PV EXPO 2012 & Smart Grid EXPO 2012
未来技術フォーラム神戸 板山克広
ﾘｰﾄﾞｴｸﾞｼﾞﾋﾞｼﾞｮﾝ社の主宰により、
2012 年 2 月 29 日から 3 日間にわたりｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰ Week
2012 がﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄで開催された。本展示会は、太陽電池(PV)関連の生産技術・製品からｼｽﾃﾑ
施工、ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ・ﾊｳｽなどのｼｽﾃﾑ応用分野までｶﾊﾞｰしたもので、併催された燃料電池展、
二次電池展も併せ参加者数は主催者発表で 93,497 人にのぼった。特に東日本復興と再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ法により今後の急速な市場拡大が見込まれる PV 関連展では、中国、韓国を中心と
する数多くの大手海外 PV ﾒｰｶも勢揃いし、通路に人が溢れるほどの賑わいを示していた。
最近の海外での展示会では、足下の PV 業界の苦境を反映して参加企業の減少が目立ち、直
前のソウル PV EXPO への PV ﾊﾟﾈﾙﾒｰｶの参加が皆無だったことをみても、日本市場拡大へ
の期待の大きさが覗える。また、設置工事、ｴﾈﾙｷﾞｰ管理技術(EMS)などの周辺・応用技術関
連の出展が多く見られ、市場立上がりを実感させるものであった。
例年のように、各分野をﾘｰﾄﾞする内外の有力企業・機関を招いた技術ｾﾐﾅｰが併催され、
直近の話題、今後の動向に関する報告がなされた。そのうち、「PV EXPO 2012」、「Smart
Grid EXPO 2012」の 2 つのｾﾐﾅｰに参加したので、その概要を以下に紹介する。
各国の PV 市場状況：
2011 年の世界の PV ｼｽﾃﾑ設置市場は、26.6GW と前年比 50%以上の伸びを示した(RTS
調査)。その中心を担ったのはｲﾀﾘﾔ(8GW)、ﾄﾞｲﾂ(7.5GW)で、年初に懸念されていた「FIT
見直し等の優遇策の後退」が緩和されたことに加えて、ｼｽﾃﾑ導入ｺｽﾄが急速に低下した為と
されている。この他、2011 年 3 月に FIT が復活した英国も 1.5GW と GW 国の仲間入りを
した。しかし昨年の好調は、翌年に予想された 15～20%の FIT 引下げを見込んだ年末駆け
込み需要に支えられており、2012 年には大規模ｼｽﾃﾑ導入量の制限(ｷｬｯﾌﾟ制)などにより
BIPV 等の小規模ｼｽﾃﾑ中心へと市場が移行し、導入総量は大きく減少するとみられている。
PV 導入が進み、また発電ｺｽﾄと電力料金が拮抗する状況となった EU では、ﾄﾞｲﾂの自家消
費ﾎﾞｰﾅｽの廃止にみられるように「導入優遇策による成長」の時代が終わり、
「PV の実力に
よる安定成長」のフェーズに移行しつつあると言える。
一方、次なる市場として期待を集める米国、中国、日本は、2011 年にそれぞれ 1.7GW、
２GW(中国科学院によると 2.5GW)、1.2GW と GW 市場へと成長した。特に中国では、
Golden Sun ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄによる補助金制度に加えて、国家規模での FIT 制度 (1.15 元/kWh)
が始まり、ﾒｶﾞｿｰﾗﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが続々とｽﾀｰﾄ。2012 年には 4GW 前後の市場規模が予想されて
いる。米国は、国ﾚﾍﾞﾙの FIT 制度こそないものの、ｵﾊﾞﾏ政権のｸﾞﾘｰﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ政策に基づく
税優遇、補助金制度を活用したﾒｶﾞｿｰﾗ市場が伸びている。従来、市場を牽引してきたｶﾘﾌｫﾙ
ﾆｱ州以外でもﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰを始め全国に拡がり、2012 年には 4GW 前後への市場拡大が予想
されている(Wacker 予測)。これに伴う「製造業の復活」が期待される米 PV 業界であるが、
中国勢の低価格攻勢が大きな障害となっており、
PV ﾒｰｶ 7 社(CASE)が ITC へ提訴を行ない、
ﾕｰｻﾞ・施工業者ｻｲﾄﾞ(CASM)の擁護派との対立が生じている(本審査の決着は 7 月頃とのこ
と)。
復興・電力対策需要期待の大きい日本では、上記 2 国と異なり電力、自治体･事業者によ
るﾒｶﾞｿｰﾗ計画で具体化されているものが 150MW と少なく、相変わらず個人住宅屋根用途
主導の市場となっている。しかしながら、再生可能ﾈﾙｷﾞｰ法による PV 開発・導入支援(2011
年予算：732 億円、三次補正：1,300 億円、2012 年予算：390 億円)の実行と 7 月に予定さ
れる全量買取制度のｽﾀｰﾄで、2012 年のｼｽﾃﾑ設置市場が 3GW 超えへと急成長することが期
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待されている(Wacker 予想)。これら新興市場 3 カ国の順調な成長が EU 諸国の減少をｶﾊﾞｰ
して、2012 年世界市場は 30GW 超え、と安定成長軌道へ乗るものと見られている。
結晶 Si 系 PV の材料技術：
2011 年の PV 市場拡大を牽引した PV ｼｽﾃﾑの急激な価格低下は、ﾎﾟﾘ Si 需給緩和に拠る
ところが大きい。ﾘｰﾀﾞ企業の Wacker、調査会社の RTS より当該業界の動向報告があった。
数年来の「中国ﾒｰｶ新規参入ﾗｯｼｭ」により業界全体の供給能力は 30 万ﾄﾝを超え、需要 15 万
ﾄﾝとのﾊﾞﾗﾝｽを大きく崩し、ｽﾎﾟｯﾄ価格は年初の>50＄/kg から 25～35＄/kg へと急落した。
これはﾄｯﾌﾟ 5 社が需要全体をｶﾊﾞｰできるほどの設備増強と増産を行い、中堅・新規参入ﾒｰｶ
の稼働率が大きく下がった為、と言われる。中国全体では、2011 年の生産能力 14.6 万ﾄﾝ
に対して出荷は 6～7 万ﾄﾝ。同国ﾄｯﾌﾟﾒｰｶの GCL、LDK の生産能力を差引くと他のﾒｰｶは事
実上生産ｽﾄｯﾌﾟしていることになる。Wacker によると 2000 年からのここ 10 年間にｼﾞｰﾒﾝｽ
法は生産能力拡大により、労働生産性を 3.75 倍、ｴﾈﾙｷﾞｰ消費を 52%削減してｺｽﾄ競争力を
高めている。同様に GCL の製造ｺｽﾄは 21.6$/kg まで下がっている(RTS 推定)。Hemlock、
Wacker､OCI､
GCL のﾄｯﾌﾟ 4 社は今後も能力増強を続け、2013 年末には合計 26 万ﾄﾝ能力とその市場支配
力をより強固にするものと思われる。この結果、ﾎﾟﾘ Si 価格は 30$/kg 近傍の低位で推移す
ることが予想され、余程の技術革新がない限りｶﾞｽ化精製法、冶金法等の新技術がｼｪｱ獲得
することは難しいと見られている。むしろﾘｻｲｸﾙ技術としての道を探るべきとの考えも出て
いる。
最近のｲﾝｺﾞｯﾄの要求品質に関し、Portland 工場で連続 Czochralski(CCz)法を行っている
MEMC より報告があった。初期ｺｽﾄ重視の大規模ｼｽﾃﾑが市場を牽引する現時点では、標準
的なｐ型多結晶ｾﾙが優勢な状況で、このためｺｽﾄ競争力のある中国ﾒｰｶが市場を席捲してい
る。これに対して日米欧ﾒｰｶは高性能ｾﾙに生き残りをかけ、先端ｱｰｷﾃｸﾁｬｰ（IBC,HIT,SE,MWT）
への移行を急いでいる。そこではｎ型ｳｴﾊが多用され、またｐ型ｳｴﾊにおいても不純物量、
酸素量の低減が強く望まれている。一般的な Cz 法では、不純物、酸素に加えてﾄﾞｰﾊﾟﾝﾄ(特
にｎ型)のｲﾝｺﾞｯﾄ長さ方向での濃度分布を抑えることが難しく、製品歩留の悪化に繋がって
いる。CCz 法は、原料の連続ﾁｬｰｼﾞにより残湯量(液面高さ)、ﾄﾞｰﾊﾟﾝﾄ濃度を一定に保つこと
によりこの課題を解決している。更に、SiO2 坩堝の大口径化による酸素量低減（6E17cm-3）
、
ｲﾝｺﾞｯﾄ長尺化によるｳｴﾊ採取歩留向上などの利点もある。MEMC によると、高性能ﾀｲﾌﾟｾﾙでの
CCz 法採用による変換効率改善は絶対値で 1%前後、とのことである。LCOE の低下を至上
命題とする PV 産業においては、高変換効率ｾﾙへの移行が大きな流れであり、技術に遅れを
とる中国大手ﾒｰｶも国の支援を受けて開発への取組みを強化している。
薄膜 Si 系 PV：
数年前のﾎﾟﾘ Si 価格高騰により中国に導入されたα-Si ﾓｼﾞｭｰﾙ製造ﾗｲﾝは 20 に及ぶ。しか
しながら高価な装置の輸入による高ｺｽﾄ体質のため結晶 Si の牙城を崩せず、世界全体で能力
5GW に対し実生産量は 1.4GW ﾚﾍﾞﾙに留まり、中国のこの 20 ﾗｲﾝのかなりが停止状態にあ
ると言われている。最大の課題は結晶 Si との変効率差４～6%を如何に縮めてｼｽﾃﾑ発電ｺｽﾄ
を下げるかであるが、装置＋ﾀｰﾝｷｰでﾄｰﾀﾙ 870MW の供給実績を誇る Oerlikon によると、
最新技術により、154W ﾓｼﾞｭｰﾙで変換効率 10.8%(ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝﾃﾞｰﾀで 13.1%)、
中国立地の 140MW
ﾗｲﾝでﾓｼﾞｭｰﾙｺｽﾄ 0.35€/W が達成でき、更なる性能ｱｯﾌﾟと低ｺｽﾄ化も可能としている。
軽量、ﾛｰﾙﾂｰﾛｰﾙ方式による低ｺｽﾄを売り物にするﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ基板ﾀｲﾌﾟは、変換効率に劣るた
め世界全体で 400MW 程度の製造能力に留まっている。そのなかで、Uni-Solar は 120MW
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の能力を有し、α-Si 業界全体で第 3 位と健闘している。同社によると、後面反射層による
光ﾄﾗｯﾌﾟ、ﾅﾉ結晶制御などの改良により 400cm2 ﾄﾘﾌﾟﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ･ｾﾙで変換効率 12%を達成し、
更なる性能向上も可能としている。狙う市場は、結晶 Si と競合するﾙｰﾌﾄｯﾌﾟ用途で、穴あけ
不要の接着法式による施工費の大幅低減が売りとなっている。傍流技術で課題も多く残さ
れて尾あり、世界の研究者の結集を呼びかけていた。
CIS 系 PV：
結晶 Si の対抗馬の一つとして期待される CIGS であるが、ここ数年で設備導入が進み、
愈々立上げの段階に入ってきた。今回、Saint-Gobain との合弁で Ulsan に 100MW ﾌﾟﾗﾝﾄ
を立上げ中の Hyundai-Avancis から初の内容紹介がなされた。独 Torgau の 100MW ﾗｲﾝ
のｺﾋﾟｰでｽﾀｰﾄし、独自技術に仕上げていくとのこと。現状の実力は、30cm□ﾓｼﾞｭｰﾙで 14.3
～15.8%、65×160 cm 量産ﾓｼﾞｭｰﾙで平均 13.2%の変換効率、とﾄｯﾌﾟを走るｿｰﾗｰﾌﾛﾝﾃｨｱに迫
る性能となっている。特徴は SiN 系ﾊﾞﾘﾔｰ膜による Na 濃度分布(＝変換効率)の均一性であ
る。生産開始は本年 Q3 で、
状況を見ながら同規模のﾗｲﾝの増設を行い 2015 年までに 400MW
の能力とする計画、とのことである。
α-Si とは異なり、CIGS では欧米ﾒｰｶを中心にﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ、金属箔などのﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ基板の採
用が活発に行われており、今回は Ascent Solar と Flisom より紹介があった。狙いは結晶
Si に対抗するｶﾞﾗｽ基板の大型ﾓｼﾞｭｰﾙと異なり、日用品、軍需(200TWh の大ﾕｰｻﾞ)、交通機
関(自動車、ﾊﾞｽ)、BIPV 等の特殊用途に絞っている。悩みはｷﾗｰｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝが見つからないこ
とであるが、Flisom によるとｾﾙﾚﾍﾞﾙではﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞで 18.7%、ｽﾃﾝﾚｽで 17.7%と実力がついて
きており、ﾐﾆﾓｼﾞｭｰﾙでもﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞ基板で 14.8%が実現できるとのこと。ｶﾞﾗｽ基板の変換効率
にはまだ及ばないが、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ次第で面白い存在となることが期待される。
ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞにおける蓄電技術：
PV、風力の導入が進むﾄﾞｲﾂ等では既に問題化しているが、出力変動の大きい再生可能ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ系の分散型電源の急速な導入が予想される日本においては、系統側での周波数調整・電
力平準化用の蓄電ｼｽﾃﾑの整備が必要と言われている。このような状況を受けて、今回、東
京電力、東芝、日産より「ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞにおける蓄電池と運用制御技術」と題するｾﾐﾅｰが開
催された。
東電は、揚水発電候補地の枯渇に伴い、都市型蓄電ｼｽﾃﾑとして 1983 年から日本ｶﾞｲｼと共
同研究を行った。03 年に NAS 電池(出力 153W、容量 1.22kWh､重量 5.3kg)を量産化し、ﾃﾞ
ｨｰｾﾞﾙ発電機に変わる負荷平準化＋非常電源用(＋電力品質確保の瞬停対応用)として管内
100 箇所 18 万 kW の導入実績を有している。最近では、風力の出力変動抑制目的での 2MW
ｼｽﾃﾑの導入も見られる。今後は、充放電効率が高くまた急速な技術進歩を見せる LIB がそ
の有力候補となっている。3.11 以降の原発・電力不足・燃料費高騰問題で、電力の平準化、
火力機の高効率運転化、ﾋﾟｰｸ対応投資の抑制が重要課題として急浮上してきている。
東電は、PV の大量導入と同時に、6%程度と車としての利用率が低い EV（>20kWh、標
準家庭の 2 日分の容量に相当)の活用などである程度需要ｻｲﾄﾞでの蓄電能力構築が進むこと
を想定して、需要側での負荷平準化＋出力変動対応、系統側での周波数調整(PV の急峻出力
変動は火力の負荷周波数制御では対応できない)＋予備力対応の役割分担を考えている。系
統が需要側の蓄電機能を仮想集合化して系統と協調制御する発想で、段階的にｽｹｰﾙｱｯﾌﾟで
きる利点もある。横浜ｽﾏｰﾄｼﾃｨｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで、東芝等のﾒｰｶと共同して監視制御ｼｽﾃﾑ＋集配信
ｼｽﾃﾑを開発し、本年より 3 年間の実証試験をｽﾀｰﾄさせる。これは電力会社の需要家取り込
みを意味しており、利害調整の問題、また「電池ｺｽﾄはまだまだ高く現状では余剰電力は捨
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てる方が経済的」と言われるなか、どこまで実現性のある構想か疑問も残る。とは言え、
社会ｼｽﾃﾑ全体で最適化を図るべき問題かもしれない。なお、三次補正で 210 億円の LIB 導
入支援事業による 1/3 補助が予算化され、このような動きが加速することも考えられる。
以上のように、HEMS における蓄電機能としても期待される EV「LEAF」の普及ｽﾋﾟｰﾄﾞ
が注目されるところであるが、日産によると、2010 年の日米欧での発売以来、売上げ累積
2.3 万台を数え、高ﾚｽﾎﾟﾝｽ、静粛性、操縦安定性でﾕｰｻﾞの評判も極めて良いとのこと。走行
距離 200km の壁を破るため、急速充電ｽﾀﾝﾄﾞも 1000 箇所に増えて高速道路利用率も急増し
ている。15 年までに更に 5000 箇所に増設し普及を後押しする。また、将来を睨んで、充
電ｻｰﾋﾞｽ事業、ﾊﾞｯﾃﾘｰ二次利用事業(4R ｴﾅｼﾞｰ)を次々と立上げるとともに、ﾊﾞｯﾃﾘｰ劣化制御
にも繋がる HEMS 利用の「LEAF to Home (V2H) 技術」の開発を進めている。
以上
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