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＜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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