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「洋上風力発電は、これから数十年後には多様で確実な低炭素排出のエネルギーミック

スを安定させるうえで、きわめて重要な部分を占めるようになるでしょう。そのコス

ト削減が必要であることは明らかです。」 
 
(英国エネルギー・気候変動省 Charles Hendry 閣外大臣) 

(1087-1) 

 

【新エネルギー(風力)】タスクフォース報告書(Offshore Wind Cost Reduction) 

 

仮訳 

 

来年から 7 年間で洋上風力発電コストを 30%超削減(英国) 

2012 年 6 月 13 日 

 洋上風力発電コスト削減タスクフォース報告書(Offshore Wind Cost Reduction 

Task Force Report)において、産業と英国政府が風力発電の製造にかかるコスト

を 2020 年までに MWh 当たり 30％超削減し￡100 にするための重要アクショ

ンプランが設定された。 

 

 タスクフォースによる当該報告書は、同様に来年から 7 年間で MWh 当たり

￡100 を達成することが可能であると結論づけた Crown Estate 社1による新た

な研究報告書の調査結果に基づいて作成されている。 

 

 エネルギー大臣は、洋上風力発電が「数十年後の低炭素排出エネルギーミック

スにおける、きわめて重要な部分を占める」と断言している。 

業界主導の組織である「洋上風力発電コスト削減タスクフォース(Offshore Wind 

Cost Reduction Task Force)」によって本日公開されたこの新たな報告書には、(2008

年の)計画通り、英国が来年から 7 年間で洋上風力による発電コストを大幅に削減する

方向に進んでいることが明らかにされている。 

 当該報告書は同日に発表されたCrown Estate社による研究報告書に記載されている

詳細なエビデンスに基づいて作成されており、コストを 30%超削減するための具体的

なアクションプランが示され、削減目標を達成するための方法が説明されている。 

                                                           
注1 訳者注：英国政府管理の特殊会社 
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 この大規模な削減により、洋上風力発電所から 18GW(英国全体の電力需要の約 20%

に当たる)の電力を供給するためのコストが、2020 年までに現在の￡140/MWh から

￡100/MWhへと推移し、年間では 30億ポンドの発電コストが削減されることになる。

この目標に到達する過程で洋上風力発電は英国のエネルギーミックスを形成する他の

発電形態に十分な競争力を持つ方向に向け、今後も大きな進化を遂げることになるだろ

う。 

 洋上風力発電コスト削減タスクフォースの報告書では、業界がどのように発電コスト

を削減できるかについての具体的な 28 の提案が示されており、その分野はサプライチ

ェーン、イノベーション、契約戦略、計画の立案と許認可、財源、及びグリッド網に及

ぶ。こうした提案の中でタスクフォースは、これまでに北海における石油・ガス産業で

リスク及びコストを削減するために効果的に利用されてきた、より効率的な契約、及び

「連携(alliancing)」のコンセプトを強調しており、これがコスト削減や実施作業の改

善を行ううえでトランスフォーマティブとなりうる可能性がある。 

 さらにタスクフォースは、より強固な国内サプライチェーンが発展していくことを認

識しており、注目すべき重要分野として競争を激化させた。 

 タスクフォースの報告書も、現在生じている課題に対処するために、産業及び政府に

対して今まで以上に綿密な協力を求めている。そのための新たな委員会 Programme 

Board が設置される予定。 

 

 

Charles Hendry 氏(英国エネルギー閣外大臣)のコメント 

「洋上風力発電は、これから数十年後には低炭素排出のエネルギーミックスを安定させ

るうえで、きわめて重要な部分を占めるようになるでしょう。そのコスト削減が必要で

あることは明らかです。」 

「アクションプランの実行により大幅なコスト削減が達成可能であることがこの報告

書によって示されたことで勇気づけられましたし、この有益な任務を歓迎します。計画

を前に進め、非常に意欲的な目標の達成に向け、業界の方々と綿密な協力ができるのを

楽しみにしています。」 
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Fergus Ewing 氏(スコットランド政府エネルギー大臣)のコメント 

「洋上風力発電の可能性を最大限に引き出し、関連する経済的利益を得るために無くて

はならない大幅なコスト削減を達成するための、現実的な道筋を示すコスト削減タスク

フォースからの報告書、及び Crown Estate 社の研究報告書(Crown Estate Pathways 

Development study)を歓迎します。」 

「リース会社は既に、スコットランド海域に 10GW 分の洋上風力発電設備を開発する

許認可を受けており、EDPR 社や Repsol 社といった企業と共に、洋上風力のもつ可能

性の発展に向けて尽力しています。さらに、Samsung 社や三菱、Gamesa 社といった

国際的な企業がスコットランドを拠点として次世代型タービンの開発を行っています。

これは、今後数十年の間に洋上風力発電が他の電力に対して競争力をもち、信頼性のあ

る再生可能エネルギー源であることを確実とする、重要でイノベーティブな仕事です。」 

 

Andrew Jamieson 氏(洋上風力発電コスト削減タスクフォース代表、ScottishPower 

Renewables 社 Policy and Innovation 担当ディレクター、Renewable UK 注2代表)のコ

メント 

「英国が牽引してきた洋上風力分野が今後 10 年間で著しく拡大し、国内のエネルギー

ミックスにおける巨大な潜在力の実現を確実なものとするには、コストの削減がきわめ

て重要です。これを進めていく中で、リスクの軽減や本分野に対する投資促進だけでな

く、エネルギー価格の高騰から消費者をなおいっそう保護し、業界が求める財政支援を

減らし、今後数 10 年間で雇用、及びエネルギー安全保障がもたらされるようになるで

しょう。 

集められたエビデンスを考慮しながら、タスクフォースのもつ相当な専門的知識が業界

及び政府の両者に対して興味深いいくつかの提案を示していますが、大事なことは私た

ち全員がすぐに行動を開始することです。そうすることで、コスト削減目標を達成し、

国内外のエネルギー市場で英国が経済チャンスを生み出すことができると確信してい

ます。」 

 

 

                                                           
注2 訳者注：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) 
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洋上風力発電分野の第一人者は、2 つの報告書の重要性を強調した。 

 

Maria McCaffery 氏(Renewable UK チーフエグゼクティブ)のコメント 

「洋上風力発電の開発コスト削減にコミットすることにより、英国が洋上風力業界の世

界的リーダーである理由が、今一度はっきりと表明されました。RenewableUK は、業

界がこの報告書の提案に沿うよう指導する役割を担う心構えができています。 

我々はこの英国の地位をさらに押し上げ、英国企業に経済機会をもたらすために、本日

報告書(Offshore Wind Project Timelines)を発表しました。これにより、より明瞭な洋

上風力発電開発のタイミングが示され、サプライヤーがいつ、どこに投資がなされるべ

きかといった詳細な情報が得られるようになります。こうした情報やタスクフォースの

報告書による提案を通じて、洋上風力分野はよりコスト競争力をもち、英国のエネルギ

ー需要をまかなう上で重要性を増していくと同時に、大きな経済成長を支えていくでし

ょう。」 

 

Benj Sykes 氏(DONG Energy 社の UK Wind Operations ディレクター)のコメント 

「タスクフォースの報告書は、洋上風力発電コストの削減方法の特定が良い方向に進展

していることを表しています。我々は推進派の一員として、￡100/MWh という目標を

達成するためには業界と政府が共に課題解決のための方法を見つけることがきわめて

重要であると確信しています。期限が迫っているため、産業界は報告書のアイデアは今

すぐに実行に移されなければなりません。」 

 

Andy Kinsella 氏(Mainstream Renewable Power 社の洋上風力ディレクター兼 CEO)

のコメント 

「Mainstream Renewable Power 社はエネルギーコスト削減に尽力しており、MWh

当たり￡100 での洋上風力発電が到達可能であると確信しています。これは我が社の優

先目標の一つでもあり、これに貢献するため、Hornsea 地区に設置された「ねじれた

(twisted jacket 注3)」基礎構造のようなイノベーティブな活動を今後も数多くリードし

                                                           
注3 訳者注：参考 HP http://www.rechargenews.com/business_area/innovation/article253198.ece 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1087, 2012.8.1

4

http://www.rechargenews.com/business_area/innovation/article253198.ece


ていくと同時に、Supergrid を通じたより良い相互電力供給網の主要サプライヤーとの

枠組み契約を保護し、開発の初期段階からサプライヤーと共に活動していきます。メガ

ワット時間当たり￡100 を現実的なものとするため、こうした実践的な方法を行ってい

ます。」 

 

Jim Smith 氏(SSE Renewables 社のマネージングディレクター)のコメント 

「英国が CO2 排出削減を継続させることは必須ですが、投資資金は最大限に有効活用

しなければなりません。SSE 社は英国の主要な再生可能エネルギー発電業者であり、

洋上風力発電への主要な投資家として報告書にある調査結果を歓迎し、この 10 年が終

わるまでに洋上風力発電コストを削減しようと取り組むあらゆる方々との密接な協力

活動を継続していきます。」 

 

Rob Hastings氏(Crown Estate 社の Energy & Infrastructure Portfolio ディレクター)

のコメント 

「洋上風力発電コスト削減には単一の解決策はなく、この分野の全ての関係者がそれぞ

れの役割を担う必要があると確信しています。我々は権威ある研究報告書(Pathways 

Study)の制作を促進し、環境と社会の両方に恩恵を与えながらも採算のとれる持続可能

な洋上風力産業を創る非常に信頼性のある方法を、産業や政府に先駆けて特定しました。

我々は、我々の研究根拠を適用した英国エネルギー・気候変動省(DEOO)によって設置

された業界主導の「コスト削減タスクフォース（Cost Reduction Task Force）」によ

って発表されたレポートを歓迎します。タスクフォースの報告書に掲載されたアクショ

ンプランを実行するため、委員会(programme board)、産業、政府と共に協力できるこ

とを楽しみにしています。」 

 

編集者ノート 

業界主導による洋上風力発電コスト削減タスクフォースは、2011 年 7 月に英国エネ

ルギー・気候変動省によって公示された。このグループは風力エネルギー分野の主要専

門家たちによって構成されており、同年 10 月に最初のミーティングが開催された。 
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 同タスクフォースの報告書では、洋上風力発電コストを 2020 年までに 30%超削減し

て￡100/MWh を実現する方法を示した、具体的なロードマップが設定されている。 

 タスクフォースの報告書は、こうしたコスト削減が可能であるという考えを確立させ

た、Crown Estate 社の分析に基づいて構築されたものである。 

 この 2 つの報告書は、ロンドンの ExCel 会場で開催される RebewableUK 主催の

Global Offshore 2012 conference(6 月 13 日、14 日)にて合同発表される予定。各団体

の代表者 5000 名が出席し、300 社が出展する。 

プレスカンファレンス(10:50-11:30am)における演説予定者は次のとおり： 

 Rob Hastings 氏(Crown Estate 社の Energy and Infrastructure 担当ディレク

ター) 

 Charles Hendry 氏(英国エネルギー・気候変動省閣外大臣) 

 Andrew Jamieson 氏(洋上風力発電コスト削減タスクフォース代表) 

 Maria McCaffery 氏(RenewableUK チーフエグゼクティブ) 

コスト削減タスクフォース(CRTF)の報告書は 6月 13日(水)に RenewableUK のウェブ

サイトに掲載される予定。 

 Ed Davey 氏(英国エネルギー・気候変動省閣内大臣)の演説はカンファレンス 2

日目(6 月 14 日(木)の 9:45-10:15am) 

 Fergus Ewing氏(スコットランド政府エネルギー大臣)によるイベントは6月13

日(水)の 10:00am 開始 

詳細は RenewableUK ウェブサイトへ 

プレスカンファレンスへの参加希望者は、Global Offshore 2012 の無料メディアパスに

登録が必要となる。問い合わせ先は次のとおり： 

 Robert Norris(コミュニケーション部代表)  

020 7901 3013 Robert.Norris@RenewableUK.com 

 Adam Bell(コミュニケーション部マネージャー) 

020 7901 3038 Adam.Bell@RenewableUK.com 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 

 

出典：本資料は、英国エネルギー・気候変動省(DECC)の以下の記事を翻訳したもので

ある。 

“Offshore wind industry to slash costs by over 30% in next seven years” 

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/pn12_074/pn12_074.aspx 
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(1087-1-(1)) 

 

【新エネルギー(風力)】再生可能エネルギーロードマップ(UK Renewable Energy Roadmap)   

          ￡100/MWh by 2020 Crown Estate 社 サプライチェーン 

                   

仮訳 

 

洋上風力発電コスト削減タスクフォース(CRTF)報告書 
エグゼキュティブサマリー（英国） 

2012 年 6 月 13 日 

 

 我々は今、洋上風力発電によって、持続可能で競争的な産業を創出してその建設や運転

に将来多くの雇用を生み出すという、英国において長年にわたり見ることのなかった機会

を得ている。洋上風力発電によって、クリーンで環境に優しいエネルギー源から英国の電

力使用(需要)の主要な部分が賄われ、英国のエネルギー保障に大きく貢献するだろう。 

 

 2011 年 6 月、英国政府の再生可能エネルギーロードマップ(UK Renewable Energy 

Roadmap 注1)において、政府は、我々の大望、つまり設備容量として約 18GW を実現すれ

ば、洋上風力発電の電力コストは 2020 年までに大きく低減することになると明言した。

そして、英国政府より、経験豊富な産業界の専門家から成る Offshore Wind Cost 

Reduction Task Force (CRTF: 洋上風力発電コスト削減タスクフォース)を招集して、

2020年までに￡100/MWh 注2を目標に電力コストの低減方法について検討するようにとの

依頼を受けた。 

 

 収集済みのエビデンスに基づき、また我々の提言が採用されたと仮定すれば、洋上風力

発電コストは 2020 年までに￡100/MWh の目標達成可能と CRTF は結論した。 

 

 CRTF は、可能な限り電力部門内外の両方、特に英国の洋上オイル・ガスセクター(Oil 

and Gas sector: O&G)からベストプラクティスのエビデンスを採用している。また特に、

CRTF が密接に協力したクラウンエステート社(The Crown Estate)が発表した、包括的な

Offshore Wind Cost Reduction Pathways Study (TCE Study) 注3から得られるエビデンス

                                              
注1 DECC ((July 2011), UK Renewable Energy Roadmap, 

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/meeting_energy/renewable_ener/re_roadmap/re_roadmap.aspx 
注2 2011 UK Renewable Energy Roadmap にあるように、現在の推定コスト範囲￡149～191/MWh の均等化

発電原価￡100/MWh とする。 
注3 The Crown Estate (June 2012), Offshore Wind Cost Reduction Pathways Study, 

http://www.thecrownestate.co.uk/energy/offshore-wind-energy/working-with-us/strategic-workstreams/cos

t-reduction-study/ 
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を考慮した。 

 CRTF 内、および産業内や政府(英国および権限を移譲された管理機関)内およびそれらに

関連する多くの人々との広範囲に及ぶ議論から、それら全ての人々が、英国の洋上風力発

電を成功させたいとする意欲に、私は強く励まされた。 

 

 洋上風力発電を促進する理由は多くある：我々は再生可能エネルギーの成長に対する確

固としたコミットメントと多くの点で世界のどの国よりも安定した政策を持つ政府を有し

ていること；責任を持ってクライアントに対応し、産業を更に発展させる多くの有効な活

動をする Crown Estate 社のランドオーナーを有していること、自然に豊富に存在する風

力を最適に利用し、また新しい雇用先とスキルを通して可能な限り経済的な繁栄を提供し

ようと試み、あらゆる課題を克服して新しい低炭素電力を提供することを目指している、

献身的でイノベーティブな洋上風力産業を有していることである。 

 

 これらのような前向きな見通しにかかわらず、実施されるべき事項は多くある。今後数

年間にわたる電力供給スケジュールにはギャップがあり、コストは上昇を続けている。サ

プライチェーンは（規模が）限定される可能性もあり、その拡大に躊躇しがちである。金

融業者は建設のリスクに魅力を感じておらず、たとえ投資資金の流入が継続したとしても、

産業の将来の見通しは常に注視されている。規制やインセンティブメカニズムの改革は引

き続き主要なリスクと考えられており、プロジェクトのデベロッパーやオーナー達は、直

近の同意したニーズを厳密に満足させるに必要とする以上の投資には消極的であり、多く

の場合、成長の促進に必要な他の変革的活動を疎かにしている。 

 

 我々はまた、2020 年まででは、(洋上風力発電) セクターのコストの主要な課題を克服

するには時間が不足していると認識しており、同産業界に対し自然に任せるよりも速やか

にコストを削減することを求めている。プロジェクトが大幅に進行した後のプロジェクト

の変化を待つ余裕などはないので、コスト削減には直ちに着手する必要がある。 

 

以下の手段によってコストを削減できることは、直観的に明白である： 

(ⅰ)より強固で一貫性のある、休止期間を最小限化したプロジェクト・パイプライン(進行)

により、サプライチェーンがその改善やダウンタイムコストの回避において自信を得るこ

とが可能となり、産業全体がより迅速にベストプラクティスを学習し、革新し、進展する

ことが可能となる。  

(ⅱ)多くの新規参入者によって拡大されたサプライチェーンのキャパシティにより、価格競

合が増加する。 

(ⅲ)継続した明示的な政治的支援による協力的な政策の傾向が投資家の信頼を向上させ、そ

の結果、マーケットの需要を期待してよりダイナミックにプロジェクトやインフラへと投

資を行う、安価なファイナンスとより多大な意欲が提供される。 
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 これらのような必要条件が、実際の例、または利害関係者の見解においてなぜ満たされ

ていないのかを詳しく調べた。 

 

 さらに、CRTF が考える、コスト要因となっている最大の課題について対処することに

した。このセクターの将来の健全性に影響する課題には、スキルや労働力の有無など他に

もある。このような他のリスクに関して、産業や政府は既に承知しているものとしてそれ

らに取り組むための活動は既に進行中であるので、我々の取り扱う範囲外であると考える。 

 

とりわけ、政府の「Electricity Market Reform 注4(参考訳:電力市場改革)」を成功させる

必要性と、このような改革が生み出す課題は、これまでの会議において頻繁に取り上げら

れる題目であった。我々が投資先として正しいマーケットのフレームワークを持つことは、

明らかに重要である。投資家の意欲を削ぐ、市場の中断をもたらすリスクは存在する。こ

の件の他の部分において、政府から産業にわたり多くの関与と議論があることは認識して

おり、その詳細は我々が扱う範囲を大きく外れていると考える。しかし、特にファンディ

ングの見通しについて対処する場合、多くの局面が密接に関係しているため、このレポー

トでの我々の提言に対比した Electricity Market Reform の案に、英国政府は特に注意を

払うよう願う。  

 

 CRTF の優先事項は、コストの削減方法を考えることである。英国はサプライチェーン

の多くの分野において、製造と雇用の適切な機会を多く提供することが可能であるが、他

の分野ではそうではない。しかし、我々のマーケットとヨーロッパの他のマーケット、ま

たそれら以外のマーケットで経済的に役目を果たせる機会があれば、それらを得るべきで

ある。 

 

本レポートのキーとなる提言は 6、7 ページに詳細あり。 

 

ここで、それらのうちの 2 項目に対し特に強調したい。 

 

 

 

1. 産業が請負契約の構造を再評価する 

 

 14ヶ所のプロジェクトサイト全体で 1.86GWの洋上風力発電設備の完全な設置により、

                                              
注4 「Electricity Market Reform」に関する詳細は以下を参照のこと：

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/meeting_energy/markets/electricity/electricity.aspx 
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世界の洋上風力発電において英国は最先端となる(Renewable UK, UKWED 注5)。しかしな

がら、これらのプロジェクトは、プログラムの展開と信頼性に関して成功と失敗が入り交

じったものであり、総じてコストは増加している。我々は、デベロッパーとサプライチェ

ーン間のより包括的かつ協力的なアプローチにより更なる大幅なコスト削減が可能である

と示唆する、特にオイル・ガスセクターと大規模な送電契約から得たエビデンスを考慮し

た。 

一般的に「提携(Alliancing)」として知られる運営形態には、プロジェクトの計画段階で

の早期かつ非公式なサプライチェーンが関与するという形態から、プロジェクト参加者に

プロジェクトの目標コストを達成するための課題やプロセスに対し更に効果的なマネジメ

ントをする権限を与える全面的に協力的かつ自主的なプロジェクトの形態まで、多くの形

態がある。CRTF は、洋上風力セクターにはこのような多くのプロジェクト運営形態を取

り入れる余地があると考えている。しかし、他セクターのように効率良くそれを実施する

には、特にサプライチェーンの制約、商業的に実証されていない同価格が契約段階のもの

ではない、最新のより大きなタービンの発展性など多くの障害がある。 

 

 そのため、それらのような障害にどのように対処するべきかについても、このレポート

で提言している。 

 

 それでもやはり、我々にとってエビデンスは疑う余地のないものである。この点に関し

て、洋上風力産業は自助的に多くを実施することができる。同産業が新しい運営形態など

のカルチャーに係わる課題に対処すると決めれば、そしてサプライチェーン全体で、また

非競合案件について競合者とより縦断的、横断的、協力的、革新的に動くと決めたならば、

大幅なコスト節約が可能となるだろう。 

 

 

 

2. 新しい洋上風力発電プログラムボードの設立 

 

 前述したように、産業、政府、そして利害関係者を問わず、洋上風力発電の展開に影響

を与える課題の対処と解決に有効な事項が多く存在している。しかし、その多くは、洋上

風力発電産業、また時には公的セクターの様々な部門の中で、不透明であり、調整が図ら

れているものではない。 

課題というものが、ぎりぎりまで取り組まれないのは良くあることだ。 

これは、新たな参加者を引きつけるものでも、投資家の信頼の向上に資するものでもな

い。 

                                              
注5 http://www.bwea.com/ukwed/ 
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さらに、本件のような報告書のきわめて多くは、課題が実施させることなく棚上げされ

てしまうリスクがある。 

 

そこで、産業、政府、法定自然保護顧問(Statutory Nature Conservation Advisors)の上

位代表者数名で構成される新しい洋上風力プログラムボードを提案する(Offshore Wind 

Programme Board: OWPB)。このモデルは、例えば、スコットランド政府の洋上風力産

業グループ(Scottish Government’s Offshore Wind Industry Group) 注6、O&G PILOT 注7、

そして Aerospace Business Leaders Group 注8のような、電力や他セクターで実施成功し

たグループ例に基づいている。このプログラムボードの目標は、英国の洋上風力セクター

を一つのビジネスと見なし、その原因が規制か産業界の慣行かにかかわらず積極的にリス

クを検討し、課題解決の対処に適切な人員を任命する。また、本レポートにて提言されて

いる活動の進捗状況を評価する。そこでの議論は非公開に、率直かつ協力的に実施され、

その結果は公開される。尐なくとも初期には、エネルギー閣僚と産業の高位代表者が共同

議長を務める Offshore Wind Developer ’s Forum へと報告する。OWPB は、2012 年の秋

までに設立されるべきであり、毎年定期的にリスクの評価と対処を実施する。その活動が

成功すれば、OWPB はセクターの信頼を向上させる促進剤と見なされるだろう。 

 

 

 

安全衛生 

 

 また、このコスト削減期間を通して、我々の産業の安全衛生が確実に最優先事項として

位置付けされることに、CRTF が特に注意を払ったことへの言及も重要である。 

私は、プロジェクトのプロセス、計画、運営実施を改善するためのより親密な機会を与え

る、特に前述したコストに関する産業のベストプラクティス改善のための提言が、安全衛

生においてベストプラクティスを強化する素晴らしい機会を提供すると信じている。 

 

 

 

結論 

 

クラウンエステート社の Offshore Wind Cost Reduction Pathways Study と CRTF が

収集・評価した情報を組み合わせたエビデンスによると、プロジェクトの十分な推進力、

                                              
注6 http://www.scotland.gov.uk/Publications/2010/09/28115850/0 
注7 http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/meeting_energy/oil_gas/pilot/pilot.aspx 
注8 
http://www.bis.gov.uk/policies/business-sectors/aerospace-marine-and-defence/aerospace-overview/aerospace-innovatio

n-and-growth-team 
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サプライチェーンの競争、そして産業と利害関係者間のより強固な協力体制があれば、洋

上風力発電の平均エネルギーコストは 2020 年までに￡100/MWh まで削減可能としてい

る。障害は必ず乗り越えることができるものであり、同レポートではその中でも最大の障

害への対処方法を提言している。 

 

 本レポートと全関係者の決意の持続により、英国の洋上風力発電セクターは、数千件の

雇用を創出し、今後の経済成長のエンジンとして、英国が必要としている低炭素の電力を

大量に無理のない方法で供給することができるはずである。 
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重要提案一覧表 

 

包括的提案 

1 洋上風力開発に影響を与える問題を先取りして対処し、不必要な納期遅れを回避するた

め、Offshore Wind Developers’ Forum (洋上風力開発業者フォーラム: OWDF)に対して最

初に報告を行う組織として、 産業と政府によるOffshore Wind Programme Board(洋上風

力委員会: OWPB)を設置する。このメンバーは、開発者やDECCに限るべきではなく、サプ

ライチェーン関係者や政府の重要関係省庁、及び Statutory Nature Conservation Advisors
注9(政府の法定自然保護顧問)らを参加させるべきである。 

サプライチェーンに関する提案 

2  重要なサプライチェーンにおける障害を把握するため、OWPBは本年秋までに戦略的なサ

プライチェーンリスクのリストの確立を目指す。 

3  政府は、洋上風力発電に関連するサプライチェーンへの参入能力を有する企業との直接契

約を緊急に増やし、障害に発展しうる可能性を縮小させる必要がある。専門的かつ目的意識

をもった契約内容にすべきである。産業と協力し、資金調達の機会等、投資を抑制する障害

を特定し、市場参入する個々の企業を支援する際に何がなされるべきかを分析する。 

4  RenewableUKとデベロッパー各社は、OWPBを通じ、より優れた詳細なプロジェクトの

見通しを提供する既存のオンラインプロジェクトのタイムラインチャート開発に基づいて

活動すべきである。 

デベロッパー各社は、OWPBを通じ、他の分野におけるベストプラクティス(成功事例)を応

用してサプライチェーンの川下部分と情報交換する機会を得るための契約戦略を開発すべ

きである。完了目標は本年末。 

5  政府は、中小企業(SME)を支援対象に、(洋上風力市場における)多様化の促進や事前資格

申込に向けたアドバイスを提供する仕組みを導入すべきである。 

6  政府は利用可能な手段を用いてラウンド3(Round Three)注10の初期タイムラインに合うよ

う、出来るだけ多くのタービン製造業者への投資保証を目指すべきである。サプライチェー

ンの一次または二次調達先を構成する製造業者を手助けする支援を用意すべきである。 

  

                                              
注9 訳者注：参考 PDF ファイル(p23) 

http://www.iene.info/COST341/nationalreports/unitedkingdomUK.pdf 
注10 訳者注：Crown Estate 社は、洋上風力発電所を設置する自社の所有海域を 3 区分に分け、それぞれの区

域ごとに製造業者とのライセンス契約を締結している。ここでの Round Three とは、最終区域(9 箇所)を指す。 
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イノベーションに関する提案 

7  風力発電所の開発や設置を取り巻くあらゆる事象の標準化に関する分析や提案を行うた

め、OWPBを通じて技術レベルでの運営を行う標準化団体(Standardization Body) を設置

すべきである。OWPBはOffshore Renewable Energy Catapult Centre注11と、当該活動への

取組についての合意を本年秋までに見つけなければならない。 

8  実用化プロジェクトのテストを含め、将来の陸上、及び洋上でのテスト実施を行うための、

好条件かつ効果的な場所を確保する必要がある。まずはRenewableUKとCrown Estate社が

テスト実施場所としてリース手続きや承認手続きが進行中(あるいは計画中)の事案から学ん

だ知識を収集及び構築できるようベストプラクティスワークショップを提供し、OWPBが取

り組むべき行動計画を産業や政府と共に本年末までに提案するべきである。 

9  Crown Estate社の行ったラウンド3の建設タイムラインに間に合う陸上／洋上テスト場

所の必要性と実現可能性とのギャップ分析に基づき、OWPBは本年末までに選択肢を特定

し、追加的テスト能力を迅速に供給する方法についての提案を示すべきである。 

契約戦略に関する提案 

10  エビデンスは、他分野において、関係各所の「連携」した取り組みによってコスト削減が

後押しされたことを強く示している。デベロッパーはこうした取り組みを心がけるべきであ

り、さらにOWDFに対しては、本年秋までに産業全体に渡る上層部経営者らと共にアクショ

ンプランに取りかかるよう提案する。 

11  新たな契約戦略へ適応しようとする企業を支援するため、業界出身のベテランが最善策や

モデルを特定するCommon Knowledge Forum(知識共有フォーラム)を本年末までに設置す

るべきである。 

12  企業のモデル採用を容易にするため、Common Knowledge Forumはプロセス、技術、契

約に関して適切な標準化プロセスを追求すべきである。 

13  Common Knowledge Forumは、「連携」モデルに沿った洋上風力の進展を妨げる障害の

特定と対応に絶えず努める。 

計画立案と承認に関する提案 

14  各ミーティングで常に検討されるべき課題(standing item)としてOWPBは産業界の有効

性のレビューにより得られる承認プロセスの実施に関する変化をモニターすべきである。 

15  各ミーティングで常に検討されるべき課題として、OWPBは承認プロセスにかかる時間や

負担をモニターし、England及びWalesにおける全てのプロジェクトに関して、事前申請段

階で3年未満、審査段階で15ヶ月未満での終了を目指すべきである。 

  

                                              
注11 訳者注：英国の産学官および研究施設間の橋渡しを目的とした研究センター(Center of excellence) 

https://catapult.innovateuk.org/about-catapult;jsessionid=A8609B8210CE0AD873B14D2613AE87E9.2 
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16  英国政府はHabitats and Wild Birds Directive Implementation Review (生息地指令及び

野鳥指令実施レビュー)で設けられた重要提案を実施すべきである。特に、洋上風力発電に

対するImperative Reasons of Overriding Public Interest(公共利益に優先する強制理由: 

IROPI)の適用については可能な限り迅速に透明性をもたせるべきであり、またエビデンス

要求への合意に関する新たなプロセスや前もっての重要な最低限の大まかな基準値の設定

は、産業と協力して行われるべきである。既に述べたように、OWPBは本年秋までにこの有

効性をモニターすべきである。 

17  事前申請段階における合理化を確実にするため、産業界は当該案件のメリットに関するア

ドバイスを含めた手続きのさらなる簡易化を(英国政府保健省)環境計画調査局(Planning 

Inspectorate: PINS)に対して緊急に求めている。 

18  英国政府は以下の項目を通して、承認プロセスにおける柔軟性を維持すべきである。 

(a)Rochdale Envelope注12の適用の継続 

(b)審査段階において、デベロッパーが合理的で些細な修正を可能にする規定 

19  英国コミュニティ・地方自治省(DCLG)は、些細かつ予期されていなかった修正が実際的

かつバランスのとれた方法で実行されることを確実にするため、産業及びPINSと共に本年

末までに重大変更に分類されるものについての手引きを作成するべきである。  

20  英国政府は気候変動の緩和と地域の自然保護に沿った持続可能な開発をもたらすための

明確な権限を持った法定顧問(Statutory Advisors)を十分に配備し、任務がタイムリーに遂

行されるよう、適切かつ効果的な課題の優先順位付けを確実にすべきである。短期的(本年

夏期)には、産業及び政府は自然保護委員会(Joint Nature Conservation Committee: JNCC)

の資金不足解消に重点的に取り組むべきである。 

グリッド網と送電に関する提案 

21  政府は、従来及び新規のケーブル供給会社に関与し、さらなる高圧直流送電(HVDC)用の

高分子ケーブル導入に向け、可能な対応を特定すべきである。これにより1GWと2GWの

HVDC接続コストが下がり易くなるだろう。 

22  産業は、例えばOffshore Renewable Energy Catapult Centreを通す等、産業全体のプロ

ジェクト実施レポートを如何なる方法で提出するかを調査すべきである。 

23   (イノベーションの章で既出のOffshore Renewable Energy Catapult Centre主導となる

可能性のある) 標準化団体は、送電所や変電所のモジュール標準化の可能性を考察すべきで

ある。当該団体は国際大電力システム会議(International Council on Large Electrical 

Systems: CIGRE)のような、標準化に関する経験を有した技術専門家グループのサポートを

得るべきである。 

                                              
注12 訳者注：”Planning Act 2008”に基づき、特に洋上風力発電のデベロッパーの数については開発の承認申

請状況を考慮し、承認制度の柔軟性についてアドバイスを求めることのできる制度。 

参考資料：http://infrastructure.planningportal.gov.uk/wp-content/uploads/2012/03/Advice-note-9.pdf 
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24  RenewableUKの洋上風力発電グリッドグループ(Offshore Grid Group)は、送電所に必要

な特定の構成部品設計を認可する役割を担い、標準化の促進やプロジェクトのリスク軽減に

寄与することができる設計権限者(Design Authority)としての潜在的役割に関する報告書を

本 年末までに提出する役割を担う。この報告書はOWDFに提出され、実行可能性のある更

なるアクションのために考慮され、さらに、現在は全国高圧送電線網(NETSO) が担うネッ

トワーク計画の役割と英国の電力・ガス規制当局Ofgemが請け負う統合送電の計画と規制

(Integrated Transmission Planning and Regulation: ITPR)調査の重要性認識にも必要と

されるだろう。 

財務に関する提案 

25  産業は特に建設工事中において、信用格付機関(Credit Rating Agency)を含めた利害関係

者と協力し、簡易でイノベーティブな取引形態を構築し、信頼性のある長期物価スライド型

の収益増加を確保すべきである。これは複雑な作業である。我々は、必要に応じて財務及び

契約に関する専門家を巻き込みながら、どれほど効果的に重大な変化を迅速にもたらすこと

ができるのかを示す詳細な調査報告を、本年末までにOWDFの委員会メンバーに提案する。 

26  英国政府ビジネス・イノベーション・技能省(BIS)は、可能な限り速やかに公的金融機関

Green Investment Bank(: GIS)を洋上風力発電分野に展開させ、新たな資本の投入を促進す

べきである。 

27  産業とGIBはリスクの多様性を規定し、公益資本の再利用を容易にするため、洋上(および

可能性として陸上)風力発電用に資産をプールするしくみの構築について調査を行うべきで

ある。調査後の対応は、DECCがCrown Estate社、OWPB他と共に進めるべきである。 

28  産業界は保険業界に彼らの経験や商品が、建設中及び稼働中のリスク緩和に適用できるか

を調査させるべきである。まずはOWPBがこれに着手すべきである。 

29  産業はOWPBに金融業界への教育や状況説明を先導させ、洋上風力発電への長期リスク資

本の投入を推奨すべきである。まずはOWPBがこれに着手すべきである。 

 

 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子／望月 麻衣） 

 

 

出典：本資料は、Offshore Wind Cost Reduction Task Force の以下の記事を翻訳したも

のである。 

“Executive Summary and Table of Key Recommendations, Offshore Wind Cost 

Reduction Task Force Report June 2012”  

（http://www.bwea.com/pdf/publications/Offshore_Task_Force_Report.pdf） 
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(1087-1-(2)) 

 

【新エネルギー（風力）】最終投資決定(FID)  均等化発電原価(LCOE) 

 

仮訳 

 

Crown Estate社による洋上風力発電コスト削減の道筋の調査 

エグゼキュティブサマリー（英国） 

 

2000 年代初めに商業規模のウィンドファームが普及して以来、英国の洋上風力発電コス

トは大幅に増加している。この要因は、関連コストの増加（物価上昇、通貨変動）だけで

なく、サプライチェーンにおけるボトルネック、完全でない信頼性、そして建設地がより

遠海へ移動したことといったより具体的なものである。近年のウィンドファーム･プロジェ

クトの発表によると、コストはおよそ￡140／MWh で安定しているという（2011 年最終

投資決定(Final Investment Decision：FID)におけるプロジェクトの場合）。一方で、政府

と産業界は洋上風力の事業規模や新たなテクノロジーや設備への投資に関して、重大な決

断を迫られている。将来的なコストは、英国における産業の今後の規模を決定付ける上で

極めて重要である。 

 

 本調査では、洋上風力発電コストの削減の可能性に関する厳密かつ有効な評価が行われ

た。本結果は、6 ヵ月にわたって 120 に上る企業や団体、及び洋上風力業界、保険、学術、

そして金融機関に属する個人といった前例のない取り組みや挑戦に基づいたものである。 

 

2020 年までに洋上風力コストを£100／MWh まで削減可能 

 エネルギー･気候変動省(DECC)は、風力発電産業の規模を最大限に拡大するために、

2020 年までに洋上風力発電における均等化発電原価(Levelized Cost of Energy：LCOE)

が £100／MWh を達成すべくチャレンジを推し進めている。プロジェクトの参加者から

の情報を活用し、我々は風力産業における洋上風力の発展を可能とする様々な方法を反映

した 4 つの「ストーリー」を定めた。これらの予想は、£100／MWh という野望の達成を

検証するため、コスト削減の「道筋」を構築するベースとして用いられた。我々のコスト

削減の方法によって、洋上風力産業が直面する主な不確実な点が LCOE にもたらす影響を

検討する 

 

 設置される洋上風力の設備容量の増加速度 

 技術進歩の速度 

 洋上風力開発業者に役立つサプライ･チェーンの完成度 

 洋上風力に投資する金融市場の規模 
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 上記の道筋のうち 3 つにおいて、洋上風力は 2020 年の最終投資決定(Final Investment 

Decision：FID)に至るプロジェクトの均等化発電原価が£100／MWh 以下に到達し、そし

て 2017 年 FID までに、この基準を満たす方向へ順調に進む（表 A 参照）。これに対して

例外なのが、Slow Progression (緩やかな進歩)のストーリーであり、そこでは比較的小規

模な市場や、政府や産業による不適当な介入によってコスト削減が抑えられてしまい、

LCOE が相対的に高止まりとなる。 

 

 

 

 

 

 

均等化発電原価(LCOE)は何を指すのか？ 
 
 簡単に言うと、LCOEは単位当たりのエネルギー生産で表される、プロジェクトの生涯
コストと見なされる。 
 
 LCOE は、割引生涯発電コスト(£)の総額を割引生涯電気生産量(MWh)の合計で割った
ものとして定義される。発電コストには、送電コストを含め、発電機／開発業者がプロジ
ェクト全期間を通して負担した資本金、運転コスト、そして廃棄費用などがある。 
これはプロジェクトを支援する必要が出てくる収入のレベル(即ち「行使価格」)に必ずし
も一致するわけではない－収入というより、むしろコストを表している。割引率とは、プ
ロジェクト全期間にわたる加重平均資本コスト(Weighted Average Cost of Capital：
WACC)のことであり、資本構成や資金調達コストで決められる。LCOE は、税引き後に基
づき計算され、全ての期間にわたり 2011 年の実質価格で表される。 

3. Supply Chain Efficiency 

・2020 年までに欧州で 36GW（英国で 17GW） 

・漸進的技術進展（例：5.7MW 級タービンへ着実

に進展） 

・激しい競争、投資、プロジェクト連携、及びより

良いリスク管理 

・規模の大きい金融市場、低リスク／低資本コスト 

4. Rapid Growth 

・2020 年までに欧州で 43GW（英国で 23GW） 

・ウィンドファーム全部品を通じて高レベルな技術

進展（例：タービンを 5-7MW+へ急速に展開） 

・激しい競争、投資、プロジェクト連携、及びより

良いリスク管理 

・必要資金が極めて莫大 

 

1. Slow Progression 

・2020 年までに欧州で 31GW（英国で 12GW） 

・漸進的技術進展、市場規模に制限される進展 

・限られた競争／スケールメリット 

・金融ソリューションの穏やかな発展、 

 リスク／投資コストの減少 

2. Technology Acceleration 

・2020 年までに欧州で 36GW（英国で 17GW） 

・ウィンドファーム全部品を通じて高レベルな技術

進展（例：タービンを 5-7MW+へ急速に展開） 

・連携の改善による断片化されたサプライチェーン 

・テクノロジーが変化し続けることにより、資本コ

スト改善に制限 

表 A：風力業界ストーリー 
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 風力発電の4つのストーリーに関連したコストの道筋は、下記のとおりに要約できる。 

 

 「Slow Progression (緩やかな進歩)」のストーリーでは、市場成長の鈍化に加え、サ

プライチェーンの成熟や技術開発が限定的な場合を想定する。このような好ましくな

い条件下での洋上風力発電のLCOEは、2017年のFIDでは£134／MWh近くであり、

2020年のFIDまでに£115／MWhまでしか下がらない。 

 

 「Technology Acceleration (テクノロジー促進)」のストーリーでは、新製品が急速に

発展し、その結果、多様なタービン、基礎、配線、設置方法、そしてその他の市場に

おける解決法などがもたらされる。このストーリーにおいては、サプライチェーンは

寸断されたままであり、技術のリスクや、資本コストは、他のストーリーより若干高

いままである。結果として、LCOEは2017年FIDまでにおよそ£118／MWhに、2020

年のFIDには£100／MWhまで下がる。 

 

 「Supply Chain Efficiency (サプライチェーンの効率性)」のストーリーでは、風力業

界は4MW級および6MW級のタービン注1や関連する主要な部品を規格化、新たな大規

模施設やその運営手法に資金を投入し、そして競争力の高い市場の中で運用する。サ

プライチェーンのコスト削減および資本コストに対する利益の増加により、大幅なテ

                                              
注1 4MW 級のタービンとは、3～5MW 幅のタービンのことを指し、6MW 級のタービンは 5～7MW 幅のター

ビンのことを指す。 

表 B：ストーリー別に算出した洋上風力均等化発電原価 
均

等
化

発
電

原
価

(L
C

O
E

) 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1087, 2012.8.1

20



クノロジー革新と相まって、「Technology Acceleration（テクノロジー促進の研究）

(2020年までに£96／MWh、2017年までに£121／MWh)」と同様のコストに至る。 

 

 「Rapid Growth (急成長)」のストーリーでは、サプライチェーンの障壁の回避を含め

て、非常に有利な状況を想定しており、風力業界がコスト削減の達成を果たせる上限

を表示している。この予想では、LCOEは2017年のFIDまでにおよそ£115／MWh、

2020年FIDまでに£89／MWhに下がる。 

 

 LCOEの価格は、特定の年にFIDに至るプロジェクトにおいて、想定される用地やテ

クノロジーをミックスさせた「平均」コストを表している。現実には、全く同じコス

トであるプロジェクトは2つとなく、2020年までに、これらの中心コストの変動幅は

最大で＋/－£14／MWhとなると推定される。 

 

我々がモデル化で用いた4つに分類された用地タイプに基づき、風速の低い沿岸付近の

浅水域と、風速の高い沿岸から離れた水域及び／または遠海の間で、LCOEのトレード･

オフ（得失評価）が比較的バランスがとれている。言い換えれば、風速が高くなることで

エネルギー生産量が増加することを考慮に入れれば、「ラウンド3」及び「スコットラン

ド領海(Scottish Territorial Waters)」において、遠海及び／または沿岸から離れた水域に

移動することで実質的にLCOEの不利益がもたらされるとは考えられない。このことは、

以前のレポートの結論と比較して、これらの用地におけるプロジェクトの実行可能性につ

いてより肯定的な見解を表している。 

 

 分析から、我々の結果は、為替レートや物価(特に鋼鉄や銅)、ウィンドファームの寿命、

そして金利に対してなされる仮定にセンシティブであることを示している。上記のコスト

の道筋（変化）は、固定される外部要因に基づいている(例：物価や実際の2011年レベル

での固定為替レート)。このような外部要因の変化もまた、原子力や陸上風力といったその

他の形態の低炭素発電のコストに影響を与える。 

 

2020年以降、テクノロジーとサプライチェーンの両方からみて、さらなるコスト削減の

機会があると予測される。我々が特定してきた最新のテクノロジー･イノベーション注2は、

2020年までに達成できる見込みは50%未満と見られ、さらなる改善の余地が残されている。

加えて、2020年以降全く新しいテクノロジーの導入によって、LCOEには大幅な変化を遂

げる可能性がある。また、運転や維持における競争や連携により、2020年以降には材料費

の節約が始まると見込まれている。 

 

                                              
注2 6MW 級タービンにおいて 
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テクノロジーとサプライチェーンの改善により多様な洋上風力発電コスト削減方法があ

る 

 これまで洋上ウィンドファームには、他分野に使用されたいたものを最適化した製品を

多数用いてきた。例を挙げると、有人プラットフォーム向けに石油・ガス業界の基準で設

計した海上仕様の陸上風力タービンと基礎部分などがある。同様に、洋上ウィンドファー

ムに供給を行うサプライチェーンは未成熟で、プロジェクトごとに機能している。 

 

 洋上風力発電向けに特別に設計された

製品に移行し、このサプライチェーンを

産業化することで、資本コストと運営コ

ストを削減し、発電量を増す機会を増加

させる。2011 年に FID に至ったウィン

ドファームプロジェクトと比較すると、

2020 年の FID プロジェクトで、テクノ

ロジーとサプライチェーンの改善により

最大 39%までコスト削減が可能と考え

られる(添付資料 C を参照)。 

 

主なコスト削減項目は以下の通り。 

 より大規模で、高信頼性、高発電量、

低運転コストのタービンの導入。 

 UK 内とその他の EU 諸国、および

低コスト諸国からの供給等、主要な

供給市場 (タービン、支持構造物、

建設)におけるより厳しい競争。 

 早期段階からのサプライヤーの関与、

ウィンドファームのレイアウトの多

変 数 の 最 適 化 、「 Front End 

Engineering and Desgin：FEED(基

本設計)」、および、より広範囲な実

地調査など、プロジェクトの前面に立った、より大きな取り組み。 

 大幅な標準化、オンザジョブトレーニングでの風の捕獲や建設、およびより良い調達

など、スケールメリットや生産性の向上を進める。 

 現行の設置方法の最適化 

 水深 35ｍを超える水中で使用できる大量生産型の支持構造物。 

 

これらのコスト削減がサプライチェーンによりどの程度実現するかは、そのストーリーや

道筋に即した開発に伴う産業の発展の仕方によって決まる。 

注） 

FID2011 は、2011 年に最終投資決定(FID)に至った 500MW

プロジェクトについて言及している。(FID2020 も同様)。

FID からウィンドファーム完成までの期間は約 3～4 年であ

る。上記のコスト削減項目は、標準的な FID2011 ウィンド

ファーム (3～ 5MW 級のタービン )に対する標準的な

FID2020ウィンドファーム (5～7MW 級のタービン)との比

較に基づいている。この比較結果では、資本コストは長期間

一定にとしており、全てのコストは 2011 年の金額のものを

使用している。また、削減率(%)の算出方法は、加法ではな

く乗法であり、その合計はコスト削減要素の合計ではなく積

になる。 

資料 C: テクノロジーやサプライチェーンを要因とした洋

上風力発電コスト削減の機会 

FID2011～FID2020 の平均 FID エネルギーコストの削減率

(%) 
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資本需要の上昇に対し、リスクの低下が招く金融コストの上昇 

洋上ウィンドファームの資本集約度を一定とした場合、資本コストが LCOE の主な鍵と

なる。加重平均資本コスト(Weighted Average Cost of Capital: WACC)が１%減尐した場

合、これは LCOE 約 6%分の減尐に相当する。 

 

洋上風力発電産業が経験を積むにつれ、主要リスク(すなわち設置コストとタイミング、

タービンの可用性と、運用・メインテナンスコスト)の管理がさらに改善され、ウィンドフ

ァームプロジェクトの全体のリスク因子が減る。これが、資金提供者から求められる必要

収益を低減させることになると考えられる。 

 

これと平行して、現在から 2020 年までの洋上ウィンドファーム建設件数の増加率が、

新たな資本需要を大幅に引き上げることになる。我々の分析結果によれば、現在市場で活

躍する複数の業種の企業から得られる資金が十分ではなく、2020 年に当てられる資金次第

では、￡70～220 億不足する可能性がある。株式と債券の資金調達の新たなソース(供給元)

を見い出す必要があるだろう。そして、これは特にハイリスクな建設段階の期間に資本コ

ストの増加に結びつく可能性が増すだろう。 

 

2011年にFIDに至る風力ウィンドファームのWACC(加重平均資本コスト)は、丁度10%

超(名目額、税引き後)である。また、2020 年に FID に至るプロジェクトについては、彼ら

の WACC がテクノロジーリスクとマーケット成長レベルの度合いによって、約 9%(8.6～

9.7%の範囲)に減尐するものと予想される。そして、2014 年～2017 年に FID に至るプロ

ジェクトは、資金の高需要により WACC が 0.5％増となり、これによりいくらかの LCOE

の引き下げ圧力は技術やサプライチェーンの要因で相殺されると予想される。 

 

着実に拡大する市場と予測されるプロジェクトのタイミングが極めて重要 

コスト削減を実現するために、最も重要な１つの必須条件は、予測される一連のプロジ

ェクトのタイミングとともに着実に拡大する洋上風力発電市場である。 

 

我々のストーリーと道筋では、大きな市場では大きなレベルのコスト削減が可能である

ことを実証しているが、コスト削減を最大化するためには、これらを市場の予測可能性や

永続性と結びつける必要がある。 

 

 

上記を達成するために取り組むべき重要課題： 

・ 「Electricity Market Reform(電力市場改革)（特にフィードインタリフの割当てと行使

価格）」で定められた電力市場の新アレンジメントへの円滑かつタイムリーな移行、お

よびLevy Control Framework (課税管理枠組み)で既定される 2015年以降の再生可能

エネルギーに対する公的資金に関する明確性。 
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・ Planning Act 2008(変更内容どおり)の提案に沿って、England と Wales における計画

および、Scotland の計画(Marine Scotland の管轄)を、明確なタイムテーブルに確実に

合わせること。 

・ 明確かつ予測可能な、洋上送電の規制枠組み 

 

サプライチェーン企業は現在、施設および船舶の建設と、今後 10 年間の後半に予定さ

れるウィンドファーム建設プロジェクトに供給する新製品の開発を検討している。これら

の投資が十分な利益を生むには、通常 10 年以上が必要である。このため投資家は、尐な

くとも 2025 年までの洋上風力発電市場を見通す必要がある。安定した市場成長は、投資

判断や効率的な取り組みに対して弊害をもたらす中止/再開のサイクルを回避するため、不

可欠なものである。我々の分析結果は、大幅なコスト削減を確実なものにするには、残り

の EU 諸国で市場成長計画が期待どおりに進んでいると仮定して、UK 市場で 2015 年～

2025 年までに尐なくとも年間 2GW の発電量を達成する必要があると示唆している。 

 

プロジェクトの時期を確実に予測出来るようにすることもまた、コスト削減を達成する

には不可欠である。これにより、より素晴らしいコラボレーションを後押しし、イノベー

ティブな新製品や資本を参入し易くし、プロジェクト期間(タイムテーブル)を短縮する。 

信頼性のあるプランニング、タイムリーな市場改革、洋上送電に関する透明性(確実な予

測)はすべて、プロジェクト関係者には、今後も発展していく同市場の基本的な構成要素(ビ

ルディングブロック)としてみなされた。 

 

 

その他の必要条件 

さらに行政は、プロジェクトのテストおよび実証、そして計画の柔軟性を効率的に用い

るようにするなど、研究、開発、実証のサポートを続けることで、技術開発における重要

な役割を担い続けなければならない。デベロッパーは、今後のフルスケールの実証プロジ

ェクトの開発と投資について、さらに先を見越して動かなければならない。また、コスト

削減をもたらす洋上風力発電設備の設置数の増加は、海岸での生産能力とアセンブリー工

場の有効性により左右される。メーカー、デベロッパー、許認可組織が密に関わりながら、

適切な場所をタイムリーに利用できるようにしなければならない。この意味で徹底的なコ

スト削減とリスク低減を持続的にもたらすため、ウィンドファームのデベロッパーとサプ

ライヤーが共同で取り組みを行わなければならない。これはすなわち以下のように、各プ

ロジェクトベースの作業から、複数のプロジェクトを束ねて１本化したプロジェクト・パ

イプライン(進行)管理へとシフトし、コスト削減を図ることを意味するだろう。 

 

 デベロッパーは、安定成長する洋上ウィンドファーム市場をサプライチェーンに対し

て可視化し、設備や新しい稼働方式への投資を支援する。 

 最高の成果を実現し、リスクをシェアし、設置、運営、メインテナンスといった主な
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リスク項目に特に焦点を絞って報奨金を与えて適切にこれを奨励するため、共同で意

欲的に取り組むこと。  

 内部の標準やカスタムメイドのアプローチにこだわらず、標準的な解決方法に対して

オープンであること。 

 新製品紹介のチャンスを獲得すること。 

 供給と設置を繋げた共同管理を行うこと。 

 

デベロッパー、主要サプライヤー、金融業界は協力して、(僅かとは言えないリードタイ

ムが生じることを認識して、)新たな資金、債券など外部からの借り入れによる資金を利用

できるように、また、遅延を回避し、リスクの特定、理解が迅速に行われるようにするた

めに、技術開発の早期段階から保険業者を関与させなければならない。そして最終的には、

正しいスキルと経験を備えた人材が十分に供給されるようにするために、幅広く多様な利

害関係者たちが共同でこれに取り組む必要がある。 

 

今求められる洋上風力発電の未来に対するパブリックコメント 

我々が開発してきたコスト削減の道筋は、産業界からの類を見ない資金提供を基に、洋 

上風力発電で 2020 年までに 100￡／MWh という DECC(英国エネルギー・気候変動省)

のベンチマークコストを目指すための強力なポテンシャルを示している。我々は、コスト

削減の実現に向けた必要条件は、妥当性と達成可能性の両方であると考えている。そのた

め我々は、それらの必要条件の公的整備をタイムリーにコミットするよう産と官に呼びか

けている。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織／原田 玲子） 

 

 

出典：本資料は、The Crown Estate 社の以下 “Offshore Wind Cost Reduction Pathways 

Study”の記事の一部を翻訳したものである。 

http://www.thecrownestate.co.uk/media/305094/Offshore%20wind%20cost%20reductio

n%20pathways%20study.pdf 
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(1087-2) 

 

【新エネルギー(太陽電池)】PV セル 励起子 エキシトン 

 

仮訳 

 

太陽光線を捕捉：躍進する太陽電池(PV セル)（米国） 

 

自然の力で引き合っても人の力で引き離される。あたかもラブストーリーの設定のよう

であるが、これは、科学者たちがどのように効率的な有機 PV セルを作り始めたかの基本

的な描写でもある。 

 

有機 PV セルは原子レベルにおいて、まるで戯曲「ロミオとジュリエット」の中で反目

し合う両家のような動きをする。フォトン(光子)がセルに当たった後に正負の電荷間で強

力な自然引力が発生するが、このエネルギーを捕捉するには、これらの正負の電荷を分離

した状態に保つ必要がある。 それでもなおこれらの正負の電荷が相互に結合している場合、

これらは励起子として科学者たちに認識されている。｢この研究活動で答えを出そうと試み

ている重要な課題は、励起子の分割に必要なエネルギーが少なくて済むマテリアルを、ど

のようにデザインすればよいかというものである。｣と、米エネルギー省(DOE)のアルゴン

ヌ国立研究所の上席化学者である Lin Chen 氏は述べている。 

 

励起子は、一種の｢準粒子｣と考えることができると Chen 氏は言う。それは、励起子が

あるユニークな動きを示すからである。励起子の 2 つの電荷領域、つまり電子と｢正孔(ホ

ール)｣として知られる領域は相互に近接しており、これらを引き離すのは困難である。 

｢励起子内で、正孔と電子の領域が近づけば近づくほど、それらは電気を生じることなく再

結合しようとするのだ。｣と Chen 氏は言う。しかし、この系にエネルギーが加わると、

それぞれの電荷は離れ始め、電子と正孔が完全にフリーな状態となり、結果として電流を

発生させたり電子を取り出したりできる可能性が生まれる。  

 

｢励起子内で正孔と電子が近づけば近づくほど、電気を生じることなく再結合しようと

する。しかし、それらが既に事前に分離している、すなわち分極されている場合、電界ト

ラップを回避し、より効率的な電荷キャリアになろうとする。｣と、Chen 氏は述べる。 

Chen 氏とその研究チームはこの新たな実験で、PV セルの中間にあるポリマー層内の 4 つ

の異なる分子が、異なる励起子ダイナミクスをどのように生み出したかを調べた。そして

彼らは、励起子がより大きく分極されるほど、より効率的なポリマーベースの PV セルが

できることを発見した。 

 

｢従来の励起子が、生成直後にほぼ同じ位置に正孔と電子を有する場合、このような新
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しいマテリアルが、最初からはるかに大きく分極した励起子を発生させる。｣と Chen 氏は

述べた。この共同研究チームは現在、これらの発見を基に、高効率な有機 PV セル向けの

新しいマテリアルを探究している。 

 

有機 PV セルにはまだ、無機材料である SiPV セルの効率に近づける方法が残されてい

るが、それでもなお依然としてコスト面でさらに魅力的である。有機 PV の電子ダイナミ

クスのさらなる研究は、変換効率を高めるために非常に重要であり、こうして従来のエネ

ルギー資源に対して PV発電をコスト競争力のあるものにするのだと、Chen 氏は述べた。 

 

Chen 氏による有機 PV セルの研究は、アルゴンヌ国立研究所と Northwestern 

University 間の共同研究計画である Argonne-Northwestern Solar Energy Research 

Center (ANSER)の研究活動の一環として現在行われている複数のソーラーエネルギー研

究を代表するものである。ANSER は、2009 年に DOE 科学局によって、エネルギーに関

する基礎的研究を進めるために、大学、国立研究所、その他全米の研究機関に設立された

46 のエネルギーフロンティア研究センター(Energy Frontier Research Centers)の１つで

ある。 

 

アルゴンヌ国立研究所は、科学技術分野の差し迫った国家的課題に対する解決法を求め

ている。米国初の国立研究所である同研究所は、ほぼ全ての科学専門分野の最先端の基礎・

応用の科学的研究を行っている。アルゴンヌ研究所の研究者たちは、企業、大学、連邦政

府、州政府、地方自治体の研究者と密接した研究を行い、米国の科学分野におけるリーダ

ーシップを推し進め、より良い未来のために国家態勢を整えている。アルゴンヌ研究所は

60 ヵ国を超える国の従業員を持ち、DOE 科学局に代わり、UChicago Argonne, LLC に

より管理されている。 

 

DOE 科学局は、米国内の自然科学の基礎的研究を支援する唯一の最大機関であり、現

代の最重要課題のいくつかに取り組むべく活動を行っている。詳細情報については、科学

局のサイト science.energy.gov を参照のこと。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 

 

 

出典：本資料は、米国・国立アルゴンヌ研究所(ANL)の以下 “Catching some rays: Organic 

solar cells make a leap forward”の記事を翻訳したものである。 

http://www.anl.gov/articles/catching-some-rays-organic-solar-cells-make-leap-forward 
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(1087-3) 

 

【新エネルギー（バイオマス）】バイオブタノール ドロップイン燃料  

 

仮訳 

 

NRELが“スーパーサイズ”のブタノール生産を支援（米国） 

 

2012 年 6 月 19 日 

 

 “スーパーサイズ化(supersizing)”

という考えは、食べ物に関してはもは

や受け入れられない。しかし再生可能

な燃料の生成となると、スーパーサイ

ズ化は非常に良いものとなり得る。 

 

 近年、Cobalt Technologies 社の科学

者から成るチームが、再生可能なブタ

ノールの生産プロセスのスーパーサイ

ズ化に向け、米国エネルギー省(DOE)

の国立再生可能エネルギー研究所

(NREL)に集まった。 

 

 Cobalt 社は、嫌気性微生物が有機原

料を取り込み、バイオブタノールに変

化させることを研究所にて実証済みで

ある。ブタノールは、工業化学製品－

プラスチック、ペンキ、粘着テープ、そしてインクなどに使用される－として評価されて

おり、Cobalt 社と米国海軍のプロセスを用いれば、ジェット燃料も生成可能である。また、

石油から生成される混合燃料用のドロップインな代替品としてもみなされている。 

 

 Cobalt 社の研究開発シニア･ディレクターの David Walther 氏は次のように語る。「我々

は、工業向けのバイオブタノール工場を建設するため、細菌発酵プロセスの開発を行って

きた。我が社やパートナーのリスクを最小限にする鍵となる段階の 1 つとして、さらに大

きな規模の発酵プロセスを実証することが挙げられる。NREL には、我々が活用させて欲

しかった規模やスタッフの独自の組み合わせを持っており、我々は適時にコスト効率の良

い方法で実証研究を行うことができた。」 

 

バイオ化学研究者で NRELの Cobalt社プロジェク

ト･マネージャーである David Sievers 氏(左)と、

Cobalt 社のシニア･サイエンティストである Erin 

Fetsch 氏は、NREL のバイオ燃料総合研究施設

(IBRF)にて Cobalt 社の再生可能なブタノールの実

証を監督する。写真のような発酵の試料は、商業化

規模の設備としての、目標歩留まりや他の施設の商

業化指標を超えた。 

クレジット：Dennis Schroeder 
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 Cobalt 社のチームが試験のスケールアップにおいて利用したのが、NREL のバイオ燃料

総合研究施設(Integrated Biorefinery Research Facility：IBRF)である。この施設が他と

異なるのは、幅広い原料や発酵プロセスを取り扱える点である。IBRF の設備は、実証施

設において新たなテクノロジーの評価を試みる産業パートナーを支援する。Cobalt 社の

ように NREL との協力に期待を寄せる企業のために、発酵設備能力や実験室は、プロジェ

クトの要求を満たすよう再構成が可能である。 

 

 NREL の国立バイオエネルギー･センター(National Bioenergy Center)のパートナーシ

ップ開発チームリーダーである John Ashworth 氏は、こう語る。「NREL はクリーンテク

ノロジー産業の発展に尽くし、企業や研究機関が知的資産を活用してコスト競争力のある

製品を市場へ送り出せる道筋を常に探し求めている。我々がバイオ処理する発酵施設は、

DOE 以外の学術機関や Cobalt 社のような企業が使用可能であり、試用テストの実施、テ

クノロジーの実証、またテクノロジープロセスの発展や最適化まで行える。」 

 

 このプロジェクトの鍵となったのは、IBRF の柔軟性である。なぜなら、IBRF の発酵

エリアは、本来はセルロース系エタノール向けに設計されており、ブタノール運転は今回

が初であった。 

 

 また、DOE が IBRF 施設の機能向上に 3,350 万ドルを投資して以来、本研究は初の他

機関と実施する大規模発酵のパートナーシップでもあった。 

 

小さなガラス瓶から巨大なタンクへ 

Cobalt社のチームが初めてNRELを訪

問したとき、より大規模なブタノール生産

を目指して微生物を培養する方法につい

て、NRELの職員と議論をした。 

 

 NRELの科学者Andrew Lowell氏はこう

語る。「本研究は、彼らがそれまでやった

ことのないことだった。彼らは実験室規模

の手順や方法、そしてデータを持ち込み、

（容量が）9,000リットル（のバイオリア

クター）で機能することへの援助を我々に

求めてきた。」 

 

「Cobalt社はどのように有機体が機能するかを知っているため、本研究は緊密な共同開

発となった。つまり、有機体がIBRFの発酵槽の中にあった時ですら、我々の傍らに彼ら

にいてもらうことで助けられた。なぜなら我々がかつて見たこともないことが起こっても、

Cobalt 社のシニア･サイエンティスである Erin 

Fetsch 氏は、NREL の IBRF にて生産発酵槽を詳し

く調べる。NREL が望むことは、より多くの企業が

拡大した課題を NREL に持ち込み、そのプロセスか

らそれぞれが学べることである。 

クレジット：Dennis Schroeder 
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彼らは有機体がどのような反応を示すかの専門知識を提供してくれるからである。ブタノ

ールが数リットルから数千リットルへ変化するとき、多くの微妙な差異がある。しかし最

後には、非常に良い結果が出た。」と述べるのは、NRELのシニア研究科学者Nancy Dowe

氏である。 

 

 有機体はNREL職員の管理下に置かれ、小瓶から9,000リットルのブタノールを植菌でき

るまでに成長した。 

 

 Cobalt社がブタノールを得るために提供したコンピューターモデルのデータにより本

研究の一部が実施された事実により、本プロジェクトは次のレベルの課題に向かえた。 

 

「我々は、エタノール回収に使用される設備をブタノール生産に適合させる必要があった。

しかし、コンピューターによるモデル化により、適合するパラメーターが得られた。」と

Dowe氏は付け加えた。 

 

Walther氏はこう語る。「NRELの科学者は熱心な共同研究者であった。本プロジェク

トはNRELにとって通常と異なるものであったため、我々は小規模で行ってきたプロセス

を発展させ、改良する必要があった。NREL職員の技術能力は非常に高く、彼らはプロセ

スにおける欠点や変化にもすぐに適応できた。」 

 

あらゆるレベルでの学習 

 Cobalt社のような企業がNRELに専

門技術を求めて来るが－本件の場合、バ

イオ燃料生産の拡大で－これにより、

NRELの科学者もまた、新たな原料や有

機体、そしてドロップイン燃料の研究か

ら利益を得ている。 

 

 ドロップイン燃料の選択肢は、DOEが

関心を寄せている対象である。ここ1年

の間に、農務省、エネルギー省、そして

海軍は結集し、航空用および船舶用の先

進的なドロップインバイオ燃料の生産

に向け、3年にわたって最高5億1,000万

ドルまで(開発)投資することとなった。また、Cobalt社は海軍と共に、n-ブタノールを加

工処理して再生可能なジェット燃料にする研究を行っている。 

 

NREL は Cobalt 社との共同研究において、完全な

嫌気性微生物が IBRF に用いられたのは今回が初で

あったことから、その多能性と柔軟性を証明した。 

クレジット：Dennis Schroeder 
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 Lowell氏はこう語る。「全行程で我々の専門的技術を発揮し、我々の施設がただトウモ

ロコシの茎葉をセルロース系エタノールに変換する場ではないことを示した。ここは多種

多様なことを実行できる万能な施設である。」 

 

 初めて完全な嫌気性微生物がIBRFで発酵されたという点で、NRELの多能性と柔軟性が

証明された。 

 

 Dowe氏は次のように付け加える。「本プロジェクトにより、開発が必要とされていた

有機体の種類、原料、そして手順という点に関して、我々の能力は伸びた。本プロジェク

トを成し遂げた今では、嫌気性微生物の発展に向けて共に研究をしたいと我々にアプロー

チしてくる他企業もいる。」 

 

 NRELとCobalt社の共同研究は、企業にとっても成功であった。Cobalt社によると、発

酵の実証実験により、Cobalt社の有機体が大規模な商業化の（可能性）指標を達成すると

いう能力が証明された。また、再生可能なn-ブタノールの生産プロセスが石油由来のn-ブ

タノールの生産と比べ、40～60%安価となることも確認した。 

 

 Walther氏は、こう述べる。「我々は本結果に満足している。我々はバイオマスからバ

イオブタノールへの変換方法の実証を行ってきたが、今では工業規模の施設の建設に迅速

に向かっている。これらの実証実験によって、パートナーは有機体のプロセスや生産の拡

大における更なる安心感を得た。」 

 

 これは、NRELがIBRF施設の性能向上の支援を計画した（生産）規模拡大の実例である。

そして研究所が望むことは、より多くの企業が拡大した課題をNRELに持ち込み、そのプ

ロセスからそれぞれが学べることである。 

 

 Ashworth氏は、次のように語る。「これは、NRELとIBRFがこの種の設備に投資がで

きない新興企業のため、果たせる役割である。我々は、20年以上にわたってこのような種

類のプロセスや材料について取り組んできた。我々には、分析作業、原料取り扱い、前処

理ができ、そして発酵に対する影響を理解する能力やスタッフがいる。もし企業が我々と

パートナーになることを選べば、我々はすべての経験を一ヵ所で有していることから、そ

のような企業の多くの研究を助けられる。」 

 

詳細については、バイオ燃料総合研究施設（Integrated Biorefinery Research Facility）、 

NRELとの協力（partnering with NREL）NRELのバイオマス研究（biomass research）

を参照。 
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研究協力の機会を得るための連絡先は、Richard Bolin、またはJohn Ashworth。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 

 

出典：本資料は、NREL の以下の記事を翻訳したものである。 

“NREL Helps "Supersize" Butanol Production” 

http://www.nrel.gov/news/features/feature_detail.cfm/feature_id=1904 
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(1087-3-(1)) 

 

【新エネルギー(バイオマス)】バイオブタノール バイオリファイナリー 

 

仮訳 

 

Cobalt Technologies 社と American Process 社が世界初の 

セルロース系バイオブタノール・リファイナリーを共同設立（米国） 

 

2011 年 4 月 19 日 

 

【カリフォルニア州 Mountain View、ジョージア州 Atlanta】再生可能な化学製品ま

たは燃料としてのバイオブタノールの商品化をリードする Cobalt Technologies (以下、

｢Cobalt Technologies 社」という。)と、リグノセルロース系の糖の生産とバイオエネルギ

ー・プロセス技術の開発および商品化をリードする American Process Inc.(API)(以下、

「American Process 社」という。)は今日、バイオブタノール生産のための世界初の産業

規模のセルロース系バイオリファイナリーを設立する協定を結ぶと発表した。さらに両社

は、バイオマス発電施設やその他の世界中の顧客に対して GreenPower＋TMBiobutanol に

よる解決手法(ソリューション)を共同で売り込むことに同意した。 

 

GreenPower+™ Biobutanol 技術は、ボイラーのセルロース系バイオマス原材料の一部

を選別して、有益な工業用化学物質である再生可能なバイオブタノールへと変換するもの

である。バイオブタノールは、ペイントやその他のコーティング剤に用いられるほか、再

生可能なジェット燃料やその他の有益な化合物を生産するためのプラットフォームなど、

広く用いられている。 

 

Cobalt Technologies 社と American Process 社は協定の下、Cobalt Technologies 社の

特許出願中の連続発酵・蒸留技術を、現在 American Process 社がミシガン州 Alpena に

建設中のバイオリファイナリー、Alpena Biorefinery に統合する計画である。American 

Process 社の Alpena Biorefinery では 2012 年始めにエタノール生産を開始し、同年半ば

にバイオブタノールの生産へと切り換え、年間 47 万ガロンのバイオブタノールを生産す

る計画であり、これらは化学産業のパートナー各社に事前販売される予定である。 

 

「我々Cobalt Technologies 社は、American Process 社とパートナーを組んで我々の技

術を商品化することに、エキサイトしている。」と、博士(Ph.D.)で Cobalt Technologies

社の CEO である Rick Wilson 氏は述べ、こう続けた。「American Process 社の Alpena 

Biorefinery プラントは、我々Cobalt Technologies 社の技術を商業規模で実証するすばら

しい機会を我々に与えてくれ、GreenPower＋Biobutanol 技術がバイオマス発電施設にど
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のような付加価値を与えることができるかということについて優れたモデルを提供してく

れる。そして、Alpena Plant の稼働から数百万ガロン(100 万ガロン＝約 3,785 キロリッ

トル)規模の設備建設へと迅速に移行していくものと期待している。｣ 

 

 

Alpena Biorefinery 

American Process 社の Alpena Biorefinery は、米エネルギー省(DOE)から 1,800 万ド

ル、またミシガン州から 400 万ドルの資金提供を受け、木質バイオマスから抽出したヘミ

セルロースを、エタノール生産に使用可能な発酵性糖に変換できるということを実証する

計画である。その一方で、Cobalt Technologies 社の技術は、これらの糖からブタノールも

生産できるということを実証する予定である。 

｢このパートナーシップで、GreenPower+TM Biobutanol が世界中のバイオマス発電プロ

ジェクトにとって魅力的な付加価値を持つ技術であることが実証されるだろう。｣と、博士

でありAmerican Process社のCEOであるTheodora Retsina氏は述べ、こう続けた。｢我々

American Process 社は、リグノセルロース系の原料から発酵性糖を作ることにフォーカス

してきた。そして、今回の Alpena Biorefinery プラント設立計画への Cobalt 

Technologies社の参加協力は、我々が良い方向に向かっていることを立証するものである。

Cobalt Technologies 社のバイオブタノール技術は、我々の GreenPower＋TM技術を完璧に補

完するものであり、この組み合わせが顧客の注目を集めることになると考えている。｣ 

 

 

プロセスの機能 

GreenPower+TMは、蒸気や熱湯を使用してヘミセルロース糖を木質バイオマスから抽出

し、コスト効率に優れた技術的に確かなプロセスで発酵性糖へと変換させるという、

American Process 社が独自に開発した特許出願中のプロセスである。抽出されたバイオマ

スは、蒸気や電気のいずれかまたはその両方を生産するために、低い水分割合のままバイ

オマスボイラーに戻される。その間に、糖はバイオ製品(完成品)に変換される。 

 

このプロセスは、高価なバイオ燃料やバイオ化学物質への変換が可能な発酵性糖にヘミ

セルロースを変換することにより、全体の収益を大幅に増加させるものである。この

GreenPower+TM技術は、バイオマスボイラーを使用したり、有機排出物を生じるあらゆる

産業に適用できる。 

 

Cobalt Technologies 社の技術は、例えば、森林廃棄物やミル残留物(木材を加工、変換

する工場の残渣、残留物)をバイオブタノールに変換するなど、非食用原料から抽出された

糖を変換する。同社の連続的ブタノール生産システムは、生体触媒の選択、バイオリアク

ター(反応装置)の設計、プロセス工学の進歩をベースとしており、結果として、生産性や

資本効率の高い、低コストな解決手法が得られる。生産プロセスを確実なものにする今回
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のリファイナリー共同設立により、資本効率を維持しながらの迅速な量産化が可能である。 

同社の(ブタノール生産)技術は、ガソリンの生産工程と比較し、全工程での温室効果ガス

排出量を最大 90%まで削減する。 

 

Cobalt Technologies 社は、石油化学製品や石油の代替として、収益が非常に高く再生可

能なバイオブタノールを用いる。同社の技術とエンジニアリング・プラットフォームは、

廃木材を始めとした多種多様な非食用原材料をバイオブタノールへ効率的に変換する連続

プロセスを提供している。同社のバイオブタノールは用途が幅広く、そのままペイント、

コーティング剤、その他の化学製品として、また、ガソリン、ディーゼル燃料、エタノー

ルに混ぜたり、あるいはバイオプラスチックや高性能なジェット燃料、ディーゼル燃料に

変換して販売できる。また同社は、高生産性、高エネルギー効率、及び低コストな原材料

の使用を通じて低コスト化を達成するように設計を行うことで、石油系材料に代わるコス

ト効率に優れたバイオブタノールとその派生品を製造している。 

 

 

Cobalt Technologies 社 

カリフォルニア州の Mountain View に本社を置く Cobalt Technologies 社は、Pinnacle 

Ventures、VantagePoint Capital Partners、Life Sciences Partners(LSP)、Burrill and 

Company、Malaysian Life Sciences Capital Fund、@Ventures、Harris & Harris とい

ったクリーンテクノロジー部門の主要な投資会社による支援を受けている。 

 

 

American Process 社 

American Process 社は、リグノセルロース系バイオマスから発酵性糖を低コストに生産

するための技術の開発と商業化にフォーカスしてきたバイオリファイナリー・テクノロジ

ーのリーディング企業である。同社のバイオリファイナリーの開発活動は、2005 年に開始

された。そして、独自に開発したリグノセルロース系の糖を生産する 2 つのプラットフォ

ームが GreenPower+™と AVAP™であり、いずれも American Process 社を、新興バイオ

産業における下流工程のバイオマス変換業者の強力な技術パートナーとして位置づけてい

る。American Process 社は、バイオリファイナリーの開発に加え、林産業、プロセス設計、

プロセス統合、エンジニアリング、プロジェクト管理、運営に関する世界レベルの専門能

力を有している。同社は 1994 年に設立され、アトランタ、アテネ(ギリシャ)、

Cluj-Napoca(ルーマニア)の事務所を通して世界中の顧客に販売活動を行っている。 

 

詳細情報については、以下のサイトを参照のこと。 

www.americanprocess.com 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 

 

出典：本資料は、DOEの以下 “COBALT TECHNOLOGIES AND AMERICAN PROCESS 

TO BUILD WORLD’S FIRST CELLULOSIC BIOBUTANOL REFINERY”の記事を翻訳

したものである。 

http://www.cobalttech.com/news/news-item/cobalt-technologies-and-american-process-

to-build-worlds-first-cellulosic-b/ 
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(1087-3-(2)) 

【新エネルギー（バイオマス）】 発酵性糖 最適化バクテリア バイオフィルム反応炉   

 

仮訳 Cobalt Technologies 社のバイオブタノール生産技術ファクトシート 
  

 

 

  

 Cobalt Technologies 社は、木質系バイオマスおよびその他の原料から、石油系の化学製品や燃料のド
ロップイン代替品としてバイオブタノール生産の商業化を開始した。 
 

 ブタノールは、そのものがジェット燃料、ディーゼル油やバイオプラスチックに変換されるか、また
はガソリン、ディーゼル油やエタノールと混合され、50 億ガロンの化学製品市場において販売可能で
ある。総じて年間 4,500 億ドル市場規模である。 

 
 同社の設備は、小規模で採算性がある：標準的な材料の使用と高い生産性により、資本コストは他の
セルロース系技術のそれよりも低く抑えられる。低コストの原料の利用と高いエネルギー効率により、
運転コストを制限できる。 

 
 ブタノールは、エタノールよりも多くのエネルギーを有し、環境汚染も少ない。これに加え、（ブタノ
ールは）ドロップイン燃料であり、ガソリンと混合された場合でも現在の車輌エンジンやパイプライ
ンインフラが十分に利用可能である。 

 

 同社の生産プロセスでは、ガソリンに比べて全工程での温暖化ガス排出を 70～90%削減できる。 
 

 

  

  

より詳しくはウェブサイト www.cobaltbiofuels.com を参照ください。 

差別化技術： 
 
 バイオマスから発酵性糖への急速分解 

 
 最適化したバクテリア(非 GMO)が、利用
が難しい低コストの非食用原料を変換 

 
 高生産性と低コストを狙った独自のバ
イオ反応炉設計 

 
 グリッドへのグリーンエネルギー輸送  

 

 
 

パイロットプラントから商業的な施設へと拡大中 

 

 パイロットシステムは 2009 年 4 月よりセルロース系原料で稼働 

 

 実証規模プラントは 2011 年より稼働予定。2012 年より 150 万 GPY(ガ

ロン／年)設備を稼働予定 

 

 ライセンスモデルの活用で、紙パルプおよびバイオマス発電設備を目標

とした迅速で低資本コストでの拡大が可能 

 

 2012 年末にキャッシュフローの損益がゼロとなり、2013 年から収益が

上がる 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 

 

 

出典：本資料は、Cobalt Technologies の以下の記事を翻訳したものである。 

“Cobalt Technologies” 

(http://www.cobalttech.com/pdf/cobaltfacts.pdf） 
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(1087-3-(3)) 

 

【新エネルギー(バイオマス)】ドロップイン燃料 

 

仮訳 

 

ドロップインバイオ燃料(米国) 

ドロップインバイオ燃料とは、ガソリン、ディーゼル油、ジェット燃料に本質的に類

似した炭化水素燃料のことである。こうした燃料は、農作物残渣、木質バイオマス、エ

ネルギー専用作物、藻類等を含むさまざまなバイオマス原材料から製造することができ

る。ドロップイン燃料の目指す最終目標は現在のディーゼル油、ガソリン、ジェット燃

料の品質仕様レベルに追いつき、既存のインフラで「そのまま(drop-in)」すぐに使用で

きるようにすることである。これにより、エタノールやバイオディーゼルといったバイ

オ燃料のスムーズな実用化達成を妨げている、インフラの互換性に関する問題が最小化

される。ドロップイン燃料は現在、建設中のパイロット規模、及び実証規模のプラント

による研究開発の段階にある。目下の目標は、電化には不向きな車両燃料の典型である

ディーゼル油やジェット燃料に取って代わることである。 

製造 

 ドロップイン燃料を製造する方法は複数ある。研究者たちは様々な技術経路を調査し

ている。製造工場はそれ自体単独で建設されるか、あるいは、ドロップイン燃料を精製

プロセスに挿入できる箇所が多くある石油精製工場と施設を共同使用することになる

だろう。 

実現可能性のある技術経路として、次のものが含まれる： 

 アルコールを炭化水素にアップグレード 

 触媒変換による糖の炭化水素化 

(本プロセスに関する詳細情報。提供元：全米先端バイオ燃料コンソーシアム

(NABC: National Advanced Biofuels Consortium)) 

 糖から炭化水素への発酵(詳細情報 提供元：NABC) 

 藻類オイルの水素処理 

 ガス化による合成ガス(CO と H2)のアップグレード 

 バイオオイルと水素化を起こすバイオマスの熱分解または液化 
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利点 

 ドロップイン燃料は現在のディーゼル油、ガソリン、及びジェット燃料の仕様レベル

に追いつくよう期待されている。ドロップイン燃料がもつ利点には次のものが含まれ

る： 

 (既存の)エンジンやインフラとの互換性－ドロップイン燃料は石油の同等物に

本質的に類似していることが求められ、既存のインフラやエンジンとの互換性

の問題を最小化することが期待される。 

 エネルギー安全保障の強化－ドロップイン燃料は国内の様々な原材料から製造

をまかなうことができ、米国の雇用創出にも貢献する。 

 (CO2)排出量の低減－原材料(植物)の成長により捕捉された CO2と、ドロップイ

ン燃料の燃焼によって排出された CO2 のバランスを取ることで、温室効果ガス

の排出を全体的に減らす。 

 さらなる柔軟性－ドロップイン燃料はディーゼル油、ジェット燃料、ガソリン

の代替品となり、様々な原材料利用や製造技術により、多種多様な製品の実現

を可能にする。 

 

研究開発 

 米国エネルギー省(DOE)が国立研究所、大学、および企業のパートナーシップを支援

する全米先端バイオ燃料コンソーシアム(NABC)では、費用対効果に優れ、持続可能で、

(既存)インフラと互換性のあるドロップインバイオ燃料技術の研究を行っている。米国

海軍、農務省、DOE はドロップイン燃料を開発するための官民パートナーシップの創

設を計画している。 

DOE が資金提供する別のコンソーシアム National Alliance for Advanced Biofuels 

and Bioproducts (NAABB)では、藻を使ったバイオ燃料産業の開発を行っている。 

 

現在、パイロット規模の最初のドロップイン燃料工場が完成している。(Royal Dutch 

Shell のプレスリリースを参照) 

 

 

さらに詳しい情報 

 Advanced Biofuels Association (ABFA) 

 Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative (CAAFI) 

 Fungible and Compatible Biofuels: Literature Search, Summary, and 

Recommendations  
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 Production of Gasoline and Diesel from Biomass via Fast Pyrolysis, 

Hydrotreating, and Hydrocracking: A Design Case  

 Hydrogenation-Derived Renewable Diesel 

 

 

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)の以下の記事を翻訳したものである。 

“Drop-In Biofuels” 

http://www.afdc.energy.gov/afdc/fuels/emerging_dropin_biofuels.html 
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(1087-4) 

 

【電子・情報(半導体)】【ナノテク・材料(ナノテク)】 集積論理回路 CNT トランジスタ VLSI  

                   Imperfection-immune design 
  

仮訳 

 

スタンフォード大学のエンジニアが 
エネルギー高効率コンピューティング用CNTを完成させる（米国） 

 
 

カーボンナノチューブ(carbon nano tube: CNT)は、従来のシリコン技術からの飛躍的な脱

却を意味し、かつコンピューター回路のエネルギー効率向上における課題解決への有望な

道筋を提示するものではあるが、そこにはまだ課題がある。スタンフォード大学のエンジ

ニアらはこの度、そのような課題を擦り抜けて史上初の CNT ベースのフル・ウェハーデ

ジタル論理構造を作り出す方法を発見した。 

 

 

 

2012 年 6 月 12 日 

 

 エネルギー効率は、エレクトニクスシステムの微細化が進む道での最重要な課題であり、

微細化は半導体産業における主要な推進力である。「私たちがムーアの法則の究極的限界に

近づく中で微細化を進めるためには、シリコンの代替を見つける必要があります。」とロー

レンスバークレー国立研究所、Molecular Foundry の deputy director for science であり、

カリフォルニア大学バークレイ校の教授でもある Jefferey Bokor 氏は言う。 

 

それには、カーボンナノチューブ(CNTs)が、従来のシリコン技術から飛躍的に脱却する

ものであり、エネルギー効率における課題の解決への大変有望な道筋となる。CNT は、非

常に優れた電気、熱、機械特性を備えた炭素の筒状のナノ構造物質である。ナノチューブ

の電子回路は、シリコンに比べてエネルギー効率を 10 倍向上させる可能性を持つ。 
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最初の期待 

 

 1998 年に最初の初歩的なナノチューブトランジスターが実証された時、研究者らは高効

率で高度なコンピューティングエレクトロニクスの新しい時代を心に描いた。しかしナノ

チューブに特有の重大な材料欠陥のために、この期待は未だかなうことはなく、エンジニ

アらは CNT の実用化の可能性に疑問を感じていた。 

 

 Subhasish Mitra 氏および H.-S. Philip Wong 氏の両教授が率いる、スタンフォード大

学のエンジニアリングの教授、博士課程の学生、大学院生そして高校生インターンからな

る研究チームは、過去数年間にわたって課題に取り組み、未だ実現されていない CNT を

利用した最先端コンピューティング素子と記憶素子を作成する一連の打開策を生み出して

きた。 

 

 これらの高品質で頑丈なナノチューブ回路は、過去 10 年以上にわたって研究者らを手

こずらせて来た、改善が困難で致命的な材料欠陥、すなわち産業界におけるナノチューブ

回路の大幅な導入を阻んできた厳しい障害に影響されることがない。この進展は、ナノチ

ューブをベースとした超大規模集積(又は超 LSI)(Very-large Scale Integrated: VLSI)シス

テムへと繋がる画期的なできごとであることを示している。 

 

集積論理回路(integrated logic circuit)に配置された CNT トランジスタの電子顕微鏡によるイメージ。 

写真提供元: Stanford University School of Engineering 
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「10 年以上前に最初の CNT が現れた時、研究者のコミュニティーはその非常に優れた電

気、熱、機械特性に驚愕したものですが、スタンフォード大学での最近の研究では、CNT

がシリコン CMOS トランジスタを補完する可能性を初めて見せたのです。」と Carnegie 

Mellon University 、Electrical and Computer Engineering の Tanoto Professor1で、 

Focus Center Research Program Center for Circuit and System Solutions のディレクタ

ーでもある Larry Pileggi 氏は言う。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大きな障害 

 

 長い年月の間に CNT 回路には著しい進展が見られたが、ほとんどが単一ナノチューブ

レベルのものであった。実用化に影響のある技術への CNT 利用を阻む、少なくとも２つ

の大きな障害がまだ残っている。まず、ナノチューブの「完全な」配列は達成がほとんど

不可能であることで、これは回路に悪影響となる迷走電導路と機能欠陥の原因となる。次

に、回路中の金属 CNT の存在によって(より好ましい半導体 CNT とは対称的に)、ショー

トや過剰な電力漏洩を起こしたり、ノイズの影響を受けやすくなったりすることである。

完全な半導体のナノチューブを作る CNT 合成の技術は、未だ存在していない。 

 

 「CNT トランジスタは、高密度でエネルギー高効率な将来の集積回路のベースとして多

くの理由から魅力的なものです。しかし、私たちが初めてそれをマイクロエレクトロニク

スへと組み込もうとすると、化学の分野から生まれたことから CNT には独自の課題があ

るのです。特に、配列のばらつきと電気特性は大きな課題です。そのため、このようなば

らつきを考慮して回路の設計に当たっているスタンフォード大学の研究は、正しい方向の

大変重要なステップなのです。」と IBM Thomas J. Watson Research Center、Physical 

Sciences Department の Director である Supratik Guha 氏は述べる。  

                                              
1 http://users.ece.cmu.edu/~pileggi/members/tanoto.html 

写真：Subhasish Mitra 准教授 
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 「これは大変興味深くクリエイティブな研究です。前途には多くの困難な課題がありな

がらも、Wong 教授と Mitra 准教授の研究活動は、いくつかの課題の解決において順調な

進展を示しています。」と Bokor 氏は付け加える。 

 

 プロセスの改善だけでは、これらの障害の克服が不可能であることを理解した上で、ス

タンフォード大学のエンジニアは、欠陥に影響を受けない独自の設計パラダイムを利用し

てその障害を回避し、誤配列・誤配置された CNT にも影響されることのない史上初のフ

ル・ウェハー規模のデジタル論理構造を作り上げた。さらに、好ましくない成分を回路か

ら取り除く技術を発明し、金属 CNT の課題解決に取り組んだ。 

 

 

 

特筆すべき特徴 

 

 スタンフォード大学による設計のアプローチには、特筆すべき 2つの特徴がある。まず、

CNT の提供するエネルギー効率を実質的にはまったく損なわないこと、そして既存の製造

方法とインフラに対応可能なことである。これらの特徴は、この技術を商業化に向けて大

きく進展させるものだ。 

 

 「今日の主流なシリコン技術と共存できて、既存の製造とシステム設計インフラを利用

可能であるという事実から経済的な実行可能性という重要な特徴を提供し、このトランス

フォーマティブな研究はよりいっそう有望なものとなっています。」と Semiconductor 

Research Corporation、Focus Center Research Programの Betsy Weitzman氏は述べる。 

スタンフォード大学と南カリフォルニア大学のエンジニアは、ナノチューブの多くが捻られたり誤配列さ

れたりしても作動する、カーボンナノチューブを含んだ回路を設計する方法を発見した。 

写真提供元：Stanford University School of Engineering  

Subhasish Mitra 准教授 
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 エンジニアらは次に、デジタル集積システムの主要部品である演算回路、シーケンシャ

ルストレージ、そして初めての極限の集積レベルを持つモノリシック 3 次元集積回路を作

ることによって、彼らの技術の可能性を実証した。 

 

 

 スタンフォード大学の研究チームの活動は、先頃、International Electron Devices 

Meeting (IEDM)にて招待論文として、また米電気電子技術者協会(Institute of Electrical 

and Electronics Engineers: IEEE)の Transactions on Computer-Aided Design of 

Integrated Circuits and Systems 誌の“keynote paper”として取り上げられている。 

 

 「研究者の多くは、CNT 製造における欠陥への対処は、高価な耐故障技術によるものだ

と思いこんでいました。Mitra 準教授と Wong 教授は、彼らの独創的な洞察力をもってそ

れを覆したのです。彼らの発明した安価で実用的な方法で、CNT 回路の強度は著しく向上

し、CNT 回路を実現可能とするのに役に立ちます。」と IEEE Transactions on CAD の編

集長である Sachin S. Sapatnekar 氏は述べ、次のように付け加える。「このペーパーは読

者の高い興味を引くものと思います。」 

 

（本記事の著書である）Andrew Myersは、Stanford University School of Engineering の 

associate director for communications である。 

### 

 

 

国立科学財団(NSF)の支援による Stanford Nanofabrication facility にて、「バニースーツ」を着用した大

学院生を含むスタンフォード大学の研究者達。 

写真：Stanford School of Engineering,  Subhasish Mitra 准教授 
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編集者注：本記事は、国立科学財団(National Science Foundation: NSF)との協力で

"Behind the Scenes" feature on LiveScience として最初に公開された。Behind the 

Scenes に掲載されている研究者らは、科学とエンジニアリングの全分野に関する基礎研究

と教育に資金提供を行う連邦政府関係機関である、National Science Foundation の支援

を受けている。本記事に記されるいかなる意見、所見、結論または提言は、著者のもので

あり、必ずしも NSF の見解を反映するものではない。 

 

 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 

 

 

出典：本資料は、Stanford University, School of Engineering の以下の記事を翻訳したも

のである。 

“Stanford engineers perfecting carbon nanotubes for highly energy-efficient computing” 

by Andrew Myers 

（http://engineering.stanford.edu/news/stanford-engineers-perfecting-carbon-nanotub

es-high-energy-efficient-computing） 

(Used with Permission of the Stanford University, School of Engineering)  
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(1087-5) 

 

【電子・情報(半導体)】 核融合エネルギー  極端紫外線(EUV) 持続的なプラズマ 

                   

仮訳 

 

プラズマ技術スピンアウト企業が 
より微細なマイクロチップ製造のための高エネルギーEUV光源を開発 

（米国） 

2012 年 6 月 28 日 

 

 ワシントン大学の研究室では、10 年以上にわたり、太陽のエネルギー生産のメカニズム

を利用した核融合エネルギーの研究を続けている。そのような中、思いがけない科学的発

見の一つとして、研究者らは電子産業に迫っている問題への解決策を見出した。 

 

 この解決策を市場にもたらすために、ワシントン大学の二人のエンジニアは、Zplasma

社というスピンアウト企業を立ち上げ、次世代マイクロチップのエッチングに必要とされ

る高エネルギーの EUV 光を生成することに狙いを定めている。 

 

 「シリコン上により微細化された形状を作るためには、産業界はより短い波長の光を使

用する必要があります。」とワシントン大学の航空・宇宙航行学の教授である Uri Shumlak

氏は述べ、以下のように続ける。「私たちは、マイクロチップの製造に使用するのに十分な

パワーを持つ光を生成することができます。」 

 

 ワシントン大学のビームは、競合する技術の 1,000 倍まで長く持続し、光を放出する 100

万度のプラズマをより高度に制御することができる。 

 

 40 年以上にわたり、当該技術産業はコンピューターの半導体上のトランジスタの数が 2

年毎に 2 倍になるとする、ムーアの法則に追いついてきた。これによって、より小型、高

速、軽量、そして省エネ型の電子機器が製造されてきた。しかし、この流れは今壁にぶつ

かっている。現行の(波長)193 ナノメートルの紫外線では、これ以上回路を微細にエッチ

ングすることできないのだ。 

 

 同産業では、マイクロチップ製造の将来の標準を、今後数年間にわたり同産業を支える

だろうと思われる、13.5 ナノメートル、つまり現行の 1/14 のサイズの波長と決めている。

このような極端紫外線(Extreme ultraviolet: EUV)は、高温で、原子核から電子がはぎ取

られて帯電したガスであるプラズマからしか生成することができない。 
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電子産業界では、この EUV

光源を様々な方法で生成しよう

と試みている。例えば、スズ(tin)

の液滴にレーザー光線を当てて

蒸発させ、短い閃光を放出する

プラズマを作る。だがこれまで

のところ、その閃光では短時間

すぎる。また、半導体の製造業

者は 1億ドルのマシンを利用し

て、一連の鏡に光を反射させて

シリコンウェハーに光を当て

るが、それぞれのステップで

光のエネルギーが吸収されて

しまう。 

 

 「過去数十年間で、この EUV 光源で一番問題となっていたことは、この光源が十分な

エネルギーを生成できないことでした。」と Shumlak 教授は述べる。「これは半導体産業

にとって、障害なのです。」 

 

 核融合を研究する科学者は、プラズマの専門家であった。太陽中の水素プラズマは非常

に高温であるため、水素の原子核が融合してエネルギーを放出する。ワシントン大学をは

じめとする世界の科学者らは、これを地球上で再現することを目指している。核融合炉で

は、水素を燃料として使用し、廃棄物としてヘリウムを排出するとしており、これは技術

的には困難ではあるが、クリーンなエネルギー源となる。 

 

 ワシントン大学研究グループのスペシャリティは、100 万度ものプラズマを保持するの

に、巨大な磁石ではなく物質を通る電流を利用する、低コスト版核融合炉である。この技

術ではまた、安定した持続的なプラズマを生成することができる。 

「これは、より高度に制御されたプラズマを生成する、まったく他と異なる方法です。」と

ワシントン大学の電子工学の準教授である Brian Nelson 氏は述べる。 

 

 1999 年に初めてこの実験を開始した時、グラスを通して観察していたエンジニアは、「な

んて眩しい光なのだ！」と言って驚いた。これがまさにひらめき(閃き)の瞬間で、ここか

ら高輝度・高エネルギーな光の利用の研究が開始された。 

 

University of Washington  

 

ワシントン大学ラボの設備には、エネルギーの研究用のプラズマ

が格納されている大型タンクに取り付けられた、電子技術応用の

プラズマを計測する小型システムが含まれる。 
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彼らは、その利用法をマイクロ

チップ産業に見出したと考えられ

る。半導体産業が現在検討してい

る技術で発生させた光は、たった

20～50 ナノ秒間の閃光を発生さ

せるところ、Zplasma 社の光線は、

2 千万～5 千万分の 1 秒、つまり

その 1,000 倍長く持続する。 

 

 「これが、直接、十分な時間で

進めることができるような、さら

に高出力な光に変換されて、ウェ

ハー上にさらに多くのエネルギー

を集中させます。」と Shumlak 氏

は述べる。 

 

 ワシントン大学の Center for Commercialization より受けた最初の研究助成金で、研究

チームは 13.5 ナノメートルの光の生成を実証することができた。Washington Research 

Foundation より提供された資金では、機器のサイズを、ほうきの柄のサイズから鋭いビ

ームを発することのできるピンサイズの新バージョンまで小型化することができた。 

 

 Zplasma 社はワシントン大学の Center for Commercialization、および同センターの

Entrepreneurs in Residence プログラムを通して研究者らと知り合った、技術企業家であ

る Henry Berg 氏の支援によって昨年設立された。Berg 氏は現在、Zplasma 社の CEO を

務めている。 

 

 同社では、この新しい技術を既存の産業プロセスに統合できる法人投資家からの「スマ

ートマネー(投資金)」を募っている。 

 

 「この技術が産業界で実践され、インパクトを与えることを期待しています。」と

Shumlak 氏は言う。 

 

 研究チームは、米国エネルギー省 からの資金援助された核融合研究プロジェクトを今後

も続けていく。ワシントン大学の航空・宇宙航行学研究専門の科学者である Raymond 

Golingo 氏は、2008 年に発行された本技術特許の共同発明者である。 

 

### 

University of Washington  

 

4つのキャパシタが 10,000ボルトまでのエネルギーを供給し、

キセノンの原子核から電子を分離させ、帯電したプラズマを生

成する。 
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 詳しい情報については以下まで： 

Shumlak 氏：tel; 206-616-1986 e-mail; shumlak@uw.edu 

Nelson 氏：206-543-7143  nelson@ee.washington.edu 

Berg 氏：henry.berg@zplasma.com まで。 

Shumlak 氏は 2012 年 7 月 5 日～20 日まで不在だが e-mail 受取は可能。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 

 

 

出典：本資料は、University of Washington の以下の記事を翻訳したものである。 

“Plasma startup creates high-energy light to make smaller microchips” by Hannah 

Hickey 

（http://www.washington.edu/news/articles/plasma-startup-creates-high-energy-light-

to-make-smaller-microchips） 

(Used with Permission of the University of Washington)  
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(1087-5-(1)) 

 

【電子･情報（半導体）】低コスト型核融合炉 剪断軸流 Z ピンチ 

 

仮訳 

 

スピンアウト企業がEUV光源用プラズマ溶融技術を売り込み（米国） 

 

 極端紫外線(Extreme ultraviolet：EUV)リソグラフィー技術は、一つには十分な光量源

が不足していたため停滞していた。しかし、ワシントン大学(UW)のスピンアウト企業が低

コスト型の核融合炉を開発中であり、いずれ（これに類する技術で）EUV を可能にする

光源になりうると語った。 

 

 UW のスピンアウト企業である Zplasma 社は、プラズマベースの EUV 光源に取り組ん

でいる。このスピンアウト企業が提供するいわゆる ZaP プロジェクトは、印加磁場を持た

ないシンプルで直線形状の光源である。これは剪断軸流を活用し、Z ピンチ（プラズマ）

の特性に影響を与えずに安定性を提供するものである。このシステムでは、キセノンの電

子を原子核から分離させるため、4 つのコンデンサーが最大 10,000 ボルトのエネルギーを

供給し、帯電したプラズマを生み出す。そして、半径 1cm で、長さ 100cm の Z ピンチプ

ラズマを作り出す。Zplasma 社のビームの持続時間は 2000 万～5000 万分の 1 秒で、従来

の EUV 光源の約 1,000 倍の長さである。 

 

「このことにより、より多くの光量に直接変換し、より多くの光のパワーをウェハーに届

けることにより、ある適切な時間内で光パワーを移動させることが可能となる。」と語るの

は、UW の宇宙航空学教授 Uri Shumlak 氏である。 

 

同氏はこう続ける。「シリコン上でより小さい形状にするために、（半導体）製造業界は

より短い波長の光を追求しなければならない。我々は、マイクロチップ製造に使用される

十分なパワーを有するそのような光を提供できる。」 

 

 助成金によって、このスピンアウト企業は 13.5nm の波長光の生産を実証できた。また、

Washington Research Foundation からの別の助成金により、ほうきの柄のサイズから、

ピンほどのサイズの新型の機器まで小さくできた。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 

 

 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1087, 2012.8.1

52

http://www.washington.edu/news/articles/plasma-startup-creates-high-energy-light-to-make-smaller-microchips
http://www.washington.edu/news/articles/plasma-startup-creates-high-energy-light-to-make-smaller-microchips


出典：本資料は、Semiconductor Manufacturing and Design の以下の記事を翻訳したも

のである。 

“Startup touts plasma fusion for EUV power source” 

http://semimd.com/blog/2012/07/03/manufacturing-bits-july-3/ 

Used with Permission of Semiconductor Manufacturing and Design 
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これは、アルゴンヌの科学者らが高いアスペ

クト比、つまり幅辺よりも高さの方が長い形

状をもたせるために逐次浸透合成を使ってエ

ッチングしたチャンネル(溝)を表すイメージ

図。こうした裂け目によって次世代の半導体

材料製造が可能となる。 

(1087-6) 

 

【電子・情報（半導体）】逐次浸透合成(SIS) 

 

仮訳 

 

ナノ材料を使った新手法で難題を克服(米国) 
著者 Jared Sagoff 2012 年 6 月 8 日 

 

 

コンピューターの速度を上げ、記憶密度を

高める方法を探してみると、その最善策が極

小サイズのパッケージの中から見つかる。 

 

 より小さく、より精度の高い半導体へ向か

う容赦のない流れは、米国エネルギー省

(DOE: Department of Energy)のアルゴンヌ

国立研究所の研究者らに、様々なクラスの半

導体材料の製造を劇的に効率化し、コスト削

減が可能となるような新たな技術開発を行う

よう促した。 

 

 今回の新たな発見は「国際半導体技術ロー

ド マ ッ プ (international semiconductor 

“roadmap”)」が定める 2022年までの(一定の)

要件を満たすものであり、10 年かかると予想された研究進捗がこの一連の新手法だけ

で達成されようとしている。 

 

 現在、ほとんどの半導体パターン製造には薄膜の一部を選択的に除去してパターンを

作成するフォトリソグラフィーと呼ばれる手法が用いられている。レジスト(感光材料

膜)として知られるこの膜パターンが電離気体(ionized gas)にさらされ、半導体がエッチ

ングされる。この気体はレジスト自体もエッチング除去し、同膜の使用可能回数を減ら

してしまう。(使用可能回数が減りづらく)特に長く使用できるレジストはハードマスク
注1として知られている。 

 

                                                           
注1 訳者注：ここでいうマスクとは、転写するパターンの原版を指す。 
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 より小さな半導体部品製造への活動は、しばしば「ドメイン崩壊(domain collapse)」

と呼ばれる現象によって制限される、とアルゴンヌのナノ科学者 Seth Darling 氏は言

う。材料にパターンを描くために用いられてきた従来のリソグラフィー技術では、櫛の

歯状に分かれた形状(のチャネル)を作成しようとしていた。ところが、深すぎるレジス

トのギャップは内部への倒れ込みが起こりやすく、材料が使い物にならなくなる。 

 

 「技術者たちはこの現象を避けようと様々な試みを行ってきたが、業界では常にこの

問題にぶつかる」と Darling 氏は言う。 

 

 2010 年に Darling 氏とその仲間は、ガスを使ってソフトポリマー膜の内側に堅い無

機材料を成長させる、逐次浸透合成(SIS: sequential infiltration synthesis)と呼ばれる

技術を開発した。これは DOE の科学局により、アルゴンヌのナノスケール材料研究セ

ンター(Center for Nanoscale Materials)とアルゴンヌ-ノースウェスタン太陽エネルギ

ー研究センター(Argonne-Northwestern Solar Energy Research Center)を通じて支援

された研究活動である。 

 

 Darling 氏によれば、SIS の最も注目すべき点はフォトリソグラフィーで必要とされ

るハードマスクが不要になることである。「ハードマスクの半導体製造への使用は深刻

な問題を抱えている。これが使用された製品は高価で複雑なものとなり、パターン品質

が下がり、必要工程も増える」と彼は言う。 

 

 Darling 氏によれば、逐次浸透合成は(半導体材料を作る上での)いくつかの制約を解

決する可能性を秘めた技術として、主要半導体企業により既に認識されているという。 

 

 最近の研究で、Darling 氏はアルゴンヌの同僚たちと共に、SIS が実際にパターン崩

壊を排除し、より高い「アスペクト比」のパターンを持つ材料を製造することが可能で

あると明らかにした。アスペクト比とは、(パターン)形状の高さを幅で割った数値を示

す。 

 

 一般的に、リソグラフィーを用いる手法では可能な限り尐量のレジストで、よりアス

ペクト比の高いパターンを製造する方法が求められる。「通常、そのプロセスが機能す

るには一定の厚さをもったレジストが必要とされる」と Darling 氏は言う。「今回の新

たなプロセスで、そのような制約の多くを取り払うことができる。」 

 

 「この新たな研究がもつ最大の強みは、産業的に最も重要なプロセスの一つであるフ

ォトリソグラフィー用に SIS を使用する可能性を私たちが示したということです」と
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Darling 氏は言う。「より良い電子工学に向けた要求が増すなかで半導体はサイズの縮

小を続ける必要があり、私たちが設定した基準を満たし、その基準を上回ることがより

重要になってくる。」 

 

 この研究に基づくレポートが 4 月 10 日に Advanced Materials のオンライン上で公

開されている。オンラインで公開されているレポートはこちら 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201104871/abstract. 

 

 

 ナノスケール材料研究センターは、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、ロスアラモスの各国立研究所に拠

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

策を模索している。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、米国の科学におけるリーダーシップを向上させ、そして

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。 

 

 

問い合わせ先 

より詳しい情報については Jared Sagoff まで 

(630) 252-5549 or media@anl.gov. 

アルゴンヌにおける各分野の専門家検索はこちら。 

アルゴンヌ研究技術の実用化については partners@anl.gov.へお問い合わせください。 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 

 

出典：本資料は、アルゴンヌ国立研究所の以下の記事を翻訳したものである。 

“New nanomaterials method answers tough challenges” 

http://www.anl.gov/articles/new-nanomaterials-method-answers-tough-challenges 
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(1087-7) 

 

【ナノテク･材料（材料）】カーボンナノチューブ 白金 

 

仮訳 

 

オークリッジ国立研究所の電子顕微鏡が 
有望で安価な触媒の隠れた仕組みを解明（米国） 

 

【テネシー州オークリッジ･2012年 6月

11 日】新たに開発されたカーボンナノチ

ューブ材料が、高価な白金触媒の代替を

実現することによって、燃料電池、触媒

コンバーター、および同様のエネルギー

関連技術のコストの引き下げを可能とす

るだろう。 

 

 貴金属の白金は、触媒作用と呼ばれる

プロセスの中で鍵となる化学反応を加速

させる能力があるため長く評価されてき

たが、1 オンス当たり 1,000 ドル超とい

うその高価格により、金属に依存する燃

料電池などの応用を制限する要因となっ

ている。 

 

 安価な代替(材料)を調査する中、米国エネルギー省(DOE)のオークリッジ国立研究所

(Oak Ridge National Laboratory：ORNL)の研究員が参加するチームが、最も豊富な元素

の 1 つであるカーボンを調査した。スタンフォード大学(Stanford University)の Hongjie 

Dai 氏の指導を受け、チームは円筒シートのカーボンから成る多層カーボンナノチューブ

複合体を開発した。 

 

 この複合体の外壁は、アンモニアを添加することで部分的に“ジッパーを開く(unzipped)”

（結合を解く）や否や、本材料は白金に匹敵する触媒特性を見せるということが発見され

た。研究者の推測では、複合体の特性は添加された窒素や鉄などの不純物によるものでは

ないかと考えられたが、ORNL の顕微鏡により原子レベルで材料の科学的挙動を画像化す

るまでは、立証できなかった。 

 

 

安価な触媒として期待されるカーボンナノチューブ

複合体は、材料に望ましい化学的特性を添加する窒素

と鉄の不純物を有すると考えられた。オークリッジ国

立研究所の電子顕微鏡により、材料の構造は赤い丸で

囲んだ鉄原子のような多くの重原子を取り込むこと

が確認された。（高解像度画像） 
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チーム･メンバーである ORNL の Juan-Carlos Idrobo 氏は次のように語る。「従来の透

過電子顕微鏡では、元素の特定は困難である。我々の走査型透過電子顕微鏡で画像化と分

光法を組み合わせて使用すれば、ナノスケールの画像の強度によりどのような元素か明確

となるため、元素の特定が容易となる。強度が増すにつれ、重元素となる。そして分光法

が特定の元素を確認する。」 

 

 ORNL の顕微鏡による分析では、窒素や鉄の成分は確かにカーボン･ストラクチャーに

組み込まれ、観察される白金の特性に類似した触媒特性を起因していることが確認された。

チームの次なるステップは、成分の作用が同時に起こるのか、それとも単独に起こるのか

を決定づけるために、窒素と鉄の関係を理解することである。 

 

 本チームの発見は、Nature Nanotechnology にて“An oxygen reduction electrocatalyst 

based on carbon nanotube-graphene complexes”として発行された。論文の共著者には、

ORNL の Stephen Pennycook 氏、Juan-Carlos Idrobo 氏、ヴァンダービルト大学

(Vanderbilt University)の Wu Zhou 氏、スタンフォード大学の Yanguang Li 氏、Hailiang 

Wang 氏、Liming Xie 氏、Yongye Liang 氏、そして精華大学(Tsinghua University)の Fei 

Wei 氏がいる。研究の一部は、DOE 科学局に支援を受けるユーザー（が利用できる）施

設である Shared Equipment Research Facility(共用の装置を有する研究設備)にて、DOE

の Office of Basic Energy Sciences (基礎エネルギー科学局)にある Materials Sciences 

and Engineering Division(材料科学工学部門)により実施された。ORNL は DOE 科学局

に代わり UT-Battelle 社によって管理されている。 

 

 DOE の科学局は、物理科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、現代の最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。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 

 

出典：本資料は、オークリッジ国立研究所の以下の記事を翻訳したものである。 

“ORNL microscopy reveals workings behind promising inexpensive catalyst” 

http://www.ornl.gov/info/press_releases/get_press_release.cfm?ReleaseNumber=mr201

20611-00 
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