
(1111-5) 
【新エネルギー分野(太陽光発電)】 
 
仮訳 

 
新レポートが屋根設置や発電事業規模の太陽エネルギー発電コストの 

大幅な低下を報告(米国) 

各地域の煩雑な行政手続きがシステム価格に影響を及ぼす 
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カリフォルニア州バークレー－エネルギー省(Department of Energy: DOE)のローレンス

バークレー国立研究所(Lawrence Berkeley National Laboratory: LBNL)が作成した年次

レポートの最新版 2 件によれば、米国の太陽エネルギー発電による電力価格は大幅に下が

り続けている。 
 

また、LBNL がエール大学、テキサス大学オースティン校および DOE と共同で作成し

た 3 番目のレポートでは、各地域における許認可等の行政手続きが住宅用太陽光発電

(photovoltaics: PV)電力価格に対して重大な影響を与える可能性が示されている。 
 
 同年次レポート「Utility Scale Solar」（第二版）

によると、同国の大型の発電事業規模太陽エネルギ

ー発電プロジェクトは、再生可能電力供給の価格競

争力において、ここ数年で飛躍的な進展を遂げた。 
 

「長期契約に基づいて大規模太陽エネルギー発電

プロジェクトから電力会社に販売された電力価格は、

2008 年以降 70%超の割合で下がっています。2013
年または 2014 年に締結された契約のうちから抽出

したサンプルでは、電力の平均販売価格はたったの

50 ドル/MWh であり、これらは米国南西部のプロジ

ェクトに集中しています。」と、同レポートの著者の

一人である LBNL の Mark Bolinger 氏は説明する。 
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これと同時に、発電事業規模 PV プロジェクトの平均前払価格（設置済ベース）は 2007
～2009 年の水準から三分の一を超える幅で低下（つまり三分の二弱に低下）しており、近

年はプロジェクトレベルの性能の平均実績も向上している。 
 
 同レポートでは、設置済ベースのプロジェクト費用（価格）、運転費、設備利用率および

電力購入契約価格に関するデータを追跡している。焦点を 5MW 超の規模の地上設置型太

陽エネルギー発電プロジェクトに絞り、PV と集光型太陽熱発電の両方を取り上げている。 
 
 「太陽エネルギー発電市場で近年このセグメントが成長したため、実際の市場データを

体系的に検証することで、大規模太陽エネルギー発電プロジェクトの立ち上げコストや運

転性能、そして電力の販売価格を直接的に観察できるのです。」と、同レポート共著者の

Samantha Weaver 氏は指摘する。 
 

LBNL が毎年作成する PV コスト追跡レポート

「Tracking the Sun」の最新版によると、2013
年に設置された住宅用および事務所用 PV システ

ム価格（設置済ベース）は、1 ワット当たり 0.70
ドル、前年比で 12～15%低下した。 
 

「これで、米国の住宅用・事務所用 PV システ

ムは 4 年連続で値下がりしていることになりま

す。」と、同レポートの著者の一人である Galen 
Barbose 氏は解説する。2014 年の上半期において

も、同 PV システム価格は最大規模の州市場の多

くで下降傾向が続いている。 
 

この PV システム価格の継続的下落は、PV モジュール価格が 2012 年以降比較的安定し

ていることを考え合わせると、とりわけ注目に値する。近年の設置済ベースの PV システ

ム価格の低下は PV モジュールの値下がりに大きく依存してきたが、その原動力は変化し

つつあるようだ。同レポートは特に、ソフトコスト(soft cost)の低下が重要性を増している

と指摘する。ソフトコストには、マーケティング、営業活動、システム設計、設置作業、

許認可や検査に関連する様々なコスト等が含まれる。 
 

PV モジュール価格の低下を受け、産業界と政策立案者は PV システムのさらなる低価

格化を図るため、徐々にソフトコストを標的にするようになった。同レポートの著者の一

人で LBNL の Naim Darghouth 氏は、次のように指摘する。「モジュール価格が横ばい状

態であるにもかかわらず、システム価格が下がり続けているという事実は、ソフトコスト
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をターゲットとする様々な取り組みが実を結び始めていることを示唆しています。」 
 

本日公表された LBNL によるこれら 2 件のコスト追跡レポートは、PV システムの価格

設定に大きなばらつきがあることについても強調しており、州によって、また PV アプリ

ケーションとシステム構成の違いによって生じる設置済ベースの価格差を詳述している。

その一例として、2013 年に設置された住宅用 PV システムのうち、約 20%は 1 ワット当

たりの価格が 3.90 ドル以下であった一方、同価格が 5.60 ドル超のものも同じ割合で存在

していた。 
 

本日公表された 3 件目の LBNL レポート「How 
Much Do Local Regulations Matter?」によれば、

住宅用 PV 価格設定のばらつきの一因は、各地域に

おける許認可等の行政手続きが異なることにあると

している。 
 

中でも、Vote Solar 社と LBNL のデータに基づく

計算では、各都市での許認可手続きの相違により、

住宅用 PV 価格に 1 ワット当たり 0.18 ドル、すなわ

ち一般的な住宅用 PV 設備の場合で 900 ドルもの差

が発生する可能性がある。また、DOE のデータに

よると、許認可手続きだけでなく、地域で必要とさ

れる各種手続き（配線、区画規制、電力計量方法お

よび融資）の相違によって、都市間の PV 価格差は

さらに拡大するおそれがある。二つの異なる統計モデルによる推定では、都市レベルの最

大平均価格差はそれぞれ 1 ワット当たり 0.64 ドルと 0.93 ドルであり、これを一般的な PV
システムに換算するとおよそ 3000 ドルの差となる。 
 

「現地の手続きをもっと単純に、そして太陽光発電市場の活性化を促すものにするため、

様々な取り組みが実施されています。」と LBNL の Ryan Wiser 氏は説明する。「このレポ

ートの結果は、面倒な地域行政手続きの簡素化を通じて実現し得る PV 低価格化の重大性

を強調しています。」 
 

上述の 3 件のレポートは、関連する要約スライド資料、2 ページのファクトシートおよ

びデータファイルとともに（レポートごとに異なる）、http://emp.lbl.gov/reports/re から

ダウンロードが可能である。同レポートに関するオンラインセミナーについては、近日中

に発表される。 
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本研究は DOE の SunShot Initiative の支援を受けて実施された。SunShot Initiative

は、2020 年までに太陽エネルギーを従来のエネルギー源に対して十分にコスト競争力があ

るものにすることを目的として、積極的に革新を推進する共同的かつ国家的な取り組みで

ある。DOE は SunShot Initiative を通じて、太陽エネルギー発電による電力コストを 0.06
ドル/KWh まで引き下げるための民間企業、大学および国立研究所による試みを支援する。

より詳しい情報については、energy.gov/sunshot を参照のこと。 

 
 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 多胡 直子） 

出典：本資料は、ローレンスバークレー国立研究所(Lawrence Berkeley National 
Laboratory)の以下の記事を翻訳したものである。 
“New Studies Find Significant Declines in Price of Rooftop and Utility-Scale Solar” 
http://newscenter.lbl.gov/2014/09/17/new-studies-find-significant-declines-in-price-of-r
ooftop-and-utility-scale-solar/ 
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