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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(その 5) 

・周辺装置部品、標準、社会経済的様相（EU） 
 

6. バランスオブシステム(BoS)部品と PVシステム(EU) 
7. 標準、品質保証、安全性および環境面 
8. 社会経済的様相と実現研究(EU) 

 
6 バランスオブシステム(BoS)部品と PVシステム 
 
6.1 はじめに 

 
光起電力(PV)システムは、一連の応用、規模および状況で利用することができ、広範囲
の電力需要を満たすことができる。この PV 研究行動計画は、PV の多様性を考慮し、欧
州や他の国々のエネルギー供給に貢献するために、PV 市場の拡大と PV 技術の可能性達
成に、最大の効果を持つ行動を識別する必要がある。 

 
ユーザは、システムレベルの PV技術に出会い、それが信頼でき、コスト効率が良く、
また魅力的に見えることを求める。この PV研究行動計画は、下記の 1つ以上を達成する
課題に専念する: 

 
－ 部品およびシステムレベルでのコストを削減させること 
－ 部品寿命の増加と調和、損失の低減、システム寿命全体にわたる性能レベルの維
持という様相を含んで、システムの総合性能を増加させること 

－ システムの機能性を向上させ、生産された電力に付加価値を加える 
－ 大規模展開のための公的支援を勝ち取るために、建築環境に統合されるシステム
の美的価値を向上させる 

 
PV システムは、伝統的に、配電網システムに接続されるかどうかで、2 つの主要なカテ
ゴリーに分類される。グリッド接続システムは、発電電力をすべてグリッドへ供給する集中

系と、電力はまず地域需要を満たし、過剰分をグリッドに供給する分散系にさらに分割する

ことができる。ほとんどの大規模地上基盤システムは、最初のカテゴリに分類される一方、

すべての寸法の建物統合システムはもう一方のモードで運転することができる。 
 
「オフグリッド」あるいは「スタンドアロン」システムも、例えば電気通信やリモート

センシングのような専門的な使用を意図したものと、例えば潅漑、照明、保健所、学校の

ための地方開発応用に分割することができる。 
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広範なシステム応用の違いはシステムコストの変化をともなう。しかし、その変化量は

それほど大きくないので、指標となるような値を提供することはできない。モジュールは

典型的にシステムレベル・コストの 50～70%を占めて、通常最も高価な部品である。 
 
バランスオブシステム(BoS：Balance of System システム周辺機器)部品および設置経
費はシステム寸法に比例しないので、この割合は応用とシステムサイズに応じて相当に変

る。将来のシステムコスト予測では、モジュールが最も大きな費目のままであると仮定さ

れている。しかしながら、2020年から 2030年の間での PVの高浸透のために必要なコス
ト目標を満たすためには、PV モジュール側と同時に実質的で堅実なシステムレベルでの
コスト削減をしなければならない。 

 
システムレベルのコストは、エネルギー生産の部分であろうと貯蔵システムの部分ある

いは制御や監視に使用される部品であろうと、バランスオブシステム(BoS)コストと、労
働を含んだ設置コストにおおまかに分割することができる。重要な視野は、構成部品レベ

ルでのコスト削減に存在する。しかし、サイト特有のオーバーヘッドを削減するために、

部品を調和させ、単純化し、統合化することにより、設置問題に取り組むことは同様に重

要である。 
 
Wpまたは kWpの項目に関して、PVシステムのコスト目標を表現するのはよくあるこ
とである。しかし、最終的にシステムレベルでは、コスト比較は、PV システムおよび任
意の代替エネルギー源から発生された電力の単位コストで比較されなければならない。こ

れらの両方の値は、応用やシステムの詳細に応じて変るであろう。 
 
kWhコストとWpコストの間の関係の十分な取り扱いは、ここでは可能ではない。2005

年にモジュールを除いた典型的な PV システムの目標価格は、2010 年の 1 ユーロ/Wp お
よび 2030年以降の<0.5ユーロ/Wpと設定された。しかし、これらの数値は、例えば屋根、
建物統合あるいは地上のシステム型式、モジュール効率および立地に応じて本質的に変わ

るからであろう。 
 
しかしながら、これらの目標の達成は、地域的な放射に、またやや少ない度合いで、モ

ジュールの非標準的な条件(高温、低い光強度、低い入射角)での動作に依存し、PV発生電
力の kWh コストが、2015 年～2020 年までにはほとんどの欧州諸国の消費者電力価格に
匹敵するであろうことを意味している。 

 
ドイツ、オランダおよび英国で行われた研究は、BoS 価格が 1.2～2 ユーロ/Wp と同じ
くらい低くなりえるという根拠で、国内の建物設置システム用で 1.6 ～2.5ユーロ/Wpの
間にあると推定している。さらに低い値は大規模地上システムで得ることができる。 
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大量の同じ部品が設置で使用される場合、取付けシステムの単位価格が低下すると予想

することができ、より小さなシステムに設置された同じ容量の場合より据えつけ時間がよ

り少なくなると予想することができる。 
 
大規模な PV システムで見られる規模の経済は、設置方法の調和と標準化の促進により
小規模システムに適用されなければならない。BoSコストは、電力関連コストと区域関連
コストの両方から構成される(例えば取付構造体のコスト)。区域関連コストは、応用に依
存し現在 BoS コストの 30～70%である。太陽電池アレイ区域はモジュール効率に依存す
るので、モジュール効率を増加させることは、システム関連目標を達成することを大いに

支援することができる。kWhコストとびWpコストの関係は、また、i) 全部品の寿命、ii) 
寿命にわたるシステム性能、iii) 設置(影、遮音塀)の他の特徴値の関数である。 

 
PV システムの品質は、エネルギー返済時間のような環境パラメータの点から表現する
ことができる。研究開発はエネルギー返済時間を縮小することを目標とするべきである。

部品寿命の延長およびシステム生産性の増加の両方とも、PV システムのポジティブな環
境影響を増大する。 

 
6.2 部品 

 
部品レベルでの、最優先事項は、インバータ、貯蔵装置および特定応用の新しい設計、

特に建物統合システム(BIPV：building-integrated PV systems)、の開発に与えられる。
インバータの主な目標は、20 年までの寿命の拡張(主にグリッド接続システムのインバー
タの信頼性を向上させる問題)とコスト低減である。中期的な研究は、無効電力コントロー
ルや高調波ろ過により、グリッド電力の品質を向上させるために、インバータに内蔵の機

能を使用する可能性に注目する。そのことはまた公益事業が高度な計測を導入することを

支援することができる。 
 
オフグリッド PVシステムに貯蔵装置は必要であるので、貯蔵研究のための 5つの提案
を、主としてバッテリ関係で、以下に述べる。 

 
－ PV 応用のための新しいバッテリ技術(例えばリチウムイオンや Ni-MH)のバッテ
リ管理システム(BMS：battery management systems)の適合。BMSは、バッテ
リの充電状態のモニタにより、バッテリ寿命を向上させて、バッテリと PVシステ
ムの間のコミュニケーションを可能とする。 

－ 他の応用(例えば自動車や消費市場)で開発された、新しいバッテリ技術の実地試験、
そして PV応用でのライフ・サイクル・コストを低減する可能性を持って、寿命(目
標 30年)、性能、付加価値およびコスト(目標エネルギースループット：3ユーロ・
セント/kWh以下)を評価する。 

－ コスト低減、寿命、弾力的運用および再利用や低ライフサイクル排出の要求に応
じた、モジュール方式の材料およびプロセスを含んだ、少量電力(1-10kWh)の短期
的貯蔵への革新的なアプローチ。 
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－ スタンドアロンや遠隔応用での使用のための安価でかつ簡単な単一製品を提供す
るために、モジュール内への貯蔵部品の統合化アプローチ。モジュールと貯蔵装置

の両方は、同一温度でうまく動作する必要がある。その仕様は標準化されるべきで

ある。 
－ 大量の電力(1MWh以上)を貯蔵するための装置。 
これらの技術は、今から 20 年で準備するべきで、バッテリへの代替技術に基づく
かもしれない。その最初の応用はウインド・ファームの出力をバッファすることか

もしれない。 
 
PV モジュールについての研究の多くは、太陽電池セルとモジュールの開発計画で実行
されるであろう。しかしながら、多機能性、建築要素としての PVモジュールの使用、お
よび他のシステム部品を持ったモジュールの統合化のような問題は、システムに関係しこ

こに含まれる。 
 
BoS開発の主要な目標は、与えられた応用のモジュール寿命まで BoS部品の寿命を延ば

すことである。グリッド接続スタンドアロンシステムの短期から中期の目標は、BoS部品
の寿命を 20 年まで増加させることである。孤立した非グリッド領域に設置されたシステ
ムの部品寿命は増加―特にバッテリは 10年程度まで―されなければならない。ほとんど、
もしくは、全くメンテナンスを必要としないように、これらのシステムの部品が設計され

る必要がある。 
 

6.3 システムとシステム利用 
 
システムの研究は、コスト低減、信頼性および実用性を目標とする。提案された研究は、

主グリッドが障害の時に供給の信頼性を増すために、孤立モードで運転できるインバータ

を使用したグリッド接続システムでの貯蔵の概念を研究することを含んでいる。 
 
グリッド接続 PVシステムからの電力最終消費者の金銭的価値は位置しているところに
依存する。給電量タリフを提示する国々では、その価値はそのタリフと等しい。ネット計

量が実行される国々では、それは電力の単位購入原価に等しい。時間依存の電力料金や PV
モジュールの電力出力に従う需要曲線の場合、特にグリッドに電力供給する他の発電容量

の限界コストが高い場合、PV電力の価値は非常に高くなりえる。この値を捕える技術は、
PVと平行して開発する必要がある。 

 
より長期的には、PVシステムは、低圧サブグリッド(あるいはマイクログリッド)の主要
要素になるであろう。貯蔵の有無と欧州の様々なグリッド構成の PV 電力の価値の詳細な
評価は非常に重要である。この評価は、多分、PV がある場合には限界発電容量の価格競
争力を持った形式に既にあることを示すだろう。 
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表 14．部品レベルのバランスオブシステム(BoS)の研究優先順位 
－(パイロット)製造と製品で最初に予測される研究結果の応用に対する時間的展望 
 

 2008～2013年 2013～2020年 2020～2030年 
および以降 

産業の製造局面 

・20年間以上のフル運転
を達成するためのイン

バータの信頼性および

寿命の増加 
・特に低価格電子部品

応用を通じた新しい設

計戦略および新しい半

導体 
・大規模な現場試行およ

び寿命とコスト評価の

ための新しい貯蔵技術

試作機の導入 
・すべての種類の高効率

モジュールオプション

のための汎用トラッキ

ング・プラットホーム

・低価格支持構造、国内

と大規模地上基盤 PV
システムの配線と電力

接続 

・30年間以上の完全操業
を達成する、インバー

タの信頼性および寿命

の増加 

 

応用/先進技術 

の様相 

・次世代バッテリのバッ

テリ管理システムの適

合 
・開発応用スタンドアロ

ンシステム用の高信

頼・低メンテナンス部

品 
・システム損失最小化の

ための部品開発 (例え
ば、部分遮光に対する

耐性を持ったモジュー

ルおよび 1000V以上の
システム電圧での運転

モジュール) 
・適切な測定手順を使用

することを含む、シス

テム出力の低価格コン

トロールと監視 
・出力予測コンピュータ

プログラムおよび予測

アルゴリズムの検証 

・低価格で非常に大量に

生産できる統合インバ

ータ付 AC PV モジュ
ール 
・少量貯蔵容量 (1～10 

kWh)用の革新的な貯
蔵技術 
・ BIPV 応用の高度モジ
ュール - 多機能、自己
洗浄、建築要素、新設

計解決策 
・中央集中システム監視

用戦略 (例えば、ウェ
ブ・ベース) 
・他の非集中発電所との

PV相互作用 
 

・拡張サービス寿命(目標
40 年)を提供する統合
型貯蔵を持ったモジュ

ール 
 

基礎研究/基盤 

・種々の PV モジュール
技術のために最適化さ

れた PVインバータ 

・PV高浸透下で、グリッ
ド電力の品質を向上さ

せる、パワーエレクト

ロニクスと制御戦略の

開発 

・大容量貯蔵用技術

(>1MWh) 
 
・代替貯蔵技術 
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この PV研究行動計画は、部品寿命、モジュール仕様(初期設計コストを削減し将来のシ
ステム置換および改良を単純化するため)、接続コードおよびモジュール方式(大規模設置
のためのコスト削減)を含む調和に注目する。 

 
運転の単純化を保持する一方で、システム性能を最大限にするための制御の開発と監視

戦略を含んでおり、高い浸透レベルでグリッドとの PVシステムの相互作用を考慮する。
性能評価は、PVシステムのオンライン分析(例えば初期故障検出)、および PVシステムの
オフライン解析(例えば損失機構の分析)にとって重要である。 

 
収集された知識は、新しい PVシステムのエネルギー収量の予測コンピュータプログラ
ムを検証するために使用することができる。新しいモジュール方式およびシステム設計が

採用される時に、この問題を再考する必要がある。知的インバータ機能、また、PV シス
テムが他の分散発電技術とどのように相互作用するかはここに関連する。 

 
グリッド接続応用の最近の急激な成長は、EU を含む研究プログラムのスタンドアロン

システムへの配慮を曇らせているように見える。BoS研究において特に重要なものとして、
PV技術プラットホームの開発途上国の作業グループは次のトピックを識別した。 

 
－ アイランド PVシステムおよびアイランド PV混成システム用の、低コストで非常
に信頼できる部品 

－ PV発電が高シェアのアイランド・マイクログリッドを管理する技術 
－ 多数の分散 PVシステム(例えばサテライト)点検用のコスト効率の良い測定機器 
－ PVシステム使用の効率的で持続可能な誘因 
－ オフグリッド PVシステムをより手頃な価格にする財政機構 
 
全体として、上記の研究優先順位は、短・中期的に実施されるべき活動について記述し

ている。新しいモジュール技術が出現するとともに、BoSに関係する考えのいくつかは改
訂される必要があるであろう。 

 
6.4 要点 

 
バランスオブシステム(BoS：周辺装置)研究は、部品およびシステムレベルでコストを
削減し、システムの総合性能を増加させ、システムおよび建築部材としてのシステムの有

用性によって、生産された電力の全価値をとらえることを目指す。研究優先順位は次のと

おりである。 
 
－ インバータの寿命および信頼性を増加させること 
－ 効率的で信頼できる運転が要求される小規模・大規模応用の新しい貯蔵技術およ
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び管理と制御システム 
－ 寿命、寸法およびシステム寿命中の設置や取り替えコストの特定サイトコストを
減少させるためのモジュール方式のオプションを含み、部品を調和させること 

－ 異なったシステム構成の PVシステムの付加価値の評価と最適化 
－ PVの高浸透レベルでの、電力グリッドの安定性と制御概念を見つけること 
－ 多機能性を向上させ損失を最小化する部品を見つけること 
－ アイランド PVおよび PV混成システムのための部品とシステム設計 
 
 
表 15．システムレベルのバランスオブシステム(BoS)の研究優先順位 
－ 製造と製品で最初に予測される研究結果の応用に対する時間的展望 
 

 2008～2013年 2013～2020年 2020～2030年 
および以降 

産業の製造局面 

・製造での規模の経済を
促進し置換単純化のた
めに、システムコンポ
ーネントの標準化 
・特に大規模グリッド 
接続システム用の組み立
て式設置ユニット 

  

応用/先進技術 
の様相 

・ピーク需要を満たす場
合および貯蔵装置と結
合した無停電電源装置
とした場合を含む PV
電力の価値の評価 

・ 初期故障検出用ツール 
・長期の平均的地域放射 
潜在能力と日射予測の
評価 

・ 高シェア PV 発電の
アイランド・マイクロ
グリッドの管理 

・ PV システムの効率的
刺激策管理法の開発 

・ オフグリッド PV シ
ステムの PV 課金と
計量案 

・ 25年間以上にわたり、
種々の部品の寿命を互
いに一致させること 

・  高度なシステム設計
用の故障検出ツール
の更新 

 

基礎研究/基盤 
・高電圧システムの技術
開発(>1000V) 

 

・ PV 高浸透での電力グ
リッドの安定性および
制御の新しい概念 
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7 標準、品質保証、安全性および環境面 
 
7.1 はじめに 

 
定義された標準は、例えば製造や設置に技術上のいくつかの議論の必要がない仕様を課

するので、他の産業と同様に PVにおいても非常に重要である。認定された品質保証手続
きは、製品間での信頼できる比較を可能とする。標準と品質保証手続きはともに、投資が

商業的成功になるかどうか判断する、健全な基盤を投資者に与えるので、投資家の信頼を

引き起こす。 
 
PV 電力コストを最小限にするためには、システムが長期間うまく動作することが必要
である。つまり、システムの品質が保証されなければならない。また、定義された標準、

ガイドラインおよび手順によって、品質を適切に維持する必要がある。 
 
現在、標準の包括的なセットは、PVモジュール(特に結晶シリコン)の設計認定および性
能計測のために存在する。しかし、薄膜モジュール、CPV、インバータ、ACモジュール、
全システムおよびシステム部品の標準はほとんど定義されていない。品質保証ガイドライ

ンおよび手続きが必要である。 
 
PV システムの、生産、運転および解体に関連する、どのような否定的な環境影響も最
小限にしなければならない。これは、システムのエネルギー返済時間が短い必要があり、

危険性物質の使用を回避する必要があり、再利用を促進する方法でシステムとシステム部

品を設計している必要があることを意味する。 
 

7.2 標準化、調和、試験および評価 
 
公益事業によって課された政府の法律制定と規則(グリッド接続システムのため)は、火
災時の安全確保基準や電気保安基準を含む建築基準を満足することを PVシステムに強制
する。 

 
多くの場合、PV市場の開発は、地域的基準(インバータ所要条件/設定およびグリッド接
続規則)、基準の欠如(例えば、適切な標準の欠如のために建築部位として認定されない PV
モジュール/PV 部品)の差によって妨げられる。PVに影響する基準でどのような根拠のな
い不整合性も、修正されなければならない。また、セクターの成長を禁じる基準のどのよ

うなギャップも埋めなければならない。 
 
時々、ガイドラインは基準より適切である。ガイドラインは、材料、ウェーハ、電池、

モジュール、集光システム用部品および BoS部品を製造する品質に必要である。ガイドラ
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インは、また、システム設計、システム設置およびシステム試験に必要とされる。このデ

ータの報告は、標準が明白に示した仕様に従うべきである。 
 

7.3 品質保証 
 
インラインの生産管理技術は、PV 部品を評価し、かつ品質保証手続きの実施をより簡

単にする良い方法である。種々の市場の需要家に意味のある関連情報を提供する認定法は、

当初は、モジュールやインバータ、および、その後全システムに必要とされる。 
 

7.4 環境面 
 
寿命により PVシステムを処分する方法に関する EUの研究は、主として結晶シリコン

モジュールのリサイクルに注目してきた。薄膜や集光型モジュールと BoS部品のリサイク
ルは、大部分取り組まれていない。 

 
基盤施設の再利用は、エンド・ユーザおよび PV 産業の必要性を考慮するべきである。
全てに、再利用基盤施設の低価格でアクセスの容易さをもたらす最良の方法の研究が必要

である。 
 
ライフサイクル解析(LCA：Life Cycle Analyses)は、エネルギー技術の環境プロファイル
を評価する重要なツールになった。LCA では、発電された kWh あたりの CO2排出やエネ

ルギー返済時間のような技術の特性を計算することができる。さらに、この LCAの結果は、
セルとモジュールの生産ラインの新しいプロセスや機器の設計に使用することができる。 

 
欧州の最も最近の LCA は、結晶シリコンセル技術の性能ついて出されており、またそ
の情報を出し続けている。しかし、現在、これらは多くの薄膜技術や BoS部品にも必要と
され、より長期的には、出現中のセルモジュール技術にも必要である。 

 
7.5 要点 

 
－ PVモジュール、PV建築部位、および PVインバータと ACモジュールのための、
性能、エネルギー定格および安全規格の開発 

－ 欧州全域でグリッド接続(系統連繁)の条件の一致 
－ 全製造チェーンの品質保証ガイドラインの開発 
－ 薄膜モジュールおよび BoS部品のリサイクルプロセスの開発 
－ 薄膜と集光型PVモジュールおよびBoS部品に関してライフサイクル解析の実施、
そして長期的には「出現中」のセル/モジュール技術に関しても実施 
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表 16．基準、品質保証、安全性および環境面の研究優先順位 
－ 最初に予測される研究結果の応用に対する時間的展望 
 

 2008～2013年 2013～2020年 2020～2030年 
および以降 

産業の製造局面 

・ PVモジュール、PV
建築要素、トラッキ
ングツールを含めた
集光型システムおよ
び PV インバータ
/AC モジュールのた
めの性能、エネルギ
ー定格、認定および
保安基準 

・ インライン工程と生
産管理技術および手
続き 

・ 材料、ウェーハとセ
ルモジュール (寸法
および封入技術を含
む)、集光型システム
用部品およびBoS部
品の仕様および品質
保証ガイドライン 

・PV モジュールの品
質ラベル 

・グリッド接続条件の
調和 

・製造設備ガイドライン 
・さらなるインライン工
程と生産管理技術およ
び手続きの開発 

・認証法の向上、特にシ
ステム 

・部品に適用される基準
とガイドラインの調和

 

応用/先進技術 
の様相 

・ 設計、設置及びシス
テム試験、監視評価
のためのガイドライ
ン 

・ リサイクルプロセス
・ モジュールのライフ
サイクル解析 (特に
薄膜および集光型モ
ジュール) 

・ BoS部品のライフサ
イクル解析 

・リサイクルプロセス 
(新しい部品) 

・出現中のセルモジュー
ル技術のライフサイク
ル解析 

 

基礎研究/基盤 
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8 社会経済的様相と実現研究 
 

8.1 はじめに 
 
これまでに概説したように科学技術の優越性は、革新に重要な役割をはたすが、革新の

成功した利用はまた他の要因に依存する。その要因には下記が含まれる。 
 
－ 特定生産品の需要者承認に関係するものを含み、重要な市場の必要性を持つ技術
開発の優先順位を整列すること 

－ 官民の資金提供および資本へのアクセスを増加させること 
－ 基礎研究から販売および市場開発まで、価値体系の種々の部分に訓練された人員
の入手可能性を保証すること 

－ 国民と政治の意識を増加させて、社会に情報を提供すること 
－ 技術開発に対する社会の懸念と選択に迅速に応答すること 
－ プロセス全体にわたって適切で有効な調整バランスを維持すること 
 
この章では、欧州全域にわたりそして欧州企業が取り組む市場で PV の開発と取り込み
を支援するか妨げる非技術的要因に取り組み、社会経済的ならびに他の実現研究の推薦を

する。この研究の成果は、研究開発のためにまた PV技術の生成のために EUを好ましい
地域とするために使用されるべきである。 

 
我々の提案のうちのいくつかは、PV に特有である。一方、他のトピックは、非集中的
エネルギー生産のより一般的な概念に関係があり、非集中発電のいくつかの種々の技術を

見るプロジェクト内でより論理的に行われるであろう。 
 

8.2 大規模 PV使用の社会経済的様相 
 
PV のような新技術の成功裡の導入は、全コスト、危険および利益を包含する有効な市
民との対話に依存する。新興のエネルギー供給者として、また数年にわたる並はずれた成

長にもかかわらず、設置済みの従来の発電容量と比較して、PV の絶対的な生産量はまだ
小さい。また、規模の経済の利益は一般社会にまだ明白には見えていない。メディアの注

目は、PV システムの長期的に社会にもたらす利点ではなく、高い先行投資コストにあま
りにも集中している。 

 
PV 電力の付加価値を利用する方法は、マイクログリッドで PV を使用するというメリ
ットに加えてこれまでに議論された。この問題は、供給パターンの最適化を必要とする。

それは次に市場調査を必要とする。エネルギー技術の増加した流通は、エネルギー市場へ

追加のプレーヤをもたらし、小口消費者の管理に移行する。 
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この領域における社会経済的研究は、広範囲のユーザのための目標レベルまで PV 導入
のための最適の手順を考慮するべきである。これは、エンド・ユーザが PVシステムにつ
いて質問することを可能にするインターフェースについての研究を含んでいるべきである。

雇用や地域開発のような、電力生産の新しい資源を実施するマクロ経済効果およびマイク

ロ経済効果についての研究が必要である。考察は、低所得世帯用の PV システムの入手可
能性にもなされるべきである。 

 
8.3 実現研究 

 
光起電力技術の社会の意識は増加し、この技術は評判がいい。しかしながら、数多くの

PV システムが現れるとともに、この状況が限りなく続くかは明らかではない。市場調査
を行い、PR 活動を実行し、また中心的なグループの助言と考えを聞くことは PV 企業に
とって重要である。 

 
成長中の PV 産業と発展する電力供給産業は、太陽電池開発からシステム設置およびセ

ールスやマーケティングまで価値体系のすべての段階で働く適切に訓練された人員の需要

を生む。次の 20 年間にわたり必要とされる技術基盤を分類し計量化することについての
作業が行われるべきである。 

 
この研究の成果を使用して、産業が人員を募集したい時に、産業によって要求された技

術を多くの人々が所有することを保証するためのステップが取られなければならない。平

行して、可能なところならどこでも、これまでに議論された進行中の技術的研究は、可能

な限り修士か博士レベルでの訓練準備を含んでいるべきである。 
 
PV の実装は、電力供給、建設、ナノテクノロジーおよび平面パネルディスプレイを含
む多くの他のセクタに関連するので、これらのセクタ間での情報移転もまた重要であり取

り組まれるべきである。 
 

8.4 要点 
 
PV モジュールとシステムの開発における進歩の利益を十分に利用するために、あらゆ
る社会的関係および PV の進歩を遅らせる他の障壁に積極的に取り組むことは重要である。 
主な優先順位は次のものである： 
 
－ PVの技術以外(つまり、社会、経済、環境)のコストおよび利益を識別し量を計る。 
－ 大規模 PV使用への規制の必要性および障害への取り組み 
－ 2030年までの期間に PVおよび関連産業によって必要とされる技術基盤の確立お
よびその準備計画の開発 

－ PV部品の再使用と再利用のためのコスト効率が良く使用可能な基盤設備の決定 
－ 一般社会および対象の商業部門の向上した意識のための計画を開発 
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表 17．社会経済ならびに実現研究の研究優先順位 
－ 最初に予測される研究結果の応用に対する時間的展望 
 

 
(出典：A Strategic Research Agenda for Photovoltaic Solar Energy Technology: 

http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/sra_photovoltaic_en.pdf) 
 
参考： 
・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 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1006/1006-14.pdf 
・光起電力太陽エネルギー技術の戦略的研究行動計画・セル開発 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1007/1007-13.pdf 
・光起電力太陽エネルギー技術の戦略的研究行動計画(その 1)・既存の薄膜技術 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1008/1008-10.pdf 
・光起電力太陽エネルギー技術の戦略的研究行動計画(その 2)・CIGSS技術 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1010/1010-15.pdf 
・光起電力太陽エネルギー技術の戦略的研究行動計画(その 3)・新しい PV技術 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1011/1011-13.pdf 
・光起電力太陽エネルギー技術の戦略的研究行動計画(その 4)・集光型太陽発電技術(CPV) 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1012/1012-08.pdf 

 2008～2013年 2013～2020年 2020～2030年 
および以降 

市場と産業の様相 

・種々の市場の PV促進
化財政計画の効率化

を含む市場開発研究 
・市場開発の規制的様相 
・保険、契約、計画課題

・短期・中期の産業訓練

の必要性についての

理解 

・建設および電力供給

セクターへの技術移

転の最適化 
・ PV モジュールや部
品の再使用および再

利用の経済的・物流

的様相 

 

利用者の様相 

・PV技術の非技術的コ
ストと利益の同定と

定量化 
・PV システムとユー
ザ・インターフェース

・ユーザ・インターフ

ェースの最適化 

・ PV 技術の大規模展
開に関係する社会の

意識と情報普及計画

 


