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【電子・情報通信技術特集】 

エネルギー科学技術の指標と基準 －太陽光発電技術（EU） 
－ 欧州委員会「エネルギー科学技術の指標と基準」より － 

 
1. 太陽光発電技術 

 
太陽光発電（PV 発電）システムは、主要素として PV 電池(太陽電池)を持った PV

モジュールとインバーター、バッテリーおよび用途に依存する取付構造体のようなシ

ステムコンポーネントによって構成されている。研究開発の必要性は、一方では、単

一 PVセル型式の技術的特殊性によって決まり、他方では、特定のグリッド（送電網）
接続応用あるいはスタンドアロン応用での応用指向による必要性によって導かれる。

以下では、最も有望な電池技術がグリッド接続応用を背景とする関係で分析される。

それは EUの国々で最も意味のある応用と考えられる。 
 
種々の PV 電池およびシステム技術の概観が表 1.に与えられている。色素増感太陽

電池(DSC：dye-sensitised solar cells)や有機太陽電池のような新しい材料に基づいた
PV 電池は、短期的応用や中期的応用にはおそらく関係しなさそうなので、別の章の"
分野横断的技術"においてより詳細に取り扱われている。 
 
表 1． 種々の PV電池/システム技術の現状 
 

 商用 実証 研究開発 
セル技術 単結晶 Si 

多結晶 Si ＊１ 
ガリウムヒ素 

単結晶 Si 
多結晶 Si  
薄膜結晶 Si 
薄膜非結晶質 Si 

薄膜非晶質 Si 
薄膜 CIS ＊２ 

薄膜 CdTe 
(有機セル) 
(ポリマーセル) 

システム技術 非グリッド接続  
プロフェショナル

消費者製品 

非グリッド接続 住居 
グリッド接続 分散 
グリッド接続 集中 

 

注：薄膜非晶質、CISおよび CdTe太陽電池の商業応用があるが、市場シェアは小さい。 
 

＊１) 一般に、ポリ結晶シリコン供給材料から、太陽産業やエレクトロニクス産業でこの電池型を識別す
るために、この電池型に使用される"マルチ結晶シリコン"という用語もまたある． 

＊２) CIS：copper-indium-diselenide solar cell 銅インジウムセレン化太陽電池．この電池型には変形が
ある、例えば銅インジウム/ガリウムセレン化物/硫化物太陽電池(CIGS)． 
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2. 技術的・社会経済的ボトルネック 
 
種々の電池技術の主要な技術的そして社会経済的なボトルネックは、次の主な項目

に分類することができる。 
 
－ 高い発電コスト： 

PV 発電コストは、従来の大型発電システムのコストより 5～10 倍高い(図 1 の PV
発電コストの目標展開を参照、平均的モジュールコストを仮定)。PV の高い発電コス
トに寄与する重要な要素は、すべての技術にわたり、主要な部分がセル材料費である

主として薄膜セル製造の PV モジュールコスト、また、主として大量の結晶シリコン
であるセル材料の入手可能性および PV セル技術の効率からなる。薄膜アモルファス
シリコン太陽電池については、初期におけるセル効率の低下もまた将来の応用のため

の目標展開におけるボトルネックである。 
 
－ 毒性： 

CdTe、III-V および CIS 太陽電池のような技術については、太陽電池を構成する物
質の毒性が大規模展開を妨げるかもしれない。さらに、CIGS 製造工程で使用される
シアン化物や他の毒性物質を使用する製造工程は問題を提起する。さらに、錫(Sn)お
よび鉛(Pb)はその毒性により問題がある。 
 
－ 供給材料の入手可能性： 
シリコン供給材料の限られた利用可能性は、結晶シリコン太陽電池の今後の実装に

おける将来の強いボトルネックでありえる。 
 
－ 他の資源の入手可能性： 
銀(コンタクト用の)やインジウム(CIS/CIGS)のような資源の稀少性は、大規模な実

装を複雑にする。 
 
－ 困難なシステム統合： 
構築環境においては、PV部品と従来の建築部品の間の貧弱な互換性のために、多く

の場合 PV システムを統合するのが難しい(発電屋根、発電壁面、太陽熱と太陽発電の
組合せ)。このボトルネックは定量化が難しい。しかしながら、設置のためのバランス
オブシステム(BOS：周辺装置)コストはこのボトルネックの代わりとして考えること
ができる。 

 
システム技術の主要な技術的・経済的ボトルネックは以下に関連する： 

－ バランスオブシステム要素 
このボトルネックを記述する主なパラメーターは、コスト(BOS コスト)、寿命およ
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び信頼性である。この３項目すべては、構築環境中への統合化と同様に、主としてイ

ンバーターの問題がある。太陽電池の効率は、ピークパワーあたりのモジュール生産

費だけでなく、土地に関連する BOSコストの縮小などのシステム費用の低下も重要で
あり、人口密度の高い地域では問題である乏しく高価な土地の効率的な使用を可能に

する。BOSコストもまた、電気貯蔵装置が必要(スタンドアロン応用)か、不要(グリッ
ド接続応用)かによって強く影響を受ける。 

 
図 1． グリッド接続 PV発電電力(対)電力設備価格の価格展開 

1990年の 13euro/Wpおよび 2000年の 8euro/Wpの PVシステム(補助金を除外)のターンキー
価格、およびドイツの 900h/年および南ヨーロッパの 1800h/年の太陽日射に基づいた計算．
1990 年-2000 年に見られた価格低下と同一の PV システムの毎年 5%の価格低下を 2000 年－
2040年間に仮定． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以下では、主要ボトルネックである PV技術の"高い発電コスト"およびシステム技術
のバランスオブシステム要素について、今後の進展のための指標と共に、ボトルネッ

クを評価するパラメーターに関してより詳細に分析される。 
 

3. 重要ボトルネック評価のパラメーター 
 
次の表 2は、PV技術導入の主なボトルネックについて記述した定量的パラメーター

の概観を示している。前の章で述べられているように、電池技術の主なボトルネック

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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は高い発電コストである。ボトルネックは、主要パラメーターである発電コストおよ

び関連パラメーターであるモジュール投資コストおよびセル効率の定量的項目で記述

することができる。大量の結晶シリコンについては、セル材料の入手可能性が加えら

れる。また、アモルファスシリコンについては、時間経過によるセル効率の減少も考

慮される。これらのパラメーターに対する値は、異なる時間展望と共に各技術に対す

る現状が与えられている。システム技術の背景では、主なボトルネックのバランスオ

ブシステム要素は、構築環境での信頼性、コスト、寿命および統合化パラメーターに

よって定量的項目で記述されている。 
 
表 2． 主要なボトルネック評価用の定量的パラメーター 
 

発電コストのボトルネック 
を評価するパラメータ 

ユニット 2004 5 年 10 年 > 15年 

単結晶太陽電池(ウェーハ)      
発電コスト 1) euro 

cent/kWh 
20-50 － － 10-20 2) 

モジュール効率 % 17 － － 20 3) 
モジュール寿命 年 25 35 4) － － 
セル材料の入手可能性： 
供給材の重量(加工ロスを含む) 
全世界生産の c-Si PVセルで共有 

 
g/Wp  
% 

 
14  
95 5) 

 
12 

 
11 

 
10 
> 80 3) 

多結晶太陽電池(ウェーハ)      
発電コスト 1) euro 

cent/kWh 
20-50 － － 10-20 2),3)

モジュール効率 % 15 － － <20 
モジュール寿命 年 25 35 4) － － 
セル材料の入手可能性： 
供給材の重量(加工ロスを含む) 
全世界生産の c-Si PVセルで共有 

 
g/Wp  
% 

 
14  
95 5) 

 
12 

 
11 

 
10 
> 80 3) 

EFGシリコン      
セル効率(製品) % 12.5-14.5 17 4) － 19 4) 
セル材料の入手可能性： 
供給材の重量 
全世界生産の c-Si PVセルで共有 

 
g/Wp  
% 

 
6-7  
95 5) 

 
2.7-3 

 
－ 

 
<1 
> 80 3) 

III-V技術(ガリウムヒ素セル)      
発電コスト euro 

cent/kWh 
40-200 － － － 

モジュール効率 % 25 25 27 30 
薄膜：結晶 Si      
発電コスト 1) euro 

cent/kWh 
20-50 － － >10-20 3)

モジュール効率 % 10 12 14 15 
セル材料の入手可能性：      
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供給材の重量 g/Wp <<1 <<1 <<1 <<1 
薄膜：非晶質 Si      
発電コスト euro 

cent/kWh 
20-50 － － >10-20 3)

モジュール効率 % 8 － － 10 3) 
-13 6) 

初期のセル効率低下 7) % 10-25 － － 10 
薄膜：CdTe      
発電コスト euro 

cent/kWh 
20-50 － － >10-20 3)

モジュール効率 % 7 10-12 4) － 15 4) 
薄膜：CIS      
発電コスト euro 

cent/kWh 
20-50 － － >10-20 3)

モジュール効率 % 10 10-12 4) － 15 4) 
バランスオブシステム要素      
インバーターのコスト euro /kWp 800 500 － 200 
インバーターの信頼性：平均故障時間年 年 5 － 10 20 
インバーター寿命 年 2-10 － － 20 
構築環境中の統合化 euro /kWp 0.6 0.5 － 0.3 

ソース：PVNET (2004)、PV TRAC (2004)、DTI (2001)、Ecofys (2002)   

 
表 2の注 
1) 電力生産コスト：グリッド接続コスト(i.e. バッテリーのためのコストを除く)。範囲の下端で、日照
が良く(1800h/年、十分な日照時間)、また、大容量購入(>500 kWpシステム)のコストを提供。そして、
範囲上端の曇りの場所(900h/年、十分な日照時間)、小容量購入(2kWp システム)のコストを提供。仮
定されたコスト低下は、1995年-2004年に見られた 4%/年である。 

2) ソース：Hoffmann (2004) 
3) ソース：Werner (2005) 
4) EPIAロードマップからの目標値(EPIA(2004)) 
5) 2003年(Werner [2004年 c])の単結晶、多結晶体およびリボンシリコン技術の全体的な市場占有率 
6) ソース：Goetzberger(2004) 
7) 3重接合アモルファス太陽電池は約 10%のロスで 3ヵ月後に安定する。単接合デバイスは 25%以上を
失う。 
 
 

4. 今後の進展への重要指標の解析 
 
研究開発の取り組みを調整するために、識別された障害を改善するためにどの手段

が寄与するかを知ることが必要である。この節では、これらの手段をリストし、可能

な限り今後の進展に重要な指標を与える。手段と指標が、ボトルネック・パラメータ

ーに対応して割り当ててある。表 3～表 5 では、また、どの技術要素の研究取り組み
がとられなければならないかを示す。リストは、あらゆる可能な改良手段や指標を含

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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んでいるのではなく、最も重要で最も有望なものだけを示している。情報は主として、

技術供給業者あるいは研究所とのインタビューに基づいている。現在の研究からの情

報やウェブサイトもまた含んでいる。 
 
現在、PVからの発電コストは PVモジュールのコストによって支配されている。将

来の研究開発によるコスト低減や特性改善の機会と同様に、PVモジュールのコストは
使用される電池技術のタイプと強く関連している。モジュールコストは、セル効率と

同様に供給材料の入手可能性によって極めて影響を受ける。 
 
表 3． 今後の進展で最も重要なボトルネックと指標  
－ 結晶シリコンウェハ技術 
 
技術要素 ボトルネック・ 

パラメーター 
今後の進展の手段と 

重要指標 
コメント 

ウェーハ 
生産 

モジュールコスト EFG(リボン技術)＊１)のような代替シリコ
ン生産プロセスの今後の開発 
 2003 2005 2010 
シ リ コ ン 消 費 
[t/MWp] 

14 12 10 

(ソース：EPIA 2004) 

特にワイヤーソー

によるインゴット

切断での、生産プ

ロセス中の材料損

失 
 

ウェーハ モジュールコスト 薄いウェーハのための重要な指標： 
－薄いワイヤーを使用する改良したワイ

ヤーソー技術の必要性 [EPIA (2004)] 
－脆弱な(薄い)セルを取扱うための金属
化 と 相 互 接 続 技 術 の 開 発  [Novem 
(2000)] 
ウェーハ厚さの開発 

 2004 2010 2020 
ウェーハ厚さ[μm] 300 180 100 

(ソース：EPIA 2004) 

厚い層は材料の下

手な使い方に帰着

する 

セル 効率 改良による高セル効率 [DTI (2001)]： 
－プロセス制御 
－フロント接続隠ぺい(単-c) 
－水素表面不活性化(多重 c-Si) 
－裏面の改良 
－ 光 捕 捉 と 表 面 不 活 性 化 の 必 要 性

[Novem(2000)] 

高い効率は、低い

発 電 コ ス ト

(euro/kWh)および
少ない空間占有に

帰着する 

モジュール 電力生産コスト 生産コストの低下 [Novem (2000)]： 
－工場規模の増加(e.g. 典型的な 10MWp/
年から典型的な 50MWp/年まで) 
－プロセス統合、e.g. 密閉処理および枠組 
－はんだ付けやウエット化学洗浄のよう

なバッチ式生産プロセスの代案の開発 
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＊１) 端明確化の薄膜供給成長(EFG)技術についての考えは 1980 年代から続いているが、EFG 太陽電池
は生産に入れなかった。しかしながら、これは近年変わった：RWEショットソーラー社は、モービルソ
ーラー社で以前に開発されていた EFG 技術に基づいた数 MW の太陽電池を生産する。大規模セル製作

用のリボン技術のもう一方の製作者は、エバーグリーン社である。フランスのソーラーフォース社は、

2005年に革新的な結晶シリコンリボン技術を使用して、薄い 150μmウェーハの生産を始めることを計
画している(http://www.photon―magazine.com/news_2004- 06_eu_feat_Solarforce.htm 参照)。このプ
ロセスからの太陽電池効率は現在 14-15%である。 

 
 
 
表 4． 今後の進展の最も重要なボトルネックと指標  
－ III-V技術 
 
技術要素 ボトルネック・ 

パラメーター 
今後の進展の手段と 

重要指標 
コメント 

集光器 集光システムのコスト 中 程 度 の 集 光 度 (200-500 
suns)で使用される廉価な太
陽電池の開発 

光学システムや追跡

システムのコストは

比較的高い． 
中 程 度 の 集 光 度

(200-500 suns)で使用
される廉価な太陽電

池は入手が不可能． 
セル 層成長 非集中システムで III-V 材料

を適用するために必要とされ

るスループットの高度成長 

高いスループットは低

い 発 電 コ ス ト

(euro/kWh)をもたらす
 
 
表 5. 今後の進展で最も重要なボトルネックと指標 
－ 薄膜技術 
 
技術要素 ボトルネック・ 

パラメーター 
今後の進展の手段と 

重要指標 
コメント 

セル 効率/生産 
プロセス 

薄膜結晶 Si技術全般[Werner (2005)]： 
－粒界表面不活性化 
－ナノ結晶膜：110表面組織薄膜の成長 
－光捕捉 
－蒸着/結晶速度の増加 
－単結晶膜：モジュール組立て 
a-Si 研究の高安定化効率についての必要性 
[Novem (2000)]： 
－原子やナノ規模の材料構造 
－純粋および合金材料の欠陥の性質および制御、特にHの
振る舞いおよび役割、そしてドーピングと担体移動度 

結晶シリコン

と比較するま

だ低効率 
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タンデム構造の場合に必要な研究 
 [Novem(2000)]： 
－電流を最大限にし、光誘起劣化を最小限にするため

に、種々の層の最適の厚さとドープ・プロフィル 
(Stabler-Wronski 効果) 
CIS効率を増加させるために必要な研究 
－接触強化 [DTI (2001)] 
－CuInS2 のようなバンドギャップの大きい材料の開発 
[Klenk (2000)] 
－電気的な均質性の増加 [Werner (2005)] 
－短絡の軽減 [Werner (2005)] 
－ガラス基板からの均質 Naの供給 
－モジュール安定性 
－CIGSの粒界についての理論的理解 
CdTe効率を増加させるために必要な研究 
－接触強化 [DTI (2001)] 
－点欠陥(深い個所の不純物) 
－粒界表面不活性化 Novem (2000)] 

CdTe、CIS 毒性   
CIS インジウムの

希少 
  

セル (a-Si/
μcSi) 

モジュール 
コスト 

ホットワイヤー化学蒸着やカスケードアーク蒸着

のような新しい蒸着技術の研究が必要  [Novem 
(2000)] 

μcSi 層の長
い蒸着時間 

セル (a-Si/
μcSi) 

モジュール 
コスト 

薄い層を有効にするための光捕捉の最適化  

セル (a-Si/
μcSi) 

生産設備の 
価格 

製造設備の標準化、 
他の産業からの実証された製造技術のより多くの利用 

 

セル(CIS) 生産プロセス

の価格 
生産プロセスの最適化 In、Ga、Se

のような現

在高価な成

分が使用さ

れている 
 
 
5. バランスオブシステム(BOS)要素 

 
－ インバーターの信頼性および寿命は、PVシステムからの毎年の電力生産にとり

主要な問題である。バランスオブシステム(BOS)が比例してより高いシェアを持つ薄
膜 PVシステムでは特にそうである。 
－ 集光器のコストは、スタンドアロン PVシステムの全体のかなりの部分を形成し

ている(30%以内)。 
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表 6． 今後の進展で最も重要なボトルネックと指標  
－ バランスオブシステム要素 
 
技術要素 ボトルネック・ 

パラメーター 
今後の進展の手段と 

重要指標 
コメント 

インバーター 信頼性 標準化およびインバーター設計の最適化

による信頼性の増加 
 

インバーター 寿命 インバーター設計の最適化による寿命の

増加(熱分析に基づく) 
インバーター

寿命は 5－10
年．寿命の増加

はコストの実

質的増加とい

う結果になる

かもしれない．

蓄電池 コスト 蓄電池の投資コストの削減(キロワット時
容量当たり)： 

 2000 2005 
投資コスト 
[euro/ kWh capacity]

80-120 65-100

(ソース：EUREC [2002]、PVNET [2004]) 

蓄電池コスト

は、スタンドア

ロンPVシステ
ムの全システ

ム コ ス ト の

30%を占める．
蓄電池 寿命 長寿命の新しいバッテリー形式や新エネ

ルギー貯蔵システムの開発 
バッテリー寿

命は 3－10年．
鉛蓄電池の改

善は困難．寿

命の増加はコ

ストの実質的

増加という結

果になるかも

しれない． 
取付構造体 構築環境中へ

の統合化 
標準建築材料と PV部品間の互換性  

以上 
 
( 出典： EUROPEAN COMMISSION: Energy Scientific and Technological  
Indicators and References,  
http://europa.eu.int/comm/research/energy/pdf/estirbd_en.pdf、pp27-33 
この報告書の完全版は以下で利用可能である：  

http://www.eu.fraunhofer.de/estir/ESTIR_summary.pdf  
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