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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） 
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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 

モジュール以外のコスト 
（Wp 当たりの価格：ドル） 

均
等

化
発

電
原

価
（

LC
O

E
）

 
（

kW
h
当

た
り

の
価

格
：

セ
ン

ト
）

 

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 
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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）
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 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。 
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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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