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【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 
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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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