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【エネルギー】太陽光発電  
 
光起電力太陽エネルギー技術の戦略的研究行動計画・概要（EU） 
 
はじめに 

 
太陽光の電力への直接発電は、環境に優しい再生可能エネルギーを発生する非常に

素晴らしい方法である。この部門の科学は、「太陽光発電」あるいは「PV」として知
られている。PV 技術は、モジュール式で、無音で運転するので広範囲の応用に適し、
我々の将来のエネルギー需要に十分に寄与することができる。 

 
太陽エネルギー資源は他のすべての再生可能エネルギー資源より大きい。1 つの野

心的なシナリオでは、PVは、2040年までに世界の電力消費の 20%を占め、2020年に
は PVは既に、75の平均的大きさの石炭火力発電所あるいは 4,500万台の自動車と等
価の CO2排出の削減に寄与する可能性を持つ。PV は欧州内で展開可能であるので、
欧州のエネルギー供給のセキュリティ向上に重要な役割を果たすことができる。さら

に、PV は、農村地域のエネルギーへのアクセス提供に非常によく適し、それにより、
健康管理の向上や教育を可能にし、またビジネスの機会も提供する。さらに 2020年～
2030年までに開発途上国の何億の人々への電力を提供するであろう。 

 
全世界の PVセクターは、過去 20年間にわたり 1年当たり平均 25%ずつ成長してお

り、また過去 5年にわたっては 1年当たりほとんど 50%ずつ成長している。このこと
は、いくつかの国々が市場開発政策を成功裡に導入したことによる。欧州では、これ

らの国々は、ドイツ、スペイン、ポルトガル、フランス、イタリア、ギリシアおよび

ベルギーである。恐らくすぐに、さらに多くの国々が加わるであろう。欧州の外では、

日本、韓国および米国が、よく発達したあるいは新興市場のよい例を提供している。 
 
2004年の報告書は、太陽光発電セクターが 2004年の年間売上高 58億ユーロから、

2010 年年間売上高が 5.3GWp で 250 億ユーロに拡大する現実的な見込みがあると予
測している。過去 8 年間で、ドイツの太陽光発電セクターの雇用はおよそ 1,500 人か
ら 30,000人まで上昇した。2005年までに、6,300人の仕事がスペインで生み出され、
欧州合計を、およそ 40,000 人にした。(ドイツの企業団体および IEA からのデータ)。
光起電力産業は、2020年までに欧州連合で 200,000人を越える仕事を生み出す可能性
があり、そして世界的にはこの数の 10倍になるであろう。 

 
1997 年には、欧州委員会は、2010 年の欧州全体でインストールされている PV を

3GWp と考えていた。ドイツおよび他の国々の市場刺激策成功の結果、その時までの
容量は恐らく 5GWpを越えるであることは今や明らかである。より長期的には、光起
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電力技術研究協議会 (PV TRAC： Photovoltaic Technology Research Advisory 
Council)が 2005年に報告した「光起電力技術の展望」報告書 1 は、2030年までに EU
で 200GWp の、「現実的であるが野心的」なインストール目標を提示している。世界
の概算は 1,000GWpになる。これは、新しい EU再生可能エネルギー目標および全体
の緊迫感の増大に関係して最近述べられた。しかしながら、PV 産業の急速な展開は、
もし適切な政策措置が導入され研究開発支援を強化するならば、200GWp という数字
に相当な上向きの可能性をもたらすかもしれない。 

 
日本は 2010年までに 5GWpを目指し、2030年までに 50～200GWpの PV容量のロー

ドマップを展開している。韓国政府は、2012年までに 1.3GWpの目標を設定している。 
 
PV導入の特別な目標を持っている国は他にほとんどない。通常、PVは再生可能エ

ネルギーポートフォリオの特記されない部分である。 
 

PVが目標を達成するための条件 
 

PVの真の大規模展開は、PV発電コストの徹底的な縮小によってのみ実現可能である。
しかしながら、PV モジュールの性質のために、また利用個所での発電の可能性および
ピーク電力需要とオーバラップするという特定の発電プロファィルのために、PV は、
やがて卸売り電力と同じくらい安くするために先導市場を利用することができる。PV
は、特に、短期中期のピーク電力価格や消費者価格と競合できるであろう。したがって、

これに対応する PV システム価格目標は、PV の迅速な展開にとり非常に重要である。
さらに、野心的な目標は、欧州の PV産業セクターの世界的な競争状態に重要である。 

 
「光起電力技術の展望」で説明されたターンキーPVシステム価格の進展は、以下に

述べる PV SRAが取り組む基礎的なコスト目標を定義するために優れた始点を提供す
る。産業への研究および技術移転が、製造設置コストに直接影響を及ぼすことは他の

いくつかのパラメーターと同様に注目されるが、ターンキー価格直接にではない。後

者もまた市場の力によって決定される。しかしながら、コスト低減目標は、価格引下

げを可能にするために不可欠である。 
 
SRAは時間スケールに以下の定義を使用して言及している。 
- 2008－2013年: 短期、- 2013－2020年: 中期、- 2020－2030年以降: 長期。 
2013 年は、欧州委員会の現在の資金提供研究計画 FP7 の終年了と一致するので選択
されている。短期の開始は、FP7(2007年)の開始と一致していない。それは FP7の初
年度から大きな成果は期待されないからである。この報告書の中で使用される合意は、

研究優先事項は広範囲の使用が期待される年までではなく、商業製品の中で使用され

                                                  
1 PV Technology Research Advisory Council, http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/vision-report-final.pdf 
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ると最初に予想される計画対象期間と言及している。 
 
ターンキーPVシステム価格の進展予測  
(出典："A Vision for Photovoltaic Technology") 
 

(PHOTEX EU project) 
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その技術コストがパイロット生産で達成された場合に、その技術はコスト目標を満

たしたと言われる。これは、その技術が、1 年か 2 年後に、そのコストで商業生産の
準備ができるということを暗示している。 

 
この SRA に記述された短期研究の全体的目標は、PV 電力が 2015 年までに南欧州

で消費者電力(グリッドパリティー)で競合し得るということである。特に、これは、0.15
ユーロ/kWhの PV発電原価に達すること、あるいは 2.5ユーロ/Wpのターンキーシス
テム価格を意味する。このシステム価格は、<2.0ユーロ/Wpの典型的な製造・設置経
費から生じている。すべてのコストおよび価格の数字は 2007年の値に合わせてある。 

 
一般に、PV技術のコストおよび性能は研究取り組みの焦点である。しかし、他の要

因の重要性も強調されるべきである。 
 
第一に、研究開発は、さらに PV 電力の価値に取り組む必要がある。例えば、単に

太陽光が利用可能な場合ではなく、電力需要が最も大きな時に、PVからの電力を供給
することができれば、その価値はより高い。これは、廉価で小さな貯蔵システムで良

いことを意味するであろう。特に空気調和や冷却によるピーク需要の場合には、貯蔵

なしで PV供給と電力需要はある程度まで一致することが注目される。 
 
第二に、システム部品の寿命は考慮されなければならない。長い技術寿命は、コス

ト目標に達するのを助けるだけでなく、さらに生産する全体のエネルギーを増加させ、

また建物への PVの集積化を容易にする。 
 
第三に、製造ならびに設置におけるエネルギーと材料の消費に取り組むことが必要

である。システムのエネルギー返済時間の一層の短縮は、エネルギー源としての PV
の有利さを増し、長期的には二酸化炭素排出を回避する能力を加えるであろう。供給

不足の材料あるいは危険性物質の使用を回避して、あるいはそれが可能でない場合に

は、材料の閉サイクル使用が大規模な研究開発の取り組みの重要なトピックになる。 
 
最後に、PV 部品とシステムを組合せる能力と建築部材にそれらを統合する能力は、

著しく向上するであろう。これは標準化と調和さらにシステム設計の柔軟性を必要と

し、付加的なエンジニアリング(コスト)なしで遂行されるべきである。 
 
上に記述された技術的問題に加えて、この報告書は、PVの大規模導入と関係する社

会経済的な様相に取り組んでいる。 
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PVの戦略的研究行動計画(SRA) 
 
信頼できる PVシステムは商業化されて広く展開しているが、PV技術の一層の開発

が、PVを主要な電力源とすることを可能にするために重要である。PVシステムの現
在の価格は、電力グリッド接続応用でのピーク電力価格やスタンドアロン応用での軽

油発電のような代替として、PV電力は競合できるほど十分に低いが、まだ消費者電力
価格や卸売り電力価格と競争することはできない。したがって、ターンキーシステム

価格の徹底的なさらなる削減が必要で、それは可能であろう。 
 
この状況は、光起電力技術研究協議会が 2005年に報告した“光起電力技術の展望”

報告書の中で強調され、また頻繁に述べられている。また、欧州 PV 産業が世界市場
でその位置を維持し強化するためにさらなる開発が必要とされる。世界市場は高度な

競争社会で、迅速な革新によって特徴づけられる。 
 
研究開発(R&D)は、PVの前進には極めて重要である。十分選択された課題に取り組

む共同研究を行うことは、技術導入および産業競争力に関するこの部門の目標を達成

するために必要な臨界量と有効性を実現する際に重要な役割を果たすことができる。 
 
このことが、PV技術プラットフォームに、先に述べた見通しを実現するための戦略

的研究行動計画(SRA：Strategic Research Agenda)を作り出させた。SRAは、欧州諸
国間の共同研究の資金提供の主要源である第 7 次 EU 研究開発フレームワーク計画

(FP7)を決定するための情報として使用され、また、加盟国内および加盟国間の研究計
画のより一層の協調を促進する。 
 
現在のターンキーシステム価格は、屋根型、建物統合型、地上型などのシステム型

式、寸法、土地ならびに他の要因に依存して、約 4 ユーロ/Wp から約 8 ユーロ/Wp
まで変る。しかしながら、5 ユーロ/Wpの数字が代表的であると考えられる。同様に、
2015年の価格は約 2 ユーロ/Wpから約 4 ユーロ/Wpの範囲にわたるであろう。価格
はすべて 2007年固定額として表示されている。 

 
ターンキーシステム価格から発電原価までの変換には、いくつかの仮定を必要とする。 
この報告書は次のように仮定している。 
 
• 平均稼働率 75%、すなわち 1,000 kWh/m2/年の日照レベルで 750 kWh/kWp/年
のシステム収量。典型的な日照が 1700 kWh/m2/年である南欧州では、75%の稼
働率は 1,275kWh/kWp/年となる。 

• システムの価格の 1%が、毎年、運転と保守に費やされる。 
• システムの経済的価値は 25年後でゼロに減価償却する。 
• 4%の減価率。 
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SRAに含まれる重要な目標の概要 
 
 
 

1980年 現在 2015年 2030年 長期的 
見通し 

典型的なターンキーシステム 
価格 (2006年ユーロ/Wp, 除 VAT) 

 
>30 

 

 
5 

 
2.5 

 
1 

 
0.5 

 
典型的な発電コスト 南欧、 
(2006年 ユーロ/kWh) 
 

 
>2 

 
0.30 

0.15 
(小売り電
力と競合)

 

0.06 
(小売り電
力と競合) 

 
0.03 

 

典型的な商用平面型モジュール 
の効率 
 

最大 
8% 

最大 
15% 

最大 
20% 

最大 
25% 

最大 
40% 

 
典型的な商用集光型モジュール 
の効率 
 

(~10%) 最大 
25% 

最大 
30% 

最大 
40% 

最大 
60% 

 
典型的なシステム・エネルギー 
返済時間, 南欧(年) 
 

 
>10 

 
2 

 
1 

 
0.5 

 
0.25 

 
「平面型」は自然な太陽光下での使用のための標準モジュールを指す。「集光型」は、太陽光を集中しま

た必要によって空一面に太陽を追跡するシステムを指す。Wp：ピーク電力定格(W)、(表示されている数
字は概数値である) 

 
短期的研究の全体的目標は、PV電力の価格が 2015年までに南欧の小規模消費者の

電力小売価格と同等になることである。2015年の後の継続的な価格低下は、この状況
が 2020年までに欧州全域へ当てはまることを意味する。価格が同等であるこの状況は、
グリッドパリティーとして知られている。「グリッドパリティー」に達したと言うこと

ができる前には、末端消費者に直接接続されない、より大きなシステムおよび地上型

の PV発電所は、一般により低い価格で電力を生産する必要がある。 
 
これらの目標達成に、SRAは次のものに関係する研究開発課題を詳述している： 
 

 PV電池とモジュール： 
－ 材料 
－ 変換原理と装置 
－ 加工と組み立て(機器を含む) 
 バランスオブシステム (BoS)2 ： 

                                                  
2 完全な PVシステムは 2つの要素から成る：太陽電池を含んでいるパネルとも呼ばれる「モジュール」ならびに「バ
ランスオブシステム」(BoS)である。BoSは、主として、電子部品、ケーブル、支持構造、また該当する場合は電
力貯蔵や光学装置や太陽追跡装置などから構成されている。BoSコストは、さらに設置の労務費も含んでいる。 
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－ システム部品と据え付け 
－ 材料据え付け 
－ 運転と保守 
 集光システム 
 環境基準 
 適用可能性 
 PVの社会経済的な様相 

 
この PV SRAでは、PV開発のために以下の要因を識別し取り組んでいる： 
 
発電コストと価値 

* ターンキー投資コスト(価格): 
- モジュール 
-  BoS 
- システム技術 

* 運転と維持費(適用可能な場合、予定取替)／技術寿命 
* 価値： 

- 例えば、オン・デマンド供給あるいはピーク時価格の可能性 
* エネルギー収量 
* (この SRAの範囲から除外：利率、経済的寿命、…) 

 
環境基準 

* エネルギー返済期間： 
- モジュール 
- BoS 

* 危険性材料の置換 
* 再利用に対するオプション 

 
統合化 

* 据え付けや配線などの方法および軽減(さらに維持修繕のために) 
* 柔軟性/モジュラリティ 
* 美的感覚と外観 
* 寿命 

 
社会経済的な様相 

* 公共性と政治意識 
* ユーザーの容認 
* 訓練と教育 
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* 資金調達 
 
一連の技術は商業生産や研究所で見つけることができる。多くの様々な技術に基づ

いたエネルギー生産設備や、大きな商用ポテンシャルを持つ研究所で開発された多数

の概念へ世界的に投資がなされていることによって明らかなように、明瞭な技術的勝

者あるいは敗者はまだ識別することができない。したがって、限定した組み合わせで

はなく、オプションや技術の幅広いポートフォリオの開発を支持することが重要であ

る。異なるオプションをテストし、次の基準に基づいて選択することが、PVの開発に
最も役立つ 

 
・ 提案された研究が全体の目標組み合わせの達成に寄与すると予想される度合い 
・ 研究提案の質と関係コンソーシアムや研究グループの強さ 
 
電池およびモジュールに関して、既存の技術(ウェーハ基盤結晶シリコン、薄膜シリ

コン、薄膜 CIGSS および薄膜 CdTe)、出現中および斬新な技術(既存技術の進化版、
有機基盤 PV、中間バンド半導体、ホットキャリヤ素子、スペクトルコンバータ)との
間には区別がなされている。 

 
PV 発電のコストに加えて、発電された電力の価値が重要であることが指摘される。

例えば、後者は、貯蔵を通して PV供給と電力需要パターンを一致させることにより、
向上できるであろう。 

 
PV の展望を実現するために取り組まれる技術領域に関する主要な研究開発トピッ

クの概要は次号以降に報告する。 
 

(出典：A Strategic Research Agenda for Photovoltaic Solar Energy Technology: 
http://ec.europa.eu/research/energy/nn/nn_pu/article_1078_en.htm#photov
oltaics_agenda) 
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参考） PV SRAの主要原則 
 
短期的研究は、EU産業の競争性に対して完全に専心的であるべきである。 
次の 10年間は、EU PV産業の将来の展望にとり決定的であると予測される。また、
世界の PV セクターは成熟し数十億ドルの売り上げを達成するであろう。競合は猛烈
になり、迅速なイノベーションおよび高い生産量が、リーダーシップの確立に重要で

ある。 
 
欧州産業の目標は、2010年までに農村部利用の年間市場の 40%の占有率を確保し、そ
の後そのレベルを維持することである。 
 
非排他性 
PV は現存しており、また種々の型式が現れるであろう。SRA は、技術を否定しない
が、それぞれの PV 型式が到達しなければならない全体的な目標を設定し、その目標
を満たすことに成功するための各型式の研究優先順位について記述する。 
 
社会経済的な問題の研究と共に、価値体系のすべての要素についての短期、中期、長

期的な研究に公的資金提供の必要性がある。 
徹底的なコスト低減が、PVシステムのすべての要素に必要とされるので、研究は原材
料から完全なシステムまで、さらにそれを越して価値体系のすべての要素に取り組む

べきである。さらに、公的資金提供機関は、短期、中期、長期的な研究にわたる資金

提供の割り当て法に関して、戦略的なトップダウン決定をするべきである。産業界は、

資金提供の主な受益者であるために短期研究を推し進めるであろう。PV産業の成長と
ともに、この圧力はより強くなるであろう。しかしながら、政府は中期と長期の計画

に将来を見越し、これらの時間枠に当てる研究の固定予算を確保しておかなければな

らない。この報告書は、公共と民間部門の合計した研究支出が、短期・中期・長期の

商業関連トピックス間で、今後短期的には典型的な比 6:3:1で分配されるように勧めて
いる。民間部門の資金提供が増加するときにこの比は 10:5:1に移るであろう。 
 
コスト低減可能性の詳細解析に基づいて、作業グループは同じコスト目標が考慮した

すべての平面型 PVモジュール技術に使用されるべきであると決定している。2013年
までに導入される技術また 2015 年の大量生産導入の技術に対しては 0.8～1.0 ユーロ
/Wp、2020年には 0.60～0.75ユーロ/Wp、そして 2030年には 0.3～0.4ユーロ/Wpで
ある。 
異なる型式のモジュール効率を反映するために、目標は範囲で表現されている。全体

の異なる技術のコスト目標を満たすために、BoS コストの地域関連部品により、低い
効率モジュールは高い効率モジュールより安い必要がある。これらの目標は予測とし

て解釈されるべきでない。いくつかの技術はさらにそれを超過することがありえる。
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各技術の効率目標は SRAの中で後に引用され、またコスト目標を満たすための達すべ
き性能目標と見なされる。システム費用および価格は、システムが置かれる特定の応

用に依存する。このことは注目されるべきである。したがって、SRAの中で言及され
たコストと価格は単に概算である。 
 
バランスオブシステム(BoS)コストは、他の要因の中で、例えば屋根型、建物統合型、
地上型のシステム型式、使用されるモジュールの効率、および、それが位置している

国により、強く依存する。これは、一般的な目標を公式化することを困難にする。 
屋根型システムの BoS コストの表示目標は次のとおりである：2013 年の 0.9～1.1 ユ
ーロ/Wp、2020年の 0.75～0.9eu/Wp、および 2030年の 0.5から/Wp以下である。 
システムコスト目標の範囲は、モジュール効率の範囲に主として対応し、BoS コスト
の部分は、システム領域関連に対応する。従って、より高い効率モジュールを使用す

る場合、与えられたシステム電源はより小さい面積で良いということから、モジュー

ル効率によって影響されるという事実を反映している。 
 
EU 加盟国間の BoS コスト構造および数字の可能な差は、ここで考慮に入れられてい
ない。 
 
集光型システムの目標コストについては、モジュールと BoSを区別することは意味が
ない。 
したがって、完全システムのターンキー・コスト(価格ではない)の表示目標は次のよう
に識別された： 2013 年の 1.2～1.9 ユーロ/Wp、2020 年の 0.8～1.2 ユーロ/Wp およ
び 2030年の 0.5～0.8ユーロ/Wpである。 
現在の小さな工業生産では、実際からの外挿が大きな不確かさをもたらすので、これ

らの数字には相当な不確さが存在する。更に、集光技術は、他の技術と異なり、直射

日光の下でのみ動作するので、集光技術のピーク電力定格(Wp)には、これまでところ
の明瞭な定義が存在しない。しかしながら、Wp 定格を定義する試みがなされ、それ
が上記のコスト目標の根拠となっている。 
 


