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　まえがき

2008年から 2012年までの「京都議定書」の第一約束期
間を迎え，大幅な CO2削減の達成のため，より一層の新
エネルギーの普及拡大が期待される。

富士電機では 2006年に熊本工場が竣工（しゅんこう）

し，フィルム型アモルファスシリコン太陽電池「FWAVE
（エフウエーブ）」（図 1）の量産化を開始した。

フィルム型アモルファス太陽電池は，厚さ約 50 µm
のプラスチックフィルム上に CVD（Chemical Vapor 
Deposition）やスパッタリングなどの薄膜製造工程により

アモルファスシリコン太陽電池層を形成するため，きわめ

て薄くフレキシブルで，質量もガラス基板を使用した太
陽電池の約 10分の 1と軽量である。これらの特長を生か

し，デザイン性を考慮したコミュニティ施設の大型屋根や，

町並み景観に配慮した施設など，ガラス基板の太陽電池モ

ジュールでは困難であった場所に設置することができる。

また，フィルム型アモルファス太陽電池の製造に必要と

なるエネルギーは結晶シリコン太陽電池の約 2分の 1であ

り，ライフサイクルでの環境負荷低減の効果が高い。その

ため，国内外への大規模な展開によるグローバルな環境問
題への貢献を視野に，国際実証研究に積極的に参加し，さ

まざまな地域における太陽光発電システムの適用ノウハウ

の蓄積や，電力系統との安定かつ安全な連系技術などの確

立を図っている。

本稿では，フィルム型アモルファス太陽電池の最新応
用モジュール製品と，その特長を生かした設置事例の紹介，

および国内外への太陽電池の展開に向けた国際実証研究へ

の取組みの成果について述べる。

　フィルム型太陽電池応用モジュール製品
（1）（2）

2.1　鋼板一体型モジュール

鋼板一体型モジュールは，フィルム型太陽電池（厚さ：

約 50 µm）を鋼板に張り付け，表面をフッ素樹脂で覆った

構造の太陽電池モジュールである。鋼板一体型モジュール
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図1　フィルム型アモルファスシリコン太陽電池「FWAVE」 図2　鋼板一体型モジュール

表1　鋼板一体型モジュールの標準仕様

モジュール内接続

公称最大出力（W）

公称最大出力電圧（V）

公称最大出力電流（A）

公称開放電圧（V）

公称短絡電流（A）

寸法（mm）

質量（kg）

4直列2並列

86.4

306

0.282

428

0.388

15.7

525（W）×3,881（D）×15（H）
（端子箱含む）

項　目 仕　様
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の標準仕様を表１に，モジュールの外観を図 2に示す。

本モジュールは屋根材一体型として適用するため，太
陽電池モジュールの据付けのための専用架台が不要であり，

太陽光発電システムのコスト低減に有効である。

また，太陽電池実装による屋根材としての重量増加も

1m2あたり約 1 kgであり，建物の荷重対策のためのコス

ト面でも有利である。

2.2　テント材一体型モジュール

テント材一体型モジュールは，テント材にフィルム型太
陽電池を取り付けたモジュールである。太陽電池はリベッ

トもしくはステンレス線にてテント材に取り付けられてお

り，テント材の劣化による交換時に太陽電池を取り外し，

新品のテント材への再取付けができるようにしている。図

3にテント材一体型モジュールの外観を示す。

　代表的な適用事例

3.1　豊田市西部体育館

前項で述べたとおり，鋼板一体型モジュールの屋根材
への適用は，建物荷重がきわめて小さいという利点を持つ。

また，緩やかな曲面への加工も可能なため，特に意匠性を

生かした大型屋根への適用に向いている。

図 4は，三晃金属工業株式会社施工による豊田市西部体

育館への適用例である。本体育館はコミュニティの中核と

して，デザイン性と景観への調和の双方を兼ね備えるとと

もに，大型屋根に鋼板一体型モジュール（20.2 kW）を適
用し環境にも配慮された施設となっている。

3.2　バス停留所

都市景観に調和した曲面屋根を持つ外観と，停電時の照
明確保という防災性を併せ持ったバス停留所の屋根に鋼板
一体型モジュール（120W）を適用した。

太陽電池で昼間に発電した電気はいったん蓄電池に蓄え

られ，照明装置などに供給されている。このため，災害な

どで万一夜間に停電が発生した場合でも，バス停留所の照
明は維持され，街路のセキュリティの確保に貢献する。図

5に太陽電池実装のバス停留所の外観を示す。

3.3　店舗プレイランドテント屋根

ファストフード店の屋外遊戯設備の屋根にテント材一
体型モジュールを採用した。太陽電池の容量は 336Wで，

発電した電力は直流のままエアコン室外機に供給され，空
調電力の低減を図っている。

3.4　電気自動車

軽量なフィルム型太陽電池は，車両や船舶への適用にも

有利である。
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図4　豊田市西部体育館（三晃金属工業株式会社施工）

図5　バス停留所への適用例（開発品）

太陽電池

図6　電気自動車（オートイーブイジャパン株式会社製）

図3　テント材一体型モジュール
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電気自動車は大容量の蓄電池を搭載しており，駐車時の

蓄電池の自己放電が課題のひとつである。フィルム型太陽
電池は，車体のデザイン性や車重に大きな影響を与えるこ

となく実装が可能で，駐車時に蓄電池への充電を行うこと

ができる。

図 6にオートイーブイジャパン株式会社による電気自動
車への適用例を示す。

また，軽量なフィルム型太陽電池は船舶のデッキなどへ

大規模に実装しても，船の安定性に大きく影響することが

ないため適していると考えられる。

　 タイ国におけるNEDO技術開発機構実証研究
事例

NEDO技術開発機構
〈注〉

の太陽光発電システムなど国際共
同実証開発の一環として，関西電力株式会社と共同で「単
独運転防止方法・電力品質向上技術に関する実証研究」を

平成 16年度から 3か年，タイ国バンコク市郊外で実施し

た。

研究目的は，分散型電源の集中連系によって生じる問題
点（電圧などの電力品質の低下，単独運転の不検出など）

の評価とその対応策の実証開発，および熱帯地域における

発電特性の異なる太陽電池（バルク系およびアモルファス

系）の発電特性評価の 2項目である。このうち，富士電機
では，「分散型電源群の集中制御による電圧上昇対策シス

テムの開発」と「発電特性の異なる太陽電池を用いた太陽
光発電システムの設計・開発」の 2テーマを担当した。

4.1　実証サイト

実証研究サイトは 2か所あり，ChoHengサイト（バン

コク市内から西に約 30 km）と TEIサイト（バンコク市
内から北に約 20 km）である。ChoHengサイトでは集中
連系関連の実証を，TEIサイトでは太陽電池特性比較の

実証をそれぞれ実施した。

4.2　システム概要

ChoHengサイトと TEIサイトのシステム構成をそれぞ

れ図 7，図 8に示す。

ChoHengサイトは太陽電池容量が 140 kWで，3種類の

太陽電池（単結晶シリコン，多結晶シリコン，アモルファ

スシリコン）で構成された 7セットの太陽電池アレイがそ

れぞれ容量 20 kWの太陽光発電用パワーコンディショナ

に接続され，集電盤を中継して商用電力系統に連系されて

いる。

TEIサイトは太陽電池容量が 15.3 kWで，4種類の太陽
電池（単結晶シリコン，多結晶シリコン，アモルファスシ

リコン，単結晶とアモルファスのハイブリッド）で構成さ

れた 4セットの太陽電池アレイが ChoHengサイトと同様
に系統連系されている。そのほかに電流電圧特性計測用太
陽電池モジュールが 4種類設置されている。

4.3　 研究成果「分散型電源群の集中制御による電圧上昇対
策システムの開発

（3）

」

分散型電源として配電線に接続した複数の太陽光発電
システム全体の電圧適正化と発電効率の均等化のために，

各々の太陽光発電システムの運転状態を一括監視・制御す

る電圧上昇対策システムを開発し，そのシステムを使っ

て実証試験を実施した。その結果，集中制御を行うことで，

監視対象全体で電圧の適正化と個々の太陽光発電システム

の発電効率の均等化が図れるとともに，従来の個別制御と

比べて監視対象全体での発電効率も改善できることを確認
した。

4.4　 研究成果「発電特性の異なる太陽電池を用いた太陽光
発電システムの設計・開発」

バルク系とアモルファス系の各太陽電池の発電実証試験
を行い，各々の発電特性を比較検討した結果，日射量に対
する太陽光発電システム発電量の割合を示す総合システム

出力係数（197ページの「解説」参照）が，アモルファス

系で 0.843に対して，バルク系が 0.774となり，熱帯地域
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〈注〉NEDO技術開発機構： 独立行政法人新エネルギー・産業技術 

総合開発機構

直流

交流

直流

交流

交流

交流
単独運転検出装置
計測装置

変圧器

配電線

単独運転
検出装置

接続箱 倉庫

H

計測装置

太陽電池
設置状況

CT，VT

実証試験サイト
変電所

計測装置 サーバ

A：太陽電池 F：制御装置
B：パワーコンディショナ G：計測装置
C：蓄電池 H：気象観測装置
D：インバータコンバータ 
E：低圧受電盤

C

D

F G

サーバ
模擬配電線 模擬負荷

【制御室】

B

A

E

Ｒ L C

図7　ChoHengサイト実証システム構成
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であるバンコクではアモルファス系の方が定格容量あたり

の発電電力量が約 9%多くなることがわかった。また，今
回の結果と北京での実証研究の結果と合わせることにより，

地域（緯度）が異なる場所での補正係数を算出した。これ

により，低緯度から中緯度における太陽光発電システムの

発電電力量を類推する方法論を提案することができた。

4.5　設備の現状

研究設備一式は，研究終了後の 2006年 12月に NEDO
技術開発機構からタイ国政府に譲渡され，現在も設備管理
者により正常に運用されている。

　今後の課題

フィルム型太陽電池の応用開発をさらに進めるため，以
下の課題に取り組んでいく。

（1）　特殊条件下における耐環境性評価
砂漠地帯における井水ポンプアップシステム用電源とし

て軽量でかつ取付けの容易な鋼板一体型モジュールやシー

ト一体型モジュールの適用が有効である。砂漠における砂
の付着による発電効率の低下や，砂嵐の際の耐摩耗性など

の評価を実施中である。

（2）　陸屋根向け防水シート一体型製品の開発
建材一体型の新しい応用として，防水シート一体型モ

ジュールの商品化開発を進めている。新築時や防水補修工
事時に建物の基礎や支柱・梁（はり）の強度を対策するこ

となく太陽電池の設置が可能となり，設置工事費用の大幅
低減が図れる。

（3）　軽量を生かした車両向けなどの適用拡大
軽量でフレキシブルなシート型モジュールを自動車の屋
根に設置した場合，約 100Wから 200Wまでの発電が可
能となる。アモルファス太陽電池は散乱光での発電効率も

よいため，車のダッシュボードに設置しても容易に電圧を

発生させることが可能であり，今後車載品用途についても

模索していきたい。

　あとがき

本稿では，フィルム型アモルファス太陽電池の特長を生
かした適用拡大への取組みを紹介した。

今後も新たな適用先の開拓や適用のためのノウハウ蓄積
を進めることにより，太陽電池のよりいっそうの普及を図
り，環境問題対策に貢献していく所存である。
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解　説 総合システム出力係数

　系統連系された太陽光発電システムでは，太陽から

の光エネルギーが太陽電池セルにて光電変換されて直
流電力となり，さらにインバータによって交流に変換
され，一般商用電力系統に供給される。しかし，実際
には設置環境により，さまざまな損失が発生するため，

常に理想的な状態で発電することはできない。その損
失の割合を総合システム出力係数（または総合設計係
数）という。太陽光発電システムの発電電力量は次式
で表される。

　E＝P・H・K/I
　　E ：発電電力量（kWh/日）

　　P ：定格太陽電池容量（kW）

　　H ：日射量（kWh/m2/日）

　　K ：総合システム出力係数
　　I ：標準状態における日射強度（＝1 kW/m2）
また，総合システム出力係数は次式で表される。

　K＝Kpt・Kpdrs・Kpdrn・Kc・Kpm

ここで，

　　Kpt：温度補正係数（25℃と異なる温度での発電 

            に伴う補正係数）

　　Kpdrs： 分光応答変動補正係数（標準条件と異な

る太陽光スペクトルでの発電に伴う補正係
数）

　　Kpdrn： 入射補正係数（垂直光入射と異なる角度で

の発電に伴う補正係数）

　　Kc： パワーコンディショナ回路補正係数（直流か

ら交流への変換に伴う補正係数）

　　Kpm： ミスマッチ補正係数（アレイを構成するモ

ジュールの電流電圧特性のバラツキによる

アレイ出力変化に伴う補正係数）

　 「FWAVE」のようなアモルファス系太陽電池は，

他のバルク系太陽電池と比べ，温度係数（温度上昇に

伴う出力低下率）が小さいことと，太陽電池が発電可
能な光の波長帯がより短い側（紫外線側）にあること

から，平均気温が高く，短波長光が優勢な中・低緯度
地域で総合システム出力係数が大きくなり，発電電力
量が多く有利である。
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