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エネルギーってなんだろう？
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エネルギー（Energy） ：「仕事」をする力

「仕事」って？

動く
（移動や回転）

光る 温度を上げる



エネルギーってなんだろう？
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色々なエネルギー（Energy）

運動エネルギー電気エネルギー 熱エネルギー

位置エネルギー 化学エネルギー 光エネルギー



電気の「もと」はなんだろう？
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石炭 石油

天然ガス

化石燃料

世界の発電量は７割以上が化石燃料から発電
（日本の場合は、８割以上）



電気の「もと」は外国から運ばれてくる！
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たくさん！！

オーストラリア

サウジアラビア

カタール
日本

外国から日本に運んでくる天然ガス

1年に8000万トン※（自動車1台約１トンとすると・・・）

※電気用が5000万トン、それ以外の用途が3000万トン

http://www.gekiyaku.com/archives/23761863.html?sa=X&ved=0CCAQ9QEwBWoVChMIht3alo_6xgIVSpmUCh0ADwRc
http://www.gekiyaku.com/archives/23761863.html?sa=X&ved=0CCAQ9QEwBWoVChMIht3alo_6xgIVSpmUCh0ADwRc
http://flagpedia.asia/ja/saudi-arabia?sa=X&ved=0CCIQ9QEwBmoVChMI98PypI_6xgIVDCWUCh3P2gM3
http://flagpedia.asia/ja/saudi-arabia?sa=X&ved=0CCIQ9QEwBmoVChMI98PypI_6xgIVDCWUCh3P2gM3
http://prcm.jp/list/%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%80%80%E5%9B%BD%E6%97%97?sa=X&ved=0CCQQ9QEwB2oVChMIs-mrsI_6xgIVzB6UCh25QAmR
http://prcm.jp/list/%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%80%80%E5%9B%BD%E6%97%97?sa=X&ved=0CCQQ9QEwB2oVChMIs-mrsI_6xgIVzB6UCh25QAmR
http://www.civillink.net/sozai/kakudai/sozai2648.html?sa=X&ved=0CBgQ9QEwAWoVChMI5JHl14_6xgIVQcKUCh2NOAv3
http://www.civillink.net/sozai/kakudai/sozai2648.html?sa=X&ved=0CBgQ9QEwAWoVChMI5JHl14_6xgIVQcKUCh2NOAv3
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石炭 石油

天然ガス

地球に電気の「もと」はたくさんある？

およそあと数十年でなくなる！？



化石燃料をたくさんつかうと・・・？
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二酸化炭素



二酸化炭素がたくさん出ると・・・？
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地球温暖化



このまま地球温暖化がすすむと…？
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海面の上昇 熱中症異常気象

人間が生活するのに不都合が多くなる
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①エネルギーがなくなる！！

②地球が暑くなる！！

エネルギー問題の解決が必要！



NEDOのおしごと

12

ねど

NEDO

大学会社

NEDOは会社や大学の協力をまとめて

神奈川県の川崎駅前にあります

みんなでエネルギーの問題を解決する



NEDOのおしごと
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ねど

エネルギーの問題を解決するとは、

外交
（協力する）

研究開発
（新しい方法を
みつける）

啓蒙
（導く）

けいもう

資源探索
（さがす）



①少しの原料で、多くの電気エネルギーを作る
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新しい方法

今までの方法

NEDOのおしごと
ねど



NEDOのおしごと
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再生可能エネルギー

風力発電
地熱発電

バイオマス発電

太陽光発電

ねど

②自然の力を利用して電気エネルギーを作る



NEDOのおしごと
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ねど

2019年ノーベル化学賞

吉野 彰 博士
2014年ノーベル物理学賞

天野 浩 博士
＜次世代LED開発＞ ＜次世代蓄電池開発＞

電気エネルギーで
効率よく「光る」材料の開発

電気エネルギーを
「蓄える」電池の開発



再生可能エネルギーと
太陽光発電について

2020年5月
NEDO新エネルギー部

山崎 光浩
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再生可能エネルギーとは
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自然から作られる電気のこと。



再生可能エネルギーの特徴

洋上風力＠デンマーク 浮体式洋上風力＠フランス
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火力発電：安定的に発電が可能、大量のＣＯ２が
出て、温暖化につながる。

原子力発電：安定的に発電が可能、発電におい
てＣＯ２を出さない。放射性廃棄物の処理が課題。

水力発電：ＣＯ２は出さないが、ダム建設等でそ
の周辺に大きな影響あり。

風力発電、太陽光発電：発電量は天候に大きく左
右され、不安定。発電でＣＯ２は出さない。

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=a/JFSIfp&id=1AD5C5262EAEFBE5723863560499798C588B30AC&thid=OIP.a_JFSIfp3MXcMLIlLHxHiwHaEF&mediaurl=https://www.digipot.net/images/img/img798/img798_1.jpg&exph=271&expw=491&q=%e7%81%ab%e5%8a%9b%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%80%80%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b8&simid=608019690645293428&selectedIndex=40
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=a/JFSIfp&id=1AD5C5262EAEFBE5723863560499798C588B30AC&thid=OIP.a_JFSIfp3MXcMLIlLHxHiwHaEF&mediaurl=https://www.digipot.net/images/img/img798/img798_1.jpg&exph=271&expw=491&q=%e7%81%ab%e5%8a%9b%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%80%80%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b8&simid=608019690645293428&selectedIndex=40


再生可能エネルギーを導入する意義

再生可能エネルギーは膨大なエネルギーポテンシャルをもち、

現在の全世界の年間エネルギー消費量を1とすると、太陽光は1,800倍に達する。

Current global primary energy 
consumption 1 (GPEC)

Solar radiation (continents) 1800 · 
GPEC

Wind energy  200 · GPEC

Biomass  20 · GPEC

Geothermal energy  10 · GPEC

Ocean and wave energy  2 · GPEC

Hydro energy  1 · GPEC

Source: Nitsch, F.: Technologische und energiewirtschaftliche Perspektiven erneuerbarer Energien. 
German Aerospace Center. 2007.

全世界のエネルギー消費水力

海洋

地熱

バイオマス

風力

太陽光
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再生可能エネルギーを導入する意義

従来エネルギーと再生可能エネルギーのCO2排出量の比較

出典：産業技術総合研究所ホームページよりNEDO作成

再生可能エネルギーは火力発電に比べて、ＣＯ２が少ない。
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世界の再生可能エネルギー動向
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• 再エネの中でも特に太陽光と風力（洋上含む）は、導入が急激に増加。

太
陽
光

風
力



太陽光発電の地域別累積導入量（2015年）

累
積
導
入
量

（GW

）
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• 太陽光発電は特にヨーロッパ、中国、日本で導入が進んでいる。

出典：経済産業省 調達価格等算定委員会



再生可能エネルギーの導入状況（日本）

近年急激に導入が進んでいるが、それでもまだ2016年度時点で7.7%

水力を含めても15.0%

出典：経済産業省 調達価格等算定委員会資料

2011年度 9,550億kWh

発電電力量の構成

2015年度 8,850億kWh
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太陽光エネルギーを使った発電の種類

(1)光エネルギー利用 (2)熱エネルギー利用
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・太陽の”光”をエネルギーに変える。 ・太陽の”熱”をエネルギーに変える。

水蒸気熱

タービン

広大な土地が必要

画像:経済産業省 資源エネルギー庁 ウェブサイトより
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光を電気のエネルギーに変える（光電効果作用）

太陽の光

－

＋

直流
電流

電極（－）

電極（＋）

N型シリコン

P型シリコン

＋ －

電気エネルギーの作り方

太陽電池による電気エネルギーの作り方

太陽の光



太陽光発電の課題
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まだまだ値段が高い。

10年、20年で性能が落ちてくる。

海外製品が増えている。

広くて安い土地が少ない。

① コストの低減

⑤ 海外と競争できる日本製品

（新しい価値）

④ 色々な場所への取り付け

ゴミの大量発生への対応。 ③ リサイクル技術

② 長い寿命にする。



太陽光発電×車

太陽電池モジュールを搭載した「プリウスPHV」
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トヨタ自動車、NEDO、シャープの3社は協力して太陽

光発電システム搭載自動車を作製。世界最高の変

換効率の太陽電池モジュールを使い、850W以上の

発電容量を実現可能。

出典：NEDOウェブサイト



太陽光発電×建物（壁面）

大成建設株式会社 ＺＥＢ実証棟（神奈川県横浜市） 株式会社カネカ （兵庫県豊岡市）

2018.6.2 再生可能エネルギー推進協会講演会
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建物の壁にも太陽電池を取りつけ、発電。



将来の世界
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・しかし、太陽光発電ばかりだと困ったことも!?

使用量 発電量 使用量 発電量

使用量 発電量 使用量 発電量

余る!
足りない!

エネルギーを貯める
技術が必要

将来は・・・
蓄電池 水素



将来の世界
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将来は、使いきれない再生可能エネルギーを水素に貯めることも。
水素は燃えても、出るのは水だけ。

出典: Suisoなセカイへ (https://www.youtube.com/watch?v=lkFZpV4Q_SI&list=PLZH3AKTCrVsVGn1zIeTpwHdNaFtE_GwE6)



まとめ

地球温暖化の防止のためにも、ＣＯ２の少ない再生可能エネ
ルギーの拡大は大事。

再生可能エネルギーは水力、風力、太陽光、地熱、バイオマ
ス、海洋エネルギー等。各々特徴（長所、短所）がある。特に
風力、太陽光は近年、世界的にコストは大きく低下。

太陽光発電は半導体を用いて、太陽光エネルギーを電気エ
ネルギーに変換する仕組み。様々な分野と共存できる多様
性を持ち、今後、色々な分野に展開する可能性を持つ。

再生可能エネルギーは「水素」や「蓄電池」を利用してもっと
クリーンになる可能性がある。NEDOは太陽光発電だけでなく、
「水素」「蓄電池」についても技術開発を進めています。
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