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未来技術フォーラム神戸 板山克広
2013 年 9 月 4 日から 3 日間にわたりｿｳﾙ･KINTEX で開催された首記ﾌｫｰﾗﾑ並びに併催さ
れた展示会 EXPO Solar に参加した。初めて参加した 2 年前は、展示会への出展 386 社(う
ち海外から約 150 社)、来場者約 5 万人と大盛況で、大手財閥企業の積極的な成長戦略の発
信の場となり活況を呈していた。昨年の需給ﾊﾞﾗﾝｽの崩壊による PV 産業の苦境を反映して
か、今回は出展社数が 181 社(日本からは 4 社のみ)と半減し会場も閑散としていた。これは
数百 MW 規模という韓国内 PV 市場の魅力の乏しさ故のことと考えられるが、一方、OCI、
Hanwha を始めとする大手韓国企業は世界市場でその存在感を増している状況もある。欧
州から中・日・米などの新規市場への市場ｼﾌﾄ、そして企業淘汰の結果としての需給ｷﾞｬｯﾌﾟ
縮小など、PV 産業は新たなﾌｪｰｽﾞを迎えようとしている。この市場環境変化のなかで、韓
国市場・企業がどのように動くか注目される。今回のﾌｫｰﾗﾑでの発表から伺えた動きについ
て以下に報告する。
１．新たな成長ｽﾃｰｼﾞを迎える PV 市場
1.-1 2013~15 年の市場予想
世界 PV ｼｽﾃﾑ市場の今後について Lux Research より「ﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞする PV 市場」と題した
講演があった。2012 年に見られたﾊﾞﾘｭｰﾁｪｲﾝ各ｾｸﾞﾒﾝﾄにおける急激な価格低下による企業淘
汰あるいは生産ﾗｲﾝ停止などにより設備能力の伸びに歯止めがかかる一方、EU 市場の大幅
縮小にも拘わらず 2012 年のｼｽﾃﾑ設置市場は対前年+1.8GW の 30.5GW と成長を堅持し、需
給ｷﾞｬｯﾌﾟ縮小の兆しが見え始めた。これを受けて 2013 年に入ってﾓｼﾞｭｰﾙ、ｼｽﾃﾑ価格はほぼ
下げ止まり、ｺｽﾄﾀﾞｳﾝ努力とも相俟ってﾓｼﾞｭｰﾙについてはほぼ採算ﾗｲﾝを確保できていると
のこと。
2013 年の PV ｼｽﾃﾑ需要については、
調査会社により 30~40GW と予想が割れているが、
2014 年以降の成長軌道回帰、2015 年の 50GW 超え市場への成長、については一致した見
方となっている。このような状況のもと、来年以降も需給は更に引き締まり価格も安定す
ると見られており、2015 年には 10%程度の安定した営業利益が得られると Lux は予想して
いる。この時点で需給ｷﾞｬｯﾌﾟはほぼ解消し、むしろﾀｲﾄな状況となることも予想される。多
くの企業が過去の苦い経験から投資に慎重になる中、一部のﾘｰﾀﾞｰ的企業はこれをﾁｬﾝｽと捉
え積極投資を始めている。そこでのｷｰﾜｰﾄﾞは「市場の多様化」である。
1.-2 ｾﾙ、ﾓｼﾞｭｰﾙの技術動向
今後、成長が見込まれるのは日、米、中にｱｼﾞｱ、ｱﾌﾘｶ、中東などを加えた新規市場であ
り、このような「市場の多様化」は地域、目的に応じたｼｽﾃﾑへの要求機能・特性の多様化
に繋がる。このためﾓｼﾞｭｰﾙもｺﾓﾃﾞｨﾃｨｰ製品ではなくなると見られている。Cd-Te で薄膜 PV
市場を支配している First Solar も、過酷環境での耐久性向上を目指した製品改良を行うと
同時に、Si 系の先端技術の獲得を狙いとした Tetra Sun 買収を行った。一方、主流の結晶
Si 系ｾﾙでは、ﾌﾟﾛｾｽ技術をﾘｰﾄﾞする装置・ﾀｰﾝｷｰﾒｰｶにより今後の技術の方向性に対する主張
が異なっている。
p 型ｾﾙﾌﾟﾛｾｽを推進する Centrotherm は、今後の市場の「補助金頼みからの脱皮」が必然
で、ｾﾙ製造ｺｽﾄの 50%以上を占めるｳｴﾊが安い p 型多結晶ｾﾙの優位が 2015 年以降も続く一方、
高変換効率の n 型単結晶のｼｪｱは 2015 年時点でも 30%に届かないと主張する。同社による
と、p 型の手が届かない高変換効率(>22%)を達成できるのは n 型でも IBC、HIT などの特
殊なｾﾙ構造のみで、ｲﾝﾘｰの PANDA に代表されるような従来構造の n 型ｾﾙでの変換効率 20%
達成は困難と見る。同社は PERC ﾌﾟﾛｾｽ(商品名 Centaurus Technology)を改良することに
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より、2014 年にはｾﾙ変換効率>20.5%、ﾓｼﾞｭｰﾙ出力>290Wp の商品の提供が可能としている。
同様に、Schmid はﾏﾙﾁﾊﾞｽﾊﾞｰ、Sn ﾊﾟｯﾄﾞ、Ag ﾅﾉ粒子細線ﾌｨﾝｶﾞｰ電極を組み合わせた独自の
PERC ﾌﾟﾛｾｽ(商品名 HiPas)を Schott Solar と共同開発。ｾﾙ変換効率向上(>20%)と材料費低
減による低ｺｽﾄ化を両立させる p 型ｾﾙ製造ﾌﾟﾛｾｽとして PR していた。
一方、n 型ｾﾙﾌﾟﾛｾｽを推進するのは Roth＆Rau(Meyer Burger ｸﾞﾙｰﾌﾟ)と PANDA ｾﾙ生み
の親の ECN。前者の技術の特徴は、簡素なﾌﾟﾛｾｽで高性能も得られるﾍﾃﾛ接合構造ｾﾙと
SmartWire Technology によるﾓｼﾞｭｰﾙ化である。現状、この技術によるｾﾙ変換効率は 21%、
ﾓｼﾞｭｰﾙ製造ｺｽﾄは汎用の p 型多結晶あるいは Cd-Te、CIGS などの薄膜ﾀｲﾌﾟと同水準の
0.71$/Wp。一般的に高性能品が有利といわれる BOS 費用を含めたｼｽﾃﾑｺｽﾄでは、Cd-Te に
対して 0.38$/Wp のｺｽﾄ優位性を既に持っており、2015 年にはﾓｼﾞｭｰﾙ製造ｺｽﾄを 0.53$/Wp
にまで下げ、その差を 0.38$/Wp に拡げられるとしている。
後者の ECN は装置ﾒｰｶの RENA、
TEMPRESS とのﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ技術「N-PASHA」(PANDA と同一技術)を売り込む。現状、
ｾﾙ変換効率 19.5%、ﾓｼﾞｭｰﾙ製造ｺｽﾄ 0.716€/Wp と前者より数字上は見劣りするが、両面利用
により 30%以上のﾌﾟﾗｽαの発電量が得られ、10~15%の価格ﾌﾟﾚﾐｱﾑがあるとのこと。また
2014 年には、ｾﾙ構造に MWT、IBC 技術を加えることで変換効率 22%を目指すとしている。
1.-3 今後の成長分野
今後、PV 産業が成長軌道へ回帰の中で、各製品ｾｸﾞﾒﾝﾄにおいてﾋﾞｼﾞﾈｽﾁｬﾝｽが存在するが、
その中でも「ﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽとｼｽﾃﾑ事業が注目市場」
、と LUX は指摘する。PV ｼｽﾃﾑでは、ﾓ
ｼﾞｭｰﾙで発電される直流を家電製品及び電力ﾈｯﾄと接続するために昇圧(D/D 変換)、交流へ変
換(D/A 変換)、双方向ｽｳｨﾁﾝｸﾞを行う必要があるが、その役割を担うのがｲﾝﾊﾞｰﾀ。PV 市場の
拡大とともに金額ﾍﾞｰｽで平均年率 6.5%の成長を続け、2018 年には 17B$市場となると予想
している。そのうち住宅、商用施設向けの低容量(35KW 以下)の String ｲﾝﾊﾞｰﾀが 85%以上
を占めるが、この分野では PV ｼｽﾃﾑ構成、ｲﾝﾊﾞｰﾀの役割に大きな変化が今後生まれると予想
される。
PV ﾓｼﾞｭｰﾙはその発電量を最大化(MPPT 制御)するための電流制御が行われるが、例えば
南面に加え東西ﾊﾟﾈﾙを設置するｹｰｽ用に、日照条件に応じた制御を行うための Multi-String
ｲﾝﾊﾞｰﾀが新たに商品化されている。またﾓｼﾞｭｰﾙ毎に日射量(日陰)、汚れ、性能劣化度が異な
ることも考えられ、ｼｽﾃﾑ能力を最大化するため、ﾓｼﾞｭｰﾙ単位で MPPT 制御するﾏｲｸﾛｲﾝﾊﾞｰﾀ
が提案されている。更には、電力ﾈｯﾄへの接続に加えて蓄電、EV 接続、あるいはﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ
発電などと組み合わせるｼｽﾃﾑ機能拡大も今後の方向であるが、その際のより高度な電力ﾏﾈｰ
ｼﾞﾒﾝﾄを可能にする multi-port ｲﾝﾊﾞｰﾀなども出現している。また材料面では、ｲﾝﾊﾞｰﾀの高性
能化、耐久性向上、低ｺｽﾄ化を可能とするﾜｲﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ半導体の採用も今後進むと見られてい
る。
新興国市場での成長の中心は、Utility 用途と考えられているが、電力ﾈｯﾄとの接続を伴わ
ない僻地では当然 PV 単独では成り立たず、蓄電(熱)あるいはﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電などとの組み合
わせ(ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ発電)が必要となる。今回、一例として AORA Solar の 100kW Micro-CSP ｼ
ｽﾃﾑ(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電+CSP)が紹介された。EU では CHP と組み合わせたｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ化が進
むが、このように PV ｼｽﾃﾑ事業はｴﾈﾙｷﾞｰ事業へとその姿を変えていき、そこにﾋﾞｼﾞﾈｽﾁｬﾝｽ
あり、としている。
２．韓国 PV 産業と市場
2.-1 韓国市場の PV 普及策
中国、日本、ｲﾝﾄﾞなど他のｱｼﾞｱ主要国が PV 積極導入に動く中、韓国市場は 2012 年末
時点で累積ｼｽﾃﾑ設置量 981MW(KOPIA ﾃﾞｰﾀ)と大きく出遅れている感があるが、最近の韓
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国市場の環境変化について KOPIA と Korea Eximbank より紹介があった。電気料金が極
めて安い韓国では、PV 普及の為には助成制度による後押しが必須であり、2007 年に FIT
を導入し、その結果翌年には 276MW が導入された。しかし、2011 年には 500MW のｷｬｯﾌﾟ
枠が終了し、2012 年にはより少ない財政負担で持続可能な RPS 制度へと移行した。そこ
では全発電事業者に売電量の 2%の再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ(RES)供給を義務付けし、その義務化比
率を毎年 0.5%、2017 年からは 1.0%上乗せさせる。これにより 2015 年までに 1.2GW の新
規 PV 導入が見込まれている。
更に割当義務量の 50%以上は入札による外部購入が求められている。入札に際して、価
格競争力に劣る中小 PV 発電事業者保護のため、3~50kW の事業者に対しては 50 ｳｫﾝ/kWh
の補助金を 5 年間支給、<3kW に対してはｸﾞﾘｰﾝ住宅支援制度によりｼｽﾃﾑ導入に 115 万ｳｫﾝ
/kW の補助金を支給する。現状、PV 導入は全羅南道(国内ｼｪｱ 29%)、全羅北道(同 16%)、慶
尚南道(同 6%)など南部地域に集中しているが、ｿｳﾙ市、釜山市、忠清北道など他自治体も
OCI、Hanhwa、韓水源などの大手ｼｽﾃﾑ企業と MOU を結び、公共施設等への数百 MW 規
模での導入を進めるとともに、中小企業、個人への独自の助成策を実施あるいは計画して
いる。例えばｿｳﾙ市は、個人に対して 50 ｳｫﾝ/kWh の追加支援を行うとともに、影、埃によ
る発電量減も補填している。
2013 年からは、新たな促進策として公共建屋への PV 設置義務化が始まった。これは
1000ｍ２以上の建屋の新・改築を対象としたもので、建築許可の必須条件とした。2012 年
の建築実績 14 万件弱(1000ｍ２換算)を仮定すると、これだけで 350MW 以上の年間設置量
となる。PV 発電の競争力が劣る韓国において積極的な助成策がとられる背景には、直近の
原発停止による電力不足問題に加えて、次に述べるような PV 産業育成の意図が伺える。
2.-2 韓国企業の動き
韓国も他の先進国と同様、自然ｴﾈﾙｷﾞｰを軸とした RE の普及に力を入れているがその中
心は PV となっている。RES 全体に対する PV ｼｪｱ (2011 年ﾃﾞｰﾀ)に関する KOPIA の報告
によると、雇用数で 73%(10,660 人)、出荷額で 80%(7.9 表 1.韓国 PV 産業の競争力比較
兆ｳｫﾝ)、輸出額で 90%(46 億$)
ﾎﾟﾘ Si
ｳｴﾊ
ｾﾙ
ﾓｼﾞｭｰﾙ
ｼｽﾃﾑ
と圧倒的に大きな経済寄与度
市場規模
世界
7.7
14.8
21.7
34.5
58
を示している。
これは高い国産
(B$)
国内
1.4
1.2
1.4
2.7
0.5
化比率(70%)によるものであ
生産量
世界
34.5
33
27.2
26.3
23.2
るが、
国際技術競争力の比較に
(GW)
国内
6.7
2.6
1.5
1.8
0.2
おいても、RES の中で国際水
企業数
世界
多数
80
300
200
300
準に達しているのは PV のみ
(社)
国内
5
12
7
23
50
とされており、
輸出で生きる韓
国にとって重要産業と位置付けられている。右表に Eximbank の報告による各製品ｾｸﾞﾒﾝﾄ
における韓国企業の国際競争力の比較を纏めた。同社の分析によると、ｾﾙ(世界ｼｪｱ 5.5%)、
ﾓｼﾞｭｰﾙ(同 6.8%)は半導体、LCD で培った産業ｲﾝﾌﾗをﾍﾞｰｽにそれなりの競争力を有する。ま
た上流側のﾎﾟﾘ Si(同 19.4%)、ｳｴﾊ(同 7.9%)は、低い電気料金と人件費により競争力を有す
る。一方、収益性の良いｼｽﾃﾑ設置は注目分野としているが、国内市場規模を反映し低いｼｪｱ
となっている。
前述のように、需給ﾊﾞﾗﾝｽ改善による市場環境好転の兆しが見られる。一方で多くの欧米
企業が破綻、清算、生産能力縮小で競争力を弱め、また市場を支配する中国企業も巨額の
負債を抱え財務体質の立て直しが急務となっている。韓国企業はこれを千載一遇のﾁｬﾝｽと
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捉え積極攻勢に出ている。ｻﾑｽﾝの MEMC との合弁によるﾎﾟﾘ Si 量産、FBR 技術導入、
Hanwha による Solarfun、Q-Cells および米国ﾍﾞﾝﾁｬｰ・ｼｽﾃﾑ企業の買収などの例が紹介さ
れた。ﾀｰｹﾞｯﾄ市場は北米、ｱｼﾞｱを中心とする新規市場であり、SKC による EVA 工場の米ｱ
ﾄﾗﾝﾀへの進出、あるいは Dass Tech の中国ｲﾝﾊﾞｰﾀ工場建設など通商障壁克服、新規市場獲
得に向けた動きが紹介された。また市場の急成長に対する国内企業の供給力不足が起こっ
ている日本も韓国企業にとって魅力的な市場となっている。海外企業にとって極めて大き
な参入障壁である日本の法規制をｸﾘｱする Sunpuls の支援ｻｰﾋﾞｽ事業の紹介に聴講者が集ま
っていた。
大手財閥系企業の多くは北米、日本、中国などの大市場を狙った本格的取組みを進めて
いるが、一部大手企業や中堅企業はむしろﾆｯﾁ市場・技術への知恵を絞った取組みにより活
路を探っている。今回のｺﾝﾌｧﾚﾝｽでは、STX からｳｴﾊ研磨による低ｺｽﾄ・高性能ｾﾙﾌﾟﾛｾｽとﾓｼﾞ
ｭｰﾙ耐久性向上技術、S-Energy から砂漠用ﾓｼﾞｭｰﾙとその保守技術、TOPSUN から南北傾斜
可変型ﾊﾟﾈﾙ技術と水上 PV ｼｽﾃﾑ、など興味深い製品・技術の紹介があった。
以上
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