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２－２．燃料電池自動車 

 

（１）グローバル市場動向 

 

○ ２０１５年の市場化を目途に燃料電池自動車について世界的な開発競争

が行われている。 

 

○ 技術的には、ガソリン車、ハイブリッド自動車と比較して、航続距離、

燃料充填時間においては同等の性能に達していることから、メリットの創

出に向けたコストダウン、インフラコストの低下による燃料コストの低下

が市場拡大に向け重要な要素。 

 

（２）国内外の主要プレイヤー 

 

○ 燃料電池自動車については、２０１５年の市場化をにらんでトヨタ自動

車、ホンダ、日産、ＧＭ、ダイムラー（Daimler、独）、ヒュンダイ（韓）が

開発競争を行っている。 

 

○ トヨタ自動車とＢＭＷ（独）の共同開発によるトヨタ自動車からＢＭＷ

へのセルスタックの提供、ダイムラー・フォード（米）・日産による共同開

発など国際的な連携の動きが見られる。また、２０１３年にはヒュンダイ自

動車が大量生産を開始し、量産試作車をデンマークに導入したとの発表を行

ったところ。 

 

○ 燃料電池自動車の導入に不可欠なインフラとなる水素ステーションにつ

いても、欧米、日本において実証が行われている。ドイツでは２０１５年ま

でに５０基の水素ステーションの建設が目標とされるとともに、米国カリフ

ォルニア州においても２０１５年に６８基の水素ステーション建設の目標

が設定され、日本においても２０１５年に１００基の水素ステーションの建

設が目標されるなど、各国で建設に向けた動きが見られる。 

 

○ 富士経済によると、燃料電池自動車開発を行っている米国、欧州、韓国、

日本を中心に２００９年の１９億円から２０２５年の２兆５,１００億円に

年平均５６．６％の成長の見通し。 



61 
 

 

（出典）富士経済「2013年版 燃料電池関連技術・市場の将来展望」を基 

      にＭＥＴＩ作成 

 

（参考１）トヨタ自動車 

  １９９２年以降、燃料電池自動車の開発を推進。自動車排ガス用触媒技

術・センサー技術などを活用。また、ガソリンエンジンやハイブリッド自

動車で得た制御技術を蓄電池、燃料、熱、空気、水などの制御に活用し、

効率化による小型化を推進。燃料タンクをはじめ部品を内製化し、コスト

ダウンを図っている。 

 さらに、ＢＭＷとの共同研究の一環としてトヨタ自動車製の燃料電池ス

タックの提供を行うこととしている。 

 

 

（出典）トヨタ自動車株式会社 

 

  

２０１５年から市場投入されるＦＣＶ－Ｒ 
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３．再生可能エネルギー 

 

○ 昨年７月の再生可能エネルギー固定価格買取制度の開始に伴い、我が国に

おいてはメガソーラーをはじめ再生可能エネルギーの導入が進んでいる。次

世代の電力システムにおいては、原子力、ＬＮＧ火力などの大規模な集中電

源だけに止まらず、導入が進むメガソーラー、風力発電などの分散型の再生

可能エネルギーも高い割合を担うエネルギー源として組み込まれることが

見込まれている。 

 

○ 再生可能エネルギーのうち、太陽光発電、風力発電などは不安定で出力変

動が大きいため、これらが大規模に導入され、系統に逆潮された場合には、

周波数や電圧の変動などの影響を与える可能性がある。 

 

○ これらの不安定な電源の出力変動を蓄電池の充放電で調整するため、系統

に大型蓄電池を導入することが有効であり、今後メガソーラー、風力発電な

どの大量導入が進むに伴い、このような大型蓄電池の系統への連系が進むこ

とが見込まれる。次世代の電力システムにおいてはメガソーラー、風力発電

などの再生可能エネルギーを有効に活用するための大型蓄電池の普及がカ

ギとなるのである。 

  

○ また、再生可能エネルギーの中でも、地熱発電は導入容量ポテンシャルこ

そメガソーラーや風力発電には及ばないものの、不安定性を持たず、ベース

電源としても活用可能な供給安定性を有する点で優れている。 

 

○ 我が国は、世界第３位の地熱資源量を有しており、今後、地域住民の理解

も得ながら、環境に配慮した形で国立・国定公園内においても地熱発電の導

入が進み、次世代の電力システムは我が国の優れた地熱資源を有効に活用し

たものとなることが見込まれる。 
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３－１．系統用蓄電池 

 

（１）グローバル市場の動向 

 

○ 系統用蓄電池は、その電池特性等から、ＮＡＳ電池に代表される中長周期

の出力変動対策に適した蓄電池と、リチウムイオン電池やニッケル水素電池

に代表される短周期の出力変動対策用に適した蓄電池、またいずれの用途に

も適するレドックスフロー電池に大別される。 

 

○ これら系統用に適した大型蓄電池は、我が国企業が得意とするすり合わせ

によるものづくり力が強みを発揮する技術分野であり、世界に先駆けて我が

国が量産体制の構築を実現。グローバルマーケットにおいて我が国メーカー

が世界でもトップを走っている分野である。 

 

○ 近年、欧米諸国を中心に、系統の不安定化への対処策として蓄電池を応用

する動きが活発化しつつある。しかしながら、依然としていずれの用途にお

いても実証段階での取組が大宗を占めており、マーケットとしては未成熟。

２０１０年において市場の大半を占めていたＮＡＳ電池の売上高で１９７

億円（出典：２０１０年３月期日本ガイシ決算説明資料）である。 

 

○ 最近では、新たなビジネスモデルとして米国のアンシラリーサービス市場

※向けやチリの火力発電所の発電予備力向けを提供する２０ＭＷ級の大型

リチウムイオン電池が商用導入される案件が出始めており、市場化の動きは

徐々に進みつつある状況。 

   ※瞬間的な需給不均衡に起因する周波数や電圧変動を安定化させるために、電力会社等が

提供する需給運用サービス 

 

○ ＮＡＳ電池は、負極にナトリウム（Na）、正極に硫黄（S）、両電極を隔て

る電解質にファインセラミックスを用いて、硫黄とナトリウムイオンの化学

反応で充放電を繰り返す蓄電池であり、１９６７年にフォードが原理を発表。

その後日本企業のみが製品の実用化に成功。 

動作温度が高い電池特性を持つものの、大容量、高エネルギー密度、長

寿命を特長とし、鉛電池の約３分の１のコンパクトサイズで、長期にわた

って安定した電力供給が可能であるとの特徴を有することから、２０１０

年までは系統用蓄電池の大きな市場を占め、全世界での累計設置実績は３

００ＭＷを超えている。しかしながら、２０１１年に国内で火災事故が発



64 
 

生し生産中止となって以降は、出荷数が激減。２０１２年になって安全性

が強化され、操業が再開されたところである。 

 

○ レドックスフロー電池は、バナジウムなどのイオンの酸化還元反応を利用

して充放電を行う蓄電池であり、充放電を行う入出力部と金属イオン電解液

を蓄えるタンクから構成される。１９７４年にＮＡＳＡ（米）が原理を発表

した後、日本企業が実証等を実施し、製品の実用化に成功。 

電極や電解液の劣化は殆どなく長寿命であり、発火性の材料を用いてい

ないことや常温運転が可能なことから安全性も高いなど、系統用蓄電池に適

した特性を持つ。これまで開発、実証段階にあり、市場への投入例はごく僅

かであったところ、住友電気工業が２０１２年から世界最大級の５ＭＷｈク

ラスの実証試験を開始し、２０１３年には量産化に着手したことから、系統

用蓄電池として実用化に目処をつけたところである。今後、ＮＡＳ電池とと

もに中長周期の変動対策用途の蓄電池として市場牽引していくことが期待

されている。 

 

○ しかしながら、ＮＡＳ電池やレドックスフロー電池は、同様に中長周期の

変動対策に用いられる揚水発電の代替手段としては高価である。今後コスト

ダウンが進まなければ市場を形成するのは地理的に揚水発電が建設できな

い地域など限定的な市場となることが想定される。 

 

○ また、近年大型化技術が進展し系統用蓄電池としても注目されはじめてい

るリチウムイオン電池についても、徐々にコストダウンが図られているもの

の、調整用火力電源やフライホイールと比べて未だ高価であり、普及には更

なる低コスト化に加え、アンシラリーサービス等の市場が整備され、かつ蓄

電池の高応答特性が評価される制度等の環境整備が必要になると考えられ

る。米国は、このような市場が先行して形成されているため、リチウムイオ

ン蓄電池等の有望な市場と目され、商社、重電、電池メーカー等からの注目

も高い。 

 

 

（出典）蓄電池戦略（平成２４年７月） 
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○ 今後、世界規模で再生可能エネルギー電源の導入が進むにつれ、系統の安

定化技術としての蓄電池のニーズが高まることは確実。ＮＡＳ電池、レッド

クスフロー電池、リチウムイオン電池といった系統用に適した蓄電池のコス

トダウンが進むにつれ、市場も拡大していくことが見込まれている。蓄電池

戦略では、２０２０年には、蓄電池は世界市場全体で２０兆円規模、うち系

統用蓄電池の市場は３５％を占めると想定している。 

 

 

（出典）各種資料を基にＭＥＴＩ作成 

 

 

（２）国内外の主要プレイヤー 

 

① ＮＡＳ電池 

 

○ 日本ガイシは、１９８４年から東京電力との共同研究を開始。１９１９年

に日本陶器のガイシ部門から分離・独立して以降、長年にわたり蓄積してき

た原材料組成や結晶組成技術などの高度なファインセラミック技術を活か

し２００２年に世界で初めてＮＡＳ電池の商用化に成功。２０１０年までは

系統用蓄電池の大きな市場を占め、全世界での累計設置実績で３００ＭＷを

超えた。しかしながら、２０１１年に国内で火災事故が発生し生産中止。２

０１２年になって安全性が強化されたことで、操業が再開された。２０１３

年５月になり、イタリアの大手送電会社であるテルナ（Terna、伊）と、火

災事故後では初の大型案件となる最大７０ＭＷのＮＡＳ電池システムの供

給に関する基本契約締結に合意。 
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３４ＭＷ ＮＡＳ電池システム（青森県六ヶ所村）  単電池と βアルミナ管   

     

（出典）日本ガイシ株式会社 

 

② レッドクスフロー電池 

 

○ レドックスフロー電池はその原理的な特長から、大電力、長時間の電力貯

蔵に適した電池として世界各国で研究開発が進められた。しかしながら、デ

リケートな機能部材を複雑かつ大型の電池セル構造に組上げ、均一に電解液

を循環させる必要があり、そのものづくり上の難しさから長年実用化されて

こなかった。 

 

○ 住友電気工業が１９８５年から研究開発を開始。同社の持つ素材技術、シ

ステム化制御技術を駆使し、電力系統で不可欠な高い信頼性と耐久性を追求。

２０１２年に同社横浜製作所で世界最大級の５ＭＷｈクラスのシステムを

建設し実証試験が開始した。現在、量産化体制の構築を進めており、２０１

４年度にも販売を開始する予定である。 

 

○ 諸外国では、プルーデントエナジー（Prudent Energy、中）が、レドック

スフロー電池の普及拡大に積極的な姿勢を示しており、中国（２ＭＷｈ）、

米国（３．６ＭＷｈ）での大型実証をはじめ、欧州諸国への展開を強化して

いる。 
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５ＭＷｈ レドックスフロー電池（神奈川県横浜市） 

  

（出典）住友電気工業株式会社 

 

③ リチウムイオン電池 

 

○ 我が国においては、１９９１年、旭化成、ソニーが世界で初めてリチウム

イオン電池の実用化に成功した後、小型民生用から市場を牽引してきたパナ

ソニック、日立に加え、車載用、定置用向けに参入している東芝、三菱重工、

ＮＥＣ、ＧＳユアサなどが高品質なセル製造技術と高度なシステム制御技術

を活かし相次いでメガワット級の大型蓄電池システムを開発している。国内

外において、多くのスマートグリッド等の実証試験にも参画 

 

○ 海外では、蓄電池を活用した系統の周波数調整や発電所の予備力用途とし

ての市場が立ち上がり始めており、ＡＥＳエナジーストレージ（ＡＥＳ 

energy storage、米）やヴィリディティエナジー（Viridity  Energy、米）

は、ＮＹＩＳＯやＰＪＭのアンシラリーサービス市場に対し、リチウムイオ

ン電池を活用した積極的な取組を開始し、市場を牽引している。 

 

○ また、電池メーカーでは、Ａ１２３（米、２０１２年に中国万向集団によ

り買収）やサフト（Saft、仏）、サムスンＳＤＩ（韓）などが米国の大型定

置用分野へ参入しており、我が国プレイヤーも米国を戦略市場と位置付けて

いる。 

  

○ チリでは、コクラン火力発電所に予備力を提供する蓄電システム一式を請

け負う重電大手パーカー・ハネフィン・コーポレーション（Parker Hanniffin 

Corporation、米）から、日系企業としては初めて、三菱商事、ＧＳユアサ

連合が大型リチウムイオン電池（２０ＭＷ）を納めるプロジェクトの受注を

発表している。 
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○ 欧州では、英、独、伊、西などで政府や大手電力会社の支援を受けた実証

試験が盛んに行われている。ＮＥＣは、イタリアの電力大手エネルと戦略的

提携関係を構築し、スマートグリッド実現に向けた新しい技術やソリューシ

ョンの共同開発を進めている。三菱重工も英国の電力大手ＳＳＥ（英）と共

同で２ＭＷのリチウムイオン電池システムを活用した電力安定化実証を２

０１３年から英国オークニー諸島で開始する。また、シーメンスも、蓄電シ

ステムの主力商品である最大８ＭＷのモジュラーシステムである「シースト

レージ（Siestorage）」を伊で導入し、配電系統の電圧安定化への蓄電池の

活用を検討している。蓄電池は、パナソニック製を採用している。 

 

   

（出典）三菱重工業株式会社  （出典）シーメンス・ジャパン株式会社 

 

（参考１）東芝＜電池メーカー＞ 

   ２００７年、負極にチタン酸リチウム（ＬＴＯ）を使用したリチウムイ

オン電池「ＳＣｉＢ」を開発。同電池は高い安全性と長寿命といった特長

を有しており、その特長を活かし車載用や定置用・系統用などの高付加価

値用途向けへの展開を図っている。国内においては、宮古島でのスマート

グリッド実証や横浜市の大規模スマートシティ実証事業（ＹＳＣＰ）に参

画。また、海外においても、米国ニューメキシコ州やイタリアにおいてス

マートグリッド実証に参画するなど、自社の持つエネルギー管理システム

技術や電力インフラシステム技術などの技術力と蓄電池技術の組み合わせ

による市場獲得を図っている。 

 

  



69 
 

横浜スマートシティプロジェクトにおける蓄電池実証 

   

（出典）各種資料を基にＭＥＴＩ作成 

 

 

（参考２）ＡＥＳエナジーストレージ＜システムインテグレーター＞ 

米国の独立系発電事業者最大手であるＡＥＳの子会社ＡＥＳエナジース

トレージは、２０１１年にＮＹＩＳＯに対して、周波数制御用途で２０ＭＷ

級のリチウムイオン電池の商用運転を開始。また、ＰＪＭの周波数調整市場

に対しても、ウェストバージニア州に３２ＭＷ級のリチウムイオン電池を設

置し商用運転を開始している。蓄電池は、Ａ１２３社製が選ばれている。 

  

（参考３）ヴィリディティエナジー＜システムインテグレーター＞ 

  ２００８年にＰＪＭの元幹部により設立されたベンチャー企業であり、２

件のプロジェクトで、リチウムイオン電池の利用によってアンシラリーサー

ビス市場に参加している。蓄電池は、サフト製などが選ばれている。 

   また、２０１２年には三井物産が１，５００万ドルを出資。 

 

（参考４）サフト＜電池メーカー＞ 

   １９１８年設立。各種電池製造、蓄電システム開発、製造を事業領域と

し、全世界に１６の製造拠点を有する。２００５年には、ジョンソン・コ

ントロールズとハイブリッド自動車、電気自動車向け電池のＪＶを設立。

２００９年には、米国のフロリダ、ミシガンにリチウムイオン電池の製造

工場を建設。定置用電池では、ＡＢＢ（スイス）と連携した欧州各国で実

証や、米国のアンシラリーサービス市場やＤＲプログラムへの取組を実施

している。 
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（出典）サフト社提供資料を基にＭＥＴＩ作成 
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３－２．風力発電 

 

（１）グローバル市場動向 

 

① 総論 

 

○ 新設される年間発電容量は増加傾向から横ばい傾向に変化しつつあるが、

２０１２年の新設発電容量（約４５ＧＷ）は再生可能エネルギーの中でも最

大規模である。主な市場としては、北米、欧州そして中国を中心としたアジ

アが挙げられる。 

世界の風力発電設備容量見込み（GWEC） 

 

（出典）GWEC ”Global wind statistics 2012” 2013.2.11 

 

 

風力発電の世界市場規模については、設備容量規模で示されるものが多いが、

「GLOBA WIND ENERGY OUTLOOK」（世界風力エネルギー会議（GWEC））では、

２０１０年実績で５．７兆円、２０２０年で９．８兆円の市場規模と予測さ

れている（１１０円/€で算出）。 

  



72 
 

世界の風力発電設備容量見込み（GWEC） 

 

（出典）GWEC ” Annual Market Forecast by Region 2012-2016 
 

○ 風力発電設備は大型化の傾向にある。エネルコン（Enercon、独）の７．

５ＭＷ級タービンを筆頭に、主要タービンメーカーは既に５～６ＭＷ級のタ

ービンを納入している。欧州では民間企業間で、２０ＭＷ級の風力発電シス

テムの実現を目指す動きも見られる。 

 

風力発電設備の大型化 

   
 （出典）EWEA ”UpWind: Design limits and solutions for very large wind turbines” 

2012.3. 
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○ このような大型化に伴い、開発主体はかつての地域コミュニティ・市民か

ら、電力会社等の大企業に移行している。メーカーやシステムインテグレー

ターには、より高度な水準の技術力が求められるほか、発電事業への出資が

要求されるケースもあることから、資金力も求められるようになっている。 

 

② 陸上風力 

 

○ 世界を見た場合、陸上で大型風車の新設余地は減少しつつある。中長期的

には、陸上既設風力設備の大型設備への建て替え（リパワーリング）の需要

が高まると見込まれている。 

 

○ 日本においては、送電網の整備が不十分であるために開発の進まない場所

をはじめ大型風車の新設適地は多く残っている。 

 

③ 洋上風力（着床式） 

 

○ 洋上風力発電については、２０１２年には世界で約１．３ＧＷの発電容量

が新設された。既存の洋上風力発電設備の大部分では、海底に基礎を固定す

る着床式が採用されている。このうち英国が約３分の２を占めた。累積発電

容量でも英国は世界の約５５%を占め、世界の洋上風力発電市場をリードし

ている。英国の洋上風力開発は、水深が比較的浅い、恒常的に強風が吹く、

利権関係が整理されており開発が容易である、という好条件が揃う北海を中

心に進められている。 

各国の洋上風力累積設備容量(GWEC) 

 

（出典）GWEC ”Global wind statistics 2012” 2013.2.11 
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○ 我が国においても、着床式洋上風力発電としては、千葉県銚子沖や福岡県

北九州市沖で実証試験が開始したところであり、今後更なる拡大が期待され

ている。 

 

○ 着床式は水深が深くなるにつれ経済性が低下することから、水深４５ｍ～

６０ｍ程度が限度と見られている。 

 

着床式と浮体式 

 

（出典）ＮＥＤＯ 「平成１９年度 洋上風力発電導入の為の技術的課題に関する調査報告

書」、各種二次時情報等より Arthur D Little分析 

 

④ 洋上風力（浮体式） 

 

○ 今後より水深の深い海域での電源開発を可能とする技術として、浮体式技

術への期待が高まっている。現在のところ浮体式の大型の実用機は、ノルウ

ェー（２．３ＭＷ）及びポルトガル（２．０ＭＷ）でそれぞれ稼働している。 

 

○ 浮体式は次世代の技術として各国が開発・実証に取り組んでいる。我が国

においても、福島沖で実証試験を開始したところである。 
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（２）国内外の主要プレイヤー 

 

① 陸上/洋上共通事項 

 

○ 大型風車は約２万点の部品からなる機械製品であり、素材産業から金属部

品産業、電機機器産業へと広い裾野を持つ。また事業規模が数百億円に及ぶ

大規模プラントとしての側面も持ち、計画・設計から用地取得、ファイナン

ス、輸送、建設、オペレーション、メンテナンス等、非製造業を含む多様な

産業が関与している。 

 

（参考１）エネルコン 

エネルコンは１９８４年、風力タービンメーカーとして創業し、以来中核

技術として同期発電機の改良に取り組んでいる。１９９３年、同社は現在の

同社の主力製品である、増速機なしで直接駆動タイプの同期発電機システム

を開発した。このシステムは、低速運転のため損耗が少なくＯ＆Ｍコストが

低い、部品点数が少ないため故障率が低い、低騒音である、発電効率が高い、

という長所を持つ半面、発電機が大型化し初期投資コストが高くなる、とい

う短所を持つ。同社は技術開発に積極的であり、現在は発電機だけでなく、

ブレードやタワー等、風力発電設備のパーツを全て内製化している点も特徴

である。 

 

（参考２）日本製鋼所 

日本製鋼所は１９０７年、兵器メーカーとして設立された企業であり、鍛

造・鋳造技術に強みを持っている。２０００年に６００ｋＷ風車用タワーの

製造から大型風車市場に参入した。その後２００５年にはブレードの生産を

開始、２００６年にはギヤレス直接駆動の同期発電機の自社生産を開始した。

三菱重工と並び、風車全体を一社で生産できる数少ない企業の一つである。

主に国内に出荷しており、輸出はほとんど手掛けていない。 
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日本製鋼所の風車設置例（江津東） 

 

最新風車（Ｊ８２）の構造図 

 

（出典）株式会社日本製鋼所 

 

（参考３）駒井ハルテック 

駒井ハルテックは１８８３年創業の、橋梁・鉄骨などの製造・建設を主な

事業とする金属製品メーカーで、鋼構造物の設計、製作から保守を手掛ける

企業である。落雷等日本の気象を考慮し、山間部や離島に設置することを想

定した中規模（３００ｋＷ）の風力発電システムを目指し、２００５年から

研究開発を開始、２００６年に自社内に初号機を建設した。２００９年には

２号機をメキシコに輸出している。 
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駒井ハルテックの風車設置例 

 

  （出典）株式会社駒井ハルテック 

 

○ 市場の急速な拡大と風車の大型化に伴い、吸収合併を中心とする企業再編

が活発に進められている。再編の中心は中核装置である発電機のメーカーで

ある。 

 

（参考４）ヴェスタス（Vestas、デンマーク） 

１８９８年に鉄工所として開業し、その後農業機械等の機器類を製造して

いたヴェスタスは、１９７９年に最初の風力発電機を納品し、以降はデンマ

ークを代表する風力発電機メーカーとなった。近年の業績悪化を受けて、デ

ンマークや欧州での２，０００人以上の雇用削減を含む組織再編を発表。米

国での風力タービン部品の加工・供給については、キャタピラー

（Caterpillar、米）と提携して進めることとなった。 

 

（参考５）ガメサ（Gamesa、スペイン） 

１９７６年に自動車産業向けの産業機器製造販売業として操業を開始し

たガメサは、１９９４年に風力発電事業に参入した後急速に成長を遂げてき

た。近年は主に、海外風力発電市場から高収益を上げており、スペイン国内

の生産設備を削減したうえで、インドと中国の工場の増強に取り組んでいる。

また龍源電力（Longyuan Power）、チャイナリソースパワー、大唐集団公司

（Datang Corporation）といった中国企業との提携を進めている。 

 

（参考６）シーメンス 

シーメンスは２０１０年、洋上風力発電システムビジネスの垂直統合とビ

ジネスモデル確立に向け、洋上風力タービン設置事業者であるエイ・ツー・

シー（A2SEA、デンマーク）の株式４９％を獲得した。また２０１１年には、

中国江蘇省の洋上風力向けにタービン供給契約を獲得したのを契機に、中国
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市場への進出の拡大を目指し上海電気風電設備（Sewind、中）と提携してい

る。 

 

 

年 事例 

2002 GE（米）がエンロンウインド（米）を買収 

2003 ガメサ（西）、ヴェスタス（デ）との技術提携を解消して独立 

ガメサ（西）がマデ（西）を買収 

ヴェスタス（デ）が NEG・ミコン（デ）を救済合併 

フューランダー（独）がプフライデアラー（独）と統合 

ラガーウェイ（蘭）が倒産 

2004 シーメンス（独）がボーナス（デ）を買収 

デウィンド（英）が売却へ→翌年インド系資本が買収 

2007 スズロン（印）がリパワー（独）の過半数株を取得 

アルシュトム（仏）がエコテキア（西）を買収 

アレバ（仏）がマルチブリッド（独）を買収 

2008 金風科技（ゴールドウィンド）（中）がベンシス（独）を買収 

2009 STX重工（韓）がゼフィロス（蘭・日）を買収 

大宇造船（韓）がデウィンド（米）を買収 

GE（米）がスキャンウィンド（ノルウェー）を買収 

湘南電機（HaraXEMC）（中）がダーウィンド（蘭）を買収 

2010 UTC（米）がクリッパー（米）を買収 

スズロン（印）がリパワー（独）を完全買収 

東芝（日）がウニゾン（韓）に出資 

（出典）日本産業機械工業会 「風力発電関連機器産業に関する調査研究」報告書．平成

24年 4月 

 

② 陸上風力発電設備 

○ ２０１２年の発電機メーカーの世界シェアを見ると、欧州と中国のメーカ

ーのシェアが高いことが分かる。 
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陸上風力発電設備の世界シェア 

   

（出典）BLOOMBERG NEW ENERGY FINANCE プレスリリース．2013.4.18 

 

○ 日本国内で大型風車を製造する能力を持つ企業は三菱重工業、日本製鋼所、

日立製作所の３社である。日本首位の三菱重工の世界シェアは２％程度に止

まると見られる。 

 

○ 素材・部品産業に注目すると、日本からは既に７０社超の企業が風力産業

への参入を果たしている。２０１０年度は、生産額約２，５００億円、関連

雇用約３，０００人以上と見られている。 

 

② 洋上風力発電システム（着床式） 

○ 洋上風力発電の累積シェアは、シーメンス、ヴェスタス、リパワー（Repower、

独、スズロン（Suzlon、印の完全子会社）の順となっている。２０１２年に

ついて見ると、シーメンス、リパワー、バード（Bard、独）となる。いずれ

もシーメンスが圧倒的なシェアを占めている。 

 

○ 発電事業主体は、主にドン（Dong、英）、バッテンファール（Vattenfall、

スウェーデン）、イーオン（E.ON、独）、ＲＷＥ（独）等の有力エネルギー会

社が占めている。 

11.8%

11.8%

11.0%

7.20%

6.60%6.40%
6.00%3.50%

2.70%

2.30%

31%
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その他
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（出典）上田悦紀「風力発電の産業効果」，電機，2009年 7月． 

 

洋上風力発電の世界シェア 

 

（出典）EWEA “The European offshore wind industry –key trends and statistcs 2012” 

2013.1． 
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（出典）EWEA “The European offshore wind industry –key trends and statistcs 2012” 

2013.1 

（参考７）三菱重工業 

三菱重工業は、高負荷や悪天候への耐性が求められる洋上風力向けター

ビンについて、技術力を発揮できる分野であると判断し、事業に取り組ん

でいる。２０１０年７月に英国の電力大手スコティッシュ・アンド・サザ

ン・エナジー社（Scottish and Southern Energy plc.、以下ＳＳＥ）と、

洋上風力発電を含む低炭素エネルギーに関する協業推進について合意。２

０１０年１２月にはイギリスのベンチャー企業アルテミス・インテリジェ

ント・パワー社（Artemis Intelligent Power, Ltd.）を買収した。同社は

大容量高速デジタル制御弁を中心に多数の特許・商標を国内外で保有し、

高い信頼性と優れたコストパフォーマンスを実現した油圧ドライブ技術を

持っている。三菱重工業はＳＳＥ社との提携や、アルテミス社との新技術

開発を通じて競争力を高め、英国政府が進める大型洋上風車プロジェクト

（ラウンド３プロジェクト）へ７．０ＭＷ級タービンでの参入を目指し、

取り組みを進めている。 
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油圧ドライブトレインの実用例 

（既存増速機からの換装） 

 
（出典）三菱重工業株式会社 ＨＰ 

 

③ 洋上風力発電システム（浮体式） 

 

○ 洋上浮体構造そのものは、過去に石油・ガス産業が開発を進めてきたため、

長期的な耐久性を持つ技術が存在するものの、風力発電市場において十分な

費用対効果が見込める水準には至っていない。 

 

○ このため、浮体式洋上風力発電システムの実用化に向けて、各国が技術開

発を進めているところである。気象・海象の観測とそれに基づく浮体の動揺

予測技術、動揺を低減させる制御技術、長期の運用に耐える素材及び施工技

術、費用対効果を高めるための効率的な施工技術等が、主要な技術開発テー

マになる。 

 

（参考８）丸紅 

世界で様々なＩＰＰ事業に参画し８．７ＧＷの発電容量を有する丸紅は、

欧州金融危機の中ジャパンマネーの強みも背景に、２０１１年デンマークの

洋上風力発電世界最大手のドン・エナジーが英国エセックス州沖合に持つガ

ンフリートサンズ洋上風力発電（１７２ＭＷ）に出資、共同運用。 

２０１２年には産業革新機構とともに、洋上風車据付会社シージャック

ス・インターナショナル（Seajacks International、英）を買収した。洋

上風力設備の建設ラッシュやＯ＆Ｍ需要の増加により用船サービスの事業

機会が増加すると期待し、事業者を買収したもの。買収後に世界最大級の

大型据付船を発注するなど、北海での展開を加速さえている。 

今後１０年間で４０ＧＷとも言われる北海での洋上風力発電の建設工事



83 
 

の受注を図るとともに、２０１６年以降に見込まれるメジャーメンテナン

ス需要の獲得を狙っている。 

２０１３年５月、シージャックスは日本法人を設立した。今後日本及び

アジア市場向けの事業展開を計画している。 

 

シージャックスの保有する据付船 

 

（出典）丸紅株式会社 

 

（参考９）スタートオイル(Statoil、ノルウェー)  

ノルウェーの総合エネルギー企業スタートオイルは、ノルウェー南西部の

北海沖合い１０ｋｍ（水深１００ｍ）に世界初のＭＷ級の浮体式洋上風力発

電施設ハイウィンド（Hywind）を建設した。シーメンス製２．３ＭＷの風車

が設置され、２００９年から電力生産を開始している。スタートオイルは、

洋上での石油・ガス事業で経験を有し、このプロジェクトでは、あえて既存

の技術の活用が行われており、特別な新技術は導入されていない。 

 

 ○ 我が国では福島沖で、２ＭＷ発電設備１基、７ＭＷ発電設備２基、洋上

変電所を新設する「浮体式洋上ウインドファーム実証研究」を開始してい

る。この実証研究のために、重電、造船、鉄鋼等１０社が参加する「福島

洋上風力コンソーシアム」が結成され、日本企業の技術的強みを基礎とし

て、現在の世界の技術水準を大幅に超える新技術の開発が進められている。

またここで開発された技術に基づく、国際標準の提案も計画されている。 

 

（参考１０）ジャパン マリンユナイテッド 

ジャパン マリンユナイテッドは、旧日本鋼管、日立造船、ＩＨＩ及び

住友重工業の船舶部門が２０１３年に経営統合して生まれた企業で、船
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舶・海洋構造物の設計・建造技術に強みを持つ。同社は福島洋上風力コン

ソーシアムの一員として浮体式洋上風力の実証事業に参加し、洋上変電所

の浮体及び７ＭＷ級風車用浮体の設計・製造を担当している。 

水面上２３０ｍ以上に達する風車を建設する上で、波浪の影響下での運

搬・施工が容易で、動揺の少ない浮体が求められるが、東京大学と共同開

発した「アドバンストスパー式浮体」を採用した。この技術は、モノハル

型浮体やセミサブ型石油掘削リグといった技術や日本で５年に渡り実施さ

れた深海深層水の汲み上げ実験での経験を、水槽実験などを用いた高度な

運動解析技術によって集積し、開発したものである。このような運動解析

技術及び水槽等の実験装置は、今後も海洋構造物の技術に高い競争力を与

えうるものと期待される。 

アドバンストスパー式浮体 

 

（出典）ジャパン マリンユナイテッド株式会社 

 

（参考１１）新日鐵住金 

新日鐵及び住友金属が２０１２年１０月に経営統合して生まれた新日鐵

住金は、高性能鋼材技術に強みを持つ。同社は福島洋上風力コンソーシア

ムの一員として浮体式洋上風力の実証事業に参加し、浮体鋼材の開発を担

当している。浮体の製造では、作業工数の削減による製造コスト低減が求
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められる一度に大量の熱を溶接部に与える「大入熱溶接」は、工数を削減

できる半面、鋼材の靭性を低下させるという問題がある。この課題に対し、

同社は造船メーカー及び溶接装置メーカーと長年にわたり技術開発を進め

てきた造船用鋼材の技術をベースに、対策を開発している。この大入熱溶

接対策鋼は、溶接技術と対になる形で知見を蓄積しつつ発展してきたもの

で、日本に他国の追随を許さない強みがある。現在のところ、同水準の鋼

材を量産できるのは日本メーカーだけである。 

 

大入熱溶接による採用効果 

 

（出典）新日鐵住金株式会社 
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３－３．地熱発電 

 

（１）グローバル市場動向 

 

○ 地熱発電はベース電源として活用可能な供給安定性を有する、燃料費がか

からないため発電コストが低い、発電時にＣＯ２を排出しないなどの利点を

持つ優れた再生可能エネルギーである。一方で、求める蒸気を掘り当てられ

ないという開発リスクが高く多大な初期投資を有する、リードタイムが長い

などの特徴を持つことから、地熱開発が停滞している有望地域も多いが、エ

ネルギー問題、環境問題を背景に地熱発電の導入を進めている国があり、こ

れを要因として地熱市場の成長が見込まれる。 

 

 ○ 地熱発電の世界市場規模については、設備容量で示されるものが多いが、

Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇの「Ｑ４ ２０１２ ＧＥＯＴＨＥＲＭＡＬ ＩＮＳＩＧ

ＨＴ ＣＡＬＬ」によると、２０１１年実績で２６億ドルの市場規模とみら

れている。 

 

○ 世界の地熱発電設備は１９５０年における２００ＭＷから徐々に伸び、２

０１０年には１０，７１５ＭＷに達している。アイスランド、ケニア、フィ

リピン、ニュージーランドなど、発電電力量の１０％以上を占める重要な電

源となっている国もある。 

 

世界の地熱発電設備容量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備容量（ＭＷ）
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○ 世界の地熱発電設備容量は２００５年から２０１５年にかけて２倍以上

に伸びる見通しである。地熱発電設備容量の上位国は、米国、フィリピン、

インドネシアであるが、中でもインドネシアは、大規模な開発目標を掲げ、

地熱発電の開発に積極的に取り組んでいる。インドネシアは２０１０年から

２０１５年にかけて３倍弱の伸びを目標としている。 

 

 

 
（出典）（独）産業総合技術研究所（2007）資料等 

 

○ 市場拡大の最も重要な要因は、規制面・経済面における政府の推進政策で

ある。 

 

○ インドネシアは、資源国ではあるものの天然ガスや石炭などは外貨を稼ぐ

ための手段と位置づけ、電力需要の増加には再生可能エネルギーの比率アッ

プで対応していく方針を掲げている。地熱資源量では世界第２位のポテンシ

ャルを有していることから、地熱発電の導入が進められており、２０１０年

に発表した第二次クラッシュプログラムにおいては２０１４年までに新規

に行う電源開発約１，０００万ｋｗのうち約４００万ｋＷを地熱発電で賄う

ことを目標としている。 

 

○ 米国は、強力な規制とインセンティブを背景に地熱開発を推進している。

規制面ではＲＰＳ法で、半数以上の州が地熱発電も含む再生可能エネルギー

電源の導入について目標値を有する。インセンティブ面では、２０１３年ま

でに建設する地熱発電所は、１０年間２．２セント/ｋＷｈの優遇税制を行

う生産税額控除（Production Tax Credit）や地熱発電所の運転開始初年度

に建設投資の３０％（～２０１４年）ないし１０％（～２０１７年）の税額

ｱﾒﾘｶ合衆国 3,000 309.3
インドネシア 2,779 119.7
日本 2,347 52
フィリピン 600 190.4
メキシコ 600 95.8
アイスランド 580 57.5
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 365 62.8
イタリア 327 84.3

国名
地熱資源量
（万ｋＷ）

地熱発電
設備容量
（万ｋＷ）
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控除を行う投資税額控除（Investment Tax Credit）がある。 

 

○ 短中期的にはインドネシア、米国が地熱の有望な市場であるが、今後は豊

富な地熱資源を有する中南米も発展が見込まれている。エルサルバドルは２

０１０年の２０４ＭＷから２０１５年には２９０ＭＷに、コスタリカは２０

１０年の１６６ＭＷから２０１５年には２００ＭＷに伸びる見込みである。

また、ペルーにおいてもその豊富な資源量から、今後の市場拡大が期待され

る。 

 

 

 （出典）Geothermal power generation in the world, 2005-2015 update 

 

○ また、アフリカ地域においてはケニアが有望視されている。ケニアは、ア

フリカ諸国の中で最初に地熱発電を実施した国であり、現在の発電規模は約

２０万ｋＷであるものの地熱ポテンシャルは７００万ｋＷ以上ともみられ

ている。ケニアは化石燃料を輸入に頼り、水力も渇水の影響を受けるため、

２０２９年に２７５万ｋＷまで伸ばすという積極的な開発計画を策定中で

ある。 

 

○ 我が国の地熱発電は、合計約５２万ｋＷの設備容量、２５億ｋＷｈの発電

電力量を有する。この発電電力量は国内の総発電電力量の約０．３％に過ぎ

ず、１９９９年に八丈島地熱発電所が建設されて以来、新規の大規模地熱発

電所はまだ建設されていない。 

 

○ 我が国では、地熱資源の多くが国立・国定公園内に存在するが、国立・国

定公園内では、自然公園法に基づいて開発が規制されてきた。また、地熱開

発による周辺温泉への影響等を懸念する声もあり、周辺環境に配慮し、地域

住民の理解を得ながら開発を進めることが重要な課題となっている。 

 

○ しかしながら、２０１１年の東日本大震災以降、例えば固定価格買取制度、

自然公園法等の規制緩和、資源量調査や地域の理解促進の支援事業など、開

発支援策の整備も進められていることから、今後の導入拡大が期待される。 
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（２）国内外の主要プレイヤー 

 

① 地表調査、物理探査、試掘、Ｆ/Ｓ 

 

○ 地熱発電は、試掘におけるリスクが開発促進の阻害要因となっている。地

熱開発は、火力、水力などの発電所と異なり、発電所建設後も適切な貯留層

管理及び補充井掘削が必要とされ、このため運転期間中を通じ、継続的なコ

ンサルティング需要が発生する。 

 

 
（出典）Geothermal Handbook（世界銀行） 

 

（参考１） ＳＫＭ（Sinclair Knight Merz、ニュージーランド） 

   ＳＫＭは、地熱開発における業務全般にわたってサービスを提供してい

るが、特に上流部門のコンサルティングに強みを有している。ほとんどの

地熱資源国で開発に何らかの形で関わっているが、特にインドネシア、ケ

ニアにおいて数多く受注している。 

 

 

 

 


