Photon’s Conference にみる太陽電池業界の最新動向
未来技術フォーラム神戸 板山克広
2012 年 3 月 26 日から 3 日間にわたり独・ﾍﾞﾙﾘﾝで開催された Photon’s Solar
Terawatt-hours Conference Series に参加し、PV 産業にとって大きな転換点となると見ら
れている 2012～2013 年の市場・業界動向に関する情報収集を行った。例年のように、主題
ごとに 50～100 名の各国の専門家を集め、まる一日をかけて集中討議する方式で６つの
Conference が開催された。そのうち、Solar Silicon、PV Investors、Solar Electric Utility
の３Conference に参加したので、その概要を以下に報告する。
① 2011～2013 年のｼｽﾃﾑ設置市場：
2011 年の PV ｼｽﾃﾑ世界市場は、年後半の急激な伸びにより、前年比 55%増の 27.6GW と
年初の不安を払拭する堅調な伸びを示した。ｼｽﾃﾑ設置市場については公式な統計数値はな
く、また定義の違いもあり各調査会社・工業会の発表に違いがあるが、iSuppli のﾃﾞｰﾀによ
ると、独 7.5GW、伊 7.6GW、仏 1.5GW、英 0.9GW と相変わらず EU がその約 70%を占
め市場拡大を牽引した。しかし 2011 年の特徴は、中国 2.1GW、米 1.9GW、日 1.3GW と
非 EU 市場が急伸し新たな GW 超え市場を形成したことで、2012 年以降、これら 3 国にｲ
ﾝﾄﾞ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾀｲを加えたｱｼﾞｱ・太平洋地域への市場拡大が、現実のものとして姿
を現しつつある。
一方、PV 導入が先行する EU では、その累積導入量(51.3GW)が全消費電力量の平均で
2%、ﾋﾟｰｸ電力では 4%を賄うところまできており(ﾄﾞｲﾂだけみると平均で 4%)、買取価格の
順次切り下げもあって 2012 年の設置量は一旦 10GW 近傍まで収縮すると見られている。
しかしながらｼｽﾃﾑの急速な低価格化により、発電ｺｽﾄが電気料金を下回る Grid Parity 成立
の状況となっており、今後はﾕｰﾃﾘﾃｨｰ等による投資目的中心から政策ｲﾝｾﾃｨﾌﾞに依存しない
本来の電気代削減目的での導入に移っていくと見られている。EPIA(欧州太陽光発電産業協
会)によると、欧州全体では本来 21GW/年の導入ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙがあり、今後はﾄﾞｲﾂ、ｲﾀﾘｱ以外の
国々での導入が進み、10～15GW/年の安定した市場を形成していくことが期待されている。
このように、2012 年のｼｽﾃﾑ市場は市場ｼﾌﾄの節目の年に当たり、EU の急落と新興市場の
成長が相殺される形で 2011 年並(25～30GW)となり、2013 年以降に+10～20%程度の安定
成長時代を迎える、というのが業界の共通した見方となっている。従来、調査会社による
この種の予想は外れることが多かったが、現在はﾕｰﾃﾘﾃｨｰ・大型ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ主導の市場でほぼ
需要規模が読めること、急激な政策変更、予想外の新規需要出現などのｻﾌﾟﾗｲｽﾞ要因が期待
できないことなどから、2012 年が成長ｽﾄｯﾌﾟの年となることは確実視されている。
② 2011～2013 年は業界淘汰のｽﾃｰｼﾞ：
前述のように前年に続いて高成長を遂げた 2011 年の PV 業界であるが、数多くの欧米企
業の経営破綻、工場閉鎖、要員削減が報道され、ついにはｾﾙ製造ﾄｯﾌﾟ 10 の常連であった
Q-cells の破綻が直近に報じられた。これは、足下の好調な需要と今後の大きな成長を見込
んでﾄｯﾌﾟ企業がｼｪｱ確保の為の能力増強競争に入ったことと、中国企業を中心とした新規参
入が相次いだことで需給ﾊﾞﾗﾝｽが崩壊し、ﾎﾟﾘ Si～ﾓｼﾞｭｰﾙの各製品段階において価格競争が
激化したためである。2012 年は、新規設備立ち上がりと成長停滞の重なりで需給ﾊﾞﾗﾝｽが
更に悪化し、
各製品段階での実需要は設備能力の半分以下となると見られている。
既に 2012
年初頭のﾓｼﾞｭｰﾙ在庫は、4 か月分の需要に相当する 10GW を超え、設備稼働率の急速悪化
が報じられている。
Photon Consulting によると、ﾓｼﾞｭｰﾙまでの上流側の製造業者の付加価値はｼｽﾃﾑ設置価格
の高々31%とされている。低価格化が最も進むﾄﾞｲﾂ市場では、住宅用ｼｽﾃﾑ価格で$5.2/W、
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大規模・電力用で$3～3.7/W が報告されている。iSuppli の調査によると、2011 年の一年
間での価格下落率はｼｽﾃﾑで 23%、ﾓｼﾞｭｰﾙで 45%と、大規模電力用市場で際立つ強い価格低
下圧力がﾓｼﾞｭｰﾙ価格全体の押し下げに繋がっている。この結果、製造業者が大幅な赤字を
強いられる一方、ｼｽﾃﾑﾒｰｶ、設置・ｻｰﾋﾞｽ業者が利益を出すという業界の構図が固まり、供
給過剰の状況が鮮明となる 2012 年は、この傾向が一層強まると考えられている。
このような製造ﾒｰｶ苦難の状況は長期化し、
“次の波”が訪れる 2013 年までに各業界での
企業淘汰が本格化的に進むと予想されている。Photon Consulting は、2011 年での企業数
(ﾎﾟﾘ Si：約 30 社、ｲﾝｺﾞｯﾄ/ｳｴﾊ：約 70 社、ｾﾙ：約 100 社、ﾓｼﾞｭｰﾙ：約 110 社)が 2013 年に
は少なくとも半減する、と厳しく予測している。新規参入した専業ﾒｰｶの多くは財務体質が
弱く、赤字状況が継続する中で経営破綻の危機を迎える。一方、体力のある大手ﾒｰｶは、原
料～ｼｽﾃﾑ設置・ｻｰﾋﾞｽまでのﾊﾞﾘｭｰﾁｪｲﾝ全体で利益を確保することを目的に、上・下流側と
の垂直統合あるいは協力関係強化を進める動きを強めている。また、EU から非 EU 諸国へ
の市場ｼﾌﾄに伴い、“製造拠点－市場の距離”という新たな問題も加わる。更には、米国で
の中国製ｾﾙ・ﾓｼﾞｭｰﾙに対する ITC 訴訟に見られるような摩擦も生じている。今後、業界構
造・秩序が国際的に大きく変化していくことも予想される。
③ ﾎﾟﾘ Si 業界の動き：
Wacker、Hemlock、GCL、OCI といった強力な Tier1 ﾒｰｶが存在するﾎﾟﾘ Si 業界も前述
の厳しい状況と無縁ではない。20%の伸びを示した 2011 年のﾎﾟﾘ Si 生産量 21 万ﾄﾝは上記 4
社の実質設備能力 19 万ﾄﾝとほぼ一致。ﾄｯﾌﾟ 10 各社の稼働率は 90%を超え合計ｼｪｱが 90%
となった一方、残り 23 社で 10%を分け合う結果となった。4 社のｼｪｱ争いは極めて熾烈で、
意欲的な設備増強も継続され、2012 年の生産能力は Tier1 の 4 社だけで 25 万ﾄﾝ、業界全
体では 35 万ﾄﾝとなる見込みである。一方、需要は前年並みの 20 万ﾄﾝ近傍に留まることが
予想され、需給ｷﾞｬｯﾌﾟが急拡大する。これを受けて、2011 年のﾎﾟﾘ Si 価格は年初の$80/kg
から年後半に急落し、2012 年初めにはｽﾎﾟｯﾄ価格で$20/kg 台前半、長期契約価格で$30/kg
近傍となった。
一方で、ﾎﾟﾘ Si 生産の主流となっているｼﾞｰﾒﾝｽ法は低ｺｽﾄ化が進んでいるﾄｯﾌﾟﾒｰｶでもｷｬｯ
ｼｭｺｽﾄで$17～24/kg と言われており(Photon、iSuppli、Centrotherm 等の推定)、Tier2 以
下のﾒｰｶにとっては現時点のｽﾎﾟｯﾄ価格は限界利益すら出ないものとなっている。このよう
な状況から、Tier3～4 ﾒｰｶの撤退、Tier1 ﾒｰｶの設備投資先送りにより 2012 年に設備能力は
25 万ﾄﾝ程度に縮小し、需要の回復する 2013 年には需給ｷﾞｬｯﾌﾟがほぼ解消すると予想され
ている。この結果、価格はｽﾎﾟｯﾄ$20/kg 台前半、長期契約$30/kg 前後で下げ止まり、2013
年以降、ｽﾎﾟｯﾄ、契約価格ともに$30/kg 前半に収斂していくと見られている。
価格競争と並んで品質競争も無視できない状況となっている。ﾎﾟﾘ Si の不純物量ﾊﾞﾗﾂｷに
よる高性能ｾﾙ歩留への影響は大きく、このため 9n+の電子ｸﾞﾚｰﾄﾞと 7n のｿｰﾗｸﾞﾚｰﾄﾞでは長
期契約、ｽﾎﾟｯﾄともに$6/kg 程の価格差がある。原料の金属 Si の品質により、ﾎﾟﾘ Si ﾒｰｶは
品質ﾊﾞﾗﾂｷ抑制のための余分なｺｽﾄを発生させており、良質かつ安定した品質の金属 Si の確
保がﾎﾟﾘ Si ﾒｰｶにとって極めて重要となっている。更に、出荷用のﾐﾘﾝｸﾞ費用、輸送費などの
金属 Si の隠れたｺｽﾄも無視できず、山元～金属 Si～ﾎﾟﾘ Si の流れ全体を通しての品質・ｺｽﾄ
の最適化が今後のﾎﾟﾘ Si ﾒｰｶの課題と言われている。このため、Wacker、OCI、GCL、LDK、
ｺｰﾆﾝｸﾞ、ﾌﾞﾙｰｽﾀｰ、信越化学などが欧州、中国、豪州、ﾏﾚｰｼｱ、米国等の金属 Si ﾒｰｶの抱え込
みに動いている。勿論、金属 Si の主用途は化学・冶金用であり、体力のない Tier3 以下の
ﾎﾟﾘ Si 専業ﾒｰｶにとっては更に不利な状況となることが予想される。
④ ﾎﾟﾘ Si 代替新技術ならびにその他材料技術：
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ﾎﾟﾘ Si の主流の製造技術であるｼﾞｰﾒﾝｽ法は、Hydro-chlorination(HC)法の採用によりこ
の 10 年間でｴﾈﾙｷﾞｰ消費量が 1/2 以下、生産性は約 4 倍となり、低ｺｽﾄ化が急速に進んでい
る。これに対抗する FBR(流動床炉)法は、ｼﾞｰﾒﾝｽ法とほぼ同等の設備生産性ながら消費ｴﾈﾙ
ｷﾞｰが 1/2 以下と低ｺｽﾄ化技術としての期待が大きい。現時点での実生産は MEMC と REC
の数千ﾄﾝﾚﾍﾞﾙのﾌﾟﾗﾝﾄのみだが、今回、Siliken より技術ﾗｲｾﾝｽの PR があった。同社は、中
国で 125 ﾄﾝ/年炉×80 基の１万ﾄﾝﾌﾟﾗﾝﾄを立ち上げ中。同社によると、本ﾌﾟﾗﾝﾄでのﾎﾟﾘ Si
製造総ｺｽﾄは$19.6/kg で、析出炉能力を 250 ﾄﾝ/年と大型化することにより同規模の次世代
ﾌﾟﾗﾝﾄでは$15.2/kg を達成できるとのことである。設計は既に完了しているが、操業の安定
化、ｽﾍﾟｯｸ歩留改善、ｲﾝｺﾞｯﾄ製造での使いこなし技術(遷移金属濃度が高く方向性凝固が必要)、
を課題として挙げている。
もう一つの対抗技術である冶金法については、
Elkem と Silicor から報告があった。Elkem
ＴＭ
は同社の ESS を 70%配合したｲﾝｺﾞｯﾄから製造したｾﾙの評価結果を紹介。Voc624mV、
Isc33.8mA/cm2、FF78.7%、η16.6%といずれも通常のﾎﾟﾘ Si を用いたｾﾙと同等以上の性能
としている。また、不純物量が高いことにより懸念される逆耐圧 RBV、光劣化 LID につい
ても、ｲﾝｺﾞｯﾄ/ｳｴﾊﾌﾟﾛｾｽでの適切な対応により問題ないとのこと。現状の生産量は 5 千ﾄﾝ/年
ﾚﾍﾞﾙであるが、12 千ﾄﾝ/年の No.2 ﾌﾟﾗﾝﾄ計画中 (立地未定)。一方、Silicor は通常の大気炉
を用いて金属 Si を Al で精錬することを特徴とする。900℃近傍の低温において Al で不純
物を除去(Al と Si の共晶を利用)した後、洗浄→方向性結晶成長→切断・梱包のﾌﾟﾛｾｽにより
6n+ｸﾗｽの Si を製造する。本法の特徴は B、P 他の不純物濃度を抑えて電子ｸﾞﾚｰﾄﾞ並みのｾﾙ
変換効率を出せることと、FBR 法より更に低ｺｽﾄ(＜$20/kg)を狙えるところにある。ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費が 25kWh/kg と低いことに加えて、副産物の Al-Si(構成比 34%)を自動車用母合金とし
て$2~3/kg で、そして洗浄工程で出る塩化ｱﾙﾐ(同 51%)を水処理用に$0.05~0.15/kg で活用
することにより、低ｺｽﾄ化を実現している。同社は Calisolar の子会社で、ｶﾅﾀﾞ、米国、ﾄﾞｲ
ﾂに拠点を有し、既に 65MW の出荷実績があるとのことである。
PV ﾓｼﾞｭｰﾙのｺｽﾄﾀﾞｳﾝを進める中で、最も大きな障壁となっているのはﾓｼﾞｭｰﾙｺｽﾄの 1/3 を
占める Si 材料費で、前述のように今後ｾﾙ価格の下落に対してﾎﾟﾘ Si 価格がむしろ上昇する
ことを考えると、この問題は更に深刻化する。ｲﾝｺﾞｯﾄ製造～ﾓｼﾞｭｰﾙの工程において、比較
的材料歩留の高い多結晶ﾀｲﾌﾟでも Si は 2/3 程度滅失するが、その滅失の 65%がｳｴﾊ製造工
程で発生する。現状、ｲﾝｺﾞｯﾄから一般的に使われている 180μm 厚ｳｴﾊをｽﾗｲｽするのに、ほ
ぼｳｴﾊと同量のｶｰﾌﾛｽ(切り代)が生じる。100μm 程度までのｳｴﾊ薄肉化、あるいは細径ﾜｲﾔｰ
によるｶｰﾌﾛｽ低減が課題とされているが、いずれも多くの課題を抱えており、現状、解決策
が見えていない。一方、冷却ｽﾗﾘｰからの Si 切削屑の回収は、切削材の SiC との分離が難し
くこれも実現していない。しかしながら近年、SiC 分離が不要な固定ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ砥粒によるｽ
ﾗｲｽ技術の実用化が進んでおり、この問題に光が見えてきた。今回、Garbo 社が Q-Cells 等
との共同開発(FAS Project)による Si 切削屑回収技術を発表。切削屑は平均粒径～3μm と
小さいため、表面の酸化とｸｰﾗﾝﾄ・ﾜｲﾔｰ成分による表面汚染が問題となるが、ｸｰﾗﾝﾄ種類(水
系、ｸﾞﾘｺｰﾙ系)、ﾜｲﾔｰ種類(砥粒固定用金属/樹脂ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ)によらず基本的には化学ｴｯﾁにより
除去可能である。問題は、処理後の溶解原料に整形する迄の工程における微粒であるが故
の酸化・汚染である。同社は第 1 ｽﾃｯﾌﾟとして、5～10mm 径の粒状のものを純度 5.5～6N、
ｺｽﾄ€5/kg で溶解補助原料用に製品化。第 2 ｽﾃｯﾌﾟの目標では、溶解工程を加えて純度 6N+
の塊状のものをｺｽﾄ€＜10/kg でｿｰﾗｸﾞﾚｰﾄﾞ原料として製品化することを目指している。ｾﾙ低
ｺｽﾄ化に向けた一つの重要な試みと評価される。
以上
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