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を呈している。2007年末から2012年までの期間の平均年間
成長率は、エタノールはほぼ11％、バイオディーゼルは17％で
あった。バイオディーゼルの生産は2012年においても拡大し
続けているが、成長率はゆるやかになっている。一方、エタ
ノール生産は2010年にピークに達し、それ以降減少してい
る10。

製造と世界的需要の双方において、ほとんどの技術が拡大
し続けた。しかし、ほとんどの技術の世界的市場の成長は以

前の数年間に比して2012年に減速した。政策の転換と遡
及的変更といった不確かな政策環境と減少した政策支援に
より、多くの既存の市場において投資環境が影響を受け、欧
州、中国、インドにおける多くの既存の市場の勢いを鈍化させ
た。

太陽光発電と陸上風力発電は規模の経済と技術の進展によ
り引き続き価格が低下したが、これにはタービンとモジュール
の生産過剰の影響もあった。国際的な経済危機（政策変更
の要因となった）と国際貿易の継続的な緊張が組み合わさっ
たため、こうした変化はいくつかの自然エネルギー産業と、とり
わけ機器メーカーにとって新たな課題を創出した11。

これに応答して、大小両方のプレイヤー間で業界再編が継
続し、とくに太陽光、風力、バイオ燃料産業において、年間を
通じて注目を集める企業の倒産がいくつか起こった12。製品
価値を向上させコストを削減するため、製造業者は、サプライ
チェーンを垂直型に統合し、製品を多様化させた。プロジェク
ト開発と所有に関する動きも続いた。

価格下落は、多くの製造業者に痛手を与えたが、彼らは新し
い機会を得た。伝統的市場における供給過剰と成長鈍化
は、企業が新たな市場を開拓することを後押しした。価格下
落と資金調達における革新によって、自然エネルギーは先進
国と途上国のより広範な消費者にとって同様に、より手頃なも
のとなってきている13。価格下落のため2012年は設置業者と
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第 1 章　世界市場および産業の概要

消費者にとっては良い年であった。

その結果、アジア、ラテンアメリカ、中東、アフリカの新たな市場
は、すべての自然エネルギー技術と最終消費部門での新規
投資によって、勢いを増している14（補足2と投資フローの章を
参照）。市場、製造、そして投資が、2012年の間に発展途
上国にますます移行した。

自然エネルギーはまた、業務がエネルギー集約的でしばしば
遠隔地において行われる淡水化（とくに乾燥地域で太陽エネ
ルギーによる発電を使用）や鉱業を含む、新しい機器や産業
で利用されている15。これらすべての自然エネルギー部門に
おける雇用上の発展の影響は、国や技術によって様々だが、
世界的に自然エネルギー産業で働く人の数は上昇し続けて
いる（補足4および表1、48ページを参照）。

■電力部門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
世界の総自然エネルギー容量は、2011年から2012年にかけ
て約8.5％上昇し、1470ギガワット（GW）を超えた。水力発
電＊は、推計990 GWに増加し、他の自然エネルギーは21.5％
増加して480 GWを超えた16。世界全体では、風力発電が
2012年度の新規自然エネルギー発電容量の約39％を占め、
つづいて水力発電や太陽光発電がそれぞれ約26％を占めた

（表R1を参照）17。世界全体の太陽光発電の稼働中容量は
バイオマス発電を超えて100GWという画期的な規模に達し、
容量（発電量ではなく）の点においては風力発電と水力発電
に次ぐ三番目に大きい自然エネルギー技術となった。

毎年世界中で発電容量が増え続けるなかで、自然エネル
ギーが占める割合が高まっており、2012年には自然エネル
ギーは正味の追加発電容量の半分強を占めた18。年末まで
に、自然エネルギーは世界全体の発電容量の26％以上を占
め、世界の電力の推計21.7％を供給し、水力発電は総電力
の16.5％を供給した19（図3を参照）。自然エネルギー容量は
年々急速に上昇しているが、発電量全体に対する自然エネ
ルギーの割合の伸びはゆるやかである。これは多くの国々が
大規模な化石燃料容量を追加し続けており、自然エネルギー
容量の多く（風力や太陽エネルギー）は比較的低い稼働率
で運転されることによる。

そうであっても、風力発電や太陽光発電は、2012年の間に
それぞれ風力発電で電力の30％、太陽光発電で5.6％を発電
したデンマークやイタリアなどの国々で高い普及率を達成し
ている20。オーストラリアの一部、ドイツ、インド、米国のように、
変動型の資源からの発電割合が、目覚ましいピーク記録を達
成し、一時的に電力需要の高い割合を満たし、しばしばスポッ

＊ 世界の水力発電に関するデータであり、よって本報告書の自然エネルギーの統計では総計から純揚水式の容量を除くよう計らった。詳細については方法論に関する注釈、p.120
ページを参照。
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図12．太陽光発電容量　上位10か国（2012年）

図13．モジュール製造業者上位15社の市場シェア（2012年）

出典：本章の巻末注2を参照

出典：本章の巻末注12を参照

出典：本章の巻末注75を参照
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SOLAR	  PV	  –	  GLOBAL	  TRENDS	  
太陽光―世界の潮流 	  

	 
	  
“Utility-‐scale”	  or	  “megawatt-‐scale”	  growing:	  	  	  more	  than	  400	  plants	  around	  the	  world	  with	  
capacity	  greater	  than	  10	  MW	  in	  2013.	  	  Largest	  single	  plant	  250	  MW.	  
「電力会社規模」または「メガワット規模」の成長	  2013年は、世界で発電所400カ所、
10MW以上の容量が新設された。最大の発電所：250MW	  
	  
Utility	  companies	  themselves	  installing	  solar	  PV.	  	  Example:	  US	  capacity	  added	  in	  2012	  was	  
54%	  by	  utilities,	  32%	  commercial,	  and	  15%	  residential.	  
発電所事態が太陽光パネルを設置。米国（2012年）の新設：発電所54%、非住宅34%、住
宅15%	  
	  
Growing	  number	  of	  community-‐scale	  systems	  serving	  several	  buildings,	  as	  opposed	  to	  
individual	  building	  systems.	  
建物別系統の他に、いくつかの建物を結ぶ地域系統の増加	  
	  
Building-‐integrated	  PV	  market	  remains	  small,	  accounting	  for	  only	  0.1	  GW	  in	  2012	  (out	  of	  30	  
GW	  added	  that	  year)	  
建物統合型太陽光発電市場は小規模のまま。2012年でわずか0.1GW（同年新設容量30GW
のうち）	  
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発活動が移行したことだったが、先進国は依然として
世界全体の投資の半分を占めていた。2007年には、先
進国経済は発展途上国よりも（大型水力を除く） 自然
エネルギーに2.5倍以上投資していた。2012年には、そ
の差はわずか15％であった。中国は再び自然エネル
ギーへの投資を独占した。

2012年の他の大きな話題は、 太陽光発電技術のコスト
のさらなる大幅な削減であった。実際に、太陽光発電
や風力発電のコスト競争力が継続的に向上したため、
多くの市場での需要が後押しされた。

■経済地域別の投資
2012年には、先進国の独占的地位が失われ、 途上国の
重要性が高まったことで、世界全体の自然エネルギー
への投資の勢力図は最も劇的な変化を遂げた 。発展
途上国での自然エネルギーへの支出は、2011年の940
億ドルから増加して1120億ドルに達し、世界全体の割
合では2010年の37％、2011年の34％から増加し、 2012
年は世界全体の46％を占めた。対照的に、先進国での
支出は2011年の1860億ドルから2012年の1320億ドルへ
と大幅に減少し、2009年以来の低水準となった 。

こうした変化は、3つの重要な動向を示している。欧

世界の自然エネルギーおよび燃料への新規投資は
2012年に2440億ドルに達しており、政策の不透明さ
と価格の低下により2011年と比較すると12％減少し
た。投資の傾向は大幅に変化しており、発展途上国
が世界全体の約半分となっている。

世界全体での自然エネルギーおよび燃料への新規投資
は前年の2790億ドルから12％減少し、2440億ドルと
なった1＊（補足5、p.54および図21を参照）。投資は後
退したものの、2012年の合計額は2010年より8%増加
し、過去2番目に高い水準であった。50MWを超える
水力発電のプロジェクトと太陽熱集熱器の報告されて
いない投資を含めると、2012年の自然エネルギー全体
の新規投資は2850億ドルを超えた※。しかし、これは
2011年の推計値よりも低い。

数年間の継続的な成長を経験した後での投資の減少
は、欧州と米国での支援政策の見通しが不透明であっ
たことと、支援策の遡及的な削減が実行されたことに
よるものである。より肯定的な観点からは、技術コス
トの急激な削減によるものであったとも言える。

2012年の主要な話題は、先進国から発展途上国へと開

＊この章は GSR の姉妹版である Frankfurt School–UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance (FS-UNEP) と Bloomberg New Energy Finance(BNEF) 
による Global Trends in Renewable Energy Investment 2013(Frankfurt:2013) に依拠している。数値データはとくに注記が無い限り BNEF のデスクトップデータベースから取得
している。以下のような自然エネルギープロジェクトが含まれる: すべてのバイオマス、地熱、1MW以上の風力発電プロジェクト、1MWから50MWまでのすべての水力発電プロジェ
クト、太陽光発電（ただし 1MW 未満は除く。これは小規模プロジェクトあるいは小規模分散型として別に取り上げている）、すべての海洋エネルギー、年間 100 万リットル以上
のバイオ燃料プロジェクト。詳細は FS-UNEP/BNEF Global Trend Report を参照。
※ 大規模水力（>50MW）と太陽熱集熱器への投資は自然エネルギーへの投資全体の合計には含まれていない。BNEF は 1MW から 50MW の規模の水力発電プロジェクトのみを追
跡しており、太陽熱集熱器は発電をしないため小規模プロジェクトには含まれないためである。

　第 3章　投資の流れ
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政策が30州にあり、10以上の州に他の種類の政策目標
がある。カナダでは、4つの州にRPS政策があり、他
の5州には他の種類の政策／計画がある。インドでは、
少なくとも15州にRPS政策があり、他の州には政策目
標がある。23（都市や地域の目標は、41ページの囲み
記事6および第4章も参照。）

国の政策が積極的であり続けた場合、2030年までに世
界で40 ～ 50%の電力のシェアが実現可能であろうとい
う考えを、インタビューで多くの専門家が述べた。長
期的に見ると、欧州の電力シェアは70 ～ 100%にまで
達すると考える、欧州の専門家は多い。同様に、世界
規模でこのレベルになるという楽観的考えの専門家も
おり、ある専門家は「次の20 ～ 30年で自然エネルギー
による世界の電力シェアは80%に達することも可能
だ」と断言している。24 ＊

表2は、近年のシナリオによる、欧州、米国、日本、
中国、インド、その他のアジア、ラテンアメリカ、ア
フリカの電力シェアを示したものである。25 （選択し
た国の目標や計画は図2も参照。）

熱利用と冷房のシェア
欧州以外では、自然エネルギーによる熱利用のシェア
を政策目標に入れている国はほとんどない。EUの場
合、自然エネルギー国家計画が2020年までに合計で熱
利用の約20%をとなる。2009年に導入された、ドイツ
の自然エネルギー熱法は、新しく建築する住居用建物
はすべて、自然エネルギーから最低20%の家庭用暖房
と温水エネルギーを得るよう定めており、2020年まで
には地域熱供給システムも含めて自然エネルギーによ
る熱利用を14%とする全体的な目標がある。26

自然エネルギーによる熱利用（および冷房）シェアの
2020年までのEU加盟国のその他の目標は、ベルギー

（12%）、デンマーク（40%）、フランス（33%）、ギリシャ
（20%）、リトアニア （39%）、ルーマニア（22%）、ス
ペイン（19%）、イギリス（12%）となっている。2020
年以降では、2030年のEU全体のシナリオでは、低い
ものは20 ～ 25%（EC 2009年）、高いものは45 ～ 55%

（EREC 2010年とGreenpeace 2012年）を目指してい
る。2050年の場合、 60 ～ 100%に達する計画もある

（EREC 2010年とSEI 2009年）。27 （熱利用と冷房シェ
アの都市および地域の目標は第4章、国の熱利用政策
および市場の詳細は第5章も参照。）

今後の熱利用／冷房シェアに関する産業専門家の意見
は大きく異なっており、意見を述べることは難しいと
いう専門家もいる。新しい建築設計におけるエネル
ギー効率化と既存建物の改修へと大きく舵を切らなけ
れば、世界の多くの地域で25 ～ 30%を超えるのは困難
であると考える専門家が多い。（第2章の建物統合を参
照。）　欧州、とくに北欧の意見はこのレベルよりは楽
観的であり、これは一部には進歩的な政策、建築設計、
バイオマスの利用などのおかげであろう。より高い
シェアを達成する可能性は、気候帯や自然エネルギー
資源の供給量にもよると専門家らは述べている。28

IEA WEO （2012）「新政策」シナリオは、2010年から
2035年の間に世界で近代的な自然エネルギーによる熱
利用がほぼ2倍になるよう予測している。IEAは以下
のように述べている。「近代的な自然エネルギーによ
る熱供給は、想定の期間を通してバイオエネルギーが
優位であり続けるだろう … この熱は主に産業に利用
されている（熱電併給や鉄鋼生産で蒸気を発生させる

＊ この報告書のインタビューに答えてくださった専門家の意見はすべて、匿名である。補足欄 1 を参照。出版物の著者名、出版年、企業名、引用の詳細を記載したその他の出版物
やエネルギー会社の抜粋文は、巻末注に記載。

図 2: 各国およびEUにおける自然エネルギーによる電力の割合 , 2010 - 2030

出典：本章については後注 25参照
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自然エネルギーの世界市場は過去10年で急成長した。
この拡大によって多くの革新やコスト削減がもたらさ
れ、この傾向は続くであろう。未来の技術改善やコス
ト傾向の継続に推進され、未来の市場成長の推定も同
様に目覚しいものとなっている。技術がもはや「障壁」
ではないところまで市場は到達していると多くの専門
家が述べている。

過去10年の自然エネルギーの爆発的成長に伴い、劇的
な技術向上とコスト削減が起こった。この成長は、自
然エネルギー技術の多くが主流な投資となり、性能、
コスト、規模の面で飛躍的前進をした「離陸」段階を
反映している。1 （すべての技術と市場の状況の詳細に
ついては、年刊版のREN21自然エネルギー世界白書を
参照。自然エネルギーとその他のエネルギー技術の価
格比較の詳細については、11ページの「重要な論争1」
を参照。市場成長の根底にある政策については、12ペー
ジの「重要な論争2」と第5章を参照。技術統合の詳細
については、第2章を参照。）

電力では、世界の風力発電容量は2011年に20%増加
（238GWへ）し、2006 ～ 2011年の5年間で年間平均
26%の増加である。太陽光発電容量は2011年に74%増
加（70GWへ）して過去最高となり、5年間で平均58%
の増加である。太陽熱発電（CSP）は2011年に35%増
加した。対照的に、水力発電、バイオマス、地熱発電
は何十年間も安定しており、これらの自然エネルギー
の5年間の成長率は、従来のエネルギー技術とさらに
同等である。総発電設備容量の点では、自然エネルギー
は2011年に水力発電の970GWを含め、1,360GWに達し
た。世界中の自然エネルギー設備容量が世界中の総電

力設備容量の約4分の1を占めているということにな
る。2

バイオマス、太陽熱、地熱を組み込んだ温水や暖房の
市場拡大も、技術進展やコスト低下に役立っている。＊

バイオマスが引き続き自然エネルギーによる熱供給の
主な形態であり、世界中のエネルギー供給の約10分の
1を占めており、その3分の2は「伝統的」バイオマス
の使用である（13ページの脚注を参照）。バイオマス
源の残り10%は発電や熱電併給（CHP）に使われてい
る。ほとんどのバイオマスは国内で消費されているが、
1990年代中頃から、木質ペレットの国際取引が増えて
いる。

太陽熱集熱器（温水と暖房用） の市場は近年急速に成
長しており、現在、太陽熱は近代的バイオマスとほぼ
同じ熱容量を供給している。太陽熱設備容量は2011年
には27%増加し、2006 ～ 2011年の5年間で年間平均
17%増加した。地熱設備容量はバイオマス熱設備容量
のほぼ5分の1であり、これも増加している。3

自然エネルギーによる交通燃料は、様々なバイオマス
農作物から作るエタノールとバイオディーゼルが主で
ある。この2つの燃料の生成は2011年に1070億リット
ルに達し、世界中の道路交通用燃料総消費量の約3%で
あった。エタノール燃料の生成は、2011年には伸びが
停滞していたが、2006 ～ 2011年の5年間で年間平均
17%増加し、バイオディーゼルは5年間で年間平均27%
増加した。4

専門家へのインタビューやシナリオは、技術向上やコ

　第 6 章　技術、コスト、世界市場成長の進化

＊ 自然エネルギーによる冷房市場は暖房よりもはるかに開発が遅れているが、伸びている。年刊版の REN21 自然エネルギー世界白書を参照。暖房と冷房両方の技術の詳細につい
ては、25 ページの建物統合と 39 ページの都市インフラ統合を参照。

GW
‒ 74 8 0.4 45 9.5 0.3
970 238 70 1.8 72 11 0.5

1,580  920 490  40 210 40 10
1,740 1,340 720 110 260 50 10
1,640 1,400 700 140 340 50 20
̶ 1,350 1,200 260 30 ̶
1,300 2,700 1,000 120 340 ̶ ̶
1,350 2,900 1,750 700 60 170 180

表 4: 近年のシナリオにおける 2030 年の世界自然エネルギー電力容量

出典 : 補足欄 2を参照。2006 年と 2011 年の実数はREN21 （2008 年、2012 年）からのものである。

地熱 海洋

Greenpeace（2012年）

IEA RETD（2010年）「ACES」
BNEF GREMO（2011年）
IEA ETP（2012年）「2DS」
IEA WEO（2012年）「450」

IEA WEO（2012年）「新政策」

比較用2011年容量実数

比較用2006年容量実数

注 : CSP は太陽熱発電の略語である。2030 年の数字は元の出典の数字を 10GW または 50GW の近似値で四捨五入したものである。2011 年
の水力発電の数字は揚水発電の純容量を除外したものである。2006 年の比較値は得られなかった。REN21（2012 年）の表 R2 の注と 168 ペー
ジの水力発電に関する注を参照。

水力 風力 太陽光PV CSP バイオマス
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表1は、いくつかのシナリオの2030年から2050年まで
の世界の部門ごとのシェア予測を表わしたものであ
る。石油会社の2つの保守的なシナリオ、IEA（WEO「新
政策」および「450」）の2つの中位のシナリオ、IEA 
ETP、GEA、Greenpeace、WWFの4つの高位自然エ
ネルギーシナリオなどである。このような世界シェア
以外の、各国ごとの政策目標や計画の例は以下の部門
に記載している。19

電力シェア
2011年の自然エネルギー電力の世界シェアは20%で
あった。EUでは、シェアは21%であった。自然エネル
ギーによる電力のシェアは多くの国ですでに非常に高
く、ほとんどの国では主に水力発電によるものである。
このような国の幅の広さを説明するために、30%以上
のシェアのある国の一覧を以下に挙げておく。アルゼ
ンチン（31%）、オーストリア（68%）、ブラジル（85%）、
カメルーン（88%）、コロンビア（70%）、コスタリカ

（94%）、 クロアチア（61%）、デンマーク（32%）、エ
ルサルバドル（65%）、エチオピア（89%）、フィンラ
ンド（30%）、グアテマラ（63%）、アイスランド（100%）、
ラトビア（55%）、マダガスカル（57%）、ニュージー
ランド（73%）、ノルウェー（96%）、パナマ（59%）、
パラグアイ（100%）、ポルトガル（53%）、ルーマニア

（34%）、スロベニア（30%）、スペイン（34%）、スー
ダン（81%）、スウェーデン（55%）、スイス（58%）、
ウガンダ（54%）、ヴェネズエラ（66%）。20

少なくとも48 ヶ国に2020年から2030年における自然エ
ネルギーによる電力のシェア目標がある。目標の多く
は現在のシェアの2倍または3倍に設定されている。
2020年の目標の例は以下のようなものである。エジプ
ト（20%）、アイルランド（40%）、 マダガスカル（75%）、
フィリピン（40%）、タイ（14%）。クウェート（15%）、
南アフリカ（42%）、チュニジア（40%）のように、
2030年に目標を設定している国も多少ある。また、次
の3 ヶ国は2050年に目標を設定している。デンマーク

（100%）、ドイツ（80%）、マレーシア（24%）。＊ 2012
年後半、日本政府は、福島原発事故後の新しい対策と
して、2030年までに30 ～ 35%のシェア目標を発表す
るよう期待されている。21

シェアではなく、自然エネルギーによる年間発電量の
目標がある国もある。たとえば、2020年または2030年
までに、アルジェリアは41テラワット時（TWh）、オー
ストラリアは45TWh、韓国は40TWhを目標としてい
る。22 （主要な国のギガワット（GW）での電力容量目
標は、第5章を参照。） ※

地方や凖国家地域にも電力シェアの目標があると多く
が述べている。たとえば、スコットランドは2020年ま
でに100%、オーバーエスターライヒ州は2030年まで
に100%、南オーストラリア州は2020年までに33%、ア
ブダビは2020年までに7%を目指している。米国では、
電力のシェアを義務付け、一般的に10 ～ 30%の事実上
の目標の形態をとる自然エネルギー割当基準（RPS）

表 1: 近年の世界のシナリオにおける自然エネルギーの部門ごとのシェア

情報源 : この章については巻末注 19と補足欄 2を参照。

シナリオ 期限 熱電力 交通

ExxonMobil　Outlook for Energy: A View to 2040 （2012年）
BP Energy Outlook 2030 （2012年）
IEA World Energy Outlook （2012年） 「新政策」
IEA World Energy Outlook （2012年） 「450」
Greenpeace （2012年） Energy ［R］evolution 

IEA Energy Technology Perspectives （2012年）　「2DS」
GEA Global Energy Assessment （2012年） 
IEA Energy Technology Perspectives （2012年） 「2DS 高位自然エネルギー」
Greenpeace （2012年） Energy ［R］evolution
WWF （2011年） Ecogys Energy Scenario 

2030～2040年まで

2050年まで

2040年
2030年
2035年
2035年
2030年

2050年
2050年
2050年
2050年
2050年

注: IEA WEO、IEA ETP、BPの交通シェアはバイオ燃料のみの場合である。
Greenpeaceの交通シェアには電気自動車が含まれる。
WWFの交通シェアはすべてバイオ燃料である。
WWFの熱シェアは産業と建物のみである。
BPの電力シェアはグラフから概算したものである。
GEAの電力シェアは主要な「効率化」事例に基づく。

16% ̶ ̶
25% ̶ 7%
31% 14% 6%
48% 19% 14%
61% 51% 17%

57% ̶ 39%
62% ̶ 30%
71% ̶ ̶
94% 91% 72%
100% 85% 100%

＊ドイツの 80% シェアは、2020 年の 35% から始まる 10 年ごとの段階的目標によって達成されるというものであり、これは化石燃料や原子力を完全に廃止する Energiewende（エ
ネルギー転換）運動の一部である。
※ TWh という単位は発電の年間量を表わすために用いられる。GW という単位は物理的に存在する発電容量を表わすために用いられる。エネルギーの単位の詳細は 53 ページの表
4 およびオンライン補足情報「用語解説およびエネルギーに関する基本的理解」を参照。
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2.	  Business	  models	  and	  finance	  	  ビジネスモデルと融資	  
	  
• energy	  service	  company	  models	  
エネルギー・サービス会社のモデル	  
	  

• leasing,	  fee-‐for-‐service,	  prepaid	  
リース、サービス料支払い制、プリペイド	  
	  

• “peer	  to	  peer”	  sales	  
「相互間」売買電	  
	  

• community	  ownership	  or	  special-‐purpose	  business	  by	  consumers	  
地域所有型ビジネスおよび消費者による特別目的ビジネス	  
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3.	  Grid	  integration	  and	  stability	  	  系統接続と安定	  
	  
• autonomous	  “micro-‐utilities”	  
独立した「マイクロ発電会社」	  
	  

• energy	  storage	  (building-‐level,	  district-‐level,	  central-‐level)	  
蓄電（建物レベル、地域レベル、中央レベル）	  
	  

• grid	  balancing	  options	  (i.e.,	  demand	  response,	  flexible	  generation)	  
系統需給調整のオプション（例：デマンド・レスポンス、調整発電）	  
	  

• “saturation”	  of	  local	  grids	  
地域系統の「飽和」	  
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しかし、既存の建物を改修する時よりも新しい建物に
設置する時のほうが冷房システムとの統合がはるかに
容易であるため、太陽熱冷房は新しい建造物において
最も現実的なものであると専門家は主張している。太
陽熱で駆動する冷却装置は伝統的に大きな建物に使用
されてきたが、コストや技術的複雑さを減らした設計
を適用できれば、居住用住宅で競争力を持つ、もっと
小型の太陽熱冷却装置も設計可能であると、ある専門
家は提案している。36

太陽熱専門家が議論している重要な問題のひとつは、
電力や冷暖房を建物と同時に管理する統合的対処方法
である。多くの気候条件下で、冷房が原因となって夏
の電力需要のピークが起きるため、自然エネルギー冷
房が電力需要のピークカットに役立つと説明してい
る。また、熱利用と冷房は連動している。冬季に充分
な熱を供給するような太陽熱システムは、夏に使用す
るには規模が大きすぎるため、夏には余剰の能力を冷
房用に使用できる。37

地域熱供給
自然エネルギーを用いた地域熱供給はすでに世界各国
で普及している。北欧では、多くの国が地域熱供給シ
ステムにバイオマスを大いに利用している。多くの産
業専門家やシナリオは、建物群や近隣一帯に効率的に
供給できる、バイオマス（熱利用のみ、または熱電併
給のいずれか）や地熱、より多くの大規模な太陽熱シ
ステムから供給する地域熱供給の使用拡大を計画して
いる。Greenpeaceは、「地熱や太陽熱エネルギーの大

規模な利用にとって、自然エネルギーによる熱利用に
特化した政策の不足と共に、地域熱供給ネットワーク
の不足が構造上の深刻な障壁となっている。」と述べ
ている。38（第4章の地域熱供給も参照。）

低エネルギーまたは「パッシブ」建物
パッシブ建築物は熱損失が小さく、高度に断熱された
建物躯体であるため、冷暖房のエネルギー必要量がゼ
ロまたは最小である。パッシブ建築物の概念は、高効
率暖房装置、ソーラゲイン（太陽光による直接集熱）、
太陽光による採光、内蔵型蓄熱システムを含んでいる。
パッシブ建築物は2018 ～ 2020年までの「ほぼ」カー
ボンニュートラルな建造物に関する2010年EU指令の
鍵となるだろうと専門家は述べている。39

パッシブハウス設計の場合、どの季節でも安定した快
適性を保つためには、少量の自然エネルギー冷暖房で
充分である。適切な気候におけるバイオマスペレット
ストーブおよび／または太陽熱システムは、おそらく
ガスボイラーまたは電力ヒートポンプをバックアップ
として使えば、四季を通じて快適さを保つために必要
な熱利用エネルギーの大部分を供給できる。隣接する
パッシブハウスのグループでは、熱需要が低いため、
比較的小型の共用太陽熱システムや地域熱供給システ
ムがコミュニティー用エネルギーシステムとして使用
できる。このような建物は2020年までに強力な動向と
して登場し、EU指令、新しい建材、新しい蓄熱部品、
製造における規模の経済、消費者意識、建築家／技術
者訓練への統合を含む要因が重なり、「パッシブハウ

8
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3
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2

図 4: 建築物への自然エネルギー 「統合」の機会

1  双方向の電力網
2  電気自動車のバッテリーを住宅用蓄電池に利用 
3  ホーム・エネルギー・マネジメント・システム（HEMS）
4  太陽光発電パネル 
5  太陽熱温水システム（暖房、給湯） 
6  地中熱ヒートポンプと貯湯タンク 
7  バイオマスペレットストーブ 
8  パッシブ蓄熱
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   New power market designs that support greater flexibility 

   Expanded diversity of resources within geographic grid balancing areas 

   Co-ordination/merging of balancing areas under balancing authorities 

   Faster balancing response times through market/operational mechanisms 

   New types of system optimization  

   Power dispatch models that incorporate day-ahead weather forecasts   

   Controlled curtailment of renewables 

   Demand response 

   Gas turbines (peaking and non-peaking) 

   Strengthened transmission capacity and interconnection 

   Energy storage 

   Ramping and cycling of conventional plants 

Power Grids:  Technical, Planning, Market, and Regulatory  
Options to Balance Variable Renewables  



Roles of Different Types of Companies 
企業タイプ別の役割  

 
• Electric Utilities 
   電力事業者 
 
• Oil companies 
石油会社 
 
• Automakers 
自動車製造業者 
 
• Information‐technology (IT) companies 
情報技術（IT）企業 
 
• Technology integration companies (i.e., Siemens) 
総合技術企業（シーメンスなど） 
 
• Buildings materials manufacturers (i.e,. architectural glass) 
建設資材製造業者（建設用ガラスなど） 

 
 



“Great Debates” 重要な議論  

1. Is Renewable Energy More Expensive Than Conventional Energy?
自然エネルギーは従来のエネルギーよりも高価なのか？

2. What Is the Future Role of Policy?
政策が持つ未来の役割とは？

3. Is Energy Storage Necessary for High Levels of Renewables?
エネルギー貯蔵は、高いレベルの自然エネルギーのために必要なのか？

4. Is the Concept of “Base Load” Meaningful for Future Energy Systems?
「ベースロード」というコンセプトは未来のエネルギーシステムにおいて意味を持つか？

5. Centralized or Decentralized Power Grids?
集中型、分散型の電力網とは？

6. Will Utilities Lead, Follow, Push Back, or Perish?
電力事業者は先導するのか、追随するのか、押し戻すのか、消滅するのか？

7. What Roles Will Oil and Gas Companies Play?
石油会社、ガス会社は今後どのような社会的役割を担うのか？

8. How Will Feed‐in Tariffs Evolve?
固定価格買取制度はどのように進化するか？

9. What Are the Pros and Cons of Offshore Wind Power?
洋上風力への賛否は？
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