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【再生可能エネルギー特集】太陽光発電  
 

欧米各国における太陽光発電の研究開発動向 
―平成17年度NEDO成果報告書より― 

  
 NEDO技術開発機構新エネルギー技術開発部が平成17年度に実施した調査報告書
「太陽光発電技術に関する動向調査」より、欧米各国における太陽光発電の動向につ

いて、調査結果の概要を紹介する。 
 
1． 欧米各国における太陽光発電技術研究開発施策の動向 
 
(1) 米国 
米国エネルギー省(DOE)省エネルギー・再生可能エネルギー局(EERE)の主導により、

2003年 9月に「新 5ヵ年国家太陽光発電プログラム」（2003～2007年）が実施されて
いる。太陽光発電国立センター(NCPV)は、太陽光発電産業との費用分担方式プログラ
ムを通して、コンポーネントの設計、デバイスの製造技術及びシステムの開発、改善

を産業と共同で行っており、①太陽光発電による発電コストを 2020 年までに 6 セン
ト/kWhにする、②太陽光発電システム価格を 2020年までに 1.5ドル/Wにする――こ
とを目指す（注）。2006年 1月には、システム主導型アプローチのコンセプトに基づく
次期「太陽エネルギー研究開発プログラム（2007～2011年）」の草案を発表した。 

(注)：2006年 1月の「ソーラー・アメリカ・イニシアティブ（SAI）」により、目標達成時期を 2015

年に前倒ししている。 
 

表 1―1  米国 NCPVの基礎及び探索研究における 2004年度の成果 
分 野 主要な成果 

①特性解析 

・70件超の太陽光発電研究パートナーに対し、分析顕微鏡検査法、
表面分析、電気光学評価、セル及びモジュール性能の分野におい

て、測定支援を行った 
・ASTM 及び IEC 基準下において、第 2 次基準セルに関する ISO 

17025認証を獲得した 

②電子材料及びデバイス 

・変換効率記録をいくつか更新し、新デバイス、従来デバイスにお

ける重要な改善を実証した 
-代替 ZnS(OH)バッファー層を用いた Cu(In,Ga)Se2(CIGS) 
太陽電池：変換効率 18.5% 

-1m厚光吸収層の CIGS太陽電池：16.5% 
-3段階成長法の CIGS太陽電池：19.5%  
-青板ガラス基板の CdTe太陽電池：14.4% 

③探索研究 
・有機（プラスチック）太陽電池で変換効率 5.9%を達成 
・市場に流通している結晶シリコン太陽電池セルに影響を及ぼす、

金属欠陥の特定及び評価 

④高効率太陽電池

(HiPerf PV) 

・Boeing - Spectrolabにより、3接合型地上用集光型太陽電池の変
換効率記録 37.3%が達成された（国立再生可能エネルギー研究所
(NREL)が認定した過去最高となる変換効率） 
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⑤太陽エネルギー源解析 ・国家日射データベース(National Solar Radiation Data Base)の
作製及び管理のためのデータ管理ソフトウェアの作製 

⑥環境衛生及び安全 ・CdTe 太陽電池中のカドミウム及び CIGS 太陽電池材料の生産の
ライフサイクルにおける影響を分析した 

出典：“DOE Solar Energy Technologies Program - FY 2004 Annual Report” , Energy 
Efficiency and Renewable Energy, U.S. Department of Energy（2005年 10月）、株式会社資
源総合システム作成 

 
表 1－2 米国 NCPVの次世代材料及びデバイスにおける 2004年度の成果 
分 野 主要な成果 

①薄膜太陽電池パート 
ナーシップ 

・Global Solar Energy及び NRELが、ステンレス基板上フレキシ
ブル型 CIGS太陽電池の開発で「R&D 100」賞を共同で受賞（パ
ートナーシップにおける受賞が 7回目） 

・薄膜パートナーシップにおける研究開発の再公募を実施 
・3種類の薄膜太陽電池製造における大きな進展があり、技術パー
トナーによるアメリカの生産量は、2003 年度の約 12MW から

2004年度は約 20MWに拡大した 
- Shell Solar及び Global Solar Energyは、それぞれ 3MW、

1MWの CIGS太陽電池モジュールを売り上げた 
- First Solarは、CdTe太陽電池モジュール約 4MWを売り上
げた 

- United Solar Ovonicは、アモルファス・シリコン太陽電池モ
ジュール約 12MWを売り上げた 

②先進製造技術  
(PV Manufacturing 
R&D) 

・活動中の「インライン診断及び統合プロセス(In-Line Diagnostics 
and Intelligent Processing)」契約の更新を完了  

・「大規模太陽電池モジュール及びコンポーネントの歩留まり、耐

久性、信頼性 (Large-Scale Module and Component Yield, 
Durability, and Reliability)」契約募集における契約内示書の検
討、ソース選択、契約交渉の着手を完了 

③モジュール信頼性 

・NRELの薄膜太陽電池モジュール熱・湿度・長期屋外信頼性試験
プログラムへの支援強化を継続した。NREL及び SNLは、フロ
リダ、テキサス州の屋外試験サイトに展開された 4 社分の 180
枚超の太陽電池モジュールについて、詳細な基準特性を供給した

・20 枚超の太陽電池モジュールのバックシート及び封止材料につ
いて、防湿特性、接着特性を評価し、産業界へ結果を報告した 

出典： 表 1－1と同じ 
 
 

表 1－3  米国 NCPVの技術開発における 2004年度の成果 
分 野 主要な成果 

①システム・エンジニアリ 
ング 

・独立形太陽光発電システム性能試験のための IEEE基準 1526
について、数年間の開発の後、最終承認を獲得 

②システム評価及び最適化 

・地方電力サービス部材リスト(Rural Utilities Service List of 
Materials)への太陽光発電システムの掲載を含む、農務省
(USDA)への技術支援を供給。USDAは、リストの中から太
陽光発電を採用した 1,000 超の農業協同組合に補助金を拠
出した最初の連邦機関となった 

③インバータ及び周辺機器 
開発 

・10 年以上の故障前間隔を持つ系統連系用インバータ開発の
第 2フェーズ契約で、3つの大きな成果を達成 
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④国内太陽光発電アプリケー

ション 
・環境保護局 (EPA)の環境保護プロジェクト (Supplemental 

Environmental Project)へ技術支援を供給 

⑤建物一体型太陽光発電 ・2005年太陽光発電十種競技（Solar Decathlon）大学コンペ
の準備（最終規定の発表、スポンサーの決定、チーム支援）

⑥100 万ソーラー・ルーフ・ 
イニシアチブ(MSRI) 

・太陽光発電産業を対象とした、製品の流通を促すための州特

有の経済分析要約の一連の活動を開始 

⑦国際太陽光発電技術 
・アメリカ再生可能エネルギー関連企業の市場活動を支援。12
の機関が中国貿易使節団に参加し、少なくとも 6つの事業パ
ートナーシップを締結した 

⑧太陽光発電システム分析 
・2.4kW 系統連系形住宅用太陽光発電システムの性能、コス

ト、資金に関する要素分析を行うことができる試用モデルを

完成した 

⑨地域試験拠点 ・ブラジルの一地方における太陽光発電及び風力発電プロジェ

クトの実施のため、20の技術試験サイトの評価を実施した
出典： 表１－１と同じ 

 
（2）EU 
欧州連合(EU)は、欧州委員会(EC)研究開発総局(DG RTD)及び運輸・エネルギー総

局(DG TREN)との共同による第 5次枠組みプログラム(FP5)（1998～2002年）を徐々
に終え、次期フェーズとして第 6次枠組みプログラム(FP6)（2002～2006年）を実施
中である。FP6では、太陽光発電関連では短期、中期、長期にわたる合計 16件のプロ
ジェクトがこれまでに選定された。更に、欧州太陽光発電工業会(EPIA)をはじめとす
る太陽光発電関連団体、企業、研究機関などが、第 7次枠組みプログラム(FP7)（2007
～2010年）の策定に向けた課題分析などを行っている。 
 

表 2  EU・第 6次枠組みプログラム(FP6)太陽光発電関連研究開発の概要 
分 野 研究開発の概要 

結晶シリコン太陽電池 
・太陽電池モジュール・コスト目標：1ユーロ/Wp  
・環境問題  
・シリコン原料 

薄膜太陽電池 

・Cu(In,Ga)Se2(CIGS)太陽電池セル及びモジュール  
・薄膜多結晶シリコン  
・ガラス／フレキシブル基板上アモルファス・シリコン／微結

晶シリコン・タンデム型太陽電池  
・建築物向け CIGS太陽電池モジュール 

新コンセプト 

・変換効率 40%を目指した III-V族多接合型太陽電池セル  
・熱光起電力(TPV)コンバータ  
・中間バンド物質及び太陽電池セル  
・分子レベル・コンセプト（2光子、発光集光型） 

集光型 III-V族太陽光発電 
・高効率 2kW III-V族太陽電池レシーバー  
・太陽電池モジュール面積：～100cm2  
・コスト目標：1ユーロ/Wp 

有機太陽電池 

・変換効率 5%、面積 1cm2、ガラス基板  
・変換効率 4%、面積 1cm2、フレキシブル型基板  
・長寿命化（＞3,000時間の安定稼働）  
・コスト目標：＜1ユーロ/Wp 
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標準化支援 ・信頼性試験手順、調和  
・革新的な製品、建材一体型太陽電池(BIPV)モジュール 

調整・支援 
・技術プラットフォームの支援  
・PV Catapultプロジェクト（発展途上国、建設業界、ハイブ
リッド型発電、測定・評価） 

出典： David Anderson, “ Photovoltaics R&D in the European Union” , European 
Commission - DG Research, Sino - European Bilateral Workshop on Photovoltaics(2005年
10月 10日） 

 
(3) ドイツ 
  ドイツにおいては、連邦環境・自然保護・原子力安全省(BMU)が再生可能エネルギ
ーに関する責任を負っている。プロジェクト管理組織である PTJ(Projektträger 
Jülich)により第 4次エネルギー研究・エネルギー技術プログラムが実施され、太陽光
発電については「2005 年太陽光発電整備プログラム (Way Paving Programme 
Photovoltaic 2005)」が策定された。その後、「太陽光発電研究  2004～2008 年
（Photovoltaic Research 2004～2008）」と呼ばれる新プログラム構想が発表され、研
究開発成果の製造への活用や製造原価の低減などに重点を置く。 
 
(4) イタリア 
  イタリアにおける太陽光発電研究開発は、主に大学・研究・教育省(MIUR)の下で実
施されている。一方、環境・国土保全省(MATT)は、再生可能エネルギー全般の研究開
発及び応用について中心的な役割を果たしている。研究開発活動を実際に担当するの

は、イタリア新技術・エネルギー・環境庁(ENEA)、電気部品・システム研究・認証機
関(CESI)で、大学、研究機関、太陽光発電産業、国立科学研究評議会(CNR)の支援も
受ける。  
 
(5) スイス 
スイスの太陽光発電研究開発プログラムは、連邦エネルギー局(SFOE)及び連邦エネ

ルギー研究委員会(CORE)が協力して策定した「4ヵ年エネルギー研究・技術・開発総
合基本計画」に基づいており、現在は 2004～2007 年に遂行されるプロジェクトを取
り扱う。国家及び地方自治体、研究団体、民間の支援を受けた 75件のプロジェクトが、
太陽エネルギー・システムの多様な分野で展開されている。市場指向、コスト低減、

産業化の可能性及び技術移転、変換効率及び信頼性の向上が主要目標である。 
 
(6) オランダ 
  オランダでは、エネルギー・プレミアム法(EPR)と電力会社補助金プログラムが 2003
年度に同時終了したため太陽光発電市場が冷え込んだ。しかし、2004年後半にエネル
ギー研究･技術・実証活動の新規計画が導入され、新エネルギーのための NEO、EOS LT、
EOS DEMO などの新規プログラムにより、優先順位の高い太陽光発電への支援の重
点化が期待されている。   



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.987,  2006.10.18 

18  

 
(7) その他 
ほかにも、フランス、イギリス、スウェーデン、オーストリア、オーストラリア、

カナダなどでも太陽光発電研究開発の取り組みが活発化してきている。 
 
 
2． 最新の太陽光発電技術研究開発の動向 

 
世界の太陽光発電研究開発及び技術開発・実証の取り組みについて、最新の動向を

調査した。最近の国際会議(EUPVSEC-20、PVSEC-15)からは、①理論、新材料、②
結晶シリコン、③アモルファス・シリコン、微結晶シリコン、④II-VI族、CIS、⑤III-V
族、宇宙用、⑥太陽電池モジュール、コンポーネント、⑦地上用太陽光発電システム

――に分けて、特に優れていると考えられる研究開発についてその概要をまとめた。

（詳細は本編参照） 
 
また、欧米で盛んに行われている主要なコンソーシアム・プロジェクトについては、

①アメリカ結晶シリコン太陽電池イニシアティブ、②超高効率太陽電池セル(VHESC)
コンソーシアム（アメリカ・DARPA）、③CrystalClear、④Fullspectrum、⑤PVACCEPT、
⑥PVSAT-2、⑦EU-DEEP、⑧IRED（以上 EC）―の概要をまとめ、現在の取り組み
や今後の方向を明らかにした。（詳細は本編参照） 

 
主要な研究所における太陽光発電技術開発動向を探るため、①国立再生可能エネル

ギー研究所(NREL)（アメリカ）、②サンディア国立研究所(SNL)（アメリカ）、③共同
研究センター(JRC)（欧州連合(EU)）、④フラウンホーファー太陽エネルギー・システ
ム研究所(FhG-ISE)（ドイツ）―の活動状況を調査した。 

 
また、太陽光発電に関する規格・標準化の最新動向について、国際規格及び国家規

格の概要や太陽光発電システムに関する規格の現状、IEC 規格及び JIS 規格の関係な
どを調査した。太陽光発電システムに関しても世界共通の IEC規格を定め、国による
差異を無くす方向にあるが、世界の中での日本の規格・認証制度の位置付けや課題を

考えると、規格立案に関わりうる組織・人材の育成や規格・標準化に関する情報収集

体制の一元化、日本の提案裏付けのためのバックデータ収集、評価機関の構築などが

対策として重要となると考えられる。 
 
 

3．太陽光発電システム技術開発・実証研究の動向 
 
国内外の太陽光発電システム技術開発状況を明らかにするため、定期的に開催され
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ている太陽光発電システムに関する国際会議 (WCPEC、PVSEC、EUPVSEC、
IEEEPVSC)における発表論文を収集・整理し、分析した。その結果、①日欧米の公的
研究機関が中心となり研究を先導、②日米欧以外の諸国でも研究開発が進展、③日本

は幅広い分野の研究開発が進展、――などが分かった。 
 
各国の再生可能エネルギーに関する主要な研究機関や大学が、太陽光発電分野の研

究開発を主導している。その中で日本は、他国と比較して多くの技術開発分野にわた

って発表を行っており、継続的に世界に向けて研究成果を発信し続けている。 
一方、ドイツやアメリカ合衆国、スペインなどでは、日本では見られない数 MW規

模の大規模太陽光発電システムが相次いで設置されており、それらを設置する際の技

術的、経済的諸問題の解決策や稼働後の運転データ解析などに関する研究が進んでい

る。また、欧米を中心として独自の認定基準の構築や、認証制度における技術的課題

の解決策への取り組みが数多く見られた。国際規格や認証制度において日本の技術的

優位性を発揮することで、各事業者の国際展開が容易になることから、この種の技術

開発を推進することは重要であると考えられる。 
近年、発展途上国の未電化地域における電化手段として、ソーラー・ホーム・シス

テム(SHS)などの独立型太陽光発電システムが以前にも増して注目されている。技術的
課題は少ないが、低価格、長寿命、高性能化、大規模化などの普遍的な技術開発の潮

流に加え、他の発電機器と組み合わせたハイブリッド発電、それらを大規模化したマ

イクログリッドの研究のほか、社会経済的により効果的な導入を促す手法も欧米を中

心に研究されている。さらに、ブラジル、韓国、中国などの、太陽光発電システム技

術開発・実証分野における新興国においても、着実に研究開発を積み重ね、発表件数

を伸ばしている。 
 
過去 5年間の 10回にわたる太陽光発電国際会議の調査を通して、世界の太陽光発電

システム技術開発・実証の動向をまとめた。日米欧の公的研究機関と大学が太陽光発

電の研究開発を主導しているが、中でもドイツと日本が世界をリードしていることが

分かった。ドイツについては、集計対象となった研究機関の数が他国と比べ圧倒的に

多く、太陽光発電の研究に携わる関係者の層が厚いことが考えられる。各国の研究分

野に関する傾向は、アメリカは各分野のばらつきが小さく比較的バランスの取れた配

分となっている。日本は「系統連系技術」分野が多く、「認証・規格・標準化」分野が

少ない。アメリカは「認証・規格・標準化」分野が多い。ドイツは「システム設計・

施工」分野が多い。太陽光発電国際会議において発表を行った研究機関を産官学のセ

クターに分類したところ、日本は「大学」からの発表が多く、ドイツ、アメリカ合衆

国、イギリス、オランダなどは「民間」からの発表が多い。日本は、一部の大学が数

多くの発表を行っており、研究機関の層が薄いことが考えられる。 
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4．これまでの欧米における太陽光発電研究開発施策の推移 
 
海外におけるこれまでの太陽光発電技術への取り組みを把握するため、本調査が従

来行ってきた欧米各国における太陽光発電技術研究開発施策動向を、遡って整理した。

アメリカ合衆国、欧州連合、ドイツ、イタリア、スイスの各国について、太陽光発電

研究開発を推進する主要機関、研究開発内容の変遷、主要な成果などをまとめた。（調

査結果については本編を参照） 
 
 

5． 今後の太陽光発電研究開発及びシステム技術開発のあり方の整理 
 
本調査において、平成 13年度の調査開始以来積み上げてきた太陽光発電システム技

術開発のあり方の検討について、振り返って整理した。今後の太陽光発電システム技

術開発に関する検討に当たっては、① 日本と協力／競合関係にあるアメリカ、ヨーロ
ッパにおける研究開発施策の経緯、現状、今後の方向を比較する、② 太陽光発電シス
テム技術開発及び普及施策の連動を考える、③ 成長が著しい世界の太陽光発電市場及
び産業の活動状況、今後の市場予測などを検討する――の視点を念頭に置きつつ、そ

の時々の最新の周辺情勢を加味して分析を加えている。 
次に、日本を取り巻く主要な取り組み状況を抽出した。ここでの重点は、以下の通

りである。  
① 市場に軸足を置いた研究開発のアプローチ方法：米国エネルギー省(DOE)五ヵ年
太陽光発電プログラム「システム主導型アプローチ(SDA)」による現状分析及び
目標設定 

② コンソーシアムによる効果的な研究開発の推進：ヨーロッパ・6次枠組みプログ
ラム(FP6)における結晶シリコン太陽電池、超高効率太陽電池、分散型電源コン
ソーシアムほか 

③ 日本の太陽光発電システムが世界市場に果たすべき役割：系統連系技術に関する
技術開発、規格・標準化を巡る動向 

④ 研究開発サイクルの短縮化、前倒し化：欧米太陽光発電研究開発プログラムの変
遷 

⑤ 研究開発資金源の多様化：米国エネルギー省(DOE)省エネルギー・再生可能エネ
ルギー局(EERE)以外の太陽光発電研究開発への取り組み 

 
最後に、今後の日本の太陽光発電に必要と考えられる研究開発への取り組みの考え

方を、①太陽光発電研究開発プログラムの目標設定、②産官学の研究開発連携、③太

陽光発電に関する技術・知見の集約・蓄積、④非技術的障壁の克服、⑤将来の太陽光

発電に関するコンセンサス―の 5つの切り口でまとめた。 
今後の世界における太陽光発電市場の急速な成長に対し、様々な要望に迅速に応え

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート987号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/987/
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ていく必要があるため、市場が真に欲しているものを理解し、その目的に応じた技術

が提供できるよう、太陽光発電研究開発においても柔軟な技術目標の設定が行われる

ことが望ましい。 
 昨今の技術開発のスピードアップ、市場の要請の多様化を受けて、単独では対処し

きれない技術開発課題も生まれてきている。研究開発分野を横断した、産官学の立場

を越えた協力関係が不可欠となってくると考える。また、研究開発提案の“トップダ

ウン”から“ボトムアップ”への移行によって、太陽光発電研究開発はますます活性

化し、引いては日本が世界の太陽光発電技術を牽引していくことに大いに貢献すると

考える。 
太陽光発電研究センターの充実化の一手段として、特色を持った様々な研究機関と

のネットワークを構築し、相互利用、情報交換を行うことで補完関係を築いていく。

最終目標は得られる知見の一元化であり、センターが知識の統合を行い、将来に活用

していくことが望まれる。  
これからの太陽光発電は信頼される分散型エネルギー源として真に電力系統と融合

していく方向にあるため、今後の系統連系技術に関する技術開発においては、電力事

業者の協力体制が不可欠になり、共同で諸問題の解決に当たらなければならない。 
今後は、続く新ロードマップの議論のために、そのあるべき市場の姿を特定して、

より具体的な応用を描く必要がある。従って、現在の日本の中心となる市場が今後ど

のような市場に移行していくのか、検討することが重要である。日本が“太陽光発電

利用大国”を目指すならば、次期市場に向けた努力が不可欠である。 
以上 

 
出典：「100008243 太陽光発電システム共通基盤技術研究開発 太陽光発電技術に

関する動向調査」委託先：株式会社資源総合システム、全 541頁、2006.3 
 
原本はNEDO成果報告書DB（http://www.tech.nedo.go.jp/index.htm）より閲覧・

ダウンロード可能 


