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      1　まえがき

太陽光発電は，世界各国の環境・エネルギー政策に牽引
（けんいん）され，市場が急拡大している。日本において

も 2012 年 7 月から再生可能エネルギーの固定価格買取制
度が施行され，今後，さらに太陽光発電の導入が期待され

ている。

富士電機は，1978 年からアモルファスシリコン太陽電
池の研究開発を行っており，2006 年 11 月に熊本県に太陽
電池量産工場を建設し，2007 年 4 月に本格生産を開始し

ている。富士電機の太陽電池セルは，プラスチックフィル

ム基板を用いたアモルファスシリコン系太陽電池で，軽量
でフレキシブルという特長を持っている。この特長を生か

すため，ガラスを用いず樹脂で封止することで“軽い，曲
がる，割れない”フレキシブル太陽電池モジュールを開発
した。このフレキシブル太陽電池モジュールをベースに，

建材として適用可能な鋼板一体型太陽電池モジュールや防
水シート一体型太陽電池モジュールなどを開発している。

本稿では，このようにさまざまな用途に適用可能な太陽電
池のモジュール化技術について述べる。

2　太陽電池モジュール

2.1　構造比較

富士電機における太陽電池モジュールの構造比較を表1

に示す。基本モジュールは，セルを封止材により封止し，

表裏に保護層を設けた構造となっている。応用モジュール

は，基本モジュールをベースに裏面に鋼板などの基板を適
用した構造になっている。

2.2　基本モジュールの仕様

富士電機の基本モジュールであるフレキシブル太陽電池
モジュールの外観を図1に，モジュール構造を図2に，基
本仕様を表2に示す。

フレキシブル太陽電池モジュールは，プラスチック基板
の太陽電池セルを樹脂性接着材で封入し，最表面に耐候性
が高く，電気絶縁性にも優れている ETFE（エチレンテ

トラフルオロエチレン）を使用している。このように樹脂
材料のみで構成することで，“軽い，曲がる，割れない”

を実現している。また，太陽電池モジュールの出力を直接
パワーコンディショナに入力できるように，出力電圧を高
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  富士電機は，フィルム基板太陽電池の特長である“軽い，曲がる，割れない”を生かしたフレキシブルタイプの太陽電池
モジュールを開発した。これをさまざまな用途に適用するため，フレキシブルタイプをベースに鋼板一体型モジュールや防
水シート一体型モジュール，軽量タイプモジュールなどを開発している。近年，太陽電池の普及拡大に伴い安全性および高
信頼性への要求が高まっており，JET 認証の取得が必須になりつつある。モジュール構成材料や厚みを変えた事前実験に

より，認証に必要な火災試験に対応したモジュール構造を開発し，JET 認証を取得した。

Fuji Electric has developed a fl exible solar cell module that utilizes the characteristics of fi lm substrate solar cells, being lightweight, 
fl exible and not easily broken.  To enable a wide range of applications of this fl exible module, we have incorporated it as a base in developing 
various other modules, such as a steel-plate-integrated module, a waterproof-sheet-integrated module and a lightweight module.  In recent 
years, with the increasing popularization of solar cells, there has been a higher demand for safety and reliability, and the acquisition of JET 
certifi cation is gradually becoming an essential requirement.  Through the conduct of preliminary experiments in adjusting module materials 
and thickness, we were able to develop a module structure that passed the approval fi re test and obtained JET certifi cation.    

表1　太陽電池モジュールの構造比較

太陽電池セル
基本モジュール 応用モジュール

フレキシブルタイプ 鋼板一体型 防水シート一体型 軽量タイプ

セル

封止材

セル

表面材（ETFE）

裏面層（ETFE）

封止材

セル

表面材（ETFE）

鋼板

封止材

セル

表面材（ETFE）

防水シート

封止材

セル

表面材（ETFE）

PET系シート
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くしている。これにより，現地での配線接続作業が軽減で

きる。

3　太陽電池モジュールの認証規格

太陽電池モジュールは，屋外で長期間にわたって安定稼
動を実現するためには高い品質が要求される。このため，

太陽電池モジュールの性能および安全性に関する認証制度
が浸透しつつある。日本における認証制度は，一般財団法
人電気安全環境研究所（JET）が行っており，薄膜系の太
陽電池モジュールは，次の規格を満たす必要がある。

⒜　JIS C 8991：地上設置の薄膜太陽電池（PV）モ

ジュール－設計適格性確認および型式認証のための要
求事項

⒝　JIS C 8992-1：太陽電池モジュールの安全適格性確
認－第 1部：構造に関する要求事項

⒞　JIS C 8992-2：太陽電池モジュールの安全適格性確
認－第 2部：試験に関する要求事項

富士電機の太陽電池モジュールは，表層が樹脂で構成
されているため，JIS C 8992-2に規定される火災試験へ

の対応が最大の課題であった。火災試験は，太陽電池モ

ジュールが火災にさらされたときの耐火性能を検証するも

のである。火災試験には，燃焼した火種が飛来して太陽電
池モジュールの上に落ちることを想定した飛び火試験と太
陽電池モジュールが延焼の原因にならないことを検証する

火炎伝播試験の二つがある。モジュール構成材料や厚みを

変えた事前実験によって，火災試験に合格できるモジュー

ル構造を開発した。図3に火災試験（飛び火），図4に火
災試験（火炎伝播）の状況を示す。富士電機の太陽電池モ

ジュールは，2011 年度に JET 認証試験に合格した。

太陽電池モジュールは建物の屋根や壁に設置されること

が多いため，風圧に対しても十分な強度が必要である。一
般的な荷重（風圧）としては，JIS C 8991 機械的荷重試験
に規定されている 2,400 Paが用いられ，沿岸近くなどの突
風が予想される地域に設置される場合は，さらに高い耐風

図1　フレキシブル太陽電池モジュール

接着剤（封止材）

ETFE（エチレン テトラ フルオロ エチレン）

セル
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図2　フレキシブル太陽電池モジュールの構造

表2　フレキシブル太陽電池モジュールの基本仕様

型　式 FPV1092DSJ1 FPV1046DSJ1

公称最大出力（W） 92 46

最大出力動作電圧
（V） 319 159.5

最大出力動作電流
（A） 0.288 0.288

開放電圧（V） 435 217.5

短絡電流（A） 0.379 0.379

外形寸法（mm） L3,339×W460×H1 L1,733×W460×H1

質量（kg） 1.58 0.8

図3　火災試験（飛び火）の状況

図4　火災試験（火炎伝播）の状況
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圧が要求される。図5に鋼板一体型モジュールでの解析結
果を示す。表面荷重は表面に風を当てた場合の表面と裏面
の応力を，裏面荷重は裏面に風を当てた場合の表面と裏面
の応力を示している。3,000 Paの要求仕様に対して，太陽
電池モジュールの固定方法を改良することで，表面荷重と

裏面荷重のどちらも材料の許容応力である 115MPa 以下
になることを確認した。

4　太陽電池モジュールの設置事例

4.1　鋼板一体型モジュールの壁面設置

北海道などの降雪地域は，屋根に太陽電池モジュールを

設置すると，冬場の積雪時に発電が期待できないため，太
陽電池の有効活用が難しい地域と考えられていた。しかし，

壁面に設置すれば積雪時にも発電が期待でき，年間を通し

た有効活用が可能となる。図6に壁面設置事例を示す。本

モジュールはガラスを使用していないので，災害時にも割
れることがなく，安全性も高いといえる。2012 年 3 月現在，

実サイトでの発電量データを収集中であり，積雪時には雪
面からの反射光も利用でき，予想以上の発電量が得られる

ことが分かってきた。図7は，北海道地区のある都市の年
間発電量を予測した結果である。このように，年間の累積
発電量では屋根設置を上回ることが予想され，今後の普及
が期待される。

4.2　鋼板一体型モジュールの屋根設置

2012 年 7 月から再生可能エネルギーの固定価格買取制
度が施行される。その適用条件として，第三者機関によ

る認証取得が必要である。富士電機では 2011 年度に改良
型の鋼板一体型モジュールにおいて，JET 認証を取得し，

2012 年 3 月には椎葉村新庁舎の屋根に設置している。（図

8）。本モジュールは，ガラス基板の太陽電池モジュール

（a）表面荷重

鋼板（表面）相当応力 鋼板（裏面）相当応力

鋼板（表面）相当応力

最大70MPa

固定金具との
境目に応力集中

鋼板（裏面）相当応力

応力

（b）裏面荷重

最大65MPa
大

小

図5　機械荷重の応力解析結果
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（月）

富士電機　壁面設置

結晶系　壁面設置

結晶系　屋根設置

＊1：コープさっぽろ　大橋大通店，さつない店，西宮の沢店より算出
＊2：2011年　北海道地区某市気象データより算出
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図7　年間発電量予測

図6　  鋼板一体型モジュールの壁面設置事例
（コープさっぽろ　とんでん店）
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に比べて 20% 程度軽く，木造建築物への負荷が低く抑え

られた。

4.3　防水シート一体型モジュール

防水シート一体型モジュールの設置事例を図9に示す。

本システムは固定するための金具や架台が不要なので，屋
根にかかる荷重負荷を大幅に低減することが可能である。

また，防火規定（建築基準法第 63 条）の性能規定（飛び

火性能試験評価試験）にも合格しており，防火地域での設
置も可能である。

4.4　軽量タイプモジュール（開発中）

フレキシブル太陽電池モジュールをベースに，バック

シートとして機械強度を持った樹脂を適用した軽量タイプ

モジュールの開発を進めている。軽量タイプは，鋼板一体
型モジュールよりも軽く，機械強度を持つことで設置や施
工が簡素化され，適用先が拡大するものと考えている。軽
量タイプモジュールの設置事例を図10に示す。固定金具
で上下から挟み込むことで，荷重を均一化し，風圧にも耐
え得る構造としている。

5　あとがき

太陽電池は再生可能エネルギーの柱として期待を集めて

いる。本稿で，モジュール化技術について述べたように

フィルム型アモルファス太陽電池モジュールはさまざまな

用途への適用が期待されている。今後もお客さまの要望に

応えて，高い信頼性を確保した製品開発を行い，より豊か

な社会づくりに貢献する所存である。    

横山　尚伸
太陽電池モジュールの製品開発に従事。現在，富
士電機株式会社電子デバイス事業本部熊本工場開
発部課長。

中村　哲郎
太陽電池モジュールの製品開発に従事。現在，富
士電機株式会社電子デバイス事業本部熊本工場開
発部主査。

図8　  鋼板一体型モジュールの屋根設置事例
（椎葉村新庁舎）

図9　 防水シート一体型モジュールの設置事例
（栃木県総合文化センター）

図１0　軽量タイプモジュールの設置事例
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