提供の交渉を行うため

に、１件の Full Application を事前に任意で選抜できる。ARPA-E はまた、資金調達やそ

の他の要因に応じて、1 件以上の Full Application の 終選定を後日に延期することがで

きる。ARPA-E は、選出された申請者のみと助成金提供の交渉に入る。 
 

申請者は、ARPA-E による合否通知を速やかに受けることになっている。ARPA-E は、

それぞれの合否決定日について調整を行って良いことになっており、その結果、他の申請

者より早く通知を受けとる申請者もいる。合否通知のガイダンスについては、FOA の

Section VI.A を参照のこと。 
 
7. WEB 会議の実施義務 
プロジェクトの主任研究者(Principal Investigator)と財務管理者を含む全ての選出され

た申請者は、合格通知を受けてから約 1 週間後に設定される Web 会議への参加が求めら

れる。Web 会議では、ARPA-E の職員が、特定のアクションを完了させる期日など、助成

金交渉プロセスに関する重要な情報を提供する。 
 
選出された申請者には、｢Applicants’ Guide to ARPA-E Award Negotiations(ARPA-E

助成金獲得交渉に関する申請者ガイド)｣を見直すことが強く求められている。 
助成金獲得交渉の手順に関するガイダンスは、以下のサイトを参照のこと。

(http://arpa-e.energy.gov/FundingAgreements/Overview/PreAward.aspx) 
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C. プログラムの概要 
19 世紀初期以降の極めて短期間において、発電、配電、および電力利用が、米国人の生

活、移動、仕事のスタイルが著しく変化したことなど、米国をすっかり新しい形態へと変

化させた。電気、液体燃料、および天然ガスとしての代替エネルギーの大量生産が、米国

経済を完全に変貌させ、大量生産を可能にし、20～30 年前には全く想像もできなかった一

連の製品やサービスを提供している。 
 
今日、米国全体のエネルギー使用量は世界第 2 位であり、一人当たりのエネルギー消費

量は世界第 7 位となっている。米国は世界人口の 5%を占めるが、全世界で生産される総

エネルギー量の 1/4 以上を消費している。過去数十年の米国人一人当たりのエネルギー需

要は比較的一定であるが、エネルギー効率の増加や製造部門の海外移転の影響もあり、新

興国のエネルギー需要は急激に成長しており、今後数十年も生活水準の向上に合わせて増

加し続けるだろう。この成長が必然的に、この地球の限りある資源を圧迫することになる。 
 
再生可能資源の急速な開発・展開にも関わらず、米国のエネルギー経済の大部分は未だ

に、石油、石炭、および天然ガスなどの炭化水素資源がベースとなっている。米国は、膨

大な量の炭化水素資源をいくつか所有しているが、これ以外の資源はすでに、国内の需要

を賄うには不十分であり、豊富にある資源であっても限りがあり、 終的には枯渇してい

く。現在米国は、約 900 万バレルの石油を輸入しているが、これは国内需要の約半分に相

当し、そのコストは 1 日あたりおよそ 10 億ドルと、米国の貿易赤字の 1/3 以上を占めて

いる。米国から発展途上国への石炭と天然ガスの輸出が、これらの極めて重要な資源の価

格を引き上げている。 
 
エネルギー供給の需要が深刻に増加しているため、米国をはじめ世界では、エネルギー

生産、エネルギーの輸送と利用、エネルギー供給に対する革新的なアプローチに膨大なニ

ーズがある。この FOA は、全エネルギー分野におよぶ革新的な技術の進歩を支援するこ

とで、それらのニーズへの対応を目指している。 
 
D. プログラムの目的 

ARPA-E は、急速に進化する世界のエネルギー市場により課される課題に取り組むため

に、｢資源探査、発掘、輸送および利用｣と｢発電、貯蔵、送電、および輸送や定置セクター

での電力の使用｣など、エネルギー研究開発の全分野におけるトランスフォーマティブな

(変革をもたらす)研究の支援に努める。この FOA に対応した研究分野には、以下のもので

ある(但し、これに限定しない)。 
①再生可能と非再生可能の両手段による発電、送電、電力貯蔵、配電、②ビル、製造、流

通、および個人利用のためのエネルギー効率化、③全ての輸送に関するもの、すなわち再

生可能燃料と非再生可能燃料の生産や輸送、電化、および輸送時のエネルギー効率化 
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（無事）採択される ARPA-E プロジェクトとは、以下のようなものである。プロジェク

トの 終局面で、次ステージの開発を促進、すなわちプロジェクトを次ステージの開発者

に移管する上でその成果とリスク面において、トランスフォーマティブな技術が十分に定

まっている。この FOA の下で進められるプロジェクトは、特定のプロジェクト目標以上

の進歩を目指さなければならない。すなわちこのプロジェクトは、これらのプロジェクト

の目標を実現していくことを目指さなければならない。後半のステージの技術開発プロジ

ェクトにおける研究開発の成果は、起業家が自信を持って決定ができるレベルまで、その

技術のリスク低減プロセスを実行しなければならない。 
 
E. テクニカルカテゴリーとサブカテゴリー 

 申請者は、FOA のセクション I.A に記載されている通り、ARPA-E が資金提供する、

ARPA-E の｢Mission Area(ARPA-E のミッション一覧)｣とプロジェクトタイプに取り組む

構想を提案することができる。これらの構想は、複数の専門分野の境界線を跨いでも良い。

Notice of Intent(仮申請書)、Concept Paper(プロジェクト概要書)、Full Application(本申

請書)はそれぞれ、提案技術について Technical Subcategory（テクニカルサブカテゴリー）

または Subcategories(サブカテゴリー)に分類するものとする。 
 
 申請者は必要に応じて、それぞれが提案する技術の Technical Subcategory を 1 つ、ま

たは複数選択することができる。また、同じ Technical Category または異なる Technical 
Category から、複数の Technical Subcategories を選ぶことができる。Technical 
Categories と Subcategories の一覧は、下記のチャートを参照のこと。 
 

Technical Subcategories の一覧は、全てのエネルギー関連技術を網羅するよう目指して

いる。提案された技術が、下記の１つまたは複数の Technical Subcategories に分類でき

ない場合には、当申請者は、Category 8 の None of the Above(上記以外)内の Sucategory A
を選択しなければならない(｢上記カテゴリーのいずれにも該当しない(分類できない)技
術｣)。 

***これ以降、原文の P.14～36 を割愛*** 
 
V. 申請内容の審査について 

A. 基準 
ARPA-Eは、申請者が適正な資格を持つか判断するためにNotices of Intent(仮申請書)

及びReplies to Reviewer Comments(審査員のコメントに対する返答書)の予備審査を行う。

また、申請者が適正な資格と責任を有しているかを判断するため、Concept Papers(プロ

ジェクト概要書)及びFull Applications(本申請書)の予備審査も行う(FOAのSection III.C
を参照のこと)。 

Full Applicationsの提出を推奨し、さらに助成金の交渉を行う対象を採択するうえで、

ARPA-Eは定質性、定量性の両方を合わせて考慮する。 
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1. Concept Papers の基準 
Concept Papersは以下の基準に基づいて評価される。 

(1) プロジェクト内容が 先端技術に及ぼすインパクト(50%)－この基準は下記の要素

を含む。 
• プロジェクトが達成された場合に、その技術成果が 先端技術の性能を著しく向

上させる。 
(2) 全体の科学的、技術的利点(50%)－この基準は下記の要素を含む。 

• 提案された技術がユニークかつ革新的である。 
• 提案された研究開発方法に重大な技術的欠陥が含まれていない。 
• プロジェクトの技術開発段階での達成目標や成果が明確に定義できる。 

 
申請される内容の全てが共通の研究内容について提案されるわけではないため、それぞれ

の申請内容を比較評価することはない。上記の基準は下記の通り配分される。 
 

最先端技術に関連した提案内容のインパクト 50%  
全体の科学的、技術的な利点 50%  

 
***2は割愛*** 

 
3. Replies to Reviewer Commentsに対する返答書の基準 

(2012年6月発表のFOA修正版で挿入予定) 

 

B. 審査と選出のプロセス 

1. プログラムの政策要因 

ARPA-Eは前述の基準に加え、どの申請者がFull Applicationsの提出を推奨されるか、

さらにどの候補を採択するかを決定する上で、プログラム運営指針について下記を考慮す

る。 
• プログラムのリスクバランスと技術分野 
• 提案されたプロジェクトがプログラム目的達成のために使用するARPA-E資金の 適 
化レベル 

• プロジェクトを支援するために官民から資金を入手する可能性 
• 提案されたプロジェクトへの予算 
• プロジェクトに対して提案された費用分担 
• 大企業を1社又は2社以上を含むプロジェクトに対する、大企業との費用分担 
• 提案された費用分担が、ARPA-Eの設定した 低額を上回るか、さらに、開発中の技術  
  の成熟度に相応しいか 
• 申請者又はプロジェクトチームの財政及び他の資産 
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• チームを含めたプロジェクトの場合、その編成チームの質 
• プロジェクトへ参画する産業界の規模 
• 所定の予算内で技術目標を達成する確かな能力 
• 技術を実用化する確かな能力 
• 研究開発プロジェクトに関わる技術的リスク、市場リスク、組織的リスク 
• 指導的な組織が大企業である場合、なぜ本研究開発プロジェクトは社内出資を受けな 
いのか 

• 代表組織が民間投資家によって出資された中小企業である場合、なぜ本研究開発プロ 
ジェクトはその投資家らによって支援されないのか 

• 代表組織が民間投資家による出資でない新規事業である場合、なぜ本研究開発プロジ 
ェクトは民間からの出資を受けられないのか 

• 代表組織が大学、非営利団体、あるいは政府出資による研究開発センター(FFRDC: 
Federally Funded Research and Development Centers)である場合、どういった種類 
の機関の資産が活用される予定か、また、なぜこれまでそれらの活用がなされていな

かったのか 
• 提案された変革の道筋が、米国の雇用と製造業の拡大を導くような内容であるか 
• プロジェクトが加速させようとしているトランスフォーマティブな技術が、産業界自 
身では技術や資金の不安定性のため着手されそうにない分野のものか 

• プロジェクトが、法令によって定められた下記のARPA-Eの使命に直接取り組む度合い 
o 海外エネルギーへの依存軽減、エネルギー関連の排出削減、あらゆる経済活動 
分野におけるエネルギー効率の改善等をもたらすエネルギー技術開発を通じた、 
米国の経済及びエネルギーに関する安全保障の強化 

o 先進的なエネルギー技術の開発及び設置について、米国が技術リーダーとして 
の地位の維持確保 

• プロジェクトの内容が、技術移転(Technology & Transfer: TT&O)にかかる費用の5% 
以上の要求に見合うか。 

• 申請者が技術投資契約書(Technology Investment Agreement)を締結する上で、信用に 
足る提案を行っているか。 

***これ以降、割愛*** 
 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子／室井 紗織／原田 玲子／望月 麻衣） 
 
出典：本資料は、ARPA-E の以下の文書を一部翻訳したものである。 
“ARPA-E/DOE: OPEN FUNDING OPPORTUNITY ANNOUNCEMENT (OPEN FOA) 
Open_FOA_03.02.2012” 
https://arpa-e-foa.energy.gov/FileContent.aspx?FileID=ec1551c4-26d5-4302-ba58-a06d
823c3def 
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 (1084-4) 
 
【再生可能エネルギー（バイオマス）】メチルケトン セタン価 ヘンルーダ 
 
仮訳 

 
香りの良い新しいバイオ燃料（米国） 

JBEI 研究者がよりクリーンで環境に優しく再生可能なディーゼル燃料の新候補を開発 
 

 現在、香りや芳香剤としてよく知られ

ているある化合物が、将来クリーンで、

環境に優しく、そして再生可能な燃料と

なり、トラックや自動車の運転手の燃料

タンクを満たす可能性が出てきた。米国

エネルギー省(DOE)のバイオエネルギー

共 同 研 究 所 (Joint BioEnergy 
Institute：JBEI)の研究者が、グルコー

スから大量のメチルケトン化合物を発生

させるために、大腸菌の遺伝子操作を行

った。これに続く試験で、ここで発生し

たメチルケトンが高いセタン価―ガソリ

ンのオクタン価に相当するディーゼル燃

料の等級―を示しており、先進的なバイ

オ燃料の生産において有力な候補となっ

た。 

バイオエネルギー共同研究所の Harry Beller 氏(前面)
とEe-Been Goh氏は、有望なバイオ燃料の候補として、

微生物により生成されるメチルケトンを確認した。 
(写真：バークレー研究所 Roy Kaltschmidt 氏) 

 
 本研究を指揮するJBEIの微生物学者、Harry Beller氏は次のように語る。「我々の発見

は、バイオ燃料として役立つ自然発生的な化合物のリストに加わる。これはバイオ燃料産

業にとって、より多くのフレキシビリティや選択肢をもたらすことを意味する。特に、わ

ずかな遺伝子組み換えでもって、大腸菌のメチルケトン生産力価を4,000倍を超えて増加

させることを可能にできたという発見は、我々に希望を与えた。」 
 
 Beller氏は、JBEIのFuels Synthesis Division(燃料合成部 )のBiofuels Pathways 
department(バイオ燃料変換経路グループ)の指揮を取っており、またローレンス･バーク

レー国立研究所(バークレー研究所)の地球科学部門の上席研究者でもある。同氏は、本研

究の論文の責任執筆者である。論文のタイトルは「Engineering of Bacterial Methyl 
Ketone Synthesis for Biofuels(バイオ燃料のための細菌性メチルケトン合成の遺伝子操

作)」で、科学ジャーナル『Applied and Environmental Microbiology』に掲載された。本
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論文の共同執筆者には、これが初の著書となるEe-Been Goh氏、およびEdward Baidoo氏、

Jay Keasling氏がいる。 
 
 先進的なバイオ燃料－多年生牧草や他の非食用植物のセルロース･バイオマス、並びに農

業廃棄物から生産されるものから生成される液体輸送燃料－は、ガソリン、ディーゼル燃

料、そしてジェット燃料の代替となる可能性があると大々的に予想されている。同等に進

められているのが、バイオマスを分解し、その糖を燃料分子へ変換する微生物による、こ

れらの燃料の合成である。JBEIでは、研究者らは現代のエンジンや物流インフラで使用が

可能な先進的なバイオ燃料の開発に焦点を当てている。これまでの研究では、Beller氏や

同僚らは、ディーゼル燃料へ変換できるfatty acids long-chain alkene hydrocarbons(脂肪

酸長鎖アルケン炭化水素)から合成する特別な酵素を有する大腸菌を遺伝子操作で創った。

脂肪酸は、細菌や植物の細胞内の高エネルギー分子であり、自然の石油という異名を持つ。 
 

 Beller氏は次のように語る。「我々はこれらの

研究で、不自然なほど高レベルの脂肪酸を生成す

るよう遺伝子操作されたバクテリアが、メチルケ

トンも生成するということに気づいた。これらの

ケトンのセタン価を検査し、それらがかなり魅力

的な値と認識し、バイオ燃料としてのメチルケト

ンの開発に、さらに注目するようになった。」 

メチルケトンは 1 世紀以上前に芳香性の常緑

植物･ヘンルーダの中に発見された。現在は

エッセンシャル･オイルやチーズなどの香味

料の香り出しに使用されているが、JBEI の

研究では、先進的なバイオ燃料としても役立

つことが判明した。 
（画像：Wikimedia Commons） 
 

 
 メチルケトンは、1 世紀以上前にヘンルーダ

として知られる芳香性の常緑植物の中で発見さ

れた自然発生的な化合物である。発見以降、メ

チルケトンはトマトや他の植物に加え、虫や微

生物の中にも存在することが判明した。そして

現在、エッセンシャル･オイルや、チーズやその

他の乳製品の香味料において、香りを出すため

に使用されている。自然体の大腸菌が生成する

のは、ほぼ検知できない量のメチルケトンでは

あるが、Beller 氏と共同研究者らは高脂肪酸を

生成する大腸菌の遺伝子操作に用いた合成生物

学と同じツールを使用することで、メチルケト

ンのこの欠陥の克服が可能となった。 
 
 Beller氏はこう語る。「メチルケトン生成のため、我々は大腸菌に2つの主要な修正を加

えた。まず、β(ベータ)酸化という大腸菌が脂肪酸を分解するのに使用する代謝経路の具

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1084, 2012.4.20

52



体的な手順を修正し、次にFadMと呼ばれる生来の大腸菌タンパク質の発現を増加させた。

これらの2つの修正により、メチルケトンの生成を大幅に増加させることとなった。」 
 
 Beller氏と共同研究者は、セタン価の検査を2つのメチルケトン－ウンデカノンとトリデ

カノン－に対して実施した。セタン価とは、圧縮着火間の着火遅れを表す指標である。よ

り高い数値になると、着火遅れ時間が短くなり、低い数値に比べてより好ましい。米国で

は、ディーゼル燃料におけるセタン価の 小値は40でなければならない。ウンデカノンの

セタン価は56.6であった。ウンデカノンとトリデカノンを半々に組み合わせると、数値は

58.4となった。この素晴らしい成果にもかかわらず、両者のメチルケトンはともに比較的

高い融点を有しており、それは低温の燃料特性として欠点となる。 
 
 「我々は一価不飽和メチルケトンの割合を増加させることにより、飽和同族体よりかな

り低い融点を有するという、 も良い大腸菌の生産種族における融点の問題を緩和できた。」

とBeller氏は語る。 
 
 次のステップとして、Beller氏と共同研究者らは、鎖長と不飽和度について構成を調整

することにより、生産量の増加とメチルケトンの燃料性状の 適化を重点的に取り組んで

いく。 
 
 「これらのメチルケトンは脂肪酸から生成された化合物であることから、微生物生成量

の向上における我々の前進が、他の脂肪酸から生成できるバイオ燃料にも同様の関連性を

有することを期待する。」とBeller氏は語る。 
 
 本研究はDOE科学局傘下のJBEIにより支援を受けたものである。 
 
#   #   # 
 

JBEIは、DOEの科学局(Office of Science) によって2007年に設立された3つの組織のバ

イオエネルギー研究センター(Bioenergy Research Centers)のうちの1組織である。JBEI
はバークレー研究所(Berkeley Lab)の率いる科学的パートナーシップであり、これにはサ

ンディア国立研究所(Sandia National Laboratories)、カリフォルニア大学バークレー校と

デイビス校(University of California campuses of Berkeley and Davis)、カーネギー研究

所(Carnegie Institution for Science)、およびローレンス・リバモア国立研究所(Lawrence 
Livermore National Laboratory)が含まれる。DOEのバイオエネルギー研究センターは、

セルロース系バイオ燃料、または非食用植物繊維からのバイオ燃料の、費用対効果が高く

国家レベルでの生産に必要な基本的な科学的ブレイクスルーを探求する多くの専門分野に

渡る複数機関の研究チームをサポートしている。 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1084, 2012.4.20

53



 ローレンスバークレー国立研究所では、持続可能なエネルギーの促進、人々の健康の保

護、新材料の開発、そして宇宙の起源や行方の公開により、世界で 重要とされる科学的

課題に取り組んでいる。1931年の創設以来、バークレー研究所の科学的専門性は、13件の

ノーベル賞により評価されている。カリフォルニア大学はDOEの科学局を管理している。

詳しくはウェブサイト www.lbl.gov.を参照のこと。 
 
 
追加情報 

JBEIに関する更なる情報は、ホームページを参照 www.jbei.org 
 
Harry Beller 氏や彼の研究に関する更なる情報は、次のホームページ を 参

照http://esd.lbl.gov/about/staff/harrybeller/ 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、ローレンス･バークレー国立研究所の以下の記事を翻訳したものである。 
“A Fragrant New Biofuel／JBEI Researchers Develop a New Candidate for a Cleaner, 
Greener and Renewable Diesel Fuel” 
http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2012/03/13/a-fragrant-new-biofuel/ 
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(1084-4-(1)) 
 

【再生可能エネルギー(バイオマス)】 DOE バイオ燃料 
 
仮訳 

 
JBEIについて 

 
 DOEバイオエネルギー共同研究所(DOE Joint BioEnergy Institute: JBEI)は、ローレン

スバークレー国立研究所(Lawrence Berkeley National Laboratory: Berkeley Lab)の率い

るサンフランシスコ・ベイエリアの科学的パートナーシップであり、これにはサンディア

国立研究所(Sandia National Laboratories: Sandia)、カリフォルニア大学バークレー校と

デイビス校(University of California campuses of Berkeley and Davis: UC)、カーネギー

研究所(Carnegie Institution for Science)、およびローレンス・リバモア国立研究所

(Lawrence Livermore National Laboratory: LLNL)が含まれる。JBEIの主要な科学的ミ

ッションは、次世代のバイオ燃料、つまり植物バイオマスに蓄えられた太陽エネルギー由

来の液体燃料の開発を推進することである。JBEIは、米国エネルギー省(Department of 
Energy)の 3 つの Bioenergy Research Centers (BRCs)のうちの 1 つである。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
 
出典：本資料はバイオエネルギー共同研究所(DOE Joint BioEnergy Institute: JBEI)の紹

介について翻訳したものである。 
“About JBEI” 
http://www.jbei.org/ 
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(1084-4-(2)) 
 

【再生可能エネルギー(バイオマス)】 DOE バイオ燃料 エネルギー作物 酵素 微生物 
 
仮訳 
 

DOEのバイオエネルギー研究センター 
 
バイオエネルギー研究センターとは？ 
 

 最も先進的なバイオテクノロジーに基づく資源の焦点をバイオ燃料生産における生物学

的な課題に絞り込むため、2007 年 9 月、DOE は 3 ヶ所のバイオエネルギー研究センター

(Bioenergy Research Centers: BRCs) を設立した。それぞれのセンターは、バイオエネル

ギー利用に対する高リスク、高リターンな様々なソリューションの土台となる基礎研究を

実施している。BRCs による研究の成果は、新興のバイオ燃料産業が利用できるバイオ資

源をベースとした製品、手法、ツールの開発に必要な知識を提供する。 
 
これらのセンターおよびバイオ燃料産業に不可欠な他の基礎的なゲノム研究に関する科学

的論拠は、リサーチコミュニティのメンバーを含んだDOE のワークショップにおいて確

立された。DOEのBRCsは、バイオロジーをベースとしたバイオ燃料研究における科学的

発見を加速させるオートメーション化された、ハイスループット解析パイプラインを開発

した。 
 
 DOE のこれらのバイオエネルギー研究センターの最終目標は、バイオ燃料生産の生物

学的なメカニズムをより深く理解することにより、大規模スケールでの複製が可能となる、

より高効率の新しいバイオエネルギー戦略を開発するために、それらのメカニズムの再設

計、改善、利用を可能とすることである。センターによる基礎研究により得られる新たな

戦略および発見は、最終的には全ての生物学的な研究における利益となり、バイオロジー

の未研究分野において 3 つの主要な課題の根底にある知識を創造する： 
 
・次世代バイオエネルギー作物の開発 
・新しいバイオマス分解能力と酵素および微生物の発見と開発 
・バイオ燃料生産のための微生物を媒介した革新的な戦略の開発 
 
3 つのバイオエネルギー研究センターは： 
・DOE傘下のオークリッジ国立研究所(Oak Ridge National Laboratory) が率いるDOEバ

イオエネルギー科学センター (DOE BioEnergy Science Center: BESC)(テネシー州オー

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1084, 2012.4.20

56

http://genomicscience.energy.gov/biofuels/b2bworkshop.shtml
http://genomicscience.energy.gov/biofuels/b2bworkshop.shtml
http://genomicscience.energy.gov/biofuels/b2bworkshop.shtml
http://genomicscience.energy.gov/centers/besc.shtml
http://genomicscience.energy.gov/centers/besc.shtml
http://genomicscience.energy.gov/centers/besc.shtml
http://genomicscience.energy.gov/centers/besc.shtml


クリッジ) 
・ウィスコンシン大学(ウィスコンシン州マディソン)を中心にミシガン大学(ミシガン州イ

ーストランシング)が協力しているDOE五大湖バイオエネルギー研究センター (DOE 
Great Lakes Bioenergy Research Center: GLBRC) 
・DOE傘下のローレンスバークレー国立研究所が率いるDOEバイオエネルギー共同研究

所(DOE Joint BioEnergy Institute: JBEI) 
 
 これらのセンターは、米国の主要大学、DOE の各国立研究所、NPO、および様々な民

間企業からの分野横断的な一流の科学者で構成される研究チームによって支えられている。

各センターは地理的に特徴ある地域に所在しており、研究活動や原料作物の改善に様々な

植物を使用している。 
 
 産業規模のバイオエネルギー生産のために克服するべき 3 つの大きな課題の複雑性には、

タイムリーな成功を確実にするための協調的な多くの研究手法の追求を要する。DOEバイ

オエネルギー研究センターは、一丸となって今日までの努力にも勝る規模のこれらの課題

に取り組む多種多様で補足的な科学的戦略のポートフォリオを提供する。より詳しくは同

センターの研究戦略 に関するページを参照のこと。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
 
出典：本資料は DOE Bioenergy Research Centers の紹介を翻訳したものである。 
“What are the Centers?” 
http://genomicscience.energy.gov/centers/#page=news 
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(1084-4-(3)) 
 
【再生可能エネルギー（バイオマス）】 バイオ燃料 酵素 微生物 
 
仮訳 

 

DOE バイオエネルギー研究センターの研究戦略(米国) 

 

DOE バイオエネルギー 研究センターの研究戦略 

米国エネルギー省(DOE)が持つ 3 つのバイオエネルギー研究センター(Bioenergy 
Research Centers: BRC)の最終目標は、バイオ燃料生産の基礎となる生物学的なメカ

ニズムをより深く理解することにより、大規模スケールでの複製が可能となる、より高

効率の新しいバイオエネルギー戦略を開発するために、それらのメカニズムの再設計、

改善、利用を可能とすることである。センターによる基礎研究により得られる新たな戦

略及び発見は、最終的には全ての生物学的な研究における利益となり、バイオロジーの

未研究分野において 3 つの主要な課題の根底にある知識を創造する。  

 次世代バイオエネルギー作物の開発 

 新しいバイオマス分解能力を持った酵素や微生物の発見と設計 

 バイオ燃料生産に向けた、微生物を媒介とした革新的な戦略の開発 

こうした解決が必要とされる複雑な課題には、科学的進歩を加速させるために 1 つの

問題に様々な方面からアプローチを行う多様な学問分野の研究チームが必要とされる。

下記のセクションでこうした課題に関連したいくつかの科学的問題について説明する。 

 

１．次世代バイオエネルギー作物の開発 

バイオエネルギー作物には、草木やその他エネルギー生産用に特別に栽培された植物

が含まれる。こうした作物やその他の形態のセルロース系バイオマスがバイオエネルギ

ーの原材料となる。セルロース系バイオマスはそもそも、セルロースと植物構造を強化

して支えるリグニン(lignin)注 1 やその他の複合細胞壁(complex cell-wall)の化合物

(compounds)から構成されている。多くの植物細胞壁化合物の主成分は発酵しやすい単

                                                           
注1 訳者注：植物細胞壁に含まれる難分解性の高分子物質 
http://www.weblio.jp/content/%E3%83%AA%E3%82%B0%E3%83%8B%E3%83%B3 
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糖であり、エタノールやその他のバイオ燃料や化学物質を生成する。細胞壁(構造)はあ

まりに複雑であり、数千個の遺伝子がその合成や（合成サイクルの）維持に関与してい

ると考えられている。こうした遺伝子の多くは現在BRCによって解析されており、関

連した生物学機能に関する我々の知識は当該研究の成果につれて拡大していく。 

植物細胞壁の合成をコントロールする遺伝子やメカニズムを把握することによって、

全く新しいバイオマス組成や、あるいは細胞壁内外のつながりが改変された細胞壁を持

つ新しいエネルギー作物を開発することが出来る。こうした「設計された」バイオエネ

ルギー作物は畑で力強く成長し、バイオファイナリーではすぐに分解される。植物細胞

壁の改変以外でバイオエネルギー作物を改良する別の方法が、植物組織内の澱粉や油分

の含有量を増加させるというものである。澱粉や油分はセルロースよりも簡単にバイオ

燃料に変換することができる。 

バイオマスの組成を変えることはより良いバイオエネルギー作物を開発するための

1 つの方法であるが、疫病や干ばつに対する抵抗力を強め、肥料やその他の散布物を減

らしながら、1 エーカー当たりのバイオマスの生産性を向上させることも重要な改善で

ある。エネルギー作物となる可能性があるものの多くは、長い年数が費やされた農業研

究の恩恵を受けたとうもろこしや小麦といった従来作物ではなく、草や成長の早い木々

である。植物ゲノム配列に関する更なる情報により、エネルギー作物の収穫量、分解効

率、(構造)安定力を改変することができる形質に関連した多くの遺伝子を特定し、分離

するための DNA マーカーの開発を加速させることも出来る。DNA マーカーや新たな

別の生物学的ツールを持つことは、要求される遺伝子変異体を特定し、新たなエネルギ

ー作物を作り出すために必要な時間を大幅に減らすことが出来るだろう。 

 

2. 新しいバイオマス分解能力を持った酵素や微生物の発見と設計 

自然界でのセルロース系バイオマスの分解には、「セルローサム(cellulosomes)」と

呼ばれるものを含め、酵素と多酵素複合体の両方が用いられている。これまでに研究さ

れてきたバイオマス分解酵素とセルローサムは、自分たちの活動や有効性が大幅に改善

され得ると楽観する研究者らに、ゆっくりとであるが十分に影響を与えている。いくつ

かの要因(ほとんど計り知れない構造を持つ植物細胞壁、前処理段階での化学的及び物

理的変化、酵素の持つ構造特徴等)が相まって、現在のバイオマス分解方法に非効率性

をもたらしている。そのため、研究中のさまざまな生物学的、化学的方法に光を当てる
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ために、DOE のそれぞれのバイオエネルギー研究センターにおいて一斉かつ組織的に

複数の戦略を検討しなければならない。 

特定の菌やバクテリアは、自然環境にある生体由来物質を分解する酵素の生成を得意

としている。自然界で優れたバイオマス分解酵素や微生物を発見し、利用し、強化する

ことは、最終的にセルロース系バイオ燃料生産の効率性向上及びコスト削減に大きなイ

ンパクトを持つだろう。科学者らはシロアリの腸内や牛の第一胃といった環境における

酵素の圧倒的な多様性を正に発見し始めたところであり、自然生息地の大半は未だ調査

中である。これまでにない酵素や微生物の発見を加速させ、これらの分解プロセスがど

のように相互作用するかを解析するために、各センターは温泉から熱帯雨林や堆肥の山

に至る様々なバイオマス分解環境を調査している。 

新たなバイオマス分解能力を自然界から発見することは課題の一部分でしかない。酵

素やセルローサムがどのようにバイオマスを分解するかを分子レベルで解析すること

が、改善プロセスを設計するうえでの必須条件である。一種類の研究だけで解析する方

法がないため、各センターは様々な研究方法の組み合わせを行っている。植物物質から

糖やバイオ燃料に変換可能なエネルギー量を豊富に持つ化学成分等への急速な分解に

影響を及ぼす重要要因を特定し、特徴付けするための、タンパク質や代謝産物を映す高

処理能力画面、化学的分析、 最先端の画像化技術、そして計算モデル化がこれに含まれる。 

 

3. バイオ燃料生産に向けた、微生物を媒体とした革新的な戦略の開発 

バイオマスが熱と化学薬品で前処理されている場合、セルロースに加え、その他の糖

分(総称ヘミセルロース)も植物細胞壁内部で発酵可能な糖に分解される。セルロースは

エタノールやその他の生成物にすぐに変換される 6 炭糖(グルコース)の一つから構成さ

れているにも関わらず、ヘミセルロース由来の 5 炭糖と 6 炭糖を合わせたものの微生物

発酵は効率性が低く、それゆえ改善が求められる重要な分野である。 

バイオマスは現在、発酵タンクに至るまでの間に、微生物による糖からバイオ燃料へ

の変換を阻害する可能性のある副生成物及び状態をつくりだす、物理的、化学的、酵素

的な処理段階を経る必要がある。エタノールやその他バイオ燃料生成物もまた、濃度が

高い場合に微生物による発酵を抑制する。その結果、他の重要な研究分野として、産業

プロセスにおけるストレスや高いエタノール濃度に十分耐えられる強力な微生物の開

発が行われている。 
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生成プロセス全体を急進的に単純化しうる更なる研究目標は、一貫バイオプロセス

(consolidated bioprocessing: CBP)である。この科学的戦略はセルロースの分解と糖の

発酵を結合させた単段階ステップを、「多機能」微生物か又は微生物の混合培養によっ

つくることである。CBP は従来の遺伝子工学方法よりもかなり大規模な微生物系統の

再設計を必要とする。例えば、単薬(single drug)やその他の生物化学生成による微生物

生成物を遺伝子的に操作するには、ほんのわずかだが遺伝子修正が含まれるだろう。

様々なバイオマス分解酵素を生成するため、プロセス全体を抑制する極く僅かな量の分

子だけを生成するため、5 炭糖と 6 炭糖の両方を発酵させるため、高温、低 pH、高濃

度バイオ燃料生成物下の工業炉でも成長するために、希望どおりに改変された CBP 微

生物か、あるいは特別に設計された微生物コンソーシアム(共同体)が必要とされるだろ

う。単一微生物又は微生物コンソーシアムに多くの異なる能力を一度に組み込むには、

微生物系に関するこれまでにない解析が必要となる。 

次世代の高エネルギーバイオ燃料の開発を加速させるため、DOE のバイオエネルギ

ー研究センターはエタノール以外のバイオ燃料を生成する、これまでにない微生物系の

設計も行っている。こうした新しい燃料のうちのいくつかはバイオ精製反応装置の水溶

液から簡単に抽出することができ、このためバイオ燃料を合成する微生物への抑制が小

さくなり、油分の多い石油に類似した生成物になるだろう。こうした新しいバイオ燃料

は既存の自動車やそれに付随するインフラとも相性が良く、ガソリンやディーゼルと同

等の単位体積当たりのエネルギーを持つだろう。 

 

課題：次世代バイオエネルギー作物の開発 

セ ン タ ー 

戦略 

GLBRC – より簡単に燃料に変換されるリグニンの新しい構造や、より多くの澱粉

や油分を生成する「モデル」植物やエネルギー作物になる可能性のある植物の遺伝

子操作 

JBEI – ①リグニンのサブユニット間の交差リンクを変化させることによる、「モ

デル」植物内におけるリグニンの分解を強化 ②リグニンとその他の細胞壁構成成

分との結合を変えることによる、分解と連続発酵の改善 ③スイッチグラスの遺伝

的手法による応用開発 

BESC – ①ポプラやスイッチグラスの植物細胞壁を遺伝子操作により処理し易く

することによる、面倒な化学的前処理の軽減又は省略 ②1 エーカー当たりで生成

されるバイオマス全体量の一斉増加 
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課題：新しいバイオマス分解能力を持った酵素や微生物の発見と設計 

セ ン タ ー 

戦略 

GLBRC – ①バイオマスを分解するために必要とされる酵素前処理の組み合わ

せを特定 ②とうもろこし及びその他植物の茎や葉におけるバイオマス分解酵素の

発現 

JBEI – ①バイオマス構成要素を完全に可溶化、断片化できる新たなイオン溶液前

処理の開発 ②熱帯雨林や他の環境から採取した酵素の性能や安定性の改善 ③

高速分子進化技術(directed evolution)を介した高効率のセルラーゼ酵素の遺伝子

操作 

BESC – ①高温下でバイオマスを効果的に分解、変換する酵素や微生物を特定す

るための天然温泉の調査 ②セルローサム(セルロースを分解するための多機能酵

素合成物)の解析及び遺伝子操作 

課題：バイオ燃料生成に向けた、微生物を媒体とした革新的な戦略の開発 

セ ン タ ー 

戦略 

GLBRC –エタノール生成する微生物から開始し、コストの大幅な削減のためのリ

グノセルロース分解能力の付加 

JBEI – ①エタノール以外の燃料を生成する全く新しい有機体をつくるための

様々な生物学的パーツと経路の結合 ②高濃度のバイオ燃料の生成およびそれに

耐用性のある有機体の遺伝子操作 ③リグニンの分解による有益な化学生成物の

抽出 

BESC – ①リグノセルロースを分解する微生物から着手し、コストを大幅に削減

するためのエタノール生成能力の付加 ②この操作を支援する知識データベースお

よび経路解析ツールの開発 
BESC(BioEnergy Science Center：バイオエネルギー科学センター)、 
GLBRC(Great Lakes Bioenergy Research Center：Great Lakes バイオエネルギー研究センター)、 
JBEI(Joint BioEnergy Institute：Joint バイオエネルギー共同研究所) 
 
 
 

 翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 
出典：本資料は米国エネルギー省(DOE)ウェブサイトに掲載された以下の記事を一部翻

訳したものである。 

“DOE BRC Research Strategies” 

http://genomicscience.energy.gov/centers/researchstrategies.shtml 
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(1084-5) 
 
【電子・情報（半導体）】グラフェン トランジスター フレキシブル 
 
仮訳 

 
新素材のフレキシブルなグラフェン・トランジスター（仏） 

 
2012 年 3 月 14 日(於：パリ) 

 
炭素単原子層から成るグラフェンを材料に用いて電子部品を作ることは、今日の重要な

技術的課題の一つである。研究者たちは、電子移動度に優れたグラフェンの特性を利用で

きないか、また低コストでフレキシブルな電子機器の設計にグラフェンを使用できないか

と考えている。CEA(仏原子力庁)*1、CNRS(仏国立科学研究センター) *2、Université de 
Lille 1(仏リール第一大学) *2、および Northwestern University(米ノースウェスタン大学) 
*3の研究員で構成される研究グループは、グラフェンの特性であるフレキシビリティと優

れた電子移動度を兼ね備え、超高周波のギガヘルツ(GHz)域で機能できるトランジスター

の新しい製造方法を考案した。このプロセスでは、印刷技術と合性の良い、溶媒に溶ける

形態のグラフェンを用いる。このような電子部品は、日用品に組み込むことのできる高性

能な電子回路の開発に繋がると考えられる。この研究結果は、学術専門誌｢Nano Letters｣
の 2012 年 3 月 14 日の記事に掲載された。 
 

六角形の炭素原子が網目状に並んだ単層膜で構成されるグラフェンには、いくつかの優

れた特性がある。特に、電子移動度に優れたグラフェンの特性は、超高周波域で電子部品

が機能するのに役立ち、また、その機械的特性を用いれば、電子部品のフレキシブル化が

可能になると期待される。グラフェンの2つの特性(優れた電子移動度とフレキシビリティ)
は、フレキシブルスクリーンや超高性能なトランジスターや電子部品を低コストに開発で

きるなど、さまざまな用途の電子部品や電子回路の製造に、有効に用いることができると

考えられる。 
 
グラフェンの合成方法は、現在、複数存在する。その内の１つが、界面活性剤によって

水中で安定する*4直径 200～300 ナノメートル(nm)の微粒子グラフェンで溶液を作る方法

である。最終的に｢導電性インク｣を得るために用いられるこの合成方法により、単層と多

層の混合物ではなく、並はずれた電子特性を示す*5 単層グラフェンのみを選別できるよう

になる。この合成方法のもう一つの具体的な特徴として、ガラス、紙、有機基質など、非

常に幅広い媒体上に、電子部品を作ることができる。 
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CEA、CNRS、Université de Lille 1、および Northwestern University の研究員で構

成される研究チームは、ポリイミド(耐熱性ポリマー)基板上に、可溶化したグラフェンか

らフレキシブル・トランジスターを作る史上初のプロセスを開発した。そして同研究チー

ムは、これらのトランジスターの高周波域での性能について徹底的に研究を行った。 
 
同研究チームによって開発されたこのプロセスでは、溶液中の複数のグラフェンシート

が、あらかじめ電極間に印加された交流電場により基板上に固着する。誘電泳動(DEP)注1

と呼ばれるこの技術は、ある部位にグラフェンシートを高密度に固着できるように、グラ

フェンの固着プロセスを導くために用いられる。超高周波数を得るには、グラフェンシー

トの固着が高密度であることが不可欠である。このトランジスター内の電荷移動度は約

100cm2/V.sと、半導体分子や高分子化合物の移動度よりもはるかに高い数値である。こう

して、これらのトランジスターでは、約 8GHzという非常に高い周波数値を達成できる。

この性能レベルは、従来の有機エレクトロニクスではけして得られなかった数値である。 
 
この研究成果は、｢導電性インク｣グラフェンが、従来の有機半導体では全く手が届かな

かった高周波域(GHz)で使用するフレキシブルな電子機器用として、高い競争力を持つ材

料であることを示している。このような新素材のトランジスターは、フレキシブルスクリ

ーン(折り畳み式または巻き上げ式)、布に組み込まれた電子デバイス、また、無線識別

(RFID) タグのような情報処理、情報送信が可能な日用品など、素晴らしい可能性をもた

らす。 
 
後注釈： 
*1 - IRAMIS/DSM: Condensed Matter Physics Laboratory at CEA's Physical Sciences 
Division. 
*2 - Institute of Electronics, Microelectronics, and Nanotechnology (IEMN, CNRS 
/Université de Lille 1/ISEN/UVHC). 
*3 - Department of Materials Science and Engineering and Department of Chemistry, 
Northwestern University, Evanston, Illinois, USA. 
*4 - A surfactant is a compound used to make two non-miscible phases soluble. 
*5 - Solution phase production of graphene with controlled thickness via density 
differentiation - A. A. Green, M.C. Hersam, Nano Letters 2009, 9, (12), 4031-4036 
Radio Frequency IDentification 
 
 
 
                                                 
注1 誘電泳動（Dielectrophoresis, DEP）：外部電界によって分極した誘電体粒子に作用する静電気力によって、

粒子が高電界または低電界領域に駆動される動電現象のこと。 
(参照サイト：http://hv.ees.kyushu-u.ac.jp/Lab-j/page2/page2.html) 
 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1084, 2012.4.20

64



 
参考文献： 
Flexible Gigahertz Transistors Derived from Solution-Based Single-Layer Graphene. 
Cedric Sire, Florence Ardiaca, Sylvie Lepilliet, Jung-Woo T. Seo, Mark C. Hersam, 
Gilles Dambrine, Henri Happy, and Vincent Derycke, Nano Letters, Mar/14/2012. 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
 
出典：本資料は、CNRSの以下 “New generation of flexible graphene transistors”の記事

を翻訳したものである。 
http://www2.cnrs.fr/en/1997.htm 
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(1084-6) 
 
【再生可能エネルギー(風力)】洋上風力発電 五大湖 
 
仮訳 

 
オバマ政権と五大湖周辺州が 

洋上風力発電プロジェクト開発促進のための覚書を締結（米国） 
 

2012 年 3 月 30 日(於：ワシントン D.C.) 
 
 本日、米政府は、オバマ大統領によるこれまでの取り組みの一環として、イリノイ、ミ

シガン、ミネソタ、ニューヨーク、ペンシルバニアの各州知事とともに、五大湖での効率

的かつ責任ある洋上風力発電資源開発の整備を行うための覚書(MOU)を締結したことを

発表した。これは、米国のエネルギー独立を高め、国内の雇用を創出する、米国産エネル

ギーへの大統領の公約を明確に示すものである。 
 
｢オバマ大統領は、石油及び天然ガスの生産量の増加、原子力の安全な開発の他、風や

太陽のような資源に由来する再生可能エネルギーなど、同政権の第 1 期の任期間で倍増の

方針を採っている国産エネルギー資源の活用を重視している。｣とホワイトハウス環境評議

会議長の Nancy Sutley 氏は述べ、こう続けた。｢連邦政府機関や五大湖周辺州の間で結ば

れたこの契約は、雇用を創出し、家庭に電力を供給し、我が国のエネルギー安全保障の向

上を支える、国内で成長可能なエネルギーの開発を奨励する、スマートかつ実践的な方法

である。｣ 
 
｢大統領が明確に示したように、持続可能な米国経済とは、米国産エネルギーの上に成

り立ち、米国労働者によって設計、生産されるものである。｣｢この取り組みは、我が国の

豊富な洋上風力資源を我々が活用できるようにし、国内で利用可能な全てのエネルギー資

源の開発のために講じてきた戦略を通じてこの国のエネルギー保障を高める。｣と、米国エ

ネルギー省(Department of Energy：DOE)副長官の Daniel Poneman 氏は述べた。 
 
この覚書は、洋上風力プロジェクト案件の審査を早めるために、連邦・州政府行政機関

の間の協力活動を強化するものである。具体的には、連邦・州政府行政機関が優先順位を

決め、提案された五大湖地域の洋上風力発電プロジェクトについて効率的かつ責任ある評

価を実施するための手順を推奨するアクションプランを作成する計画である。五大湖の洋

上風力エネルギー資源をエネルギー開発のために解放することで、この地域に莫大な経済

効果と環境便益がもたらされ、全米の洋上風力発電の総潜在発電能力の約 1/5 に相当する、

700 ギガワット超の潜在発電能力が見込まれると考えられている。この地域のごく一部の
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洋上風力発電を開発するだけでも、何万名ものクリーンエネルギー関連の雇用を創出でき、

地元産業の収益を生み出すと考えられる。 
 
これらの取り組みは、ここ 8 年間のどの時期よりも高い石油生産量を上げ、天然ガスの

生産を常に高く保つといった、国内の石油や天然ガス資源の増産など、オバマ政権が米国

エネルギーを増産するために講じてきた措置を踏まえたものである。同政権はまた、30 年

ぶりの原子力発電所新設の支援も行っており、本日の発表は、風力や太陽エネルギーなど

の再生可能エネルギー増産のための、オバマ政権による広範囲の取り組みに基づいたもの

である。これにより、オバマ政権の第 1 期の任期が終わるまでにその生産量は倍増すると

考えられる。国立再生可能エネルギー研究所(National Renewable Energy Laboratory：
NREL)の推定では、ギガワットレベルの洋上風力発電所が設置された場合、30 万世帯の

電力を十分に賄える発電が可能となる。本日交わされた覚書により可能となったこの取り

組みはまた、イノベーションを刺激し、クリーンエネルギーソリューションを市場にもた

らす、一貫した、予測可能な規制環境を推進することによって、洋上風力発電技術に対す

る現行投資を増強することになると考えられる。 
 
以下は、各州知事のコメントである。 
 
イリノイ州知事／Pat Quinn 氏：｢イリノイ州では、クリーンエネルギープロジェクト

と風力資源開発への投資が、経済発展の推進と雇用創出に役立ち、その一方で海外のエネ

ルギー資源への依存を減少すると考えている。｣｢我々は、クリーンで自然な洋上風力エネ

ルギーを利用するために DOE や五大湖周辺州の人たちと協力することを喜ばしく思って

いる。｣ 
 
ミネソタ州知事／Mark Dayton 氏：｢ミネソタ州は、風力エネルギーの開発を 20 年近

く主導してきた。我が州では現在、27,000MW 相当の風力プロジェクトが稼働しており、

風力発電設置容量が全米で第 5 位にランキングされている。｣｢我々の専門知識を他の州・

連邦政府行政機関と共有し、彼らから学び、また共に協力して洋上風力資源の更なる開発

を行っていくことを、心待ちにしている。｣ 
 
ニューヨーク州知事／Andrew Cuomo 氏：｢五大湖地域は、洋上風力由来のクリーンエ

ネルギーを産出し、ニューヨーク州北部にその関連のグリーンジョブ（環境関連の雇用）

を創出できる可能性がある。｣｢この覚書は、この風力資源開発のプロセスや提案書を評価

する際の、連邦政府、州、および地域の利害関係者間のより強力で有効な協力関係のため

の責任体系を示している。｣ 
 
ペンシルバニア州知事／Tom Corbett 氏：｢この合意により、提案されたどの洋上風力プ

ロジェクトも必ず、一貫した方法で審査され、関連するさまざまな州・連邦政府行政機関
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が、その審査について協力や調整を行うように、五大湖周辺州が協力できるようになるだ

ろう。｣ 
 
洋上風力資源の安全かつ責任ある開発を行うために、五大湖の管轄権を共有している連

邦・州政府行政機関は、プロジェクトが与えるであろうと見込まれる、社会的、環境上、

安全性およびセキュリティ上の影響について、徹底的な評価を行わなければならない。本

日署名されたこの合意により、提案された五大湖地域の洋上風力エネルギー資源の審査を

早めるために、連邦・州政府行政機関の間での協力活動が強化されることになるだろう。

連邦・州政府行政機関は MOU の下、アクションプランを作る計画である。このプランに

は、優先順位が設定され、五大湖地域における洋上風力発電プロジェクト案の効率的かつ

責任ある評価を実現するために推奨される手順が示されている。 
 
本 MOU に署名を行った州および機関は以下の通り。 
 
イリノイ州 
ミシガン州 
ミネソタ州 
ニューヨーク州 
ペンシルバニア州 
ホワイトハウス環境問題諮問委員会 
米エネルギー省(DOE) 
米国防総省 
米陸軍 
歴史保護諮問委員会 
米国沿岸警備隊 
米国環境保護庁 
米国魚類野生動物庁 
連邦航空局 
米国海洋大気庁 
 
ファクトシートは以下を参照のこと。 
(原文) http://www1.eere.energy.gov/wind/pdfs/gl_mou_fact_sheet.pdf 
(和訳)  海外レポート 1084 号(101-1-1)参照  
  http://133.163.205.27/library/report_1084_index.html 
 
MOU 全文は以下を参照のこと。 
 
(原文)  
http://www1.eere.energy.gov/wind/pdfs/great_lakes_offshore_wind_energy_consortium
_mou.pdf 
 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1084, 2012.4.20

68



 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 

 
出典：本資料は、DOEの以下 “Obama Administration and Great Lakes States Announce 
Agreement to Spur Development of Offshore Wind Projects”の記事を翻訳したものであ

る。 
http://energy.gov/articles/obama-administration-and-great-lakes-states-announce-agre
ement-spur-development-offshore 
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(1084-6-(1)) 
 
【再生可能エネルギー(風力)】洋上風力発電 五大湖 
 
仮訳 

 
｢Great Lakes Offshore Wind Energy Consortium 

（五大湖洋上風力発電コンソーシアム）｣のファクトシート（米国） 
 
｢Great Lakes Offshore Wind Energy Consortium(五大湖洋上風力発電コンソーシア

ム)｣とはどのようなものだろう。米国が世界のクリーンエネルギー経済のリーダーで居続

けるには、極めて重要な経済的成長を支援する一方で、我々のコミュニティの健康と安全

を守る、効率的かつ効果的なやり方で、連邦政府および州政府が、プロセスの認可、審査

を実施することが必要である。特に、五大湖地域の質の高い洋上風力資源には、経済的活

性化を促す重要なビジネスチャンスがある。そのため、五大湖の洋上風力発電プロジェク

ト案件について、効率的で、迅速な、秩序だった責任ある審査が行われるよう支援するた

めに、超党派の連邦政府と州政府共同の覚書(MOU)により、新たな｢Great Lakes Offshore 
Wind Energy Consortium｣を作った。それでは、このコンソーシアムが今後、どのような

役割を果たすことになるのだろうか。 
 
洋上風力発電の提案書は、適切な連邦政府および州政府の行政機関によって、環境、文

化、安全性およびセキュリティの影響について評価されなければならない。同コンソーシ

アムは、覚書を交わした連邦政府と五大湖周辺州の規制当局間の調整を強化し、実施可能

な範囲で、審査、データ収集、普及のニーズを調整するという共通目標に向けて取り組む

計画である。本 MOU は、組織的な地域的計画を早め、これによりコスト削減、決定プロ

セスの効率化の改善が見込まれる。本 MOU はまた、環境を破壊することのない、安全、

安心、かつ活用度の高い五大湖へのアクセスと資源利用を支援するために、｢National 
Ocean Policy(米国海洋政策)｣の基本原則を具体化している。 
 
五大湖における洋上風力発電でどのような可能性が期待でき、この覚書がどのように役

立つのか。五大湖周辺地域に洋上風力発電を展開することで経済の主要部門における経済

復興を促し、エネルギー自立への取り組みを加速することで米国内のエネルギー供給を多

様化して国家セキュリティを強化し、また、大気汚染や温室効果ガスの排出量を削減でき

るだろう。洋上風力発電タービンは、洋上に流れる風力エネルギーを利用してそれを電力

に変換するために、多くの国で使用されている。五大湖周辺地域には、洋上風力発電で 700
ギガワット超の潜在発電能力があると推定される。 
 
これは、米国の洋上風力総発電能力の約 1/5 を占める。洋上風力発電は、米国では新興
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技術であるが、主に欧州では、現在既に 3,800MW超の設備容量となっている。本MOUの

下での取り組みを行うことで、北米の主要地域に洋上風力発電を展開する上での大きな市

場障壁に取り組むためのイノベーティブな対処方法に関する共同開発に拍車を掛けること

になるだろう。｢Atlantic Offshore Wind Energy Consortium(大西洋洋上風力発電コンソ

ーシアム)｣を組織し、同様の覚書(契約)を交わしたことで、大西洋の外洋大陸棚での風力(エ
ネルギー)開発に関する共同開発の加速化および効率化に成功している。それではなぜ今、

連邦政府と州政府は今回の(五大湖周辺に関する)覚書を交わすのだろうか。 
 
オバマ政権と同コンソーシアムの参加州は、クリーンエネルギー経済の基盤づくりに尽

力している。さらに大統領は、許認可や環境的な審査を、より効率的かつ効果的に進める

ことでインフラ開発を早めるよう連邦政府行政機関に指示した。この覚書はまた、大統領

への要求にも一部対応しており、環境に対して責任あるやり方で米国内のエネルギー需要

を満たすために、超党派の州知事グループが合同政府間の州・連邦政府共同タスクフォー

スを設立すると同時に、輸入エネルギー資源への米国の依存度を低下させ、州および国家

の経済発展を促す。 
 
 
五大湖の風力資源の契約対象となる範囲 
 
米国再生可能エネルギー研究所(NREL)が作成した以下の地図は、五大湖周辺で利用可

能な優れた風力資源に相当する高い風力速度を示している。 
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本覚書当事者の連邦政府行政機関 
 

 ホワイトハウス環境諮問委員会  (The White House Council on Environmental 
Quality)  

 米エネルギー省 (The U.S. Department of Energy) 
 米国防総省 (The U.S. Department of Defense The U.S Department of the Army) 
 米環境保護局 (The U.S. Environmental Protection Agency) 
 米沿岸管理局 (The U.S. Coast Guard) 
 魚類野生動物保護局 (The U.S. Fish and Wildlife Service The Federal Aviation 

Administration) 
 海洋大気局 (The National Oceanic and Atmospheric Administration) 
 史跡保存諮問委員会 (The Advisory Council on Historic Preservation) 

 
 
本覚書当事者の五大湖周辺州 
 

 イリノイ州 
 ミシガン州 
 ミネソタ州 
 ニューヨーク州 
 ペンシルバニア州 

 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
 
出典：本資料は、DOE の Advanced Manufacturing Office(先進製造技術局)の以下 “Fact 
Sheet - Great Lakes Offshore Wind Energy Consortium”の記事を翻訳したものである。 
http://www1.eere.energy.gov/wind/pdfs/gl_mou_fact_sheet.pdf 
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(1084-7) 
 
【再生可能エネルギー（風力）】 風力タービン NWTC  WTTC Gamesa 
 
仮訳 

 
NREL が風力技術センターを重要視(米国) 

2012 年 3 月 22 日 
 
 
国立風力技術センター (National Wind 

Technology Center: NWTC)のフロント山脈の

環境は厳しい。NWTC がここに設置されている

理由そのものである「風」はわずかな慈悲も持

たない。冬の冷淡な冷たさから、夏の焼けつく

太陽にとって代わる。しかし、こうした複雑な

天候地帯の真ん中で米国エネルギー省(DOE)に
ある再生可能エネルギー国立研究所(NREL)の
NWTC 及び産業界のパートナーらが行ってい

る援助の恩恵により、風力エネルギーの未来は

より大きく、より力強く育まれている。 

拡大図  
近年の NWTC で最も注目すべき変化は、産

業界と協力して行われる研究開発の多様性

拡大を目的としたマルチメガワット風力タ

ービンの追加である。 
クレジット：Dennis Schroeder 

 
NRELとローレンスバークレー国立研究所の

アナリストによる最近の報告から導き出され

た結論では、風力タービンの効率向上及び未来

の風力発電開発コストの削減には、更なる技術

改革が必要不可欠であることが示唆されてい

る。NRELのNWTCにおける研究はこの点をリ

ードするものである。 
 
 
一体を覆う巨大タービンのタワー群 

 
近年の NWTC で最も注目すべき変化は、産業界と協力して行われる研究開発が多岐

に拡大することを目的とした 4 基のマルチメガワット風力タービンの追加である。4 基

の新しいタービン「Gamesa 2.0-メガワットマシン(本文後の挿入説明文を参照)」は

2011 年末に建設された。 
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「今回追加された最新鋭のメガワット規模のマシンは、単に地理的な理由だけでなく、

本当の意味で本センターの行っている研究の深さや妥当性を変化させた。現在の我々の

活動が巨大タービンに直接関連するもので、確実な影響力があり、すぐに利益をもたら

すといった意味において、産業界が我々を見る目は変わった」と NWTC の責任者であ

る Fort Felker 氏は述べている。 
 
4 基のタービンはそれぞれ、ユニークな特性を持つ試験装置である。例えば、ここに

設置された Siemens 社の 2.3 メガワットタービンは、ブレードやナセルだけでなく地

中に埋まった基礎部分の全てに大規模な計測器具や構造的負荷計測能力を持たせてい

る。これにより研究者らは、風の乱流によって引き起こされる非定常負荷のしくみを全

て把握することができ、どのタービン部位を改善することがより効率的で低コストの風

力エネルギーをもたらすかを特定することができる。 
 
 

大型タービンには大型の構成要素が必要 

 

拡大図 
作業員達が NWTC で Gamesa 社「G9X-2.0 メガワット

タービン」のナセルにブレード部分を持ち上げている。

「Gamesa G9X-2.0 タービン」は NWTC におけるマル

チメガワットタービン群に加わった最新設備である。 
クレジット：Dennis Schroeder 

今後の風力エネルギーへの次なる

大きなステップは、NWTC における

動力試験能力の拡大である。今夏に完

成を予定している新たな動力試験装

置は、風力タービン動力伝達装置の試

作品や産業用機械の性能・信頼性を実

証する NREL や風力エネルギー産業

の協力者の能力を大幅に広げること

になるだろう。 
 
新しい設備は 5.8 メガワット(将来

的に実現し得るどの陸上設置型ター

ビンを試験するにも十分な大きさの設備能力であるといえる) までの動力試験能力を

持ち、ダイナミックな変化に対応可能な無トルク負荷機能を採用する予定である。これ

は、研究者らがフィールド(実地)でタービンが置かれる環境をより忠実にシミュレーシ

ョン出来ることを意味する。 
 
「こうした新たな機能によって、この世界で最も洗練された、特別な設備を実現させ

ることができるだろう」と Felker 氏は言う。「試験対象物に定常負荷をかけるのではな
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く、実環境で見られるような変動負荷をよりダイナミックにシミュレーション出来るよ

うになるだろう。」 
 

 
大きなタービンを動かすには大きなブレードが必要 

 

拡大図 
NWTC の責任者である Fort Felker 氏が新たな動力

計拡大プロジェクトの着工式で演説している。完了す

れば、5.8 メガワット設備能力を持つ。 
クレジット：Dennis Schroeder 

ブレードが風を捕らえることを求め

られた結果、タービンは大型化した。実

際、タービンブレードがかなり大きくな

ったため、内陸部に位置する NWTC は、

陸上輸送が困難なために大きなブレー

では効果的に稼動できない。 
 
この問題を解決するため、NREL は、

マサチューセッツ・クリーン・エネルギ

ー・センターと協力体制を組んで、世界

クラスの大型風力タービンブレードの

試験センターをマサチューセッツ州

Boston に作った。 
 
風力技術試験センター(Wind Technology Testing Center: WTTC)は、90 メートルの

長さを持つ未来のタービンブレードを試験認定するための総合設備を提供しており、風

力産業を援助し、次世代の陸上及び洋上風力タービン技術の発展をサポートするよう設

計されている。現地の NREL 職員は設備に対して技術の専門知識及び試験機械を提供

する。 
 

WTTCは既存の深水港注1に立地しているため、そこまで船で巨大ブレードを運ぶこと

ができ、陸上と洋上の両方に向けた開発において巨大風力ブレードの試験ができるよう

になっている。 
 
 
巨大な頭脳、巨大なコンピューター、巨大なアイデア 

 
NWTC の研究者らにとって重要なもう一つの開発内容は、風力に関する科学的、技

術的進歩のために現在利用可能な高性能コンピューターを入手することであった。 
                                                           
注1 訳者注：深水港(deep water port) 喫水の深い大型貨物船が入ることのできる水深のある港 
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風力発電産業における難題の 1 つは、

たくさんのマルチメガワット風力ター

ビンが配置された風力ファーム内で発

生する相互作用的な空気力学にどう取

り組むかということであった。風上のタ

ービン伴流による風の乱れは風下ター

ビンの動きに干渉し、結果として風下の

タービンに対する構造重量を超える負

荷や疲労損傷につながる。その結果、メ

ンテナンス費用を増加させ、風力エネル

ギーの全体コスト増加につながってい

る。 

拡大図 
NREL のコンピューター科学センター所長 Steve 
Hammond 氏と研究主幹 Kenny Gruchalla 氏が、

低速伴流とそれによる風下のタービンに与える影

響を表す、発電所の空気力学の三次元モデルにつ

いて話し合っている。 
クレジット：Dennis Schroeder  

NREL は、研究者らがタービン同士の

相互作用と個々のタービン性能を評価するためのコンピューターシミュレーションを

使用可能とする、次世代型モデリング機能を用いてこの問題に取り組んでいる。シミュ

レーションには NREL の 180 テラフロップ(1 秒間に 180 兆回の演算速度をもつ)スー

パーコンピューター「RedMesa」が使用される。 
 
「これまで、この問題に取り組む上で必要な科学的分析やシミュレーション方法は存

在しなかった。その壁を打ち破ったのだ」と Felker 氏は言った。「RedMesa は変革を

もたらす機能で、我々は本当に興奮しているよ。」 
 
この仕事により、ウインドファームの能力のより良い理解が得られ、そして、タービ

ンの配置を例えば風上に比べ風下に異なる設計のタービンを配置するような先進的な

エンジニアリング・コンセプトのものに変更することにより、将来の風力発電開発にこ

の影響を最小限にするような設計がなされるだろう。その結果、ウインドファームはさ

らに効率化され少ない運用コストになり、安価な風力エネルギーコストとなる。 
 
 
風力エネルギーの大きな前途 

 
NWTC の研究者らは風力エネルギーの将来と増大したセンター機能がどうやって可

能な限り低コストで風力エネルギーの展開を進めていくのかに、目を向け続けている。

産業界のパートナーとの効果的な共同作業が、この問題の重要な部分である。 
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「産業界との深い関わりの中で劇的な変化を得られたことを大変誇りに思う。我々の

過去数年間で、これはとてつもない成功だ」と Felker 氏は言う。「業界にとって何が重

要であり、我々にどのような手助けが出来、またどうすれば彼らの成功のために重要な

協力者になれるのかを知るという観点から見て、風力産業界との繋がりをより良いもの

とした。」 
 
必然的に次にくるのは洋上への注目である。洋上風力であれば、陸上での使用が困難

な巨大タービンの普及も可能となる。 
 
「将来、我々は洋上に進む」と Felker 氏は言う。「我々にとって未来に向けた最大の

挑戦、最大の機会とは、米国が風力産業の開発を発展させる際に、これまで開発してき

た全ての研究開発スキルや試験設備が役立つよう、洋上風力分野への適用が可能になる

ことである。」 
 
 
NRELのNWTC及び風力エネルギー研究についての詳細はこちら. 
 
  

 
研究プラットフォームとして機能する Gamesa 社タービン 
 
NWTC を覆うようにそびえ立つマルチメガワットの風力タービン群へ加えられた最新設備は「Gamesa 
G97 Class IIIA 2.0 メガワットタービン」である。2011 年末に建設された。 
 
NREL と Gamesa Technology 社は、特に米国市場のために設計された次世代の風力タービンの開発を

導く様々な部品やシステムの研究及び試験のため、官民協力体制で共同研究する予定である。  
 
NREL と Gamesa 社は下記の 3 つの主要分野において共同研究を行う予定。①新たな風力タービン用の

部品とローターの開発 ②新たな制御戦略機能の研究及び検査 ③米国沿岸(設置)用のタービン開発に

役立つ模型の考案 
 
Gamesa 社のタービンプラットフォームを研究所として使用しながら、研究者らはシステムの挙動を研

究し、新たな設計、製品、あるいは設備がどのような性能をもたらすかを研究する。  
 
「我々は NREL の研究開発のパートナーとして Gamesa 社を迎えられたことを嬉しく思う」と NREL
の科学技術研究所副所長の Dana Christensen 氏は言う。「こうした類の共同研究が、風力発電産業の継

続した推進を確固たるものとするために、極めて重大な技術開発と官民協力体制への傾倒が不可欠であ

ることを実証している。(米国)エネルギー省と共に我々の役割は技術的リスクの低減に役立つことで、

次世代技術が市場化の加速を手助けすることである。NREL はこの重要な研究の最前線にいることを誇

りに思う。」 
 
昨年の導入以来、Gamesa 社の「G9X-2.0 メガワットタービンプラットフォーム」はその高度なブレー

ド設計、最新版のナセル、強化された制御システムやその他エネルギー生産量を大幅に増加する特性か

ら注目を集めている。NREL に設置されたモデルは、Gamesa 社が将来の陸上(タービン)全需要の半分

超を見込む分野である弱風地域用に、特別に設計されている。 
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「風力エネルギーはより強く、より持続可能な米国経済を作り出すうえで重要な役割を持ち続けよう

としている」と、北米 Gamesa 社の技術副代表 Miguel Angel Gonzalez-Posada 氏は言う。「信頼でき

る、効率的で、費用対効果に優れた風力タービン技術を米国市場にもたらそうとするのと同様に、こ

の協力体制は Gamesa 社の強化されたクリーンエネルギー開発への参加を世に知らせる刺激的な冒険

的事業である。」  
 
対象の全プログラムに関するプロジェクト検査が今月開始される。この官民協力体制の主要な準備は

2013 年まで続き、2 年間の追加もありうる。  
 

 

 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 

 

出典：本資料は、米国国立再生可能エネルギー研究所(NREL)の以下の記事を翻訳した

ものである。 
“NREL Thinks Big at Wind Technology Center” 
http://www.nrel.gov/news/features/feature_detail.cfm/feature_id=1814 
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(1084-7-(1)) 
 
【再生可能エネルギー（風力）】NWTC 風力タービン 
 
仮訳 

 

国立風力技術センター(米国) 

 
米国国立再生可能エネルギー研究所(National Renewable Energy Laboratory: 

NREL)の風力技術センター(National Wind Technology Center: NWTC)は、コロラド

州 Boulder の少し南にある丘陵地帯の麓に位置する米国最初の風力エネルギー技術研

究施設である。本センターは 1993 年に設立され、先進的な風力エネルギー技術開発の

ための理想的環境を提供している。本センターで行われる研究の最終目標は、米国産業

のエネルギーコストを削減することで風力エネルギーが従来のエネルギー源に競合で

きるようにし、クリーンで再生可能な風力発電エネルギーを国内のエネルギー需要に対

して供給することである。 

NWTC における研究は、風力技術開発(Wind Technology Development)と試験・運

営(Testing and Operations)の 2 つの主要部門に組織化されている。 
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技術開発 

 

NRELで行われている風力タービン研究の最終目標は、企業を援助し米国が世界のエ

ネルギー市場で競争力をもつ費用対効果に優れた高性能な風力タービン技術の開発を

行うことである。そのためにNRELの研究者らは先端的風力タービン技術の研究、設計、

建設、試験、改良を行うために民間パートナーと密接な活動をしている。こうした民間

パートナーは競争公募で選ばれ、研究開発プロジェクト費用を分担している。 

技術開発に加え、NREL の研究者らは電力事業用グリッド集約化に関する研究を行

い、また、主要な風力市場全域における公平なグリッド接続や風力資源に関する運用規

制などの促進活動も行っている。 

 

試験と運用 

 

試験と運用には風力エネルギーシステムを利用するための技術的および非技術的な

障壁の両者を取り組む広範囲な試験サービスや活動が含まれる。NWTCの設備は研究

者や民間パートナーらが技術的設計の問題点を識別、解決するための広範囲に及ぶシス

テム、構成部品、フィールドテストの実施を可能にする一方、同じくNWTCを拠点と

するNRELの研究チーム「Wind Powering America」は民間の資金提供者らと協力し、

風力タービン建設を行う上での非技術的な障壁を取り除くための活動を行う。 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 
出典：本資料は、米国国立再生可能エネルギー研究所(NREL)の以下の記事を翻訳した

ものである。 
“National Wind Technology Center” 
http://www.nrel.gov/wind/nwtc.html 
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(1084-7-(2)) 
 
【再生可能エネルギー（風力）】 風力タービン  NWTC  WTTC 
 
仮訳 

 

風力技術試験センター(WTTC):巨大ブレード試験設備(米国) 
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静的試験 

ブレード試験の原理 

 
風力タービンブレードの試験は、翼

や材料に関して高い信頼性を維持し、

最新の技術開発を評価するうえで極

めて重要な事項である。適正な試験に

よって、風力エネルギーは更なる競争

力を持つことができる。さらに、ブレ

ード試験はタービンが国際的な船級

基準(IEC 注1、 GL 注1、DNV 注1)を満た

すことの証明の一部として要求され

ており、大量生産された風力タービン

を展開する建設者側に対しての技術

的、経済的リスクを軽減する。  

 
疲労試験 

WTTC でのブレード試験 

 
マサチューセッツ・クリーンエネルギ

ー セ ン タ ー (Massachusetts Clean 
Energy Center: MassCEC)にある米国風

力技術試験センター(Wind Technology 
Testing Center: WTTC)は長さ90メート

ルまでのタービンブレードの認証試験に

必要な設備一式を提供している。WTTC
はさらに、次世代型の陸上・洋上風力タ

ービン技術の普及に役立つ最新の風力タ

ービンブレード試験やプロトタイプの開

発手法の提供も提供する。 
 

 IECの61400-23規格に基づく一連の

静的試験および疲労試験 
 3種類の試験スタンドおよび100トン

定格の天井クレーン 
 ブレード材料試験 
 2軸静的試験および疲労試験 
 避雷試験 (今後、拡張する予定) 
 プロトタイプの開発および活動 
 研究開発パートナーシップ 
 実作業トレーニング 
 得意先の知的財産権保護の精力的な

取り汲み 
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設備仕様 

 

荷重容量 

 最大84MNmの静的曲げモ

ーメント 
 
ブレードの長さ  

 試験の詳細や仕様に応じた

最長90メートルまでのブレ

ード 
 

ブレード変位 
 最大32メートルの水平チッ

プ変位 
 最大21メートルの垂直チッ

プ変位 
 
吊り下げクレーン 

 50トンの天井クレーン1基と

25トンの天井クレーン2基 

 

ブレード設置の高さ 
 テストスタンド1およびスタ

ンド2は、地面からブレード

ルートセンターまで6.5メー

トルで、水平軸から上向き6
度。ウェッジ形をしたベース

板のマウントにより設置角

度を0度から12度の間で調

整可能。 
 テストスタンド 3 には水平

軸から 8 度の角度で、(地面

から)5 メートルの所に設置。

ウェッジ形をしたベース板

により設置角度を 0 度から

16 度の間で調整可能。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

疲労試験 

 
業界では、20年以上の稼働寿命を

もつブレードを実現させようとして

いる。破損したブレードの修復はコ

ストと時間がかかる。疲労試験とは、

ブレードが風力タービンとして稼働

する間にどのような損傷を受けるの

かをシミュレーションするための加

速された稼働寿命試験である。疲労

試験には、国立再生可能エネルギー

研究所(National Renewable 
Energy Lab: NREL)とMTS社が共

同で開発した、ブレード上の一箇所

あるいは複数箇所で線形移動をする

部分を動かすことの出来る

UREX(ユニバーサル共鳴励起) シス

テムを用いる予定である。本システ

ムでは数ヶ月のうちに20年分以上に

相当する繰り返し荷重を与えること

が出来る。技術者らが継続的にデー

タを監視し、定期的にブレードの検

査を行う。長期的に見ると、本シス

テムは試験にかかる時間とコストを

大幅に削減しながらも、双方向の、

つまりエッジ方向とフラップ方向の

両方の疲労試験を同時に行えること

を目的としている。 
 

 NRELが励起試験システム技術

の特許を取得 
 24時間モニター可能な疲労試験 
 チップとチップの間が最大21メ

ートルのチップ変位に関する疲

労試験 

試験仕様 
 

静的試験 

 
風力タービンブレード試験で

重要なのが静的試験である。この

試験ではブレードの歪み(たわみ

や緊張)を計測するために、ブレ

ードが水平軸または垂直軸(フラ

ップ方向とエッジ方向)に引っ張

られる設計になっている。静的試

験は、コンピューター制御され

たサーボ油圧ウィンチ(巻き揚げ

機)とケーブルでブレードとつな

げられたシリンダーとの連結に

より行われる予定である。静止試

験は垂直方向にも水平方向にも

行うことが出来る。ブレードの静

的極限破壊試験はブレードが破

損するまで引っ張り続けられる。

WTTCのクライアントは最長90
メートルのブレードにまで適用

できる機能を有している。 
 

 最大84-MNmの静的翼根曲

げモーメント 
 極限破壊試験 
 最高8つの水圧式又は油圧式

ウィンチ 
 曲げモーメントのトラッキ

ング 
 歪み分布 
 剛性較正 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 
出典：本資料は、米国風力技術試験センター(WTTC)の以下の記事を翻訳したものであ

る。 
“Wind Technology Testing Center: Large Brade Testing Facility” 
http://web.mit.edu/windenergy/windweek/Presentations/MassCEC WTTC 
Factsheet 1 3.pdf 
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(1084-8) 
 
【再生可能エネルギー（バイオマス）】脂肪酸 バイオリアクター 代謝経路 
 
仮訳 

 
新たな合成生物技術により 

微生物によるディーゼル燃料生産量が増加（米国） 
バイオエネルギー共同研究所、代謝経路の制御を行う動的システムを開発 

 
 米国エネルギー省(DOE)のバイオエ

ネルギー共同研究所(JBEI)の研究者

が開発した新たな合成生物技術により、

微生物によるクリーンで環境に優しく

再生可能なバイオディーゼル燃料の生

産注1において、目覚ましい進展が達成

された。この新たな技術－dynamic 
sensor-regulator system：DSRS (動的

センサー制御システム)と称される－

は、脂肪酸ベースの燃料や化学品が生

産される際に、微生物内の代謝の変化

を感知し、その生産に影響する遺伝子

の発現を制御することが可能である。

ある実証では、微生物によるグルコースからのバイオディーゼル生産において、3 倍増と

いう結果を出した。 
 
 「DSRS は、微生物がバイオリアクター内に存在する間、脂肪酸ベースの燃料や化学品

の生産向上に向けて代謝経路を動的に制御できる合成システムとしては 初の実例であり、

驚異的かつ強力な新たなツールである。」と語るのは、本研究を主導した JBEI 所長で、合

成生物学における世界的な研究者の 1 人でもある Jay Keasling 氏である。 
 
ローレンス･バークレー国立研究所(バークレー研究所)生物科学担当の副所長でもある

Keasling 氏は、『Nature Biotechnology』誌に掲載された本研究に関する論文の責任執筆

者である。本論文のタイトルは、「Design of a dynamic sensor-regulator system for 
production of FAbased chemicals and fuels(脂肪酸ベースの化学品および燃料の生産に向

けた動的センサー制御システムの設計)」である。共同執筆者には、Keasling 氏が指導す

                                                 
注1 訳者注：厳密には、細胞で物質が合成･生成されることを「産生」といい、「生産」と区別した専門用語で

あるが、本訳文では多くの者への理解目的から「生産」と表現する。 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1084, 2012.4.20

85



るJBEIのFuels Synthesis Division(燃料合成部)所属のFuzhong Zhang氏、およびJames 
Carothers 氏がいる。 
 
 再生可能で、環境に優しい方法で生産される新たな輸送燃料の必要性は、かつてないほ

ど高まっている。科学の研究では、植物バイオマス由来の液体燃料をコスト効率良く商業

生産できる方法が発見されれば、 良の化石燃料代替物の 1 つとなるということが一貫し

て主張されてきている。この目標を達成するための中心的な研究活動において、脂肪酸－

「自然の石油」と呼ばれる植物細胞の中にある高エネルギー分子－が注目されている。脂

肪酸は現在、バイオ燃料だけでなく、界面活性剤、溶剤、そして潤滑剤といった広範囲に

わたる主要な化学品の原材料として役だっている。 
 

 『Nature Biology』誌の主執筆者である

Zhang 氏は、次のように語る。「微生物によ

る脂肪酸からの燃料や化学品の生産は、化学

合成と比較して、より地球環境に優しく持続

可能な代替方法である。しかし、微生物によ

る化学品生産において、特にバイオ燃料や大

量に生産する低価格な化学品と採算が合うよ

うにするには、高い生産性、力価、そして収

率が不可欠である。」 

バイオエネルギー共同研究所 (JBEI)の Jay
Keasling 氏と Fuzhong Zhang 氏は、JBEI の

James Carothers 氏が開発した動的センサー制

御システムを使用し、微生物によるグルコースか

らのバイオディーゼル燃料生産を 3 倍増とした。

（写真：バークレー研究所 Roy Kaltschmidt 氏）

 
 微生物による脂肪酸ベースの化学品生産を

阻害するものは、合成物生成中の代謝の不安

定さである。 
 
 Zhang 氏は次のように語る。「低すぎる濃

度の経路遺伝子の発現は、バイオ合成経路に

障壁を生み出してしまう。一方で、高すぎる

濃度での発現は、リソース細胞を望まれる化

学物質に供されずに、不要な酵素や中間代謝

物の生産に流用されてしまう。さらに、これ

らの酵素や中間代謝物が蓄積すると、微生物

に有毒な作用を及ぼし、収率や生産性を低下

させてしまう可能性がある。」 
 
 合成バイオロジーのツールを使うに当たり、この難問に対処するため開発された戦略が

いくつかあったが、こういった従来の戦略は遺伝子発現レベルを静的に制御するだけであ

る。 
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 「遺伝子発現の制御システムがバイオリアクター内の特定の条件に適合され、その条件

が変化すると、制御システムは反応できなくなり、結果として合成に不具合をもたらす。」

と Zhang 氏は語る。 
 
 DSRS は、遺伝子操作された経路の中で鍵となる中間代謝物を感知することによって、

合成中にバイオリアクター内の微生物の代謝状態に対応する。その後、バイオリアクター

内で条件が変化しても、 大限の生産性に向けて経路を 適化する水準や比率でこれらの

供給を可能とするように、DSRS がこれらの中間物の生産や消費を管理する遺伝子を制御

する。 
 
 「自然は、バイオ合成中間体の感知に使用されるセンサーを発達させてきた。しかし、

自然に発生するレギュレーターは、遺伝子操作した経路を規制するのにはおおよそ十分で

はない。というのは、これらのレギュレーターは大量の化学品を生産するよりむしろ、宿

主の生存を支えるために発展を遂げてきたものだからだ。」と、Zhang 氏は語る。 
 

DSRS を創り出すため、Zhang 氏、Keasling 氏、そして Carothers 氏は、グルコース

から直接ディーゼル燃料を生成するよう JBEI で遺伝子操作された大腸菌バクテリアの株

に注目をした。大腸菌は十分に研究された微生物であり、脂肪酸を合成する自然の能力や、

遺伝子操作に例外的に従順な点からも、バイオ燃料研究の理想的な対象である。JBEI 研

究者は 新の研究で、ディーゼル燃料のバイオ合成経路において鍵となる中間代謝物－脂

肪酸アシル CoA－のためのバイオセンサーを初めて開発した。そして次に、細胞内のアシ

ル CoA レベルに応じて特定の遺伝子の発現を促進するプロモーター(DNA の一部)を開発

した。これらの合成プロモーターは、脂肪酸と「IPTG」として知られる誘導因子が共に

存在する時にのみ、完全に活性化する。 
 
 Zhang 氏はこう語る。「生成物の生産歩留まりを 大化するように厳重に調節された代

謝経路において、プロモーターから漏れ出る遺伝子の発現を排除することが不可欠である。

我々の合成プロモーターは、IPTG によって誘導されるまで抑制されており、また誘導レ

ベルは脂肪酸/アシル CoA レベルによって自動的に調整されることから、バイオディーゼ

ル燃料や他の脂肪酸ベース化学品の生産を制御するのに、すぐにでも使用可能である。」 
 
バイオディーゼル燃料を生産する大腸菌株に DSRS を導入することで、株の安定性が向

上し、燃料の収率は 3 倍となり、理論上の 大値が 28%に達した。技術がなお一層改良さ

れることで、収率はさらに高くなるはずである。また、DSRS は脂肪酸ベースおよびその

他の化学品の微生物生産にも適用できる。 
 

Zhang 氏はこう語る。「多数の自然のセンサーが利用可能なことを考えると、DSRS 戦

略は、多くのバイオ合成経路にまで拡張が可能であり、それにより新陳代謝を平衡させ、
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生産力価や収率を増加し、生産宿主を安定させる。自然のセンサーが利用可能か否かに関

係なく、代謝経路を動的に調整することがいつの日か可能となり、微生物による化学品や

燃料の生産を商業規模で競争力のあるものにする。」 
 
 本研究は DOE 科学局から一部支援を受けたほか、Synthetic Biology Engineering 
Research Center (SynBERC)を通じて、全米科学財団(National Science Foundation)から

も支援を受けた。 
 

#  #  # 
 
 JBEI は、DOE の科学局(Office of Science) によって 2007 年に設立された 3 つの組織

のバイオエネルギー研究センター(Bioenergy Research Centers)のうちの 1 組織である。

JBEI はバークレー研究所(Berkeley Lab)の率いる科学的パートナーシップであり、これに

はサンディア国立研究所(Sandia National Laboratories)、カリフォルニア大学バークレー

校とデイビス校(University of California campuses of Berkeley and Davis)、カーネギー

研究所(Carnegie Institution for Science)、およびローレンス・リバモア国立研究所

(Lawrence Livermore National Laboratory)が含まれる。DOE のバイオエネルギー研究

センターは、セルロース系バイオ燃料、または非食用植物繊維からのバイオ燃料の、費用

対効果が高く国家レベルでの生産に必要な基本的な科学的ブレイクスルーを探求する多く

の専門分野に渡る複数機関の研究チームをサポートしている。 
 
 ローレンス･バークレー国立研究所では、持続可能なエネルギーの促進、人々の健康の保

護、新材料の開発、そして宇宙の起源や行方の公開により、世界で 重要とされる科学的

課題に取り組んでいる。1931 年の創設以来、バークレー研究所の科学的専門性は、13 件

のノーベル賞により評価されている。カリフォルニア大学はDOEの科学局を管理している。

詳しくはウェブサイト www.lbl.gov.を参照のこと。 
 
 DOEの科学局(Office of Science)は、物理化学の基礎研究をサポートする米国における唯

一の大規模な組織で、現代の も喫緊の課題に取り組んでいる。詳しくはウェブサイ

トscience.energy.gov.を参照のこと。 
 
追加情報 

JBEIに関する更なる情報は、ホームページを参照 www.jbei.org 
 
SynBERCに関する更なる情報は、ホームページを参照 http://www.synberc.org/ 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
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出典：本資料は、米国ローレンス･バークレー国立研究所の以下の記事を翻訳したものであ

る。 
“New Synthetic Biology Technique Boosts Microbial Production of Diesel Fuel” 
http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2012/03/26/dsrs-boosts-microbial-production-o
f-diesel-fuel/ 
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(1084-9) 
 

【電子・情報(半導体)】 有機薄膜 導電性 分子の整列     
        
仮訳 
 

優れた有機エレクトロニクス（米国） 
 
米国エネルギー省(Department of Energy: 

DOE)のローレンスバークレー国立研究所(バ
ー ク レ ー ・ ラ ボ )(Lawrence Berkeley 
National Laboratory: Berkeley Lab)の新し

い研究により、より優れた新しい有機エレク

トロニクスデバイスの将来の展望はより明る

いものとなった。DOE のナノサイエンス・

セ ン タ ー で あ る バ ー ク レ ー ・ ラ ボ の

Molecular Foundry にて、研究チームは、有

機薄膜中の分子間を移動する電荷の経路を実

験によって初めて解明した。また、これによ

り、有機膜の導電率を向上するためにはどの

ような化学的な改造が可能であるかが示され

た。 
 
 「有機薄膜中の分子がある特定の方向に配

列されると、導電性が向上することを発見し

ました。」とバークレー・ラボの Materials Sciences Division のディレクター、かつナノ

スケールの表面の画像化の第一人者であり、この研究を率いた Miquel Salmeron 氏は述べ

る。「化学者にはこのような配列ができる有機薄膜の製造方法はすでに解っているので、彼

らは私たちが提供する手法を使って、分子の整列を横断したり、分子の整列方向に沿った

電荷移動における分子の整列およびその役割を解明することが可能となるはずです。これ

によって将来の有機エレクトロニックデバイスの性能が向上するでしょう。」と同氏は続け

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像をクリックして高解像度写真へ 

 

走査型透過電子顕微鏡による silicon nitride

（窒化ケイ素）膜上に蒸着された有機薄膜。画

像中の黄色い矢印は各結晶性ドメインの格子

方向を示す。緑色の丸印は多結晶部分を示す。

(画像提供：Berkeley Lab’s Molecular 
Foundry) 

 
 Salmeron 氏と同組織の Shaul Aloni 氏は、NanoLetters 誌掲載されている本研究の論

文、“Electron Microscopy Reveals Structure and Morphology of One Molecule Thin 
Organic Films”の責任著者である。他の共同著者は Virginia Altoe 氏、Florent Martin 氏、

および Allard Katan 氏である。 
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 有機エレクトロニクスは、プラスティック・エレクトロニクス、またはポリマー・エレ

クトロニクスとしても知られており、金属や半導体ではなく、炭素系の分子を導電体とし

て利用する素子である。その低コスト、軽量および弾性を伴う柔軟性により高く評価され

ている。有機エレクトロニクスは分子コンピューティングでも大きな役割を果たすと期待

されるが、金属や半導体と比較して低い電子導電率によってこれまで利用が妨げられてい

た。 
 

 「化学者やエンジニアは、直感と試行錯誤

の実験を通してこの分野を進展させて来まし

たが、例えば電子と正孔がどのように分子に

沿った方向へまたはそれを横切って移動する

のか、電荷移動が有機層の構造や分子の方向

にどのように依存するのか、そして機械的な

応力や化学物質のインプットに電荷移動がど

のように反応するのかなど、分子レベルで起

こっていることを理解しない限り、ある時点

で壁にぶつかってしまいます。」と Salmeron
氏は述べこう続ける。「私たちの実験結果によ

り、これらの課題への答えを出すことができ

るようになりました。」 
 

Salmeron 氏と彼の同僚研究者らは、この

研究では電子回折像を用いて、チトフェン環

の長鎖を含有する、広く利用されているポリ

マーの短鎖のものの単層から成る分子膜の結

晶構造をマッピングした。特に、多様な電子

透過性基板上に自己組織化されたペンタチオ

フェン酪酸(5TBA)とその二つの誘導体(D5TBA および DH5TBA)に焦点を絞った。4 個の

炭素原子と 1 個の硫黄原子の環を含む分子であるペンタチオフェン酪酸は、十分に研究さ

れた有望な有機半導体の仲間である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像をクリックして高解像度写真へ 

 

単層有機薄膜の構造と形態を研究した

Molecular Foundry’s Imaging and 
Manipulation of Nanostructures Facility の

(左から)Virginia Altoe 氏、Shaul Aloni 氏、お

よび Miquel Salmeron 氏。 
(写真：Roy Kaltschmidt、Berkeley Lab) 

 
 電子ビームを用いて単層有機膜の構造的結晶マップを作成することは大きな課題であっ

たことを、Aloni 氏は次のように説明する。 
 
 「これらの有機分子は、高エネルギーの電子に対し極めてセンシティブです。高エネル

ギー電子のビームが膜に当たると、直ちに分子が影響を受けます。そして数秒後には回折

像中の特徴的な分子間配列がみられなくなります。しかし、正しく利用すれば、電子顕微
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鏡は有機サンプルに関する他に類のない情報を提供してくれる重要なツールとなるので

す。」 
 
 Salmeron 氏、Aloni 氏および彼らの同僚研究者は、Molecular Foundry’s Imaging and 
Manipulation of Nanostructures Facility において、自ら開発した独自の方法と透過型電

子顕微鏡(transmission electron microscope: TEM)を組合せたアプローチにより、この課

題を解決した。平行電子ビームで膜を走査し、電子回折像を収集した後、コンピューター

で解析して構造的結晶マップを作成した。 
 
 「これらのマップには、単位格子のサイズ、対称性および方向、ドメインの方向と構造、

結晶化度、そしてマイクロメーター規模でのあらゆる変化に関する確固とした情報が含ま

れています。」と論文の第一著者である Altoe 氏は述べる。「このようなデータは、有機膜

の構造と電子移動の特性を理解することには不可欠なもので、サポート膜の化学的変化に

よって起こる小さな変化を追跡することができるようになります。」 
 
 著者らは、構造に関する情報を得ることと

引き替えに、分解能が多少犠牲になったこと

をこの論文において認めている。 
 
 「構造マップに取得可能な分解能は、サン

プルの耐放射性、検出器感度とノイズとデー

タ取得速度の間の妥協の上に成り立っていま

す。」と Salmeron 氏は述べこう続ける。「単

層膜をサポート可能な、またその構造に関す

る貴重な情報を収集可能なレベルで高エネル

ギーの電子量を保つには、ビームの直径を 90
ナノメーターまで拡張する必要がありました。

しかし、高速で超高感度の検出器の利用と、

ビーム位置の高速でダイレクトな制御を組み

合わせれば、10 ナノメートル分解能よりもよ

り優れた、より高い電子束の細いビームが可能となるはずです。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像をクリックして高解像度写真へ 

 

電子回折像により、単層有機薄膜の形態、構造

や性質に関する豊富な情報が得られる。 

(画像提供：Berkeley Lab’s Molecular 
Foundry) 

 
この研究における有機分子膜と基板の組合せにより、電子正孔(プラスに帯電したエネル

ギー空間)を通して電流を流したが、Salmeron 氏と同僚研究者らによれば、彼らの構造マ

ッピングの手法は、電子ベースの導電性を持つ材料にも適用できるという。 
 

Salmeron 氏は「私たちの方法論が材料の研究に幅広く適用されることを期待していま
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す。」と述べる。 
 

 Imaging and Manipulation of Nanostructures Facility において、Molecular Foundry
のユーザーはこの方法論の利用が可能であると Aloni 氏と Altoe 氏は説明する。 
 
 本研究は DOE の科学局(Office of Science)の支援により実施された。 

＃＃＃ 

 ローレンスバークレー国立研究所では、持続可能なエネルギーの促進、人々の健康の保

護、新材料の開発、そして宇宙の起源や行方の公開により、世界で 重要とされる科学的

課題に取り組んでいる。1931 年の創設以来、バークレー研究所の科学的専門知識は、13
件のノーベル賞により評価されている。カリフォルニア大学はDOEの科学局を管理してい

る。詳しくはウェブサイト www.lbl.govを参照のこと。 
 

Molecular Foundryは、DOEのナノスケールの学術的研究を実施する国立のユーザー施

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 先端の機

能を研究者に提供しており、国家ナノテクロジーイニシアティブ (National 
Nanotechnology Initiative : NNI)中の 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http://science.energy.govを参照のこと。 
 

 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
 
出典：本資料は米国ローレンス･バークレー国立研究所の以下の記事を翻訳したものである。 
“Better Organic Electronics” 
http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2012/03/20/better-organic-electronics/print/ 
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