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（資料 No.1） 

【再生可能エネルギー】PV インキュベーター・プログラム 太陽電池  
 
仮訳  

PV インキュベーター・プログラムが 
ソーラーイノベーションを後押し（米国） 

 
（2011.3.22 記事） 

 
 米 国 エ ネ ル ギ ー 省

（Department of Energy：DOE）

は、米国を太陽電池生産におけ

る世界的主導者の座につかせる

ために、生産コストを劇的に削

減 す る 可 能 性 の あ る 画 期 的

（Disruptive）技術注1を持った、

小規模な新興企業に目を向けて

いる。 
 
 100 万～400 万ドルの助成金

に応募していない、古くからあ

り、十分なニーズは、積極的な

太陽光発電（photovoltaics：PV）

インキュベーター・プログラム

を通じて助成することにより、起業家を刺激し、米国の 2017 年までに実用規模の設置

コストを約 75%削減し、1 ワット当たり約 1 ドルにすることを目標としている DOE
の「Sunshot Initiative」注2 の目標の達成がサポートされる。 
 
 しかし、ソーラーエネルギー経済を大きく変えることができる、真の画期的技術を

持つ起業家らは、DOE のイニシアティブであり、国立再生エネルギー研究所（National 
Renewable Energy Laboratory：NREL）を通じて実施されている同プログラムにお

いて、厳しいが、熱心なパートナーを見つけようとしている。 
 
 

                                                  
注1 本記事では「画期的技術」と訳したが、正確には「破壊的技術」。イノベーション権威者の一人、ク

レイトン・M・クリステンセンが提唱した破壊的イノベーションから来た言葉。イノベーションモデ

ルの 1 つで、確立された技術やビジネスモデルによって形成された既存市場の秩序を乱し、業界構造

を劇的に変化させてしまうイノベーションのこと。この意味でのイノベーティブな（変革的）技術と

して使われている。（引用：http://www.atmarkit.co.jp/aig/04biz/disruptiveinnov.html） 
注2 http://www1.eere.energy.gov/solar/sunshot/ 

効率性試験のため、3 つの接合を持った集光器セル

を、高強度パルスソーラーシミュレーターに装着す

る準備を行う NREL 主席エンジニアの Keith 
Emery 氏。 

Credit: Dennis Schroeder
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 研究者や経営者らは、「画期的（disruptive）」または「差別化された（differentiated）」
技術を用いて、航海時代の蒸気エンジンや、郵便手紙時代の E メールなど、従来の方

法と慣習を覆す新たな方法に言及している。 
 
 DOE は、2007 年に開始された PV 技術インキュベーター・プログラム（PV 
Technology Incubator）の下、中小企業に対して 5,000 万ドルを提供している。そし

て、それらの中小企業は、国内で 1,000 以上の雇用を創出し、米国のソーラーエネル

ギーによる発電容量を数百 MW から、数千 MW へ拡大する可能性がある。 
 
 現在まで、20 社の中小企業が PV 技術インキュベーター・プログラムの適用契約を

受けており、DOE のソーラーエネルギー技術プログラムからも、1 社当たり約 300 万

ドルが投資されている。 
 
 NREL の PV 技術インキュベーター・プログラムの立案者である Martha 
Symko-Davies 氏は、「公的資金に対するリターンは驚くべきものである。民間セクタ

ーもこれに続き、同プログラムで選出された企業に対し、20億ドル弱を投資している」

と述べた。 
 
 Symko-Davies 氏は、「PV 技術インキュベーター・プログラムは、新興企業への資

金提供に関する投資家の眼識をより厳しいものにしている。彼らが直面している最近

の不況を考慮すれば、なおさら素晴らしいものである。この 20 億ドルは、これらの差

別化された PV 技術の商品価値に明らかな証拠を提示している」と語った。 
 
 このプロジェクトは、米国産業界との重要な連携を意味しており、DOE の「SunShot 
Initiative」の目標を達成するための米国における PV 研究開発の商業化を加速する一

助となっている。 
 
 また、Symko-Davies 氏は、「目標は、ちょうど 18 カ月で試作品から実証規模へと、

生産能力を拡大することである。我々は、ハードウェアの提供を、固定取引価格の委

託契約の目標とし、公的資金がきちんと活用されていることを確実にしたいと考えて

いる」と語った。 
 
コンセプトの立証またはプロジェクトの中止 

 Symko-Davies 氏によれば、このプログラムは、企業を後押しすることにより功を

奏している。 
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 企業は、9 ヵ月にわたり行われるステージゲート注3・レビューに合格できなければ、

そのプロジェクトを中止しなければならず、（プログラム）適用契約金額の残り半分を

受け取ることができない。この残金は翌年の募集基金へ戻される。 
 
 オバマ大統領は、2011 年 1 月 25 日の一般教書演説で、2035 年までに電力の 80%
をクリーンエネルギーに移行するという目標を設定した。DOE と米国政府が考える重

要な節目は、2017 年までに PV システムの設置コストを、1 ワット当たり 1 ドルに削

減することである。 
 
 ソーラーエネルギーの

設置コストを、6 年で、3
ドルから 1 ドルへ下げる

ことができれば、国内で

数十万件もの新たな雇用

を創出することができ、

米国を、ソーラーイノベ

ーションと生産の両分野

での世界的指導者へと押

し上げることができるだ

ろう。 
 
 選出された企業が受け

た約 300 万ドルは、多く

の場合、ベンチャー投資

資金や連邦政府による融資保証という点で、よりたくさんの資金を呼び込む。 
 
 PV 技術インキュベーター・プログラムは、コロラド州ロングモントの Abound Solar
社など、企業の立ち上げに役立っている。同社は、①300 万ドルの同プログラムの適

用契約、②テルル化カドミウム（cadmium-telluride）太陽電池をよりシンプルに生産

プロセスに送り込む方法（この方法は、300 万ドルの数倍のベンチャー投資資金を呼

び込んだ）、③400 万ドルの連邦政府による融資保証、を活用した。同社は、同州とイ

ンディアナ州のプラントがフル操業になった際、1,000 名以上の従業員を雇用する見込

みである。 
 
 
                                                  
注3 ステージゲート法は、多くの企業で利用されている研究開発マネジメントの手法。ステージゲート法

では、研究開発の一連のプロセスをいくつかのステージに分割し、各ステージで行うべきアクティビ

ティを明確にし、ステージ間にゲート（チェックポイント）を設定する。（引用元：

http://park1.aeonnet.ne.jp/~naoshi.uchihira/jssprm2005.pdf） 

NREL の高強度パルスソーラーシミュレーターで、NREL の

Keith Emery 氏が、マルチ接合太陽電池の配列を取り除いて

いる。この電池は、PV インキュベーター・パートナーの Solar 
Junction 社により作製された。同シミュレーターは、最高で、

90 個の太陽に相当する強度を作り出すことができる。 
Credit: Dennis Schroeder
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 さらに、ベンチャー企業の関心を集めた CaliSolar 社の例がある。同社は、NREL
の手助けの下、生産プロセスではるかに安価なシリコンを使用することで、プロセス

内の不備を解決した。現在では、数百名の従業員を抱え、生産能力を大きく拡大する

計画である。 
 
 以前、PV インキュベーター・プログラムの支援を受けていた Solopower 社は、一

般的なコストと比べ、ほんのわずかなコストで、銅-インジウム-ガリウム-セレン系太

陽電池を組み立てるための、画期的な電気化学プロセスを開発し、最近、連邦政府か

ら 2 億ドルの融資保証を受けた。 
 
低コストと効率性が公益事業の関心を呼ぶ 
 PV インキュベーター・プログラムは、DOE のソーラーアメリカイニシアティブ

（Solar America Initiative）の一部門が独立したもので、一部の、より規模の大きな

企業に対して資金と専門知識を提供した。 
 
 DOE 当局は、Symko-Davies 氏

に、中小企業内の考え方を根本か

ら変えるようなイノベーションを

後押ししつつ、提供された資金が

活用され、また、最も将来性のあ

る企業に対して充てられるかどう

かを確実にして欲しいとしている。 
 
 財源に加えて、企業は、1977 年

以降ソーラーエネルギーの研究を

続けている NREL の施設や専門知

識を利用することができる。 
 
厳しい目標設定がより一層の努力を刺激する 
 NREL は初期の段階で、企業に対して、自社製電池の効率 15%増加や生産コストの

半減など、厳しく具体的な目標が記載されている研究指示書を作成する支援を行って

いる。 
 
 Symko-Davies 氏は、「我々は企業が確実に計画に沿って進むよう、サポートしてい

る。例えば、ある企業が、ある日程までに、15%の効率性を持った電池を生産すると

決定した場合、その企業は必ずその目標を実行しなければならない」と述べた。こう

した企業が、確実に自らの積極的目標を達成できるよう、NREL は最高の試験施設を

持ち、最高の専門家がいる。 

CaliSolar 社製の多結晶シリコンのウエハなどの

太陽電池は、NREL のソーラーシミュレーター

（One-Sun Solar Simulator）で試験される。 
Credit: Dennis Schroeder
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 こうした一部の企業と取り組んでいる NREL の Mowafak Al-Jassim 研究員は、「最

初、これらの企業は目標が高すぎると、Symko-Davies 氏に不満を持っていた。しか

し、ほとんどすべての企業が、NREL の協力があったからこそ、実現することができ

た、と述べている」と語った。 
 
 Symko-Davies 氏と彼女の研究チーム（4 名）が、PV インキュベーター・プログラ

ムを指導しているが、少なくとも 3 名か 4 名の NREL 研究者が 1 社を担当し、各社の

操業規模の拡大、資本支出の削減および効率の向上を支援する。また、同氏は次のよ

うに述べている。「我々はとても挑戦的である。NREL をパートナーとして受け入れた

くないのであれば、申請しないで下さい。しかし、我々は米国の太陽電池の生産を迅

速かつ確かなものになるよう支援していく。」 
 
コンセプトから試作品へ；試作品からパイロット生産へ 
 一部の資金は、すでに試作品

があり、パイロット規模の生産

へ移行したいと考える企業へ提

供される。同じく、コンセプト

のみを持ち、試作品へ移行した

いと考える企業へも資金提供が

行われる。 
 
 新興企業の提案は、外部委員

会によりレビューされ、最も有

力なアイデアについてはサイト

での評価が保証される。 
 
 Symko-Davies 氏は、「企業は

提案を良く見せようとする傾向

を持っているため、我々は彼ら

が提案に何を組み込んでいるのかの確認に目を向けている。すなわち、彼らは実際に

試作品を持っているのか、A 地点から Z 地点までどのようにして到達するのか、など

である」と述べた。 
 
 NREL は、企業が研究開発の困難を乗り越える手助けをしている。例えば、ある企

業が画期的な技術を持っているが、その技術では、非常に薄いウエハがたわんだり、

基板と接触できなかったりする場合、NREL の専門家らは、解決策に向けたサポート

をすることができる。 

NREL の PV インキュベーター・プログラムの支援を

受けていた Abound Solar 社は、コロラド州ロングモ

ントの生産施設で、テルル化カドミウム太陽電池の生

産を大きく拡大した。2 人の作業員がモジュールを持

ち、もうひとりの作業員が最終検査を行っている。 
Courtesy of Abound Solar
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 Symko-Davies氏は、米国のソーラーエネルギーの将来について楽観的であり、「我々

が正しく支援を行えば、それを実際に実現してくれる企業がある」と語っている。 
 
 同氏は、PV インキュベーター・プログラムの支援を受けていた Innovalight 社につ

いて言及している。同社は「シリコンインク（Silicon Ink）」と言う、液状のシリコン

を開発した。このシリコンインクは、太陽電池の上に層を形成するために、インクジ

ェット方式を使用している。このイノベーションは、太陽電池の機能を大幅に改善し、

典型的な米国メーカーの利益を 20%増大することができる。世界有数の太陽電池メー

カー5 社が、自社の生産ラインでシリコンインクを使用するためにライセンス契約を

交わしている。 
 
助成金が厳しい助成環境が違いを生む 

数年前の、順調に流れていたベンチャー投資資金は枯渇している。 
 

Al-Jassim 氏は、「4、5 年前では、「ソーラー」の正しいスペルを知っていれば、投

資家らは投資してくれたが、現在ではありえないことである」と述べた。 
 
 現在では、PV インキュベーター・プログラムからの 300 万ドルは大金である。 
 
 同プログラムに関わった NREL の研究者らは次のように述べている。「Abound 社、

Solopower 社および CaliSolar 社が、米国に必要なものは何であるかの好例である。

例えば、労働集約的ではない方法により、高効率太陽電池を生産することができる新

興企業があれば、米国は、製造分野で中国や他国と競合することができる。」 
 
 PV インキュベーター・プログラムは、例えば、普通のシリコン太陽電池の生産を提

案する企業には興味を持たないだろう。なぜなら、こうした材料をすでに生産してい

る確立された企業は、コスト削減に努めているためである。しかし、ある企業が、通

常使用するシリコンのほんの一部の量を使う方法、生産プロセスを簡素化する方法、

または、豊富な材料のみを使用する方法を持っているのであれば、その方法は、高給

な米国クリーンエネルギー雇用の成長ブームの一部となるだろう。 
 
NREL では独創的技術の試験ができる 
 こうした企業は、コロラド州ゴールデン市の NREL を訪れたり、太陽電池を作るた

めの様々なアプローチや材料のための巨大な研究室を備えた NREL プロセス開発・統

合研究所（Process Development Integration Laboratory）にサンプルを送ったりし

ている。 
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 Al-Jassim 氏は、「我々は実際的な問題に取り組んでいる。特に測定の分野において

は、企業が入手することができない高度な技術を持っている。我々は彼らの盲導犬な

のである。もし、一方の太陽電池が機能し、他方の太陽電池が機能しない場合、我々

は理由を示すことができる。また、なぜある製品が合格レベルに達していないのかに

ついて、理論的アドバイスを与えることができ、どのように調整すれば良いのかを教

えることができる」と語った。 
 
 企業もまた、屋外試験施設（Outdoor Test Facility）や熱試験施設（Thermal Test 
Facility）など、NREL の最先端の試験施設を活用している。品質と信頼性は、非常に

重要な問題であり、NREL の試験装置は、製品を紫外線や太陽光ではなく、数百個の

太陽に相当する赤外線にさらすことにより、その製品の寿命をシミュレートすること

ができる。このように、企業は数ヵ月間で、その製品に 5 年、10 年または 50 年保証

を付けたら良いのかを判断することができる。 
 
 NREL のセル・モジュール性能チーム（Cell and Modular Performance team）の

Keith Emery マネージャーが、PV インキュベーター技術の試験を指導している。 
 
 Emery 氏は、「このプログラムなしでは、綿密な革新的アイデアが資金提供を受け

ることはできないだろう。我々は、時期尚早であったり、まだ生産出来るレベルに到

達していない革新的アイデアや、ベンチャー投資家にとっては少しリスクの高い革新

的アイデアを探している」と語った。 
 
 また、「ほとんどすべての成功したソーラープログラムは、この段階で、NREL と（同

プログラム）適用契約をすることで開始される」と続けた。 
 
 先月、第 4 回 PV インキュベーター・プログラムで選出された 4 社を発表した NREL
は、今後も、コスト削減と効率性向上の大きな可能性を持った技術や企業に対しての

みに目を向けていく。 
 
 Symko-Davies 氏は、次のように述べている。「我々は、企業が劇的なコスト削減の

可能性を持っていない限り、何もするつもりはない。我々のサポートを受けるために

は、何か流れを変えるようなことをしていたり、技術を持っていたりしなければなら

ない。船は出航しようとしている。この船に乗るつもりはないですか？」 
 
 NREL の solar research と PV Incubator についての詳細は、以下のサイトから参

照できる： 
solar research： http://www.nrel.gov/solar/ 
PV Incubator： http://www1.eere.energy.gov/solar/pv_incubator.html 

NEDO海外レポート　NO.1073, 2011.4.27

7



 

 
最近のインキュベーター・パートナー 
 同プログラムのため、4 社の新興企業が選出され、うち 3 社には商業的に実現可能

な試作品開発のために、最高 100 万ドルが授与された： 
 
Caelux 社（カリフォルニア州パサディナ）： 光子から電気への換算率を増大しつつ、

太陽電池生産に必要な材料量を減らすことによる、大幅なコスト削減手法を有してい

る。 
 
Solexant 社（カリフォルニア州サンホセ）： 毒性がなく、豊富に存在する材料を使

用した薄膜太陽電池を開発している。この太陽電池は、銅、亜鉛、スズ、セレナイド

および／または硫黄を使用し、インク印刷プロセスを用いて作成される。 
 
Stion 社（カリフォルニア州サンホセ）： 光の吸収を改善し、より多くの電力を作り

出すために、2 つの高効率な薄膜ソーラーデバイスを積み重ねる技術を持っている。 
 

また、1 社は試作品からパイロット規模の生産へ拡大するために、18 カ月以上で、

最高 400 万ドルを受ける： 
 
Crystal Solar 社（カリフォルニア州サンタクララ）： 通常の太陽電池と比較し、4
分の 1 の薄さのシリコンウエハを作り、加工し、取り扱う方法を持つ。従って、高価

なソーラーグレードシリコン（solar-grade silicon、SOG-Si）注4を、従来ほど使用し

ない。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
 
出典：本資料は、以下の NREL の記事を翻訳したものである。 
“PV Incubator Pushes Solar Innovations” 
（http://www.nrel.gov/features/20110322_pv_incubator.html） 
 
 
 

                                                  
注4 ソーラーグレードシリコン（solar-grade silicon, SOG-Si, 太陽電池級シリコン）は、太陽電池に適し

た純度を有する精製シリコン。（Wikipedia 引用） 
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（資料 No. 1-1） 

＜資料１の関係詳細資料＞ 
 
仮訳 
 

PV インキュベータープロジェクトが達成をサポートする  
“サンショット” イニシアティブ  

（DOE – EEREの太陽エネルギー技術プログラム） 
 
 “サンショット”について 
 
以下に“サンショット”の背景、最終目標の達成、“ソーラー・プログラム”のその 4つ

のサブ・プログラムにより、どのように“サンショット”の目標達成を支援するかを記す。 

背景  
 
「我々は今後 10 年のうちに月へ行くことにする。そしてそれに関わる様々なことについ

ても実施する。その理由はそれらが簡単であるからではなく、困難なことであるからだ。」 

ケネディ大統領 1962年 9月 12日 

 
1960 年代前半の宇宙技術開発におけるソビエト連邦との激しい競争下で、アメリカ合衆国

前大統領 J.F.Kennedy は、誰よりも早く月に着陸するというアメリカの公約を確言した。

“moon shot”と題される 1962 年のこの演説は、預言的なものだった。アメリカ国民は「そ

の目標は、我々の持てる限りの力と技術を結成し、評価するものになる。」という前大統

領の言葉に耳を傾けた。そしてその後 10 年のうちに、初めて人類を月面に着陸させた。 

 

 
目標を達成するために 
 
“サンショット・イニシアティブ”により、年間約 2 百万ドルの予算が見込まれる太陽エ

ネルギー・プログラムに改めて焦点が当てられ、DOE の既存の研究活動が加速され推し

進められる。その目的は、今後 10年の間に、補助金を適用することなく費用競争力のある

大規模の太陽エネルギーシステムを創ることである。 
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このイニシアティブでは、太陽エネルギーの開発のための独特な取り組みが実施される。

従来、太陽エネルギー開発では太陽電池と太陽電池パネルの変換効率の向上が重点的に行

われてきた。しかしこのイニシアティブでは、非技術的な障壁を含む、設置システム全体

に焦点が当てられる。電池技術とその製造を向上させることに加えて、このイニシアティ

ブでは、太陽発電の設置システム全体の価格を押し上げる大きな要因となっている設置お

よび認可費用を低減する手段に重点を置く。これには地域の認可プロセスの効率化・電子

化、また家庭用太陽電池製品の耐用年数約 20 年間の高度なパフォーマンスを保証する規

準や規格を整備することも含まれる。 

このように意欲的な目標を達成するために、このイニシアティブは DOE 下の各組織の強

みを利用することにしている。それには、応用研究開発の展開を重点的に行うエネルギー

効率・再生可能エネルギー局(Office of Energy Efficiency and Renewable Energy)、早期

の科学的な発見を推進する科学局(Office of Science)、広範囲に渡る変革的なエネルギー技

術の開発と現行するパワー・エレクトロニクスの研究開発に携わる高等研究計画局

(Advanced Research Projects Agency-Energy: APRA-E)が含まれる。DOE の太陽エネル

ギー・プログラムはまた、国立の研究期間、産業界、大学、連邦・州・地方の関連政府機

関とも連携して実施されることになっている。 

この取り組みは、ＰＶモジュール、パワー・エレクトロニクス、周辺装置に係るコスト削

減に焦点を当てた 2～3 年に渡る“水平的”な研究開発活動から成っている。さらにその

後の 2～3 年で、“ワット当たり 1ドル”の取り組みの商業化可能性を実証する、集中的

な“垂直構造の”システムレベルでの実証プロジェクトを実施することになっている。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

過去に実施された“ワット当たり 1 ドル”ワークショップ 

2017 年までに、設置された PV システムの電力コストをワット当たり 1 ドルまで削

減する取り組みを確認するために、DOE は 2010 年 8 月 11 日と 12 日にワシントン

D.C.において、ワークショップを開催した。 

ワークショップには PV 技術、それと同様の分野や異分野の専門家が集まり、ワッ

ト当たり 1 ドルの PV システムを達成する技術的・経済的障壁を打破するためのまっ

たく新しい技術アプローチについてブレインストーミングを行った。ワークショップ

の出席者には、アメリカ政府や学会、産業界の代表者も含まれた。以下は本ワークシ

ョップでのプレゼンテーション資料である。 

 “サンショット”の時は来たか？  Steven Chu, DOE 長官 

 $1/W ＰＶ白書（別紙資料翻訳中: $1/W Photovoltaic Systems White Paper: 
http://www1.eere.energy.gov/solar/sunshot/pdfs/dpw_white_paper.pdf） 

 太陽からの$1/W 電力の展望  John Lushetsky, DOE ソーラー・エネルギー 

テクノロジー プログラム（別紙資料翻訳中: Prospect for $1/Watt Electricity 
from Solar, John Lushetsky, DOE Solar Energy Technologies Program: 
http://www1.eere.energy.gov/solar/sunshot/pdfs/dpw_lushetsky.pdf） 

  $1/W システム・ワークショップ・サマリー 
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太陽エネルギー技術プログラム支援 
 
 “サンショット・イニシアティブ”は、太陽エネルギー・テクノロジー・プログラムの 4
つのサブ・プログラム（PV、 集光型太陽エネルギー、システム・インテグレーション、

マーケット・トランスフォーメーション）を通して計画・実施される。 

 
 
PV 
 
PV サブ・プログラムでは、グリッド・パリティを実現するために変革的な研究開発、製

造コストの引き下げ、変換効率の向上、新規発見の促進に投資する。本サブ・プログラム

は、主として国内の PV 製造基盤の刺激と活性化を促す革新的な PV 製造技術に重点を置

いている。 

この PV のサブ・プログラムの研究開発ファンディングは、新規デバイスやプロセス、試

作品設計や試作生産、システム開発や製造を含む全体の PV 技術ラインの活動を促進する

よう構成されている。この活動は“次世代 PV プログラム”を通した、技術コンセプト証

明型の(POC)プロジェクトへのファンディングから始まる。このプログラムで発見・実証

されたものは、“PV 技術インキュベータ・プログラム”を通して、試作品設計へとさら

に開発が進められる。それに続き、“テクノロジー・パスウェイ・パートナーシップ”、

“サプライ・チェーン”そして“ＰＶ製造イニシアティブ”を通して、技術開発はさらに

洗練され進展する。 

 
集光型太陽エネルギー 
 
集光型太陽エネルギー（CSP）サブ・プログラムは、今後 10 年のうちに、12～17 時間の

蓄熱とともに、CSP からの電力とベースロード電力市場との等価を目指すものである。そ

の達成のために、この CSP サブ・プログラムは、一連の短・長期的蓄熱技術に投資する。

このサブ・プログラムはまた、高温度運転と熱損失低減による高度なシステム効率を提供

するソーラー・タワーなどの CSP 技術にも重点的に投資しており、これには、高温材料

へのかなりの新規投資が必要となっている。最後に、この太陽エネルギー・テクノロジー・

プログラムは、新規の CSP 技術の商業化を進めるのに必要な大規模な民間資本のギャッ

プを埋めることのできる重要なシステム実証に投資をしている。2007 年度から 2010 年度
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のプログラムでは、産業界や大学との 40 件の研究開発契約があり、それらはすべて、シ

ステムコストを引き下げるための部品やシステムの開発を目的として実施された。 

大量の蓄熱を併せた CSP の広範囲な展開は、以下の事項を達成するのに必要不可欠であ

る： 

 CSP システムコストの引き下げ 

 高レベルの再生可能エネルギー源の組み込みを可能にする負荷バランス 

 太陽光発電出力の短期的な日中の停電を補足する CSP システムの能力 

 

システム・インテグレーション 
 

システム・インテグレーション・サブ・プログラムは、PV システムのワット当たり１ド

ルの目標を達成し、アメリカにおける分散型・中央発電所型の太陽光発電技術の広範囲な

展開の技術的な障壁に対処するため、周辺装置のコストを低減する。本サブ・プログラム

の諸活動は、周辺装置ハードウェア、グリッド・インテグレーション、技術評価、太陽エ

ネルギー資源開発の 4分野において実施される。 

 周辺装置の開発により、インバーター、DC-DC コンバーター、PV モジュー

ル・ラックやその他の部品を含むＰＶモジュール以外の新規技術のコストが

低減される。この活動は、ワット当たり１ドル目標を達成という統一構想を

確実にするために、PV サブ・サブプログラムと密接に連係している。 
 グリッド・インテグレーションでは、システム・インテグレーションは、変

動性、電圧制御、システムの信頼性を含む、配電・送電グリッド上の太陽光

発電技術（エネルギーで 10 ～20％）の普及の課題に対処する。これには、

新 規 の Solar Energy Grid Integration Systems-Advanced Concepts 
(SEGIS-AC)プログラムを通じたパワー・エレクトロニクス（例：インバータ

ー）などが含まれる。また、公共事業者がグリッドにおいて太陽光発電シス

テムの高い普及の可能性を実証する high penetration solar deployment 
awards（太陽光発電の高い普及に対するアワード）も含まれる。 

 技術評価は、テスト、評価、構成部品やシステムのパフォーマンスや信頼性

の向上による新規・既存の太陽光発電技術のリスクの低減に重点を置いてい

る。この技術評価の分析から得られた情報は、システム・モデリング・ソフ

トウェアに取り込まれ、利害関係者と共有されてワット当たり１ドルの達成

を確かなものにする。また、技術評価は、特にサンショット・イニシアティ
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ブ下で開発された新規技術の市場への参入を促すための新規の規準や規格の

設定にも取り組む。 

 太陽光発電のアセスメントでは、システム・インテグレーションは National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 等の組織と協力してア

メリカ全土における太陽エネルギー資源を審査し、その展開を予測するため

の新技術を開発する。それらは太陽光発電技術の公共事業者による高い普及

率での受け入れを可能にするためには必要不可欠なものである。 

 

マーケット・トランスフォーメーション 
 
マーケット・トランスフォーメーション（周辺装置-ソフトウェア）の活動は、規制の撤廃

や金融市場の障壁の除去、非ハードウェアシステムコストの低減によって、国内の太陽光

発電の市場への浸透を高める役割を担う。Lawrence Berkeley National Laboratory によ

る 2010 年の調査では、PV システムのモジュール・機器のコストが低減する一方、非ハー

ドウェアコストが横ばい状態または増加する傾向にある。サンショット・イニシアティブ

の目標では、マーケット・トランスフォーメーション活動は、周辺装置コストに関連する

これらの非ハードウェアコストの問題に直接的、定量的に取り組むことに重点を置いてい

る。また、効率化された認可、調査、および相互連結のプロセスにも重要視している。さ

らに、このサブ・プログラムは、太陽光発電技術の迅速な導入を加速する働きをする政策

選択の主要な分析も実施する。このように、DOE は、このマーケット・トランスフォー

メーションによって、太陽光発電技術の商業化に対する市場の障壁の確定、低減を通じて、

太陽光発電による電力コストの引き下げという目標達成を大幅に支援することができる。 

2012 年度、本サブ・プログラムでは、新たな周辺装置コストの課題と市場障壁の取り組み

を特定するために、サンショット・イニシアティブの下、新規のプログラムとイニシアテ

ィブを精査する予定である。このサブ・プログラムにおける活動は、それらの重要な非ハ

ードウェアの設置コストと障壁への対処を通して、PV と CSP サブ・プログラムの研究開

発活動、またシステム・インテグレーションの活動を補完することになる。 

 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
 
 
出典：本資料は以下の DOE 記事を翻訳したものである。 
U.S. Department of Energy - Energy Efficiency and Renewable Energy 
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Solar Energy Technologies Program – SunShot Initiative 
（http://www1.eere.energy.gov/solar/sunshot/printable_versions/about.html） 
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（資料 No. 1-2） 

 

＜資料１の関係詳細資料＞  

 

 仮訳 

 
エネルギー省(DOE)による 2011 年のインキュベーター受賞者の発表 

太陽光発電(PV)技術インキュベーター 
 
ソーラーエネルギー技術プログラムがカバーする太陽光発電(PV)技術インキュベータ

ー・プロジェクトは、プロトタイプ(試作品)の太陽光発電(PV)用部品やシステムの開発、

および 2012 年に見込まれる市場参入の障壁への対応に注力する。 
 
このプロジェクトの最終目標は、 

新しい製造工程と製品商品化の可能性

の模索、国内の太陽電池産業における

イノベーションと成長の促進、これに

よる効率的かつ周期的な投資機会を確

立、および国内の｢準商業化段階｣の

PV 技術の拡大、多様化である。 
 
背景 
 

PV 技術インキュベーターからの投資機会の提供は、DOE の NREL 注1（国立再生可能

エネルギー研究所）を通して契約がなされ、この機会は、約 9 ヵ月ごとに設けられている。

詳細は、NREL の現在の公募に関するサイト(Current Solicitations 注2)で参照できる。 
 

PV インキュベーター・アワードは、完全に機能する PV のシステムや部品の研究開発

を行い、これをパイロットスケール(試作規模)で生産することを目的としている。プロト

タイプ技術は、助成者の施設すなわち NREL のプロセス開発・総合研究施設、または、そ

の他の然るべき施設のいずれかにより、新製造工程についての概念実証がすでに行われて

いることが期待される。 
 

受賞者の詳細 
 
米国の DOE は、2007 年 6 月に PV インキュベーター・アワード第一回について発表し、

2008 年 9 月に第二回目の受賞者が発表された。DOE は、2010 年 1 月に米国再生・再投

                                                 
注1 National Renewable Energy Laboratory。米国エネルギー省(Department of Energy: DOE)傘下の国立研

究所の1 つ。主要な研究施設の所在地はコロラド州ゴールデン。 
注2 http://www.nrel.gov/business_opportunities/solicitations_rfps.html 

MicroLink 社は、PV インキュベーターから資金提供を受

けている。写真は、同社の薄膜太陽電池の構造。 
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資法の受賞者を発表した。2011 年の受賞者については、2011 年 2 月 4 日に発表された。 
 
2011 年の受賞者     
・Caelux (カリフォルニア州、パサデナ)  
・Solexant (カリフォルニア州、サンノ

ゼ)  
・Stion (カリフォルニア州、サンノゼ)  
・Crystal Solar (カリフォルニア州、サ

ンタクララ)  
 
2010 年の ARRA 受賞者(フェーズ I): 

・Alta Devices, Inc. (カリフォルニア州、

サンタクララ)  
・Semprius, Inc. (ノースカロライナ州、

ダーラム)  
・Solar Junction (カリフォルニア州、サ

ンノゼ)  
・Tetra Sun (カリフォルニア州、サラト

ガ)  
 
2008 年の受賞者(フェーズ I): 
・1366 Technologies (マサチューセッツ

州、レキシントン)  
・Innovalight (カリフォルニア州、サニ

ーベール)  
・Skyline Solar (カリフォルニア州、マ

ウンテン・ビュー)  
・Solasta (マサチューセッツ州、ニュー

トン)  
・Solexel (カリフォルニア州、ミルピタ

ス)  
・Spire Semiconductor (ニューハンプシ

ャー州、ハドソン)  
  
 
 
 
 

2008 年の受賞者(フェーズ II): 

・AVA Solar (コロラド州、フォートコリ

ンズ)  
・CaliSolar (カリフォルニア州、メンロ

パーク)  
・MicroLink Devices, Inc. (イリノイ州、

Niles)  
・PlexTronics (ペンシルバニア州、ピッ

ツバーグ)  
・PrimeStar Solar (コロラド州、ゴール

デン)  
・SolFocus (カリフォルニア州、パロア

ルト)  
・SoloPower (カリフォルニア州、ミルピ

タス)  
 
2007 年の受賞者 
・AVA Solar (コロラド州、フォートコリ

ンズ)  
・Blue Square Energy (メリーランド州、

ノースイースト)  
・CaliSolar (カリフォルニア州、メンロ

パーク)  
・Enfocus Engineering(カリフォルニア

州、サニーベール)  
・MicroLink Devices, Inc. (イリノイ州、

ナイルズ)  
・PlexTronics (ペンシルバニア州、ピッ

ツバーグ)  
・PrimeStar Solar (コロラド州、ゴール

デン)  
・Solaria (カリフォルニア州、フリーモ

ント)  
・SolFocus (カリフォルニア州、パロア

ルト)  
・SoloPower (カリフォルニア州、ミルピ
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タス)  
 

 

その他の資金提供 
以下のプレゼンテーション資料およびファクトシートには、PV インキュベーター・プ

ロジェクトと、その受賞者についてまとめられている。 
 
2008 年度インキュベーター・アワード注3 
2007 年度インキュベーター・アワード注4 
CaliSolar 社の最終技術進捗状況報告書注5 (2007 年 12 月 17 日～2009 年 6 月 16 日),  
SoloPower 社の最終技術進捗状況報告書注6 (2007 年 9 月 28 日～2009 年 6 月 30 日) 
 
           
                   

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
 
出典：本資料は、以下 DOE の記事を翻訳したものである。 
http://www1.eere.energy.gov/solar/pv_incubator.html 
 

                                                 
注3 http://www1.eere.energy.gov/solar/pdfs/pv_incubator_prospectus_2008.pdf 
注4 http://www1.eere.energy.gov/solar/pdfs/pv_incubator_prospectus_2007.pdf 
注5 http://www1.eere.energy.gov/solar/pdfs/48591.pdf 
注6 http://www1.eere.energy.gov/solar/pdfs/48590.pdf 
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（資料 No. ２） 

 

【政策】SunShot Initiative SEMATECH 
 
仮訳  
 

「SunShot」に 1 億 1,000 万ドル超の資金提供を発表（米国） 
太陽光関連の製造分野における連携が、世界の太陽エネルギー産業での 

米国の競争力を後押しし、クリーンで再生可能なエネルギーコストを削減 
 

（2011.4.5 記事） 
 
 ワシントン D.C.に於いて 2011 年 4 月 5 日、米国エネルギー省（Department of 
Energy：DOE）のスティーブン・チュー長官が、「SunShot Initiative」の一環として、

米国全体における太陽光発電関連の先進製造プロセスの開発を支援するため、今後 5
年間にわたり、最高で 1 億 1,250 万ドルの資金提供を行う旨を発表した。同省の

SunShot 先 進 製 造 パ ー ト ナ ー シ ッ プ （ SunShot Advanced Manufacturing 
Partnerships）は、太陽エネルギー産業が技術的障壁を乗り越え、PV 設置コストを削

減するのに役立ち、米国が世界の太陽エネルギー技術市場で優位性を取り戻し、将来

のクリーンエネルギー分野での雇用を支援する一助となるだろう。 
 
 このプログラムは、半導体製造技術研究組合（Semiconductor Manufacturing 
Technology Institute：SEMATECH）を部分的に手本として作られている。国内半導

体産業のシェアが 1982 年の 57%から、1988 年には 38%へと落ち込んだ米国は、

SEMATECH を設立し、国内の装置サプライヤーと共に、生産能力の向上に乗り出し

た。製造分野での共通する問題解決を目指して、資源を活用し、リスクを共有したこ

の取り組みの結果、国内の半導体産業は 10 年以内に 16%の拡大を達成した。この結

果を経て、SEMATECH は現在、米国が太陽エネルギーの製造分野で優位性を取り戻

すことができるよう、同様の創意工夫を適用する予定である。 
 
 チュー長官は、「米国の太陽エネルギー産業を拡大することは、米国の電力供給を多

様化し、現在と将来の雇用創出のため、米国の製造基盤を再構築するというオバマ政

権の目標の重要な一部である。SunShot Initiative は、米国が太陽エネルギーの研究

開発の第一線を維持するだけでなく、化石燃料に対してコスト競争力を持った太陽エ

ネルギーシステムを作る太陽エネルギー製造産業を構築する手助けを行い、国際競争

において勝利できるよう支援も行っていく」と述べた。 
 この日発表された資金提供は、太陽光発電システムの総コストを約 75％削減するこ

とを目指している DOE の SunShot Initiative の一部であり、これにより、2020 年の

終わりまでに同システムは、補助金なしで他の形のエネルギーに対して大規模なスケ

ールでコスト競争力を持つことができるとしている。この目標（公共設備向けに約
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$1/W、またはキロワット時あたり約 6 セントに相当する）を達成することにより、国

内各地で広範に太陽エネルギーシステムを展開することができるようになるだろう。 
 
 PV サプライチェーン全体で複数の企業と関わることにより、SunShot 先進製造パ

ートナーシッププログラムは、米国のソーラー産業に幅広い影響を与えようとしてい

る。選出されたプロジェクトは、組織的な環境で PV 企業をまとめることを目的とし

た組織を創設し、彼らの共通する技術的ニーズに取り組む。これらのプロジェクトを

通じて設立された施設は、PV 企業やサプライヤーによる新技術の開発と実証、そして

商業生産への移行において、サービス、ツールおよび設備を提供し、支援を行う。同

プログラムはまた、組織的で集中的な PV 製造開発を通して、イノベーションの速度

を加速するため、PV セル、材料、設備のサプライヤーと大学および国立研究所をつな

ぐ。この選出された産業に的を絞った組織は、産業、州政府や地元資金を積極的に活

用し、5 年後には独立採算性を達成すると期待されている。 
 
 資金提供は、大学と産業界からの申請者が対象になっている。両テーマは、共同研

究モデルを検討しており、それにより製造関連技術を加速し、連邦政府による補助金

の最大限の活用を提供することを考えている。以下に選出されたプロジェクトを示す： 
 
湾岸地域 PV コンソーシアム（Bay Area PV Consortium：BAPVC、カリフォルニア

州スタンフォード）： 大学に焦点を当てた開発に 2,500 万ドル 
 BAPVC は、PV の大量生産に影響を与えるために、すべての大学に開放している競

合選考プロセスを使い、産業に関連した研究開発に資金提供を行う予定である。スタ

ンフォード大学とカリフォルニア大学バークリー校が管理するこのプロジェクトは、

大量生産によって、高コスト効率の PV モジュールを作るために必要な画期的かつ新

しい材料、デバイス構造、組み立てプロセスの開発と試験を行う。この研究は、生産

コストを低減し、デバイスの性能特性を改善する技術を発展させ、SunShot Initiative
の価格目標を達成するのに役立つだろう。PV 企業の代表者から成る産業委員会は、産

業界と製造のニーズの、緊密な連携を確実なものにするため、研究開発の具体的なテ

ーマを決定する。 
 
SVTC Technologies 社（カリフォルニア州サンホセ）： 産業に焦点を合わせた開発に

2,500 万ドル 
 SVTC 社は、新興企業、材料サプライヤーおよび他の PV イノベーターが製品開発

とパイロット生産をする間の大部分の前払い資金と運営費の支払いを排除できるよう

にする、出来高払型の PV 製造開発施設（Manufacturing Development Facility：MDF）
を設置する予定である。これにより、開発と商品化までの時間を 12 ヵ月間から 15 ヵ

月間加速することが可能になるだろう。MDF は、シリコン PV 製造プロセスと技術の

商業化に重点を置き、関係する PV 産業のリーダーが、画期的な新技術を研究室から
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営業生産ラインへ送り出すまでのコストを削減し、開発期間を短縮することを目標と

している。また、PV 製造業のサプライチェーン全体で、商業化に伴うコスト、時間お

よびリスクを軽減することにより、成長を強化し、加速することで SunShot の目標達

成を支援する。 
 
米国 PV 製造コンソーシアム（U.S. Photovoltaic Manufacturing Consortium：PVMC、

ニューヨーク州アルバニー、フロリダ州パームベイ）： 産業に焦点を合わせた開発に

6,250 万ドル 
 SEMATECH が管理する PVMC は、次世代の銅-インジウム-ガリウム-セレン系

（GIGS）薄膜 PV 製造技術の開発、製造および商業化を加速するための産業主導型研

究開発イニシアティブをコーディネートし、市場へ送り出す際のコストとリスクを低

減するだろう。PVMC は、主要パートナーであるニューヨーク州アルバニーのニュー

ヨーク州立大学ナノスケール科学工カレッジ注1と共に、PV 企業や研究者が、GIGS 薄

膜および PV 製造技術の評価、立証するための製品のプロトタイピング、実証および

パイロット規模の製造のために使用することができる製造開発施設を設立する。また、

セントラルフロリダ大学との取り組みにより、PV 製造の歩留まり改善を可能にするた

め、コスト効率の良い、インライン計測と検査ツールを開発する。さらに、新たな PV
技術や企業を育成し、かつ、米国の PV 市場の労働力を養成する相補的プログラムを

運営する予定である。プロジェクト案では、DOE の提供資金 1 ドルごとに、重工業の

テコ入れ資金（leveraging funds）が使用される予定である。 
 
 SunShot プログラムは、1960 年代のケネディ大統領の遺産である「moon shot」プ

ロジェクトを土台にしており、米国が宇宙開発競争において優位性を取り戻し、人間

を月に着陸させるために打ち出された計画である。SunShot プログラムは、太陽エネ

ルギーシステムが考案、設計、製造および設置される方向に向けてイノベーションを

後押ししていく。 
 
 「SunShot Initiative」の詳細情報と進捗については、以下のサイトから参照できる： 

http://www1.eere.energy.gov/solar/sunshot/ 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
 
出典： 
“Secretary Chu Announces Over $110 Million in SunShot Projects to Advance Solar 
Photovoltaic Manufacturing in the U.S.” 
（http://www.energy.gov/news/10256.htm） 
 
                                                  
注1 The College of Nanoscale Science and Engineering at the State University of New York at Albany 
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（資料 No. ３） 

 

【政策】SunShot Initiative 太陽光発電  
 
仮訳  
 

ソーラーエネルギー技術の向上のため 
1 億 7,000 万ドル弱の資金拠出の用意があると発表（米国） 

投資が 2020 年までにコスト競争力を持った太陽光発電の達成を促す 
 

（2011.4.8） 
 
 2011 年 4 月 8 日、ワシントン D.C.に於いて、エネルギー省（Department of Energy：
DOE）のスティーブン・チュー長官が、「SunShot Initiative」の一部として、様々な

太陽光発電（photovoltaic：PV）技術分野を支援するため、3 年にわたり、1 億 7,000
万ドル弱の資金を拠出する用意があることを発表した。同イニシアティブは、太陽光

発電の全体コストを 2020 年までに約 75％削減し、約$1/W を達成することを目標とし

ている。この日発表された研究開発資金は、①太陽電池の効率性と機能の向上、②新

たな据付け（または BOS 注1、周辺装置）技術の開発、③太陽光発電のグリッド統合の

促進、④PV 技術の新たな材料とプロセスの調査など、投資の 4 分野を支える。これら

の投資は、実用規模の太陽光発電設備の建設コストの削減および米国の経済競争力の

向上に役立ち、PV の世界市場において、米国を世界的リーダーへと導く力添えとなる

だろう。 
 
 チュー長官は、「これら投資は太陽光発電分野でのイノベーションを促進し、国内の

太陽光発電コストを大幅に削減する SunShotイニシアティブの目標を達成するための

土台を築くだろう。また、世界で最もコスト効率が良く、高品質な PV システムを作

り出す競争において、米国が勝利できるよう後押しするだろう。米国の力強いソーラ

ー産業は、米国の技術分野でのリーダーシップと競争力を引き上げ、エネルギー安全

保障を改善し、生産部門での熟練労働者の雇用を創出し、これから 25 年間でクリーン

エネルギーのシェアを倍増するというオバマ大統領の目標を達成する上での助けとな

るだろう」と語った。 
 
 この日発表された 4 件の資金提供のチャンスは、ソーラーエネルギー分野の研究開

発の取り組みに対する、DOE の強固なポートフォリオに基づいている。これらの資金

提供の範囲内で行われる活動は、既存と次世代の PV セルの機能改善、PV 設備の機能

を最適化する先進パワーエレクトロニクスの開発、そして、PV 周辺装置ハードウェア

のコストを削減する手助けとなるだろう。以下にこれらの活動を示す： 

                                                  
注1 BOS：balance of systems。システムのモジュール以外の構成要素のことで、日本では一般に、「周辺

装置」と呼んでいる。 
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 セルの効率性を高めるための基本プログラム（F-PACE）注2： 国立科学財団

（National Science Foundation：NSF）との資金提供の取り組みにおいて、PV
セルの機能改善とグリッド規模の商業製品向けモジュールのコスト削減のための

ソーラーデバイス物理学と PV 技術の研究開発に 3,900 万ドルを拠出。 
 
 PV 周辺装置： 周辺装置の構成要素の研究開発と実証に 6,000 万ドルを拠出。プ

ロジェクトには、安全性と信頼性を維持しつつ、画期的かつ低コストのハードウ

ェアデザインの使用を促進する、建物一体型の新しい PV 製品、新しい実装と配線

技術、そして新しい建築基準コードが含まれる。 
 
 太陽光発電グリッド統合システム（SEGIS）注3先進コンセプト： グリッドへの

太陽光発電の統合を拡大し、同発電システムとスマートグリッド技術間の情報交

換を円滑にするのに役立つ技術開発に 4,000 万ドルを拠出。これには、エネルギ

ー貯蔵のための技術の改良とシステム機能の改善に着目したプロジェクトが含ま

れる。SEGIS 先進コンセプトも、設置のための周辺装置の構成要素コストに関連

した総設置コストを削減する高電圧システムのようなプロジェクトや、太陽から

より多くのエネルギーを取り込むことができるマイクロインバーターのような技

術に注目したプロジェクトを支援する。 
 
 次世代 PV： 研究室規模の PV 構成部品開発のための材料、プロセスおよびデバ

イスデザインにおける新しいコンセプトを、実験により実証する初期段階の応用

研究に 3,000 万ドルを拠出。 
 
 各資金提供の発表（Funding Opportunity Announcement）についての詳細な情報

や申請要件は、以下のウェブサイトで参照できる：  
https://eere-exchange.energy.gov/ 
 
 SunShot イニシアティブは、1960 年代のケネディ大統領の遺産である「moon shot」
プロジェクトを土台にしており、米国が宇宙開発競争において優位性を取り戻し、人

間を月に着陸させるために打ち出された計画である。このイニシアティブは、太陽光

発電システムが考案、設計、製造および建設の方向に向かうイノベーションを後押し

し、補助金なしで他の形の発電に対してコスト競争力を持つことができるよう、同発

電システムのコストを削減する。同イニシアティブは、エネルギー効率および再生可

能エネルギー局（Office of Energy Efficiency and Renewable Energy）、エネルギー

先端研究計画局（Advanced Research Projects Agency-Energy：ARPA-E）および科

学局（Office of Science）の投資を活用した DOE 全体のイニシアティブである。 

                                                  
注2 Foundational Program to Advance Cell Efficiency 
注3 Solar Energy Grid Integration Systems 
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 DOE は過去 10 年間で、太陽光発電研究開発プロジェクト全体への 20 億ドル以上の

資金提供を支援するため、民間産業からの相当額の資金を活用した同発電研究に 10 億

ドル以上を投資している。大規模な太陽光発電システムの総設置コストを 75%削減す

る SunShot イニシアティブの目標を達成するため、DOE は、政府、産業界、全米の

研究所や学術機関におけるパートナーと緊密に協力し、取り組んでいく。同イニシア

ティブの詳細や進捗状況については、以下のウェブサイトで参照できる： 
http://www1.eere.energy.gov/solar/sunshot/ 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
 
出典：本資料は、以下の DOE の記事を翻訳したものである。 
“DOE Announces Nearly $170 Million in Available Funding to Advance Solar 
Energy Technologies” 
（http://www.energy.gov/news/10260.htm） 
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＜資料No.1,2,3 関係詳細資料＞ 
 
仮訳 
 

当該インキュベーションが達成手段の１つと位置付けられる太陽光発電 
「Sun Shot Initiative」 

1ドル／W 太陽光発電システム ：EERE開発白書 
太陽より電気を得るための大きな挑戦課題 

 
但し書き：この論文の目的は 2010 年 8 月 10 日から 11 日にワシントン DC で行われた

「$1/W システム：太陽より電気を得るための大きな挑戦課題」ワークショップにて、参

加者間の議論を円滑にさせることである。この論文は米国政府による現行、または計画中、

提案中の方針を説明、反映、承認をするものではなく、米国エネルギー省（DOE）に関す

るものも含まれるが、これに限定されるものでもない。DOE はここにある情報の正確性

や妥当性、適時性、完全性を保証せず、この情報を入手するために使用された情報源を是

認しない。従って、この論文は情報品質管理法や規制や指針の導入に影響されることはな

い。 
 
Ⅰ．導入 
オバマ政権のエネルギー政策の重要項目は、温室効果ガスの排出を 2050 年までに 80％

削減する道筋に国を導くことである。太陽光エネルギー技術が、この目標を達成すること

において大きな役割を果たす可能性はあるが、費用が高いことから現在のところは制約が

ある。 
 
 DOE の推定によると、太陽光発電（PV）システムが 1 ドル／W で設置（5-6 セント／

kWh に相当）されれば、追加助成金がなくてもほぼ全米で太陽光発電は電気の卸売価格に

負けないものになる。1 ドル／W 価格の太陽光エネルギーシステムがあれば、米国や他国

に、石炭ベースの発電と同価格の低価格の電気を、環境を汚さず無限に供給する可能性が

開けるという。この価格で、手頃なストレージ技術と併用した太陽光発電なら、1 日 24
時間太陽エネルギーを供給でき、従来の電力の需要をすべて賄うことができるであろう。

この課題に応えるならば、きっと世界の発電やエネルギー使用に改革をもたらす。          

 
 現在の速度で技術が進歩すれば、実用的なサイズの PV システムの費用は、2016 年まで

におそらく 2.20 ドル／W に到達する。工業規模や住宅規模のシステムであると、それぞ

れ 2.50 ドル／W、3.50 ドル／W となる。この先の４年から８年で大幅にコストダウンす

るには、新しいアイデアや多額の投資がなければ実現はない。 
 
 1 ドル／W に設定した太陽光発電システムを達成するため必要とされる費用の要素につ
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いて、DOE の予備的な分析は次の内訳を示唆している。モジュールに 50 セント／W、シ

ステムの安定や設置に 40 セント／W、パワーエレクトロニクスに 10 セント／W である。

この目標を達成するために飛躍的な進歩を遂げるには、民間投資では実現は難しい。なぜ

なら資本市場が資金をつぎ込む先は、短期で商業化できる目標や魅力的な政府のサポート

や高い電気料金に設定された国際市場などだ。 
 
 この白書は、1 ドル／W を達成するテクノロジーについての議論を促進するため、DOE
のスタッフにより作られた。白書の中にはモジュールや、パワーエレクトロニクス、周辺

システム設置コストの削減をする方法といった先に述べた計画も入っている。例えば、分

析結果によるとモジュールの効率性を 25％上げ、パワーエレクトロニクスの定格寿命を２

倍にし、PV の取り付け方法を従来より簡単かつ素早くすることが必要とされる。 
 
Ⅱ．技術的な挑戦 
 PV アレイが設置された実用規模のシステムの料金は、2004 年は 8 ドル／Ｗであった。

遅くとも 2010 年末までに 3.50 ドル／Ｗ以下の値段が望まれる。住居や商業用の価格は 6
ドル／Ｗ超であるが、これは規模が小さい住居や商業施設が、より大きくなった装置の値

段や値上げ幅を負担しているからだ。現在の市場動向や経費削減の状況の中では、新しい

プログラムが開始されなければ、実用規模のシステム料金は 2016 年までに 2.20 ドル／Ｗ

までにしかならないと予想される。1 ドル／Ｗの目標にはイノベーションの速度において

大きな変化が必要とされる。（表１を参照） 
 
 
 設置されたシステム価格（＄／Ｗ）       

 2010 2016.00 ＄1/Ｗ 

 モジュール $ 1.70 $ 1.05 $ 0.50 

 ＢＯＳ／設置 $ 1.48 $ 0.97 $ 0.40 

 パワーエレクトロニクス $ 0.22 $ 0.18 $ 0.10 

 $ 3.40 $ 2.20 $ 1.00 

 

 エネルギー価格（＄/kWh） 

 2010 2016.00 $1/W 

 モジュール $ 0.063 $ 0.037 $ 0.018 

 ＢＯＳ/設置 $ 0.055 $ 0.034 $ 0.014 

 パワーエレクトロニクス $ 0.008 $ 0.006 $ 0.004 

 維持管理   $ 0.013 $ 0.009 $ 0.003 

     $ 0.139 $ 0.086 $ 0.038 

表１：実用規模システムで＄１/W にするための費用内訳 
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 （推定される設備利用率は 2010 年に 26％、2016 年に 28％であることに留意） 

 
 目標に到達するには少なくとも 3 点での大幅な改善が要求される。（それぞれのより細

かな詳細は Appendix E と F にて述べる） 
 
• アレイ：効率の良いアレイは、アレイにかかる費用の削減や設置の面積を減らすこと

において不可欠である。幸いにも、この目標を達成するテクノロジー方法がある。し

かし最も将来性があるものは、ガラスを必要とせず、薄い金属やポリマー回路上で安

価に置くことができるものだと予想されている。目標到達には次の方法を見つけるこ

とを要する。（a）効率を増すことができると研究室で効率性が実証された製造可能な

電池を設計する方法。（b）ロール・ツー・ロール方式の生産装置の活用法や製造過程

を大幅に簡単にする方法。 
 
• パワーエレクトロニクス：アレイの DC 出力を実用的な電圧で高品質の AC に変換す

るには、その初期建設費用と維持費を含めた設備が必要である。というのは、現在の

設計では 10 年後には作動しなくなることがよく起こるためである。DOE で継続中の

パワーエレクトロニクス業務を基礎として、少なくとも次の 2 つの方法に取り組むべ

きだ。（a）現在の巨大なインバータ設備を根本的なものに再設計すること。（b）安く

大量生産ができ、モジュールに設置できるモジュール式インバータを設計すること。 
 

• 設置：アレイの据え付け、ワイヤリングやその関連設備のコストは、今日のシステム

にかかる費用の約半分である。大幅なコスト削減を達成するために取り組むべき方法

は２つある。（a）農業のコンバインのように 1 日で何百エーカーも扱えるような精巧

さがある設備を使って、軽いフレーム上に、アレイを現地で設置すること。（ｂ）取

り付け費用を安く抑えるため、屋根ふき材料のように建築部材を PV アレイに組み込

む方法を見つけること。太陽を追尾するアレイは、動かない物を設置するより多少費

用がかかるが、１年当たりの電力はより多く作り出す。多くの公共施設がエネルギー

を最も必要とする日中の遅い時間でも、より多くのエネルギーを出すことができる。

高性能電池で太陽に集中する装置には、たいてい追尾が必要である。集光式システム

には費用が一層かかるが、PV 装置に必要な場所や費用は削減できる。 
 
 
 これらの領域はそれぞれ別の課題として取り組まれるが、プロジェクトの成功には、そ

れぞれのプログラムが他の分野が直面している課題を確実に理解することにかかっている。

例えば、アレイは簡単な設置のために大きなパーツで生産すべきである。 
 
Ⅲ．その他必要事項 
 1 ドル／Ｗシステムを長期間のエネルギー需要を満たすように、商業的にも成長し拡張
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させるには、他にも多くの目標を達成する必要がる。現在の産業の動向からの顕著な進歩

を示し、温室効果ガス排出を行う機関の目標に大きな影響を与えるために、2017 年までに

1 ドル／Ｗの目標を実証すべきである。目標は完全なシステムにより実証され、新しい屋

根上のシステムに結合された PV システムのような、現在のシステムコストに追加したも

ので実証すべきである。大量の拡張を実現するために、1 ドル／Ｗシステムは地上にある

豊富な資源に基づき、完全に再利用ができるようにするべきである。最後に、1 ドル／Ｗ

システムは適切な安全性や環境基準を満たすべきである。 
 

2017年までに設置される1ドル／Ｗ：目標の定義 
 

• 2017年までに：少なくとも５ＭＷの大きさのシステムの主要な構成要素と設置方

法の実証、2017年に1ドル／Ｗ設置システムを供給できる装置の最初の製造設備

のオーダー 
• グリッドで互換性のある電気を作るすべての部品、設備や設置プロセスを含む 
• 目標は地上やビル上に設置されるシステムに適合できる 
• 地上にある豊富な資源 
• リサイクル可能な部品 
• 適切な安全性や環境基準を満たす 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
出典：本資料は、米国エネルギー省（DOE）の以下の記事を翻訳したものである。 
“$1/W Photovoltaic Systems White Paper to Explore A Grand Challenge for 

Electricity from Solar” 
http://www1.eere.energy.gov/solar/sunshot/pdfs/dpw_white_paper.pdf 
 
 
 
（以下 Appendix(補足資料) は A，Ｂ，Ｃ，Ｅ，Ｆのみを翻訳；Ｄ，Ｇ，Ｈは割愛した） 
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捕足資料 A: 1 ドル/W 電力が米国電力システムに与える効果 
 

ReEDS注注1とSolarDS注2を用いて行われた予備的なNREL分析結果によると、2020年注3

までに1ドル/Wという目標が達成されれば、PVの累積設備容量が100GW以上(米国内電力

生産量注4の約5%)になる。また、2030年までには、設備容量が389GW(米国内電力生産量

の14%)にまで増加すると見込まれる。 
 
表2: 米国で1ドル/WのPVシステムが2020年までに導入・展開され、電力システムが2030
年に実現した場合に見込まれる効果 
2030年の分析結果 リファレンス・ケース

(参考)注5 
ITC(連邦投資税額控除)無しで1ドル/W 
(2016年以降) 

PV生産率(%) 1% 14% 
累積設備容量(GW) 40GW 389GW, 公共電力事業者規模の

232GW,157GWに分散 
米国の標準電気料金 10.45セント/kwh 10.23セント/kWh 
電力セクターの 
年間CO2排出量 

2,408 MMT CO2 2,194 MMT CO2 

 
 

                                                 
注1 ReEDS とは、NREL の再生可能エネルギー展開システム(Renewable Energy Deployment 
System:ReEDS)のこと(http://www.nrel.gov/analysis/reeds/)で、356 地域の再生可能資源データを生成、送電

する能力を 大限に拡大する電力生産拡大線形モデルであるが、具体的には、いくつかの再生可能資源の変動

しやすい特性に対処する。 
注2 SolarDS とは、NREL のソーラー発電システム(Solar Deployment System:SolarDS)のことで、商業向け、

および住宅向け屋根置き型太陽電池の市場浸透度を表すモデルであり、浸透度を、地域の電気料金、奨励金、 
地域のソーラー資源の特性、屋根の有効性で捉える。参照：2009 年 Denholm, P., Drury, E.と Margolis, R.共
著の“The Solar Deployment System (SolarDS) Model: Documentation and Sample Results” NREL/TP‐
612‐45832。 
注3 標準ケースでは、エネルギー効率・再生可能エネルギー局（EERE）の別の調査で明らかにされていた予備

的な技術コストと想定パフォーマンス値を使用しており、2016 年末までは、2009 年米国再生・再投資法

( ARRA)により、太陽光発電に 30%の ITC(連邦投資税額控除)の適用を仮定し、2016 年末以降は、ITC の適用

が失効するものと想定している（専門家の評価を受けていない）。この 2020 年の 1 ドル/W のケースでは、リ

ファレンスケースとして同じ技術と仮定を用いているが、2020 年までに公共電力事業規模および商業向けの

PV のコストは、1 ドル/W まで下がる。住宅向けには、PV は 2020 年を目標に、5％の家屋補修借用レートと

40%のコストペナルティー（つまり 1.4$/W）で装置の改造を行う条件で、新規に屋根に取り付けるというモデ

ルでは、$1/Watt で電力が利用できる。この両方のケースは、ReEDS と SolarDS の反復解析方式で同時に分

析を行った。この化石エネルギーと原子力発電による発電量の値は、エンジアリング・コンサルティング会社

による予備的な見積もりを示しているが、DOE による見直しは行われていない。これらの数値は、ここでは

プレースホルダー（代替え数値）としてのみ使用されているが、これは、1 ドル/W の太陽光発電システムが設

置された場合の PV を用いたシナリオにより見込まれる効果についての調査に委ねるためである。 
注4 これらの測定結果は暫定的なデータであり、専門家による検証が行われ、例証や見積もり用として厳しく

吟味されるものではない。この懸案について適切な研究を行うには、さらに ReEDS/SolarDS による分析を行

い、米国の電力システムでの価格目標に達した場合に見込まれる影響を、より確実に理解する必要がある。 
注5 アクションのベースとなる値。ある対策を取った場合と比較するための参照ケース。 
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このようなエネルギー生産容量の増加が現実のものとなれば、ソーラーエネルギーの生

産量の増加に合わせて、公共電力事業者の設備で、その生成エネルギーの発電構成比やそ

のオペレーションについて調整を行う必要が出てくるだろう。この分析結果は、ある公共

電力事業者の電力の14%が太陽光発電由来である場合、これらの調整は比較的少なく済み、

必要 低限の送電と貯蔵の調整が求められるであろう。天然ガス由来の定格(intermittent)
とピーク発電容量の総量は減少するが、この設備は、より高い比率で｢運転予備電力｣とし

て整備される必要があるだろう。貯蔵コストを低く抑えることで、全体のコストを削減す

ることができると考えられ、このようなレベルで太陽光発電を取り入れ、1ドル/Wの目標

が達成されれば、電気の消費者価格は、2030年には2%低くなるだろう。さらに、2030年
までには、電力セクターからのCO2排出量は、年間約213MMT減らすことができ、同セク

ターからのCO2 排出量は、2030年までには半減させることができる。 
 

図1：太陽光発電(PV)採用状況の地域別比較 

 
  リファレンス・ケース(参照用)             1ドル/WのPV採用の場合 

 
 
図１は、1ドル/Wのシステムがあれば、ソーラー電気は2030年までに、ほぼ全ての州に

おいて、ほかの電力生産方式に対して価格競争力を持つことを示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2030 年 

公共 PV発電量(GW)
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ReEDSとSolarDS による分析結果のまとめ 

 

表3: リファレンス・ケースと$1/Wの場合の設備容量の比較 
設備容量 2010年 2030年 2050年 
(GW) リファレンス 1ドル/W リファレンス 1ドル/W リファレンス 1ドル/W

太陽光発電 0.3 0.3 40 389 83 592 
風力 35 35 49 38 118 70 
電力貯蔵

(揚水発電、

蓄電池等) 

21 21 23 24 24 30 

天然ガス 389 389 516 412 635 567 
石炭 308 308 302 303 355 301 
原子力 100 100 96 96 57 57 

 
表3と表4に示されているリファレンス・ケースと1ドル/Wの分析結果は、DOEの正式な

将来予測ではないが、外部のエンジニアリング・コンサルティング会社が提供するパラメ

ータ(仮定値)を用いた、技術コストおよびパフォーマンスの予測、その他ReEDSモデルと

SolarDSモデルによる見地を組み合わせて見込んだ成果であり、これらは専門家による評

価も、DOEによる評価も受けてはいない。 
 
 これら原子力発電、化石エネルギー、再生可能エネルギーの技術は、ここでは代替エネ

ルギーとしてのみ利用されており、この研究のために1ドル/WのPVが設置された場合のシ

ナリオが与え得る効果について調査が可能になる。さまざまな技術の市場浸透レベルは、

コストやパフォーマンスに関する予測など、多くの要因に左右されるのである。 
 

表4: リファレンス・ケースと1ドル/Wの電力生産量の比較 
電力生産量 2010年 2030年 2050年 
(TWh) リファレンス 1ドル

/W 

リファレンス 1ドル

/W 

リファレンス 1ドル

/W 

太陽光発電 0.4 0.4 60.5 654 128 986 
風力 115 115 170 129 427 250 
天然ガス 767 767 1025 675 1313 1188 
石炭 1886 1886 2235 2138 2629 2129
原子力 790 790 757 757 448 448 

                  
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 

NEDO海外レポート　NO.1073, 2011.4.27

30



捕足資料 B：通常のビジネスとしての米国電力市場とその課題 
 
 以下の図 2 は、2 つの最先端太陽電池技術である、ウエハベースのシリコンと薄膜

テルル化カドミウム（CdTe）を示している。コストは、アリゾナ州フェニックスに設

置されているシステムに基づいており、連邦政府、州政府や公共事業からのインセン

ティブは含まれていない。 
 

 
米国と他諸国の平均卸売電気料金は、図 2（出典：EIA（米国電子工業会））の青い

ゾーンで表わされている。産業界は現在、高い電気料金と補助金を持つ市場に注目し

ている。それらの地域では、PV はすでに魅力的な技術であり、メーカーは自社の収益

性と市場シェアを増加する漸進的改善を通して、それらのチャンスを活かすことに焦

点を合わせている。$1/W を達成することは、一部の他国より米国にとっては、より重

要な積極的目標である。先導的なシリコンやテルル化カドミウム技術に対するコスト

実用規模のソーラーPV エネルギーコスト（補助金なし） 
持続可能な最低モジュール価格、Median Technology Efficiency 社 

アリゾナ州フェニックス；固定力（20MW）陸上設置 
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卸売電気料金（日本） 

卸売電気料金（イタリア）

卸売電気料金（ドイツ） 

$1/Wの目標 

米国の公共事業卸売電気料金（2015 年予測） 

図 2：現在のソーラーPV コストと予測コスト（アリゾナ州フェニックス）と 
米国の卸売電気料金 

（米国料金の参考のためにソーラーエネルギー導入主要国の卸売料金を掲載） 
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削減予測によれば、実用規模の電力供給システム、これは世界の他の地域で既に魅力

的なものとなっているが、2016 年までには、補助金なしでは米国の平均卸売電気料金

に（一般的には）対抗することはできないだろうとしている。注1注2注3注4。必要とされ

ているコスト削減は、現在、生産分野で広く使用されている技術では達成することは

できないだろう。補足資料 F でより詳細に示されている分析は、現在の結晶シリコン

とテルル化カドミウム技術は、既存の生産方法の漸進的改善を通して達成することが

できる限界に達していることを示唆している。飛躍的な新規アイデアが必要である。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
 
 
 
 

                                                  
注1 補足資料 C 
注2 補足資料 E 
注3 補足資料 F 
注4 First Solar Analyst Investor Meeting, Las Vegas, June 24, 2009 
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捕足資料 C：現在の DOE プログラムのコスト目標と実用規模システムの$1/W 目標 
（図 3、5） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3：現在の DOE プログラム（2016 年）のコスト目標 VS 
結晶シリコンの実用規模システムの$1/W 目標（2017 年） 
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部品コスト（$/W） 2010 年 
（予測） 

2016 年 
（現在の目標） 

2017 年 
（$1/W 目標）

PV モジュール 1.70 1.05 0.50 
半導体 0.54   
 原材料（シリコン原料、切断スラリー、切断ワイアー） 0.36   
 ユーティリティー、メンテナンス、人件費 0.04   
 装置、工具、建物、資本コスト 0.06   
 メーカー利益 0.08   
セル  0.45   
 原材料（例：メタライズ、SiNX、ドーパント、薬品） 0.18   
 公共料金、メンテナンス、人件費 0.04   
 装置、工具、建物、資本コスト 0.04   
 メーカー利益 0.20   
モジュール  0.70   
 原材料（例：ガラス、EVA、金属フレーム、ジャンク

ションボックス） 

0.26   

 公共料金、メンテナンス、人件費 0.01   
装置、工具、建物、資本コスト 0.01   

 出荷 0.08   
 メーカー利益 0.34   
小売利益  ―    
インバータ 0.22   
 磁性材料 0.03   
 生産 0.05   
 回路基盤と電子機器（キャパシタ） 0.07   
 エンクロージャー 0.04   
 パワーエレクトロニクス 0.03   
BOS／設置 1.48   
 取り付け・ラッキングハードウェア 0.25   
 配線 0.14   
 その他 0.17   
 認証 0.01   

システム設計、管理、マーケティング 0.15   
 設置会社の諸費用とその他 0.19   
 設置時の人件費 0.38   

合計 3.40 2.20 1.00 
表 5：実用化規模システムの$1/W 目標（C-Si ベース）   （単位：ドル） 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
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捕足資料 E：コスト削減への可能な道筋 
 
表６：成功の特徴 
特徴 数値データ または qualifier  

モジュール   

効率性 ＞25％ 

基板 ガラスより低コストで軽め 

信頼性 30 年または最低限の作業で交換可能 

材質 地球に豊富、毒性なし、確立したリサイクル計画 

ＢＯＳ/設置   

労働力 専門家でなくても行える 

工程 軽量（扱いやすく、特別な装置なし） 

組立て 配管と配線をつなげる 

パワー・エレクトロニクス   

効率性 ＞95％、 

信頼性 30 年 

組立て 配線の統一、部品の電気接続を最低限にする 

 
表６にまとめられているものは、１ドル/W システムにおけるシステムの評価、部品の性

能要件、特徴についての 高水準の分析である。 も費用削減のチャンスがあるものの１

つは、モジュールとシステムの効率向上である。効率向上は、PV モジュールの費用を削

減するだけでなく、周辺装置（BOS）やシステム固定費の多くも削減する。例えば、モジ

ュールが効率を 2 倍上げたら、同じ労力と据付装置でも、2 倍の電力が得られ、従ってＢ

ＯＳの費用が削減できる。 
 
PV システムの製造や設置コストの分析により、50 セント/Ｗのモジュール費の目標を達成

する道筋が解明される。これはシステムの全設備費を１ドル/Ｗとしたコスト目標に合致す

る値である。そのために必要なことはモジュールの効率が 25％以上になること、製品寿命

が 30 年超になることである注1。重要とされる BOS 費削減は、モジュールの効率を上げて

初めて実現する。製品寿命は、設置費や廃棄処分費を償却できるほど長くなる必要がある
注2。 
 
A.低コストアレイ 
目標は、50 セント/W を実現するコストでアレイを組み立てることである。そのために効

率性を 25％以上に向上し、 低限のメンテナンスで少なくとも製品寿命を 30 年にするこ

                                                 
注1 捕捉資料 F 
注2 モジュール以外のコスト感度の効率化、「DOE＄１/W ワークショップ PV 産業手引書」2010 年 6 月 

NEDO海外レポート　NO.1073, 2011.4.27

36



とが必要である。モジュールは大きなボリュームで組み立てるべきであり、そ 
 
れには地球に豊富にある材料をベースにする必要がある。さらにリサイクル可能でなけれ

ばならない。低価格であるということは、モジュールは従来の薄いガラスや大量の精製シ

リコンなど今日のアレイコストを構成するものをほとんど使用していないことを示唆する。 
 
目標達成を可能にする装置： 
図４で示されているように、市販のセルは理論上可能な効率よりずっと低い効率で、さ

らに研究室で実証される効率よりはるかに下回った効率で運用される注3注4。効率の向上に

ともなうデバイス（compound system）のコスト削減のために、これらの差を近づけるこ

とは重要だ。 
 
シリコンウェハーはすでに成熟した技術であり、市販のセルの効率は理論上、限界に達

しつつある。薄膜セルのアプローチはスケール拡大の可能性がある安価な基板とコスト効

果の高い蒸着法を用いて、25％以上のモジュール効率を達成できる。しかし、それらは比

較的に新しい技術のため、理論と実際に生産されたアレイの効率の差異はかなり大きい。

                                                 
注3 http://www.tfp.ethz.ch/Lectures/pv/thin‐film.pdf 
注4 13http://scitation.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=APPLAB00009500001616330 
2000001&idtype=cvips&prog=normal&doi=10.1063/1.3243986&bypassSSO=1 

図４：ベストなラボ値の理論値の効率ギャップ、および製品とラボ値の効率ギャップは改善の見込みがあることを

示す。（Shockley-Queisser の限界及びバンドギャップ半導体の理論に基づく。NREL 検証によりセル効率性） 

ラボ結果（値） 理論上最大値 標準的な製品値 
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テルル化カドミウム製のアレイは大規模に生産されているが、製品のモジュールの効率は

11％と低く、ラボ製品においても 17％にしか届いていない。また、カドミウムを含んだ

PV モジュールの回収やリサイクルにかかる費用が将来増大する懸念がある注5。 
CIGS 薄膜太陽電池は、現時点ではごく少量のカドミウム硫化物を含んでおり、効率性向

上は製品で 10％から 11％、ラボにおいては 20％以上であり、大きな効率改善のチャンス

が見込める。CIGS モジュールの将来的なコストと、この技術が大規模 PV に寄与できる

可能性は、インジウムとガリウムを安定して入手できるかにかかっている。CZTS 太陽電

池は、CIGS 薄膜太陽電池に似ている材料系だが、インジウムやガリウムの代わりに、よ

り地球に豊富にある亜鉛やリンが用いられており、50 セント/W のモジュール・コストへ

の到達をサポートする PV 市場への変換に比較的新しいチャンスを生み出す。 
 
有機太陽電池(OPV)や色素増感型太陽電池(DSC)デバイスは、低価格なソーラー・モジ

ュールへの有望な道筋として大きな関心を集めている。商業的に発展するには、これらの

技術において耐用期間だけでなく効率性の問題など解決することが重要だ。これらの分野

の飛躍的な進歩が今なお必要とされている。 
 
集光型太陽発電(CPV)は従来の平らなモジュールとは異なったアプローチであり、高度

な光学システムを採用することにより、コスト比率をセル製造のコストからモジュール製

造コストにシフトさせるアプローチである。高い比率の CPV デバイスと CPV のモジュー

ル化の革新的アプローチにより、半導体素子が 50％の効率を超えることが可能ならば、現

在の効率 25％以下の典型的なモジュールを効率 35％超える CPV デバイスを 35％かそれ

以上のモジュールに増加させることができる。これには光学設計や製造、組み立ての進歩

が必要である。別のアプローチとして、リフトオフ・プロセスを CPV モジュールに使用

されている高性能 III-V 族セルに適用する方法がある。これらのプロセスは将来、III-V 族

セルのコストを大幅に削減し、非集中型平面またはフレキシブル・モジュールの使用を可

能にする。 
 
不確実性は増すものの、図４で示されているより効率性がはるかに高い安価なアレイを

作ることが可能である。これには、薄膜材質の直列構造（例：CdTe 薄膜上の InSb、又は

Si 薄膜上の GaP）のようなバンドギャップ工学を用いて多くの III-V 族、II-VI 族に高度

な多接合薄膜を用いる方法である。そのようなイノベーションには、格子に多くのミスマ

ッチの可能性がある多結晶の境界面の広い領域でトンネル接合を形成するというブレーク

スルーが必要である。おそらく、近年の熱電素子の進化により、集光システムの中での PV
装置は実現可能となるであろう。 
 

                                                 
注5 http://seekingalpha.com/tag/transcripts?source=headtabs 
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モジュール製造技術： 
価格目標を達成す

るには低コスト生産は

明らかに必須である。

これにはアレイ製造に

おいて、資本金、労務

費ともに削減できる大

幅な改革が必要とされる。DOE の分析によると、50 セント/W 以下でセルを生産するには、

資本償却に 10 セント/W、資材に同 23 セント、労働力に同 6 セントという内訳になるだ

ろう。 
 
資本コスト：７年の減価償却期間を想定すると、初期の資本コストは大体 70 セント/W に

する必要があるだろう。これは現在、 先端の薄膜 PV 設備の約 50％以下である。 
 
材料費： 29％（シリコンウェハーの限界）という極めて大胆なモジュールの効率を想定

すると、材料費の23セント/Wを達成するには68ドル/㎡の面積コストにする必要がある。

これだけ高性能であっても、経費削減の可能性のない現在の状況では、多少のコスト削減

が現時点で可能であるものの、カバーガラス、回路基板やバックシート、シリコン、銀、

アルミニウムのフレームのような現在の商品材料が総予算を使い切る。（図６がこれらや他

の材料について描写で表す）現在のコストでは、透明電導性酸化物（TCO）や反射防止コ

ーティングが施されたガラスが、全体の 16％から 25％も占める。このことから、より安

価な基板やコーティング技術の改善の必要性が指摘される。フレームや他の構造部品が全

体の 25％も占めてしまうことから、将来フレーム無しにも順応できるモジュール技術の必

要性が考えられる注6。 
 
 
製造コストは、例えば

低コスト不織布の蒸着

やロール・ツー・ロー

ル式のフィルム加工の

ような安価で拡張可能

なアプローチのような

プロセス技術のイノベ

ーションで大幅に削減

できる。（図 6） 

                                                 
注6 NREL 分析メモ「ソーラー製造コストモデル」Alan Goodrich、2010 年 4 月 29 日 

表７：c-Si PV モジュールコスト内訳詳細（$/㎡ 値の効率性 29％を仮定） 

図５：シリコン PV モジュールにはシリコン、ガラス、アルミニウムなど多くの

商品化された材料で構成されている。モジュールの効率性を上げながら、これら

の材料のコストや稼働率を削減することが課題である。（図の出典：Hisco） 
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次に述べるような、多くの分野でのイノベーションが、新型モジュールの設計における

製造コストを大幅に削減できる。 
 
• 切断されたウェハーと連動した切断ロスを削減した、低コスト又は実質的な単結晶

と見なせる基盤、それにより材料の使用を（グラム/W）2 倍以上に削減する 
 
• 材料の利用率を増やすだけでなく、本格的に損失メカニズム（つまり内部再結合ロ

ス）を改善した極薄ウェハー；ウェハー厚みの 適化 
 
• 例えば事前にパターンが書かれたバックシートのような低応力のタブ化技術、これ

により、モジュール内に極薄セルをストリング化することが可能となるだけでなく、

半柔軟性ルーフィングのラミネート加工も可能にし、大幅に配備コストを削減する。 
 
• 欠陥エンジニアリングや、電気的不活性にさせる方法とともに不純物や格子欠陥の

機能の技術的解明により、太陽電池の効率を改善できる。 
 

• 柔軟性のある PV ソリューションが革新的な BIPV や土地の有効利用へのアプロー

チを可能にし、周辺機器コストを大幅に削減する。PV モジュールは建物の外観とし

ての役割や、さらに屋根の機能を果たすことで据付コストを削減する。 
 

• 安価で高性能（伝導性、透過率、光の吸収性）な TCO や、TCO における真空処理

の必要性を除去する設計が、PV モジュールの直列抵抗を削減する。 

図６：ロール・ツー・ロール式連続処理は他の多くの産業でかかっている製造コストを大幅に削減 
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• PV デバイスへの水分の不浸透性をガラスよ

り高くできる原子レベルのバリア、信頼性を

増し、モジュールの製品寿命を延ばす。 
 
• 低コスト回路基板上のⅣ族、III-V 族、II-VI

半導体の高成長率エピタキシー。超高周波プ

ラズマ蒸着や他のプロセスが、電源や工程設

計への新手法で、広域の均一性や材料品質を

保持しながら、PV の蒸着率を上げ、機器コス

トを 10 倍削減する可能性がある。 
 

• 大気圧液体処理による蒸着という飛躍的なアプローチにより、処理量を大幅に増加

させ、蒸着コストを下げる。 
 

• プラズモニクス及びナノワイヤー薄膜が光トラップを強化する 
 

• 装置の 適化に加え材料開発やその特性評価を合わせたアプローチにより、新しい

テクノロジーの進歩を大いに加速させ、効率を理論上の限界へ到達させる。PV 材料

ゲノム・プロジェクトならば、研究者が、候補としての PV アブソーバーの材料を

迅速により分け、材料特性の実験的に確認するにより PV 材料の理論的解釈につな

げることが可能になる。 
 
B. 周辺機器及びシステム設置 
 
周辺機器及びシステム設置コストには、ハードウェアの据付及びラッキング、設置業者

間接費、整地、設置労務費も含まれる。これにより、現在約 1.48 ドル/W が設置システム

費に計上されている。１ドル/W の目標には約 0.44 ドル/W に削減することが要される（表

１）。設置労務費を約 5 セント/W
に削減し、ハードウェアの据付及

びラッキングを 20 セント/W に削

減することが、おそらく必須であ

る。これには抜本的に新しい取り

組みが必要だ。 
 
比較基準からみれば、現代の

20MW の実用太陽光発電プラン

トは約 150エーカーを必要とする。

図８：低水準なソーラー・フィールド設備は

改善されつつある 
http://www.philadelphiasolar.eu/philadelph
ia_solar_gallery.html 

図７：高度に自動化された農業機器は収穫方法に大改革を起こした。

http://www.businessweek.com/magazine/content/08_22/b4086072
681496.htm?chan=search 
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設置を完全に行うには、100 人の要員で６ヵ月かかる注7。1 人当たりの労働力に 10 セント

/W から 15 セント/W 計上される。設置コストを削減するには主に２つの戦略が立てられ

る。（１）巨大アレイを広い土地に設置してコストを削減、（２）建築部材の中にアレイを

予め組み込み、標準ルーフィング資材の代用にする。 
 
フィールド設備：現代の農業にはコンバインという生産性の高い機械が用いられ、図７で

表されている通り、その機械で 1 日 200 エーカーを処理（刈入れ、結束、脱穀）できる。

これらの機械は、PV フィールド建設にどのように革新的なロボット技術を展開出来るか

のモデルとなり得る。 
 

PV 設備の自動化の限界は、図８

が示す通り、PV 据付マシンが地

面に杭を打ち込む現場にて既に起

こっている。しかし、この装置は

何万本もの杭を地面に埋めるため

だけの設計になっている。次の項

目を備えた装置を用いれば、さら

なるコスト削減を達成できるだろ

う。1）杭を掘る 2）ラック設備

の据付 3）モジュール据付 4）
電気の接続 

 
自動化設置に加え、革新的なアレイ設計によって大きくコスト削減ができる。これには次

の事項も付け加えられる。 
• PV のローリング・アウト（柔軟性の基板 PV は、燻蒸（消毒）のため農場にプラス

チックを巻きつける方法に似ている、図９） 
 

• 連続的 PV 設置（つまり、ほぼ継続

的に配置されるモジュールは、連続したプロ

セスで舗装を取り除き新しい舗装を新たに作

った道路を走ってゆく舗装工に似ている） 
 
設備構築：PV アレイを建設材料として据え

付けることができれば、据付コストを大幅に

削減することも可能である。屋根材と一体化

したアレイは、雨風に耐えながら電力発生も

できる。増加傾向のアレイ設置コストがかな

                                                 
注7 引用: 1 軸トラックと配置された c-Si アレイのインストーラーにより与えられたデータ 

図９：プラスチックで覆われたイチゴ畑で PV 大量生産を実証 
http://photosbygarth.com/samples-lg/050115_202p_9584lg.jpg 

図 10：ソーラールーフ・タイルは自動で PV となる可

能性を実証 
http://www.reuk.co.uk/OtherImages/solartiles.jpg 
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り安くなり、構造支柱の追加もほとんど必要なくなる。新築の場合のシステム設計は非常

に容易だが、使い古しの市販の屋根ふき材の交換に使用される薄膜シートや他の設備を装

置と一体化することも可能である。そのような構想の１つが図 10 において見られる。使

用されているモジュールは、高速で相互に接続しルーフィング材のコストや労務費を減ら

す。 
 
ここで提案される据付コスト削減方針の中心となるのは、求められる専門化した労力量を

削減する必要である。次の章では、モジュールにパワー・エレクトロニクスや他のシステ

ム部品を取り込み、PV 設置の労務を大幅に減らす方法について提案する注8。 
 
C. パワー・エレクトロニクス注9 
 
パワー・エレクトロニクスの中でもインバータは、モジュールとグリッド(送電網)間の

インターフェースであり、アレイから出力される直流電流を、大抵の電力用途に必要とさ

れる高圧交流へと変換する。ソーラー設備を設置するには、現在約 22 セント/W のコスト

が余分に必要であるが、目標達成のためには、これが約 8 セント/W にまで削減されなけ

ればならない注10。 
 
インバータのコストと性能は、組み込みシステム全体のコストを左右することはないか

もしれないが、１ドル/Wを実現するために

重要であり、検討が必要な部分である。 
今日では、パワー・エレクトロニクスは、

以下のように認識されている。(1)設置システムで生

じる不具合の大半を占める部分であり、主なメンテ

ナンス対象部分である。(2)総生産電力量の約4%のロ

ス要因である。（3）配線と設置が複雑になり、コス

トも高くつく。MW規模のインバータ(変換器)の重量

は10,000ポンド(約4,536kg)を超え、500立方フィー

ト(約14.16m3)以上のスペースを必要とする。 
 
 
 
 
                                                 
注8 電気部品の設置労力は実用規模のシステムに要される工数の 78％を占める。電気技術者の中でも責任の重

い者の歩合は全国平均で 1 時間当たり 72.85 ドルである（出典：RS Means, 2010）一般業者もしくは屋根葺

き業者による PV 設備据付は 大 19％の節約につながる。 
注9 電力用半導体素子を用いた電力変換、電力開閉に関する技術を扱う力学。 
広義では、電力変換と制御を中心とした応用システム全般の技術を指す。 
注10 匿名のシステムインストーラからの提供データ 

キャパシタの種類 不具合率 

(%/1000h) 

電解キャパシタ 0.2 

タンタルキャパシタ 0.1 

ペーパーキャパシタ 0.05 

セラミックキャパシタ 0.025 

表 8: キャパシタ・タイプごとの信頼性の概算数値 
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 現在普及しているインバータの製品寿命は、約10～15年と見込ま

れているだけであり、PVアレイの予想耐用年数30年以上の間にも、

インバータの交換が少なくとも１回は必要となる。このようにイン

バータの製品寿命に限界があるということはすなわち、初期設置コ

ストに比べて、均等化した電力コストの内、インバータが占める割

合がより高くなるということである。製品寿命に限界がある理由の

１つは、電解コンデンサを使用しているためであり、これは、エネ

ルギー密度の低い薄膜コンデンサの10倍も不具合率が高い(表8、図

11を参照)。 
 

電解コンデンサを必要としない 新型の回路構成により、現下のインバータのコスト削

減が実現するものと予想されるが、このような回路構成だけでは、大型タイプへの適用に

は十分ではない。コスト面以外にも、送電網内での再生可能エネルギーの比率を高めるた

めには、インバータの性能と機能性が益々重要な要素となるだろう。また、通信力および

機能性を高めるには、根本的に異なるPVエレクトロニクスのアーキテクチャが必要となる

だろう。 主な改善方法は、以下の2カテゴリーに分類される。(1)従来の大型インバータの

広範囲におよぶ再設計 (2)大量生産を行い、個々のモジュールに取付け可能な小型製品を

開発。 
 
従来の大型インバータの主な再設計 
従来のMW規模のインバータは、高電圧のシリコンスイッチと大型の磁気変圧器を使用

している。このインバータのトランスミッション側の高電圧は、大型60Hz変圧器と積層シ

リコンスイッチを組み合わせることで運用されている。

新型の高周波スイッチ部品、エネルギー損失の少ない磁気

材料、新しい回路のアーキテクチャには、MW規模インバ

ータのサイズとコストを大幅に削減するのと同時に、全体

的なエネルギー効率を高める可能性がある。 
 
たとえば、SiCのようなバンドギャップ(禁制帯幅)の大

きい半導体には、50kHzという高い周波数で13kVの時に

スイッチング(オンオフ)出来る能力がある。電圧が高い方

が、パッケージングコストが抑えられ、システムの複雑

性が弱まる。また、スイッチング周波数が高い方が、変換器の大きさとコストが劇的に小

さくなる。これは、一定のインピーダンス(電気抵抗)が一定で、インダクタンス注11の大き

さがスイッチング周波数と反比例するためである。低導電率かつ低ヒステリシスのナノ結

                                                 
注11 導体に電流を流したときに生じる磁束のおこりやすさ。 

図 11：電解コンデンサの

不具合例 

図 12: 各モジュールに搭載された 
マイクロコンバーターが、モジュール間 
の通信と機能性を促進する。 
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晶合成など、 先端の磁気マテリアルは、今日採用されているものより100～1000倍高い

周波数の切り替えを可能にするのである。 
 

モジュールに取り付けられたパワー・エレクトロニクス 
 モジュールフレームに組み込み可能な電子部品や回路アーキテクチャを用いることで、

モジュールやサブモジュールのレベルで 大電力点追従が可能になる。こうしたモジュー

ルは、部分的に影になった場合(パーシャル・シェーディング)の耐性がより高くなるため、

より高密度な設置が可能になると見込まれる。また、１） 適ではないモジュールやセル

の周囲に電気を巡らせることで(システムの有効性が高まり、個々のセルの信頼性への依存

度が軽減する)。2)AC電力を直接生産する（住宅への設置が簡単になり、安全性や信頼性

も高まる)、といったことが見込まれる。 
 
考えられる１つのアプローチは、モジュールを統合したパワー・エレクトロニクスを作

ることであるが、この場合、 先端の半導体は、各モジュール(図12)への設置が見込まれ

る、低コストかつ小型の電力変換装置の一体製造を実現するために、 先端材料を凌駕す

る磁性体と絶縁体で積層化される必要があるだろう。これらのエレクトロニクスには、高

温(背面表面温度で100℃)や高周波数スイッチングにも持ちこたえる 先端の半導体材料

が必要になる。 
 
電力事業規模のインバータとして検討されていた方法と同じ、内部スイッチング周波数

を上げるという方法は、モジュールを統合したパワー・エレクトロニクスにも適用できる

ものと考えられる。このようなアーキテクチャにより、モジュールの接続が簡単になり、

各マイクロインバータの周波数を各モジュールに合わせることで、システム全体のエネル

ギー変換効率が改善されるものと考えられる。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織／原田 玲子） 
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捕足資料 F：アレイ生産におけるコスト削減課題 
 
 ソーラーPV 技術は現在まで、モジュールコストの削減において著しい進歩を遂げてい

るが、結晶シリコンとテルル化カドミウムセルの将来についての詳細にわたる分析によれ

ば、既存技術からみた学習曲線から見ると、その目標価格の達成が困難であることを示唆

している。以下の数値は、ひとつのセルの理論的限界（29%）の 80%を実現することがで

き、かつ、ウエハの厚さを現在の約 180 ミクロンから 80 ミクロンにまで薄くすることが

できれば、結晶シリコンのモジュール価格を、約 73 セント/W にすることができることを

示している。 
 

 
 テルル化カドミウムのモジュールは急な価格の削減が実現され、効率面における、部分

的な継続的改善による、持続的なコスト削減の途上にある。現在のセルの効率性は約 11%
だが、研究では 17%を達成し、理論上の効率性は約 29%である。しかし、過去数年間の研

究は、実際に 11%を超える効率性を実現することは非常に困難であり、近年の効率向上率

が大幅に減速していることを示唆している。アレイのユニット生産分野でもコストを 26%
削減しつつ、14%の効率を達成できるという楽観的予測をしたとしても、アレイ価格は引

き続き、約 63 セント/W だろう。 
 

c-Si モジュール生産コスト： 
技術（コスト）改善のチャンス 

理論的限界に近い：効率性が

24%までのセル；低シリコン価

格（$32/kg）、80ミクロンの

カーフレスウエハ 
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14%の効率で、$0.52/W コスト

（$0.63/W価格）を達成するためには、

効率を 32%上げると同時に、生産コス

トを 26%削減しなければならない。 

First Solar 社のモジュール効率：
報告データ（2001 年 Q1 2010 年） 

ロードマップの目標（14.4%） 

図 13 主要な CdTe メーカーである First Solar 社の四半期毎のモジュール効率は 

技術的進歩を促進し続けるためには画期的な革新が必要だと示唆している 

ソーラーPV 学習曲線： 
先端技術：結晶シリコン（c-Si）、テルル化カドミウム（CdTe） 

累積生産量（MWs）
 

図 14 国際的ソーラーPV モジュール価格の傾向： 
シリコンウエハベースと CdTe、過去のデータと短期予測 

 
（出典：Mints, Navigant; Bloomberg NEF; First Solar Earnings Reports;  

NREL Internal silicon PV cost model）

モ
ジ
ュ
ー

ル
平
均

売
買
価

格
 

（
$/

W
p）

 

NEDO海外レポート　NO.1073, 2011.4.27

47



 しかし、過去の実績は、必ずしも将来の進展の指標とはならない。モジュール価格の動

向は、例えば、生産効率、スケールメリット注1やイノベーションなど、いくつかの複雑な

要因による影響を表わしている注2。これらの技術が成熟するにつれ、より一層のコスト削

減に結びつく生産効率とスケールメリットの貢献度は減少するだろう。継続的かつ影響力

の強いイノベーションの重要性は、これまでの傾向を維持することにおいて極めて重要と

なるだろう。 
 
 c-Si のコストは、新たなモジュール封入材料なくしては、ガラスのような商品材料コス

トにより定義される自然な漸近線注3に達するだろう（漸近線または図 14 の青点線で表わ

されている現在の c-Si モジュールコストの下限）。 
 
 最新の薄膜技術である CdTe に関して、さらにコスト削減を行うためには、平均的モジ

ュールでより高い効率が求められる。First Solar 社のロードマップに基づくと、2014 年

までに 14％に達すると予想されている。この目標へ道筋は既知であり、技術イノベーショ

ンが盛んであるが、これら大量生産を実施するというシナリオにおけるイノベーションは

挑戦的なものになるだろう。しかし、この技術の効率性を 14％以上にするためには、より

大きな挑戦的な課題があり、その例として、吸収材層の寿命を延ばすことが挙げられる。

吸収材の品質向上のためには、粒子サイズを大きくしなければならないということが、一

般的に知られている。これを達成するひとつの方法に、蒸着プロセスの速度を遅くする方

法があるが、よりコストが掛かってしまうという望ましくない影響がある。材料技術での

イノベーションは、この二律背反の解消のため必要である。 
 
 表 7 で示されている 2016 年の典型的な c-Si モジュールの予測される比率に従い、資本

金、材料および人件費の内訳を仮定すると、この 48 セントは、それぞれ 1 ワットあたり、

資本償却の 9 セント、材料の 22 セント、人件費の 5 セントから構成されることになるだ

ろう。この内訳は、システム全体で$1/W を達成するための課題をより詳しく説明してい

る。例えば、原価償却期間が 7 年だとすると、当初資本金コストは、約 63 セント/W 程度

でなければならない。これは、First Solar 社と比較し約 50%、現在のウエハ化されたシリ

コンと比較し 25%～30％の改善が求められる。 
 

材料に関してのモジュール効率を、極めて意欲的な 29％（ウエハ化されたシリコンの

Shockley-Queisser の限界効率）だと仮定すると、22 セント/W は、$65/平方メートルの

面積コストと同等である。この高効率の仮定でさえ、ガラス、基板、バックシートを覆う

商品材料や、シリコン、シルバー、アルミニウムフレームなどの部品材料は、モジュール

コストを上回るだろう。現在のコストでは、TCO（Transparent Conductive Oxide、透明

                                                 
注1 生産規模を拡大することにより製造原価が下がること。 
注2 Gregory F. Nemet, “Beyond the learning curve：factors influencing cost reductions in photovoltaics”, 

Energy and Policy 34 (2006) 3218-323, August 2005 
注3 漸近線は、ある曲線が任意に十分接近する直線または曲線のこと。 

NEDO海外レポート　NO.1073, 2011.4.27

48



導電酸化物）と反射防止コーティングがされたガラスは、具体的に全体コストの 16%~25%
を占めており、より安価な基板とコーティング技術の必要性を指摘している。また、フレ

ームや他の構造用部品は、全体の 25%を占める可能性があり、フレームレスで、可能であ

れば、フレキシブルなモジュール技術の必要性を示唆している。また、柔軟性や他の軽量

な構造モジュールに向けたアプローチは、現在 8 セント～10 セント/W 注4の出荷コストを

大幅に削減することができる可能性を持っている。 
 
 

 2010 年 
（推計） 

2016 年 
（計画） 

$1/W 目標 

 コスト コスト コスト（$/W） コスト（$/㎡） 
資本金 $0.02 $0.02 $0.09      $27 
材料費 $0.79 $0.49 $0.22      $65 
人件費 $0.09 $0.12 $0.05      $16 
利益 $0.62 $0.24 $0.11 
 $1.70 $1.05 $0.48 

表 9 c-Si PV モジュールのコスト内訳（「$1/W 目標」は効率性 29%を前提としている） 

 
 
 表 9 は、サプライチェーンを要約した、生産モデルから見た大きなコスト削減の可能性

に基づいている。現在、ウエハ化されたシリコンモジュールのサプライチェーン（多結晶

シリコンプロセス、ウエハ化、セル生産、モジュール組み立て）には 4 つの異なる段階が

あり、それぞれの段階で、その利益がコストに付加され、最終製品コストとなっている。

プロセスの統合（大部分が、多結晶プロセスを組み合わせること、および/または、ウエハ

化とセル・モジュール生産を組み合わせることを通して）で一部の試みが行われている一

方で、分割に向けた反対の方向性もある。生来統合化されている薄膜技術に向かうことに

より、大幅なこのマージンを圧縮できると考えられる。一例として、First Solar 社は、ガ

ラス、蒸着ガスや他の材料などの基本材料を同社の一工場へ搬入し、そこから完成モジュ

ールを出荷している。ウエハ化シリコンの生産施設では、現在、これに類似したようなも

のはない。同産業を薄膜技術へ近づけることにより、現在の中国のシリコンウエハメーカ

ーの競争優位性に対抗し、より多くの米国による輸出のチャンスを作り出す可能性がある。
注5 
 
 同様の分析が、周辺装置と建設コスト削減への挑戦的課題を調べるためになされ得る。

表 10 では、$1/W のシステムを設置するための建設人件費と間接費は約 19 セント/W であ

                                                 
注4 NREL Analysis internal memo, “Solar Manufacturing Cost Models,” Alan Goodrich, April 29, 2010. 
注5 Asia: 65% silicon wafer‐global market share; Company production capacities Silicon for Solar Cell”, 

RTS Corporation, September 2009 
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る。大規模な実用的システムでは、人件費のわずか 5 分の 1 が機械の建設のために費やさ

れ、そのほとんどが電気の接続のためである。これは、効率的な構成部品の設計により、

建設コストを削減することができるチャンスがあることを示している。例えば、新しく画

期的な接続スキームを活用し、電気設備の人件費を削減するために、各モジュールに統合

されているマイクロインバータが開発されるかもしれない。コスト削減の他の方法には、

多数の電気接続を組み込んだより大きなパネルを作ることが挙げられる。この方法では、

パネルは、多くの電気的な接合が統合化されたフレキシブルなロール材料として設置され

る可能性がある。 
 
 

 2010 年 
（推計） 

2016 年 
（計画） 

$1/W 目標 

 コスト コスト コスト($/W） コスト($/㎡）

実装、配線、その他 $0.87 $0.38 $0.17      $50 
建設人件費、OH、その他 $1.10 $0.41 $0.19      $54 
認証、設計、管理 $0.23 $0.18 $0.08      $24 
 $2.20 $0.97 $0.44 

表 10 周辺装置/建設のコスト内訳（「$1/W 目標」値は効率性 29%を前提としている） 

 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子／飯塚 和子） 
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プ ゼ 資

ソーラーエネルギー技術プログラム

仮訳

〈資料No.1,2,3関連詳細資料〉

（プレゼンテーション資料）

1ドル/Wのソーラー発電の見通し

$1/W ワークショップ
2010.8.10

仮訳

プログラム・マネージャ

ソーラー・エネルギー技術プログラム（SETP)

エネルギー省（DOE）

エネルギー効率化・再生可能エネルギー局

但し書き（Disclaimer)

「予測することは難しい、特に将来については」

－種々の出典より
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ogasaharakzk
タイプライターテキスト
（資料No.  1,2,3 -2)



パワー・エレクトロニクス

$1/Wattのユーティリティーシステム

コスト削減目標到達には全てのＰＶシステム
構成要素の進化が必要

BOS※/建設

モジュール

※ Balance of System: 架台などの周辺部材等

ファイナンス条件

• 低： 8.2% 税引き後WACC

• 高：9.9% 税引き後WACC

地理的な位置

・ アリゾナ州フェニックス

・ ミズーリ州カンサス市 20
09

$) 現状のPV均等化発電原

価均コストと電力価格

（LCOE:均等化発電原価）

注） LCOE は、プロジェクト期間中のプロジェクト・コストをすべてカバーする
のに必要な販売価格のことで、恒常ドルで表示される（すなわち必要収入
額を表す）。LCOE は市場価格ではなくコストに基づくもので、電気の母線コ
ストを示すものであり、送電・配電コストは含まない。

公共電力用PV

公共電力用PV：LCOEの目標

・ ニューヨーク州ニューヨー

ク

2015年
・ 30%のITC（投資税額控除）

で、PVが、全ての条件下で

電力の卸売り価格と、概ね

競争力を有する

・ 10%のITCで、PVが、全て

の条件下で、かつベストな距

離およびファイナンス条件下

での電力卸売価格とCA MPR ル
ギ
ー
の
コ
ス
ト
（
セ
ン
ト
）

/K
W

h
(

投資税額控除（ITC)が
2016年後に変わる

CA参考市場価格§

電力卸売り価格 ‡ 

10%ICT条件でのPV電気

初期のグリッド・パリティー＊：2014

広域でのグリッド・パリティー：2030
*発電コストが既存の系統電力の価格（電力料金）と同

等になること

での電力卸売価格とCA MPR

と同等またはそれ以下となる。

2030年
・ 10%のITCで、PVが、全て

の条件下で、全ての距離お

よびファイナンス条件下での

電力卸売価格と概ね競争力

を有する

エ
ネ
ル

＊PVの所有者をIOUまたはIPPと仮定、このため、LCOEには発電電力への課税される。5年の修正加速償却制度（MACRS） を含んでいるが州や地域のインセンティブは含まれない。電力のPV 
LCOEの範囲は異なる距離とファイナンス条件によるものである。完全な想定リストの作成に対しては、進行中の「DOE Solar Cost Target（太陽電池コスト目標）」を参照されたい。

‡  電力料金の範囲は平均米国-卸し売り価格の上下で１標準偏差の値を示す。

§2009年カルフォルニア参考市場価格（CA MAR）は、太陽電力の時間供給変動よる電力価格の補正が含まれる（低い値： SDG＆E, 中間値： PG&G, 高い値： SCE)
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ファイナンスメカニズム

• 住宅ローン（ファイナンス

80% ,利息6.0%,期間30
年）

• 住宅担保ローン（100%
ファイナンス，利息7.75%，

期間15年） 20
09

$)

現状のPV均等化発電原

価均コストと電力価格

注） LCOE は、プロジェクト期間中のプロジェクト・コストをすべてカバー
するのに必要な販売価格のことで、恒常ドルで表示される（すなわち必
要収入額を表す）。LCOE は市場価格ではなくコストに基づくもので、電
気の母線コストを示すものであり、送電・配電コストは含まない。

住宅用PV

住宅用PV：LCOEの目標

期間15年）

地理的な位置

・ アリゾナ州フェニックス

・ ミズーリ州カンサス市

・ ニューヨーク州ニューヨー

ク

2015年
・ ITC（投資税額控除）無しで、

PVが、全てのファイナンスと

距離条件下で住宅用電気価

格と競争力を有する

ル
ギ
ー
の
コ
ス
ト
（
セ
ン
ト
）

/K
W

h
(

10%ICT条件でのPV電気

初期のグリッド・パリティー＊：2014

広域でのグリッド・パリティー：2030
*発電コストが既存の系統電力の価格（電力料金）と同

等になること

住宅用電力価格 ‡

投資税額控除（ITC)が
2016年後に変わる

2030年
・ ITC（投資税額控除）無しで、

PVは最高住宅電力価格より

低い均等化発電原価均コス

トである

エ
ネ
ル

＊PVの所有者をIOUまたはIPPと仮定、このため、LCOEには発電電力への課税される。5年の修正加速償却制度（MACRS） を含んでいるが州や地域のインセンティブは含まれない。電力のPV 
LCOEの範囲は異なる距離とファイナンス条件によるものである。完全な想定リストの作成に対しては、進行中の「DOE Solar Cost Target（太陽電池コスト目標）」を参照されたい。

‡  電力料金の範囲は平均米国-卸し売り価格の上下で１標準偏差の値を示す。

§クリーンエネルギーの評価資産（PACE)によるファイナンスは100%ファイナンス、 5%の利息、期間が20年を仮定している
†  現金購入は9.2%の値引きを仮定（名目）、これはS&P 500（ Standard & Poor‘s社発表の500社株価平均）の長期的リターン［収益率］に相当する

ソーラーPVのコスト削減の進展，
既存技術の展開の可能性

ソーラーPVの経験曲線：
結晶シリコン（c-Si)

出典； Navigant, Bloomberg NEF, NREL internal cost model

）
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ル
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製造コストモデルの見通し：
結晶シリコンPV
ソーラーPVのコスト削減の進展，
既存技術の展開の可能性

多結晶Si
原材料

ウェハー セル モジュール

各ステップでの詳細価格モデルの策定：

技術（価格）の改善機会の評価：

個々の製造工程のシミュレーション

独立した個々のプロセス、材料特性に対する感度（分析）：

バリュー・チェーンの中の各々の工程の余裕しろ

中間製品販売機会（販売のチャンス）

仮の損益計算書

最小持続生産量（minimum sustainable)： 予測からの市場ノイズの排除

モデル開発に不可欠な産業界の関係者との
共同作業

FBRプロセスの導入によるシリコン原料のコ
スト削減

太陽電池グレード品質のシリコン製造コスト ：
現在の価格1, (2)将来の価格低下の可能性：最低生産価格（Siemens, FBR)2

出典：1「SG-Si Price Today」：Photon International Si Price Index（2010 5月）
2 「FBR 価格： NRELの内部推定（Siemens Si)

推定される無駄
の削減

FBRプロセスの強み

高品質シランガスの活用

低温プロセス（エネルギー）

資本稼働率

歩留まり改善（率）

の削減

$U
S/

kg

全コスト便益：～40%

資本稼働率

材料品質

少ないメタル、Ｏ2含有率

結晶成長の強み

複数回の再充填（半連続式 Cz 成
長）

多結晶シリコン製造法

SG-Si 価格(現在） SG-Si Siemens法 SG-Si FBR法

2015年まで, SG-Si価格最小製造価格するための無駄
の圧縮を実施

2030年まで, FBRにより２０％製造

先端的なセル技術によるFBRの
追加的な削減
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2011/4/22

コスト削減の見込み：
C-Si ウェハー

単結晶シリコン（c-Si)の結晶化とウェハー製造コスト：
技術改善戦略の概要

・20％モジュール効率向上
・ 32% PS 価格削減
・11% ウェハー厚み、14%切断代削減
・半連続式 Cz-結晶成長

・25％モジュール効率向上・25％モジュール効率向上
・ 3% PS 価格削減
・ 13% ウェハー厚み、20%切断代削減
・ダイアモンドワイアー切断ウェハー製造

・0％モジュール効率向上
・ 4% PS 価格削減
・ 43% ウェハー厚み、

100%切断代削減 OD saw：Outer Diameter saw （外周刃切断）

主なイノベーション

半連続式CZ-結晶成長

ダイアモンドワイアー切断ウェハー製造

切断代ゼロのウェハー製造（80 ミクロン）

C-Si  セル説明: 2030
★公開出来ない（文献）セル・デザインであり、権利者の構造絵で説明

全背（交互勘合）コンタクト

長寿命（n-type）ウェハー

超薄型（80ミクロン）切断代のないウェハー

高品質不活性面

エミッター接合プレーティング

底面ポイント接触緩衝材

プリントAlコンタクト

非電解ニッケルバリアー、Cuプレーティング
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c-Si セル 価格

単結晶（c-Si)セル製造コスト
標準セル(2010年)，選択エミッタ（2015年)，薄型IBC※(2020年)，超薄型IBC（2030年）

※IBC（Interdigitated Back Contact）

間接（労務)費

メンテナンス

建設費

資本コスト

建設費

工具費

ユーティリティー費

機器費

直接労務費

材料費
ウェハー

価格

Si PVによる実用性能限界

2030年ケース： 24%平均的なセルの生産， 21.5％ モジュール

単結晶（c-Si)モジュール製造コスト
技術(価格）改善の機会

間接（労務)費

製造費

ｃ-Si モジュール 価格

資本コスト

製造費

建設費

工具費

ユーティリティー費

機器費

直接労務費

その他材料費

ジャンクション・ボックス

バック・シート

EVAシート

ガラス

セル

モジュール価格
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太陽電池PVの価格低減の進歩
既存技術の展開の可能性

ソーラーPVの経験曲線：
結晶シリコン（c-Si)

出典； Navigant, Bloomberg NEF, NREL internal cost model

太陽電池PVの価格低減の進歩
既存技術の展開の可能性

ソーラーPVの経験曲線：
結晶シリコン（c-Si)

出典； Navigant, Bloomberg NEF, NREL internal cost model
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太陽電池PVの価格低減の進歩
既存技術の展開の可能性

ソーラーPVの経験曲線：
カドニウム・テリル（ＣｄＴｅ）

出典； (cdTe ) First Solar Earnings Presentation, SEC filings

CdTe太陽電池の効率化のロードマップ
イノベーションが効率化に不可欠である

CdTe PVモジュールの効率：

First Solarプロジェクトが$0.52/Wのコスト（$0.63/W価格）を宣言した（2009年6月）

14.4%は大きなモジュール技術の進歩を意味する（現状、つまり新規チャンピョンセルの86%）を意味する

C-Siモジュールクラスのベスト値：ラボのチャンピョン値の～79％, そのギャップを無くすために多くの年月が必要
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太陽電池PVの価格低減の進歩
既存技術の展開の可能性

ソーラーPVの経験曲線：
カドニウム・テリル（ＣｄＴｅ）

出典； (cdTe ) First Solar Earnings Presentation, SEC filings

太陽電池PVの価格低減の進歩
既存技術の展開の可能性

ソーラーPVの経験曲線：
カドニウム・テリル（ＣｄＴｅ）

出典； (cdTe ) First Solar Earnings Presentation, SEC filings
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＄０．５０/Ｗモジュールへのチャレンジ：可
能性のあるモジュールコストブレークダウン

資産

材料

労務費

利益

＄０．５０/Ｗのモジュール販売価格を達成するためには

＄０．７０/Ｗの資本支出が要求される

材料費は約＄６８/ｍ２でなければならない*材料費は約＄６８/ｍ でなければならない

ガラス，EVA，およびバック・シートは現状で＄１８/ｍ２，材料経費の
約２５％。メタライズ化が次の重要な課題

製造労務費は＄０．０６/Ｗ以下に計上すべきである

１００ＭＷ工場では，＄５０ｋ/ｙｒのフルタイムで＄１２０ＦＴＥ（常勤換算）に相当

* $/m2は25%効率化と仮定

モジュール以外のソーラーＰＶ
設置（ＢｏＳ※）コスト

モジュール以外の公共電力スケールのＰＶシステムのコスト
20MW固定軸型地上搭載システム（維持管理、インバーターを含む）

※ Balance of System: 架台などの周辺部材

据え付け労務費：

スキルワーカー労務費の約75%

Q&M （維持管理）

インバーター

間接プロジェクトコスト

据え付け

BoS (架台などの周辺部材）

電気配線

架台設備

グリッド接続、電気配線、電力、他の電気

Ｑ＆Ｍコスト：信頼性

インバーター信頼性, 補修

システム・モニターと
予防保全

間接プロジェクト費用は以下で変化；

環境調査：＄１００K （＄１MMまでと
２年）

土地整備：＜＄０．１０／Ｗｐ
（サイトの選択に依存）

送電の連結：
＄１．０－＄１．５ＭＭ（＄８０ＭＭまで；避けるべき）

・ ばらばらに納入されるためのガラス・モジュール据え付けコ
スト（コンポ年との数）

工場でコンポネントを統合
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共同電力スケールのソーラーＰＶ：
モジュール以外のコスト

モジュール以外の公共電力スケールのＰＶシステムのコスト
20MW固定軸型地上搭載システム（維持管理、インバーターを含む）

Q&M （維持管理）

インバーター

間接プロジェクトコスト

据え付け

BoS (架台などの周辺部材）

電気配線

架台設備

２５％モジュール効率化シナリオに関して、０．５０／Ｗｐシステムは以下のアイテムを実施する必要がある：

固定電力費（インバーター、Ｏ＆Ｍ）を６６％削減

電気配線コスト（長、短；仕様も含む）と据付費を５０％カット

架台設備、ＢｏＳ部品を３３％減少

モジュール以外の公共電力スケールのＰＶシステムのコスト
20MW固定軸型地上搭載システム（維持管理、インバーターを含む）

モジュール以外の効率化への
コスト感度分析

モジュールの効率化のみはグリッド・パリティ達成に適切でない（モジュール以外のコストは実用限界で
１＄／Ｗを超過する；２５％）

NEDO海外レポート　NO.1073, 2011.4.27

61



ソーラーＰＶエネルギコスト：
現状と予測（先端技術）

ソーラーエネルギーコスト：
アリゾナ州フェニックス；公共電力地上設置システム

モジュール形式, 価格, 効率性

米国卸売り電力価格

（米国国内平均 5 72）（米国国内平均 5.72）

補助金を受けていなソーラーＰＶエネルギーコストは米国卸売り平均電力価格を５０％
以上超える値を予測（最善のソーラーソースで）

要約

モジュールコストの削減の歴史からみて基本的には継続し
ないえるだろう

広い範囲での（補助金を受けない）米国での導入というコスト目広い範囲での（補助金を受けない）米国での導入というコスト目
標は変革的な技術イノベーションが必要と思われる

モジュールコストと性能

電力工学の効率化と信頼性

ＢｏＳ，据付コスト

高コストの電力市場に注力することによりこの産業への投資に
対するインセンティブが減少するだろう

米国市場で＄１／Ｗを成功させることにより世界の他の地域で
米国の産業が指導的役割をはたせる
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翻訳：NEDO（担当総務企画部小笠原一紀）

出典：本資料は以下のEERE 記事を翻訳したものである。
http://www1.eere.energy.gov/solar/sunshot/pdfs/dpw_lushetsky.pdf

NEDO海外レポート　NO.1073, 2011.4.27

63



【政策】洋上風力発電  
 
 仮訳 
 

内務省が初の洋上風力発電の｢スマート｣リースを開始（米国） 

（2011.3.30記事） 
 

米国内務省(DOI)が、エネルギー省(DOE)の大西洋上風力プログラム、｢スタートからス

マートに(Smart from the Start)｣の下、風力発電用にデラウェア州沿岸沖の使用権をリー

スする申請手続きを初めて開始する。 
 

DOIとその所管である海洋エネルギー管理・規制・執行局(Bureau of Ocean Energy 
Management, Regulation and Enforcement :BOEMRE)は、この連邦大陸棚(Outer 
Continental Shelf : OCS)地域における商用規模の風力エネルギー開発には、利権の競合は

ないという判断に基づく決定事項を、3月24日に発表した。 
 
｢スマート｣手続きを早めることで、当局は、NRG Bluewater Wind Delaware社注1と独

占リース契約を結ぶ方向に進むことができる。同社は、デューイビーチ(Dewey Beach)か
ら11マイル東の地点に段階的な風力タービンの開発を提案し、同州最大の公益事業体であ

るデルマーバ社(Delmarva Power)注2に沖合の公共用電力を販売する契約を結んだ。 
 
環境面の見直し、および連邦政府、州、地方、地元関係組織との協議など、リース前に

行うべき手順が公表される。このほか、ひとたびリース契約が公表されれば、開発業者は、

建設および運用計画の詳細の提出を要求されることになる。その内容は、提案プロジェク

トに関するあらゆる最終決定の前の、追加的な環境の見直しと公式コメントに左右される。 
 
 競争力のある利益について評価するため、BOEMREは、デラウェア州沖合連邦水域内

の風力エネルギー開発に関して、権利の請求を連邦官報に発表し、認定組織すなわち

Bluewater社からの返答のみを受け取った。 
また、提案されたこの事業に関するパブリック・コメントを受け、BOEMREは、米国

の沿岸警備隊と協力して、リース提案区域における船隻活動を、より数値化していく予定

である。BOEMREはまもなく連邦官報に、沖合再生可能エネルギーに関する条例の定め

るところにより、利権の競合がないという判断に基づくリース手続きを進めるという決定

事項を発表する予定である。BOEMREのウェブサイトに掲載されているデラウェア州プ

                                                 
注1 http://www.bluewaterwind.com/aboutbww.htm 
注2 http://www.delmarva.com/home/ 
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ロジェクトに関するプレスリリースとパブリック・コメントについては、DOIのプレスリ

リースを参照のこと。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
 
出典：本資料は、以下 DOE の記事を翻訳したものである。 
“DOI Begins First 'Smart' Lease for Offshore Wind Power”          
http://192.174.58.140/news/news_detail.cfm/news_id=16828 
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＜資料 No.4 関連詳細資料＞ 風力発電 大陸棚 BOEMRE 
 
 仮訳  
 

大西洋沖合での風力発電開発の概要（米国） 
 
「the Smart from the Start Initiative」とは何か？ 
 大西洋沖へ吹く風は、1,000 ギガワットのエネルギーを持っているとされている。こ

れは、本格的に開発された場合、現在の米国全体の発電容量に相当する。オバマ政権

の 優先課題は、米国の安全保障を強化し、米国人のために新たな雇用を創出し、炭

素排出量を削減することにより、国内の再生可能エネルギー資源を開発することであ

る。この戦略の主たる要素は、効率的で、完全、かつ煩わしい書類手続きを無くした

認証プロセスを実施し、連邦大陸棚（Outer Continental Shelf：OCS）などの、極め

て大きな風力の可能性の経済的恩恵とエネルギーの恩恵をすべて活かすことである。 
 
 内務省（Department of the Interior：DOI）の海洋エネルギー管理・規制・執行局

（Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement：BOEMRE）

は、OCS での再生可能エネルギー開発のためのリースを発行する権限を持ち、2009
年には、洋上風力プロジェクト案などの開発の、レビューと認証プロセスを管理する

規制を 終決定した。2010 年 11 月にサラザール内務長官が発表した「the Smart from 
the Start Initiative（スタートからスマートにイニシアティブ）」は、このプロセスの

合理化と環境配慮型開発の促進を確実にすることを目指している。同イニシアティブ

では、次の事項が実施される： 
 
 大西洋風のための包括的で、迅速なリース枠組みを実施するため、①OCS 沿いの

「風力発電海域（Wind Energy Areas：WEAs）」を認定し、②今後６ヵ月にわた

り、とりまとめ、資金提供や WEA の環境や地球物理的特性や他の用途の情報を主

な機関からの情報を収集する、③期待される投資家や応札者がアクセスでき、か

つ BOEMRE が WEA におけるリース販売を評価できる、だれでも見られる形でそ

の情報を収集する。 
 各プロジェクト案の認証プロセスを簡素化し、リースされる海域に利権の競合が

無い場合、重複する第２回通知書の発行の要求を免除することを含めた、不要な

規制基準を廃止する。 
 沖合送電線を建設するための申請の手続きを行うために、並行して沖合の送電線

を建設する公募を進めるように積極的に動く。WEA のアセスメントは、沖合送電

線と関連したサイトや環境において役立つべきである。 
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 目標は、環境の検討、適切な領域の選定、大規模計画と迅速な認証過程を組み合わ

せることで、大西洋 OCS での責任ある再生可能風力発電開発を加速することである。 
 
WEA はどのように確認されるのか？ 
 BOEMRE は 1 年以上前から、将来の風力プロジェクトに適していると想定される

沖合海域の、重要な基本的情報を収集するため、省庁間のタスクフォースを通じて積

極的に関与してきた。これらのタスクフォースは、地元関係団体、地方自治体、州政

府や他の連邦政府機関の知見や展望をあつめており、洋上風力開発を妨げかねない沖

合海域の将来見込まれる資源や使用者の対立を確認することで、その存在性を増して

きている。 
 
 タスクフォースは大西洋沿いの 13 州のうち、デラウェア、メイン、メリーランド、

マサチューセッツ、ニュージャージー、ニューヨーク、ノースカロライナ、ロードア

イランド、バージニアの 9 州で設立され、フロリダ、オレゴン、サウスカロライナ州

などとも、これら地域にタスクフォースを設立するかについての話し合いが進んでい

る。タスクフォースのメンバーは、広範な利害を代表しており、BOEMRE、FWS（魚

類野生生物庁）、NPS（国立公園局）、NOAA（海洋大気庁）、FAA（連邦航空局）、沿

岸警備隊、環境保護庁、エンジニアチーム、国防省、エネルギー省、関連する州当局

の代表者および地元関係団体の代表者が含まれる。これらのタスクフォースを通して

今まで進められてきた取り組みに基づき、中部大西洋沿岸沖に位置するデラウェア、

メリーランド、ニュージャージーおよびバージニアの 4 州の沖合で、WEA が設定され

た。 
 
 BOEMRE は今後 6 ヵ月間にわたり、州ベースのタスクフォースと、サラザール長

官により召集された省庁間の上級レベル作業部会の両方を通して、省庁間の連携を続

けていくだろう。大西洋上風力省庁間作業部間（The Atlantic Offshore Wind 
Interagency Working Group）は、環境特性、地球物理的特性および確認された WEA
の他の用途に関して、主要機関から追加情報を収集し、公的に利用可能なフォーマッ

トにまとめ、そして、その情報を将来の開発のために確認地域の適合性をさらに評価

するために使用する。 
 
 加えて、BOEMRE は 2010 年、正式な利権の申請書（Requests for Interest：RFIs）
を公表し、特定沖合海域の適合可能性についての一般からのコメントを求め、また、

さらなる開発のために特定海域をリースすることにおいての開発者の利害を裁決する

ことをスタートさせた。これらの RFI は、デラウェア、メリーランドおよびマサチュ

ーセッツ州の沖合海域に対して発表され、ニュージャージー、バージニアおよび他の

州についても RFI（または、「Call for Information and Nominations」と呼ばれる同

様の規制通知）が間もなく発表される。すでに発表された RFI からのコメントは、発
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表された WEA の確認に役立ち、さらに、他の沖合海域に対するこれら通知へのコメ

ントは、WEA のさらなる絞り込みや修正のサポートとなるであろう。 
 
WEA はどこで認定されているのか？ 
 BOEMRE は、他の連邦政府機関や州政府の再生可能エネルギー・タスクフォース

と協議し、以下の風力発電海域（Wind Energy Areas：WEAs）を認定した。BOEMRE
は、これらの地域での商業リースの発行プロセスと、それに続く現地でのアセスメン

ト活動の認証プロセスを開始することを提案している。 
 
 デラウェア州： 沖合海域は、10 の完全な OCS ブロックと 17 の部分的ブロック

から成り、デラウェア湾の入港ルートと出航ルートの間に位置している。WEA の

西端と東端は、それぞれ、デューイビーチから約 11 海里（約 20 キロメートル）

と約 23 海里（約 43 キロメートル）である。全海域は約 122 平方海里（約 226 平

方キロメートル）である。 
 メリーランド州： 沖合海域は、29 の完全な OCS ブロックと 4 の部分的ブロッ

クから成る。WEA の西端と東端は、それぞれ、メリーランド州沿岸のオーシャン

シティから約 10 海里（約 19 キロ）と約 27 海里（約 50 キロ）である。全海域は

約 207 平方海里（約 383 平方キロメートル）である。 
 ニュージャージー州： 沖合海域は、約 43 の完全な OCS ブロックと 34 の部分的

ブロックから成る。WEA の境界は、沿岸沖 7 海里（約 13 キロ）から、海の方向

に約 23 海里（約 43 キロ）までに及び、アバロンとバーニガットライト間で、南

西から北東へ約 45 海里に広がっている。全海域は約 418 平方海里（約 774 平方キ

ロメートル）である。 
 バージニア州： 沖合海域は 22 の完全な OCS リースブロックと 5 の部分的ブロ

ックから成り、同海域の西端と東端は、それぞれ、ヴァージニアビーチから約 20
海里（約 37 キロ）と約 37 海里（約 69 キロ）である。全海域は約 165 海里平方

海里（約 306 平方キロメートル）である。 
 
 これら海域の地図は、BOEMRE のウェブサイトで閲覧できる： 
http://www.boemre.gov/offshore/RenewableEnergy/. 
 
BOEMRE により開始された環境アセスメントは何を評価するのか？ 
 BOEMRE は連邦公報で発表される意向通知（Notice of Intent）を発行し、国家環

境政策法（National Environmental Policy Act：NEPA）に準じ、適度に予測可能な

現地の特性アセスメント調査とアセスメント活動の環境効果について環境アセスメン

ト（Environmental Assessment：EA）を準備することを発表している。これらの調

査と活動は、BOEMRE が確認されたデラウェア、メリーランド、ニュージャージー

およびバージニア州沖合で確認された WEA でリースが発行された場合に実施される
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可能性がある。BOEMRE は、WEA アセスメントプロセスへの住民の参加を促進する

ために、このスコーピングプロセス注1をすでに開始している。 
 
 中部大西洋 EA では、先に確認されたデラウェア、メリーランド、ニュージャージ

ーおよびバージニア州沖合の地理的海域の、再生可能エネルギーリース発行による環

境への潜在的影響が分析される。これには、先述のリース海域で実施される可能性の

ある地球物理学、考古学および生物学調査など、関連する現地特性アセスメント活動

が含まれている。また、リース海域で実施される可能性のある気象観測塔や気象観測

ブイの設置など、現地アセスメント活動に関連した環境への潜在的影響も分析される。

これらの活動は、BOEMRE の再生可能エネルギー規制に基づき必須とされる現地ア

セスメント計画（Site Assessment Plans）で承認されなければならない。 
 
 EA では、各洋上風力プロジェクトの建設と運営に関連した、環境への潜在的影響は

評価されない。BOEMRE の新たな規制基準に従い、リース保有者は建設や運営を始

める前に、建設および運営計画を提出し、当局から承認を得なければならない。各建

設および運営計画の包括的 NEPA レビューは、計画が提出された後に実施され、特定

のプロジェクト案の全面的な公開レビューを確定的にする。 
 
 BOEMRE は、重要課題の確認についての情報提供や、EA で分析される追加的代替

案を求めている。EA は、中部大西洋 WEA でのリースを認可したり、現地アセスメン

ト計画を承認したりすることによる影響を評価する。また、以下に記述されている

WEA でのリース、現地特性アセスメントおよび現地アセスメント活動などに起因する、

環境資源や社会経済的状況への影響を軽減する対策（例えば、技術、陸地からの距離

やタイミングに基づいた活動への制限）についての情報提供も求められている。異な

る EA により、ひとつまたはそれ以上の WEA を分析することが適切になるだろう。

EA プロセス期間には、他の連邦政府機関、民族政府や影響を受けた州政府との協議が

行われ、特定リースの発行や、リース海域に関する現地アセスメント計画の承認にか

かわらず、 終決定が下される前に完了される。 
 
 意向通知の EA プロセスに関する詳細は、2 月 8 日（火）から、以下のサイトで参

照できる： 
http://www.boemre.gov/offshore/RenewableEnergy/ 
 
BOEMRE による他の OCS 海域の WEA 認定時期は？ 
 BOEMRE は、2011 年 3 月にマサチューセッツ、ロードアイランド州など、北大西

洋沿岸州沖の OCS 海域に WEA を認定し、この時点で、上述されているように同様の

                                                  
注1 環境アセスメントなどの前に、その項目や方法を公開し、広く意見を求めること。公開討論会、アン

ケートやヒアリングなどが含まれる。 
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NEPA プロセスを開始する。また、2011 年 5 月には、南大西洋沿岸州（ノースカロラ

イナ州沖）の OCS 海域にも WEA を認定し、同プロセスを開始すると予測している。

ジョージア、メイン、ニューヨークの各州沖合の OCS 海域は、それら EA に属する可

能性がある、つまり当然ながら別のアセスメントプロセスが後で適用されるため、対

象地域のリソースやユーザー対立に関する情報を収集する時間が別途与えられる。 
 

BOEMRE は、大西洋と太平洋の両沿岸沖の OCS 海域全域において洋上風力（発電）

の開発促進に安全や環境の義務に関する法令に合致しつつ、できるだけ短い時間での

実施を取り組んでいる。我々は、沖合再生可能資源開発を進めることに関心を持って

いるすべての州と密に仕事を続けていく。 
 
現在のリース保有者は WEA イニシアティブの影響を受けるか？ OCS 沖合の風力開

発リース権を持つのは何社で、どのようなリース権を持っているのか？ 
2010 年 10 月、BOEMRE はマサチューセッツ州沖合海域について、Cape Wind 

Associates 社に対する米国初の連邦商業沖合風力リースを発表した。この他にも、デ

ラウェアやニュージャージー州の沿岸沖の現地アセスメント活動に従事してきた多く

の｢暫定政策｣によるリース保有者も含まれている。 
 

これらのリースは、BOEMRE が再生可能エネルギー規制について決定を下す前に

実施された暫定政策に従って交付された。また、いくつかの州の沿岸沖の OCS が計画

を見込んでいるプロジェクトについて、 初の非募集の申請書を提出した開発業者も

いた。 
 

これらのケースの内のいくつかの場合、すでに実施されている現地アセスメント活

動は、個々のプロジェクトの建設案の詳細および業務計画を知らせるのには十分で、

BOEMRE は早ければ今年の秋にも、個々のプロジェクト案の見直しを開始させるこ

とができるものと考えられる。 
 

BOEMRE は、個々のプロジェクトすべてに対し迅速な見直しを行っており、この

結果、建設を行うかどうかの決定を早急に行えるようになる。風力エネルギー・プロ

ジェクトが承認される前には必ず、特定地域向けの環境影響証明書がすべて必要にな

るようであるが、これらのタイプの見直しを終えるために何年もかける必要はない。

このイニシアティブの一部として、同省は上記の見直しを行い、人材や財源の要求に

対して、積極的なスケジュールを約束する予定である。 
 
この WEA 対策は、｢沿岸・海洋利用計画｣大統領令とどう関係するか？ 

オバマ大統領は、大統領命令 13547（2010 年７月 19 日）の中で、洋上、沿岸、五

大湖の管理責任に関する国策を定めた。この国策を実施するため、大統領は担当する
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（資料 N0.4-1） 

 

すべての省庁および政府関係機関に対し、総合的かつ順応性のある統合エコシステム

を基に、現在と今後の海洋、沿岸、五大湖地域の利用状況を健全な科学に基づいて分

析する、透明性のある計画の策定に参画するよう命じた。 
 

この｢沿岸・海洋利用計画｣のプロセスは、利用に際しての衝突や環境への影響を減

らし、矛盾のない利用を促進し、経済、環境、安全保障、社会的目標に見合うために

重要なエコシステムサービスを維持するために、さまざまなタイプの社会階層の活動

に 適な地域を認定するものである。 
 

我々は、｢the Smart from the Start Initiative｣の成果は、国家海洋委員会 （National 
Ocean Council：NOC）注2が設立した都市計画機構（Regional Planning Bodies）に

とって役に立つものになるだろうと想定している。例えば、これらの沖合海域の環境

アセスメントは、都市計画機構が定める｢沿岸・海洋利用計画｣に情報提供を行う上で、

極めて重要な役割を果たす。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子／原田 玲子） 
 
 
出典：本資料は、以下 DOI の記事を翻訳したものである 
“Overview: Offshore Wind Energy Development off the Atlantic Coast” 
（ http://www.doi.gov/news/pressreleases/loader.cfm?csModule=security/getfile&pa
geid=186636） 
 
 

                                                  
注2 http://www.whitehouse.gov/administration/eop/oceans 
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【ナノテク・材料】タンパク質 らせん構造 ポリペプチド鎖 
 
仮訳 
 

より簡単なタンパク質作成方法で新ナノ医薬品開発が可能に（米国） 

(2011.2.22 記事) 
 

イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の研究者グループは、らせん構造で、かつ水溶

性の、短いタンパク質鎖の簡単な作成方法を開発した。らせん構造と水溶性の２つの特性

は、通常は共存しないものであるが、その両特性を備えたこの構造は、自己組織化を行う

ナノ構造のビルディング・ブロックとして、また、薬剤や遺伝子のデリバリーの手段とし

て応用できる。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
イリノイ大学、材料工学教授の Jianjun Cheng 氏が率いる同研究チームは、その研究結

果を、2 月 22 日発行の Nature Communications 誌に掲載した。 
 
自己組織化構造のためのビルディング・ブロックとして使用できる大型高分子の設計は、

これまでずっと、材料化学者たちの関心事であった。難題は、分子が通常、ボール形状す

なわち球状であるために、規則的な集合体を形成する能力に限界が生じてしまう点であっ

た。しかし、タンパク質のような、アミノ酸のポリペプチド鎖は、らせん構造を形成する

左から、学部生の Jason Lang 氏、大学院生 Yugang Bai 氏、Hua Lu 氏、材料工学教授

の Jianjun Cheng 氏。彼らは、らせん構造かつ水溶性の短いタンパク質鎖を作る簡単な

方法を開発した。これらの２つの特性は通常、共存しないものである。 

（写真:Brian Stauffer） 
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ことができる。らせん状を形成する短いポリペプチド鎖は、円筒状のロッドのように作用

する。 
 
Cheng 教授は、｢２本の堅いロッドがあり、それらの電荷が正と負が互いに隣接してい

る場合は、両者は互いにくっつこうとする。しかし電荷を表面に帯びさせる方法があれば、

ロッドは、近接したコンパクトな形で塊になることができるため、三次元構造を形成する｣

と述べた。 
   

同研究グループは、端部が帯電された細長い側鎖により、

短い鎖のタンパク質が安定したらせん状を形成できるよう

になることを発見した。しかし、溶液として使用できるよ

うに、らせん状の水溶性ポリペプチドを作ることは難しい。

ポリペプチドは、側鎖を水溶性にすることにより得られる。

側鎖の分子構造は、ポリペプチド鎖にリンクしたアミノ酸

に由来している。側鎖に正負の電荷を持ったアミノ酸は、

水中にポリペプチドを分散させるために必要である。 
 
帯電した側鎖を持つポリペプチド鎖がらせん構造を作る時に、問題が生じる。帯電によ

り、側鎖間に強力な反発作用が生じ、らせん構造を不安定なものにしてしまうのである。

これにより、水溶性のポリペプチドは、望ましいらせん状ではなく、ランダムコイル構造
注1を形成することになる。 

 
らせん状の水溶性ポリペプチドの謎を解こうと、研究者たちは、いくつもの複雑な方法

に挑戦してきた。たとえば、高水溶性の薬品を側鎖して、そのポリペプチド全体の溶解度

を上げたり、両端ではなく片方だけにらせん構造を形成したりといったことを試みた。 
 
Cheng 教授は、｢らせん構造や溶解度を得ることはできても、らせん構造を非常に特殊

な方法で設計しなければならない。このペプチド・デザインには、非常に特殊な配列が必

要なのだ。このため、構築できるポリペプチドの種類は非常に限定され、これらのポリペ

プチドを設計し、取り扱うことは容易ではないのだ｣と述べている。 
 
ところが、同氏の研究グループは、非常に直接的で簡単な方法を開発したのである。電

荷の接近により、らせん構造を壊す反発作用が生じてしまうため、研究者たちは、単純に

側鎖を伸ばし、電荷を構造の骨格部分から遠くに離し、側鎖がより自由に相互に離れた状

態にしたのである。 
                                                 
注1ポリマーを構成するモノマーが隣接したモノマーと結合しながらランダムに配向した構造。（Wikipedia よ

り引用） 
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研究者らは、先端に電荷を持つ側鎖の長さを長くすると、ポリペプチドのらせん構造を

形成する傾向も増加することを観察した。 
 Cheng 教授は、「これは、骨格部分から電荷を逃がすという、とてもシンプルなアイデ

アである。より長い側鎖を作ることは非常に簡単で、電荷と骨格部分の間の距離を単に押

し広げることによって、らせん構造を巻き取る素晴らしい特性を持っている」と述べた。 
 
 研究グループは、長い側鎖を持つポリペプチドが、らせん構造を形成するだけでなく電

荷されていないらせん構造と比較した時でさえも、驚くべき安定性を見せることを発見し

た。らせん構造は、温度、ペーハー、そして、大部分のポリペプチドのらせん構造をほぐ

す他の変性剤に影響されないと思われる。 
 
 これは、大きな疎水性側鎖を持つアミノ酸が、なぜ自然界に存在しないのかを説明する

かもしれない。このような不変性が、タンパク質構造のダイナミックな巻き取りとほぐし

を妨げる。そして、この性質は、多くの生物学的プロセスにとり必須となっている。しか

し、強固な安定性は、同グループが研究を行っている用途（ガン性腫瘍や幹細胞に、特に

的を絞った薬物や遺伝子のデリバリーのためのナノ構造）にとり、好ましい特性である。 
 
 Cheng 教授は、「我々は、形と電荷、そして、体内での除去のための側鎖が与える影響

が何であるかを調べるために、らせん構造の長さの相互関係と体内での循環を試験したい

と考えている。最近の研究は、ナノ構造（球体構造対チューブ）の縦横比（aspect ratio）
が、体内の腫瘍細胞への浸透と循環半減期に大きな影響を及ぼすことを明らかにしている」

と語った。 
 
 Cheng 教授は、様々な長さの骨格部分、側鎖の長さおよび電荷タイプを持った、短いら

せん構造のポリペプチドのライブラリを作る計画である。また、化学をより一層簡素化し、

この材料を広く利用できるようにしたいと考えている。同教授の研究室はすでに、らせん

構造が、有効な遺伝子デリバリーと膜情報伝達媒体になり得る可能性があることを立証し

ており、水溶性らせん状分子のライブラリを構築することで、特定の生物医学的用途に合

わせてこのようなナノ構造を作るための、さらなる研究を実施出来るようになるだろう。 
 
 同研究は、米国国立科学財団（National Science Foundation：NSF）と国立衛生研究

所（National Institutes of Health：NIH）から支援を受けた。また、イリノイ大学の共

著者には、大学院生の Hua Lu 氏と Hugang Bai 氏、学部生の Jason Lang 氏が含まれる。

Cheng 教授は、「私の研究グループの Hua Lu 氏（大学院 5 年生）が、この論文の第一著

者であり、同研究に対して最も重要な貢献を行った」と語った。コネチカット大学の Yao 
Lin 氏と Jin Wang 氏、中国科学技術大学（University of Science and Technology of China）
の Shiyong Liu 教授もまた、同論文において同研究グループと共同で研究を行った。 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子／飯塚 和子） 
 
出典： 
“Simpler way of making proteins could lead to new nanomedicine agents” 
http://news.illinois.edu/news/11/0222polypeptides_JJCheng.html 
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【政策】クリーンエネルギー 
 
仮訳 
 

米国エネルギー省とカタールが 
クリーンエネルギーの協力強化の合意書に調印(米国) 

 

（2011.4.6.記事） 
            
米国エネルギー省（DOE）とカタール・サイエンス＆テクノロジー・パーク（QSTP）が

コスト効率が良く、持続可能なクリーンエネルギー技術の開発と普及において協力を促進

する覚書（MOU）を締結し、歴史的にも強い繋がりの米国とカタール間の関係をさらに

強化する。拡大した関係の下、両国は科学技術の情報を交換し、共同研究や開発、普及戦

略に取り組み、エネルギー革新に弾みをつけ、クリーンエネルギーの新マーケットの開拓、

経済成長のサポートを行う。MOU は、エネルギー省ダニエル・ポネマン（Daniel Poneman）
副長官、QSTP 会長ティドュ・マイニ（Tidu Maini）博士によってニューヨークで開催の

カタール・フォーラム内の 2011 年ビジネス・インベストメントに合わせて調印された。 
 
ポネマン副長官は、「この協力関係により、2 国間のすでに強い関係に更なる興味深い特質

を加えることになる。お互いの国の科学者とエンジニアが集まり共同研究を進めることで、

これまで以上のスピードでクリーンエネルギー技術を次世代に発達させることができる。

これらのイノベーションにより、我々は経済を成長させ、さらに安全かつ経済的で、しか

も持続可能なクリーンエネルギーの未来を築くことができる。」 
 
マイニ博士は、「我々はこの MOU を締結できたことを嬉しく思う。我々の使命は ARPA-E
のような著名な機関と強いパートナーシップを築くことだ。これにより QSTP やそのパー

トナーは、QSTP が今後の発展に向け最優先しているテクノロジー分野において、米国の

優れた国際研究所と協力できる素晴らしい機会に恵まれる。同様に QSTP は ARPA に対

してカタールで開発中のテクノロジーを共同で研究する機会を提供する。」と話した。 
 
DOE の主にエネルギー先端研究計画局（ARPA-E）と QSTP は、次の主要な５分野にお

いて共同研究を進める。 
 

 最先端冷却技術：次世代の冷却技術やシステムインテグレーション、建物の管理など 
 

 再生可能エネルギーによる発電： (一例) 太陽光発電システムとコーティングを天候

条件の影響を少なくし、コスト効率を良く組み合わせた技術など 
 

NEDO海外レポート　NO.1073, 2011.4.27

76

ogasaharakzk
タイプライターテキスト
（資料No.6）



 エネルギー貯蔵：蓄電装置や熱電併給システムのための高密度エネルギーの蓄電及び

蓄熱など 
 

 カーボン・キャプチャーと隔離：高圧二酸化炭素の安全かつ効率的な保管や輸送のた

めの既存または次世代技術や手法の効率性の改善など 
 

 水処理システム：効率的な淡水化技術や、効果的な浄水など 
 
これから先の 10 年、両国はパートナーとして研究し、科学交流や最先端テクノロジーの

育成に向け民間部門と共に研究を進める。米国とカタールのテクノロジー大規模実証のた

めに、カタールの設備をテストベッドとして利用する。これらの実証から収集されたデー

タは、革新的なテクノロジーの発展に磨きをかけ、両国がそれぞれ掲げる今後のエネルギ

ー目標達成の可能性を与える。 
 
さらに、この合意はクリーンエネルギー発展や気候変動の目標を達成するための多国間パ

ートナーシップに米国-カタールが共同参入するのを強化・補完する。 
 
「これは重要な合意であり、カタールは米国のクリーンエネルギー・イノベーションに近

付く機会を得たのだ。このことにより、米国はカタールのビジョン 2030 に直接貢献する

ことになる。この合意は、2 国間の科学技術の関係における土台となるだろう。」と、ジョ

ゼフ・ルバロン（Joseph LeBaron）駐カタール米大使は加えた。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、以下 ENERGY GOV.の記事を翻訳したものである。 
 “U.S. Department of Energy and Qatar Sign Agreement to Strengthen Cooperation on 
Clean Energy”          
http://www.energy.gov/news/10257.htm 
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