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出典：http://www.hepco.co.jp/ato_env_ene/atomic/pluthermal/02-02.html
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１．太陽光(熱)発電とは？

太陽電池を利用し、太陽光のエネ

ルギーを直接的に電力に変換する

発電方式で、別名でソーラー発電と

も呼ばれる。

太陽光をレンズや反射板を使って

太陽炉に集めることで熱源として利

用する発電方法で、蓄熱により24時

間の発電が可能。

１－１太陽光発電とは？１－１太陽光発電とは？１－１太陽光発電とは？１－１太陽光発電とは？

１－２太陽熱発電とは？１－２太陽熱発電とは？１－２太陽熱発電とは？１－２太陽熱発電とは？
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出典：http://www.ienakama.com/tips/page/?tid=415

出典：http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E
9%99%BD%E7%86%B1%E7%99%BA%E9%9B%BB



２．太陽熱発電の仕組み

２－１２－１２－１２－１ 太陽熱発電の仕組み太陽熱発電の仕組み太陽熱発電の仕組み太陽熱発電の仕組み
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出典：http://j-net21.smrj.go.jp/develop/techno/entry/2009121101.html



２．太陽熱発電の仕組み

２－２２－２２－２２－２ 太陽熱発電の種類太陽熱発電の種類太陽熱発電の種類太陽熱発電の種類

1.1.1.1.タワー式太陽熱発電タワー式太陽熱発電タワー式太陽熱発電タワー式太陽熱発電

地上に並べられた平面鏡で反射させた太陽光を

中央の集熱塔に集めて、パイプを温める方式。

タワー型（ハイブリッド）で25%の変換効率
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出典：http://jp.ibtimes.com/article/biznews/100724/58008.html
出典：http://simlabo.main.jp/simrepo/r040.htm



２．太陽熱発電の仕組み

２－２２－２２－２２－２ 太陽熱発電の種類太陽熱発電の種類太陽熱発電の種類太陽熱発電の種類

2.2.2.2.トラフトラフトラフトラフ 式太陽熱発電式太陽熱発電式太陽熱発電式太陽熱発電

放物曲面鏡（もしくは平面鏡＋放物曲面鏡）で太

陽光を集め、液体の入った集熱管を温める方式。

商業用で14%の変換効率
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出典：http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E9%99%BD%
E7%86%B1%E7%99%BA%E9%9B%BB出典：http://simlabo.main.jp/simrepo/r040.htm



２．太陽熱発電の仕組み

２－２２－２２－２２－２ 太陽熱発電の種類太陽熱発電の種類太陽熱発電の種類太陽熱発電の種類

3.3.3.3.ディッシュ型太陽熱発電ディッシュ型太陽熱発電ディッシュ型太陽熱発電ディッシュ型太陽熱発電

放物曲面状の鏡を利用し、スターリングエンジン

などに太陽光を集中させることにより発電する方式。

実験レベルで31.2%の変換効率
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出典：http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E9%99%
BD%E7%86%B1%E7%99%BA%E9%9B%BBhttp://simlabo.main.jp/simrepo/r040.htm



３．太陽熱発電の特徴

３－１３－１３－１３－１ 太陽熱発電のメリット太陽熱発電のメリット太陽熱発電のメリット太陽熱発電のメリット

1.太陽光がエネルギー源であるため、太陽がある限り資源の

枯渇はない。

2.燃焼を伴わないため、有毒ガスなどの発生リスクがなく、

燃料などのコスト上昇によるリスクが無い。

3.太陽光発電の場合は日中だけしか発電ができないが、

太陽熱発電の場合は日中に蓄積した「熱」を利用して

２４時間の発電が可能。
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３．太陽熱発電の特徴

３－２３－２３－２３－２ 太陽熱発電のデメリット太陽熱発電のデメリット太陽熱発電のデメリット太陽熱発電のデメリット

1.効率性を考えると、大型の設備が必要となるとともに十分な

熱量確保のため広大な「受光面積」が必要となり、 大規模な

面積の土地が必要。そのため日本では普及していない。

2.設置導入時のコストが高い。

3.太陽の向きにあわせ 鏡を調整する必要がある。

4.可動部分が多いため定期的なメンテナンスが必要。

（運用に資格者が必要）

5.発電電力が天候に左右される。
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４．太陽光発電の仕組み

４－１４－１４－１４－１ 太陽光発電システム太陽光発電システム太陽光発電システム太陽光発電システム

太陽光発電のシステムには大きく五つのパーツが必要。太陽光発電のシステムには大きく五つのパーツが必要。太陽光発電のシステムには大きく五つのパーツが必要。太陽光発電のシステムには大きく五つのパーツが必要。

②インバータ②インバータ②インバータ②インバータ

直流を交流に変換する。直流を交流に変換する。直流を交流に変換する。直流を交流に変換する。

④買電メータ④買電メータ④買電メータ④買電メータ

購入する電気量を記録する。購入する電気量を記録する。購入する電気量を記録する。購入する電気量を記録する。

⑤売電メータ⑤売電メータ⑤売電メータ⑤売電メータ

電力会社へ売った電気量を記録する。電力会社へ売った電気量を記録する。電力会社へ売った電気量を記録する。電力会社へ売った電気量を記録する。

③分電盤③分電盤③分電盤③分電盤

電圧を調整し、各所に電流を仕分けする。電圧を調整し、各所に電流を仕分けする。電圧を調整し、各所に電流を仕分けする。電圧を調整し、各所に電流を仕分けする。

②，③②，③②，③②，③ インバータと分電盤の機能を合わせて販売されることが多く、インバータと分電盤の機能を合わせて販売されることが多く、インバータと分電盤の機能を合わせて販売されることが多く、インバータと分電盤の機能を合わせて販売されることが多く、

パワーコンディショナー（通称「パワコン」）と呼ばれている。パワーコンディショナー（通称「パワコン」）と呼ばれている。パワーコンディショナー（通称「パワコン」）と呼ばれている。パワーコンディショナー（通称「パワコン」）と呼ばれている。

①太陽電池パネル（モジュール）①太陽電池パネル（モジュール）①太陽電池パネル（モジュール）①太陽電池パネル（モジュール）

次ページより説明します次ページより説明します次ページより説明します次ページより説明します。
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出典：http://www.nikkei.com/tech/ecology/article/g=96958A88889DE3E2EBE5E5EBE4E2E3E1E2E5E0E2E3
E2E2E2E2E2E2E2;p=9694E2EBE2E5E0E2E3E2EBE7E6E4



４．太陽光発電の仕組み

４－２４－２４－２４－２ 太陽電池パネルとは？太陽電池パネルとは？太陽電池パネルとは？太陽電池パネルとは？

太陽電池パネル（モジュール）の中にはセルと呼ばれる

板が数十枚並んでいる。セル単体で発生する電圧は低い

ため何枚も直列に繋ぐことで電圧を上げています。

セルモジュール

0

出典：http://taiyoseikatsu.com/news/201108/tn201108-09.html



４．太陽光発電の仕組み

４－３４－３４－３４－３ 太陽電池パネルの種類太陽電池パネルの種類太陽電池パネルの種類太陽電池パネルの種類

①単結晶シリコン①単結晶シリコン①単結晶シリコン①単結晶シリコン

セル全体が一つのシリコン結晶になっている。太陽電池

の中では最も古い歴史があり、技術的にも他のタイプと

比べて成熟している。変換効率は高いが、高価なのが欠

点です。

単結晶シリコン太陽電池
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出典： http://taiyoseikatsu.com/news/201108/tn201108-09.html



４．太陽光発電の仕組み

４－３４－３４－３４－３ 太陽電池パネルの種類太陽電池パネルの種類太陽電池パネルの種類太陽電池パネルの種類

②多結晶シリコン②多結晶シリコン②多結晶シリコン②多結晶シリコン

セルの中に、小さなシリコン結晶がいくつも入っている

太陽電池である。単結晶より安価で、作りやすいことから

現在の主流となっています。変換効率は、やや単結晶に

劣ります。

多結晶シリコン太陽電池
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出典： http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20091222/1030643/?SS=expand-life&FD=1465079168



４．太陽光発電の仕組み

４－３４－３４－３４－３ 太陽電池パネルの種類太陽電池パネルの種類太陽電池パネルの種類太陽電池パネルの種類

③薄膜シリコン（アモルファスシリコン）③薄膜シリコン（アモルファスシリコン）③薄膜シリコン（アモルファスシリコン）③薄膜シリコン（アモルファスシリコン）

シリコンの厚さを極限まで薄くした太陽電池である。

0.3～2μmほどで、使用シリコンを100分の1以下におさえる

事が出来るためコストも安価となる。結晶系シリコンと比較し

て性能面に課題がある。電卓、腕時計に使われています。

アモルファスシリコン太陽電池
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出典： http://e-kbda.jp/special/2008/07/4022.html



４．太陽光発電の仕組み

４－３４－３４－３４－３ 太陽電池パネルの種類太陽電池パネルの種類太陽電池パネルの種類太陽電池パネルの種類

④化合物系（④化合物系（④化合物系（④化合物系（CIS,CCIS,CCIS,CCIS,CｄｄｄｄTeTeTeTe系）系）系）系）

化合物半導体の一種で、銅、インジウム、セレン等を原

料とした薄膜太陽電池です。複数種を組み合わせること

で半導体としての性質になる。 製造工程が簡単で高性

能が期待できることから技術開発が進んでいます。

化合物系太陽電池

CIS太陽電池 ：銅（Cu）、イジウム（In）、セレン（Se）

CIGS太陽電池：銅（Cu）、イジウム（In）、ガリウム（Ga）、

セレン（Se）

CdTe太陽電池：カドミニウム（Cd）、テルル（Te）

化合物系太陽電池の種類の例
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出典： http://bcnranking.jp/news/0508/050811_1904.html



４．太陽光発電の仕組み

４－３４－３４－３４－３ 太陽電池パネルの種類太陽電池パネルの種類太陽電池パネルの種類太陽電池パネルの種類

次に現在、もっとも普及している結晶シリコン

太陽電池の仕組みについて説明します。

変換効率変換効率変換効率変換効率まとめまとめまとめまとめ（（（（2012012012011111））））
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品種別出荷量の推移品種別出荷量の推移品種別出荷量の推移品種別出荷量の推移

出典： http://www.jpea.gr.jp/04doc01.html



４．太陽光発電の仕組み

４－４４－４４－４４－４ シリコンが材料に使われる理由シリコンが材料に使われる理由シリコンが材料に使われる理由シリコンが材料に使われる理由

①シリコンは半導体であるという点が大きな理由。

(半導体は光を当てると電気を通す。)

②わずかな不純物を加えるだけで2種類の半導体が生まれる。

③半導体としてのシリコンは電子回路の材料として50年以上

の歴史があるため効率よく自由電子発生させられる方法も

研究されている。 （歴史に裏付けされた信頼性）

④埋蔵量も多い。（地球の地殻の中に約28%）
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４．太陽光発電の仕組み

４－４４－４４－４４－４ 結晶シリコン太陽電池の仕組み結晶シリコン太陽電池の仕組み結晶シリコン太陽電池の仕組み結晶シリコン太陽電池の仕組み

自由電子（動きやすい電子、－極）

ホール（電子の足りない場所、+極）

n型半導体

p型半導体

pn接合

Pn接合があることで上の層では自由電子、接合があることで上の層では自由電子、接合があることで上の層では自由電子、接合があることで上の層では自由電子、

下の層ではホールが安定して存在している。下の層ではホールが安定して存在している。下の層ではホールが安定して存在している。下の層ではホールが安定して存在している。

光が当たると、光が当たると、光が当たると、光が当たると、

・・・・pn接合で新たに生まれた自由電子は、接合で新たに生まれた自由電子は、接合で新たに生まれた自由電子は、接合で新たに生まれた自由電子は、

上の層に移動する。上の層に移動する。上の層に移動する。上の層に移動する。

・・・・pn接合ではホールも生まれ、下の層接合ではホールも生まれ、下の層接合ではホールも生まれ、下の層接合ではホールも生まれ、下の層

へ向かって移動する。へ向かって移動する。へ向かって移動する。へ向かって移動する。

これが繰り返されると上の層には自由電これが繰り返されると上の層には自由電これが繰り返されると上の層には自由電これが繰り返されると上の層には自由電

子、下の層にはホールがたまっている状態子、下の層にはホールがたまっている状態子、下の層にはホールがたまっている状態子、下の層にはホールがたまっている状態

になる。になる。になる。になる。

自由電子（動きやすい電子、－極）

ホール（電子の足りない場所、+極）

n型半導体

p型半導体

pn接合

・上の層（・上の層（・上の層（・上の層（n型半導体）型半導体）型半導体）型半導体）

シリコンに不純物としてリンをまぜ、シリコンに不純物としてリンをまぜ、シリコンに不純物としてリンをまぜ、シリコンに不純物としてリンをまぜ、

自由電子をつくったもの。自由電子をつくったもの。自由電子をつくったもの。自由電子をつくったもの。

・・・・Pn接合接合接合接合

上の層にあった自由電子が下の層のホール上の層にあった自由電子が下の層のホール上の層にあった自由電子が下の層のホール上の層にあった自由電子が下の層のホール

を埋め、自由電子もホールも無い接合面を作りを埋め、自由電子もホールも無い接合面を作りを埋め、自由電子もホールも無い接合面を作りを埋め、自由電子もホールも無い接合面を作り

出している。出している。出している。出している。

・下の層（・下の層（・下の層（・下の層（p型半導体）型半導体）型半導体）型半導体）

シリコンに不純物としてホウ素をまぜ、シリコンに不純物としてホウ素をまぜ、シリコンに不純物としてホウ素をまぜ、シリコンに不純物としてホウ素をまぜ、

ホールをつくったもの。ホールをつくったもの。ホールをつくったもの。ホールをつくったもの。

（（（（10万分の万分の万分の万分の1～～～～100万分の万分の万分の万分の1の割合）の割合）の割合）の割合）

（（（（10万分の万分の万分の万分の1～～～～100万分の万分の万分の万分の1の割合）の割合）の割合）の割合）
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光が当たる限り、光が当たる限り、光が当たる限り、光が当たる限り、PN接合の接合の接合の接合の

上の層に自由電子がたまり、上の層に自由電子がたまり、上の層に自由電子がたまり、上の層に自由電子がたまり、

下の層にはホールがたまる。下の層にはホールがたまる。下の層にはホールがたまる。下の層にはホールがたまる。

（電圧が高まる。）この状態で（電圧が高まる。）この状態で（電圧が高まる。）この状態で（電圧が高まる。）この状態で

回路をつなぐと、回路をつなぐと、回路をつなぐと、回路をつなぐと、

①自由電子が外へ流れ出す。①自由電子が外へ流れ出す。①自由電子が外へ流れ出す。①自由電子が外へ流れ出す。

②外部回路に流れて電流と②外部回路に流れて電流と②外部回路に流れて電流と②外部回路に流れて電流と

なる。（電流の向きとはなる。（電流の向きとはなる。（電流の向きとはなる。（電流の向きとは

逆方向に定義されている。）逆方向に定義されている。）逆方向に定義されている。）逆方向に定義されている。）

③最終的に下の層のホール③最終的に下の層のホール③最終的に下の層のホール③最終的に下の層のホール

におさまる。におさまる。におさまる。におさまる。

自由電子（動きやすい電子、－極）

ホール（電子の足りない場所、+極）

n型半導体

p型半導体

pn接合

電

流

の

向

き

P型半導体のほうが

電圧が高い（ホールは+極）

①

②

③



４．太陽光発電の仕組み

４－５４－５４－５４－５ 最大電力ポイント－１最大電力ポイント－１最大電力ポイント－１最大電力ポイント－１

PA:最大電力ポイント（MPP）

0

太陽電池のI-V 曲線

電圧の大きさによって発電電力が変化してしまうため、効率よく電圧の大きさによって発電電力が変化してしまうため、効率よく電圧の大きさによって発電電力が変化してしまうため、効率よく電圧の大きさによって発電電力が変化してしまうため、効率よく

発電するには最大電力ポイントを使いたい。発電するには最大電力ポイントを使いたい。発電するには最大電力ポイントを使いたい。発電するには最大電力ポイントを使いたい。

電力（W）＝電圧（V）×電流（I）

出典：http://www.cqpub.co.jp/toragi/TRBN/contents/2005/tr0509/0509sp5.pdf



４－５４－５４－５４－５ 最大電力ポイント－２最大電力ポイント－２最大電力ポイント－２最大電力ポイント－２

最大電力ポイントを使うためには（回路例）最大電力ポイントを使うためには（回路例）最大電力ポイントを使うためには（回路例）最大電力ポイントを使うためには（回路例）

４．太陽光発電の仕組み

太陽電池等価回路太陽電池等価回路太陽電池等価回路太陽電池等価回路

比較器比較器比較器比較器

基準電圧基準電圧基準電圧基準電圧

（（（（MPP(MPP(MPP(MPP(最大電力ポイント最大電力ポイント最大電力ポイント最大電力ポイント))))の電圧）の電圧）の電圧）の電圧）

トラントラントラントラン

ジスタジスタジスタジスタ

RTNRTNRTNRTN

ＲＳＲＳＲＳＲＳ

（内部（内部（内部（内部

抵抗）抵抗）抵抗）抵抗）

電流電流電流電流

太陽電池出力太陽電池出力太陽電池出力太陽電池出力

1

①光が当たると①光が当たると①光が当たると①光が当たると

電圧が発生する。電圧が発生する。電圧が発生する。電圧が発生する。

②基準電圧と太陽電池②基準電圧と太陽電池②基準電圧と太陽電池②基準電圧と太陽電池

出力電圧の比較する。出力電圧の比較する。出力電圧の比較する。出力電圧の比較する。

③トランジスタが③トランジスタが③トランジスタが③トランジスタがONONONONされてされてされてされて

RTNRTNRTNRTN側に電流が流れると、側に電流が流れると、側に電流が流れると、側に電流が流れると、RSRSRSRSとととと

トランジスタの内部可変抵抗とトランジスタの内部可変抵抗とトランジスタの内部可変抵抗とトランジスタの内部可変抵抗と

の分圧で電圧が下がる。の分圧で電圧が下がる。の分圧で電圧が下がる。の分圧で電圧が下がる。

④④④④MPPMPPMPPMPPの電圧でトラの電圧でトラの電圧でトラの電圧でトラ

ンジスタがンジスタがンジスタがンジスタが ON,OFFON,OFFON,OFFON,OFF

するため、するため、するため、するため、MPPMPPMPPMPPより大より大より大より大

きな電圧にならないよきな電圧にならないよきな電圧にならないよきな電圧にならないよ

うになっており、発電うになっており、発電うになっており、発電うになっており、発電

電力が小さい電圧の電力が小さい電圧の電力が小さい電圧の電力が小さい電圧の

大きい部分を使わな大きい部分を使わな大きい部分を使わな大きい部分を使わな

いようにしている。いようにしている。いようにしている。いようにしている。



５．太陽光発電の特徴

５５５５----１太陽光発電のメリット１太陽光発電のメリット１太陽光発電のメリット１太陽光発電のメリット----1111

1.1.1.1.枯渇することのないクリーンエネルギー枯渇することのないクリーンエネルギー枯渇することのないクリーンエネルギー枯渇することのないクリーンエネルギー

・石油を燃焼させて電気を起こす

火力発電のように、発電時にCO2

（二酸化炭素）や排気ガスなどの

大気汚染物質を発生させることが

ない。

・運転に燃料を必要としない。

・維持に必要な電気量がほとんど

不要になる。

・エネルギー回収期間が早い。

※保守・廃棄時

のみ排出

0.96年

0.4年

1.4年

2

出典（産業研太陽光発電センター）



５５５５----1 1 1 1 太陽光発電のメリット太陽光発電のメリット太陽光発電のメリット太陽光発電のメリット----2222

2.可動部分が無いものがほとんどで構造的にシンプルで

あるため、 他の発電システムに比べメンテナンスも簡単。

3.分散型の電源なので、災害による影響範囲が小さく非常用

に最適。

4.設置する場所や広さに合わせて自由に規模を決めることが

できる。

5.国、各自治体からの補助金、余剰電力の買い取り制度がある。

５．太陽光発電の特徴

3



５－２５－２５－２５－２ 太陽光発電のデメリット太陽光発電のデメリット太陽光発電のデメリット太陽光発電のデメリット----1111

1.発電電力が天候に左右される。

（曇天・雨天時、積雪時は発電量が低下）

・天候によって、大きく発電量は

変化し、夜は発電しない。

・蓄電池を使う方法もあるが、

①蓄電の際に10数パーセント

の割合で放電してしまう。

②蓄電池のコストが高い。

③蓄電池の寿命が短い。

などの理由で普及していない。

５．太陽光発電の特徴

4

出典：http://unit.aist.go.jp/rcpvt/ci/about_pv/output/fluctuation.html



５．太陽光発電の特徴

５－２５－２５－２５－２ 太陽光発電のデメリット太陽光発電のデメリット太陽光発電のデメリット太陽光発電のデメリット----2222

2.導入時のコストが高い。

3.従来の発電方式に比べ、発電電力量当たりのコストが高い。

4.設置面積当たりの発電電力量が他の発電方式に比べ

低いため大容量の発電には、広大な面積が必要になる。

（設置規模を大きくしても発電効率が向上しないため）

5. 建物に設置する場合、設置部へ負荷がかかる。

6.影、汚れ、火山灰・降雪等で遮蔽されると、その分出力が

落ちる。

5



６．市場の製品と価格

６－１６－１６－１６－１ 各メーカの太陽電池の比較各メーカの太陽電池の比較各メーカの太陽電池の比較各メーカの太陽電池の比較

単価を公称最大出力で割って1kwあたりの単価（定価）で比較

6

出典：http://iemaga.jp/dreamhouse/vol06/002.html



６．市場の製品と価格

６－２６－２６－２６－２ 各メーカのパワーコンディショナ比較各メーカのパワーコンディショナ比較各メーカのパワーコンディショナ比較各メーカのパワーコンディショナ比較

算出条件

①5kWのシステムで年間6000kW発電すると仮定する。

②10年間の発電で算出（パワーコンディショナーは一般的に10年が寿命と

言われている。）

③売電単価：42円（1kWh）（住宅用、2011年4月～）

④京セラ、三洋の変換効率94.5％を基準に考える。

計算例：シャープ 6000kW×0.5%＝30kW

30kW×42円＝12,600円

メーカー名 定価 変換効率 10年間の電気代を加味 トータル

シャープ

（製品名：JH-GOC4 5.5kW）

349,860円 94.0% +12,600円 362,460円

京セラ

（製品名：PVN-551B 5.5kW）

42,0000円 94.5% ←94.5%を基準 42,0000円

三洋電機

（製品名：SSI-TL55A2 5.5kW）

42,0000円 94.5% ←94.5%を基準 42,0000円

三菱電機

（製品名：PV-PN55G 5.5kW）

525,000円 96.5% -50,400円 474,600円

7



７．日本の進捗と展開

７－１７－１７－１７－１ モジュール変換率モジュール変換率モジュール変換率モジュール変換率

太陽光発電ロードマップ（太陽光発電ロードマップ（太陽光発電ロードマップ（太陽光発電ロードマップ（PV2030+PV2030+PV2030+PV2030+ 産業技術総合開発機構（産業技術総合開発機構（産業技術総合開発機構（産業技術総合開発機構（NEDONEDONEDONEDO））より））より））より））より

8



７．日本の展開と進捗

７－２７－２７－２７－２ 発電コスト発電コスト発電コスト発電コスト

太陽光発電ロードマップ（太陽光発電ロードマップ（太陽光発電ロードマップ（太陽光発電ロードマップ（PV2030PV2030PV2030PV2030＋＋＋＋ 産業技術総合開発機構（産業技術総合開発機構（産業技術総合開発機構（産業技術総合開発機構（NEDONEDONEDONEDO））より））より））より））より

電力会社から買う

電気の価格並み

最終的には

7円以下

9



８．世界の展開と進捗

８－１ジェネシス計画８－１ジェネシス計画８－１ジェネシス計画８－１ジェネシス計画

0

出典：http://freeuniv.exblog.jp/15033416/



８．世界の展開と進捗

８－２８－２８－２８－２ 宇宙太陽光発電（宇宙太陽光発電（宇宙太陽光発電（宇宙太陽光発電（SSPSSSPSSSPSSSPS））））

1

出典：http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%AE%99%E5%A4%
AA%E9%99%BD%E5%85%89%E7%99%BA%E9%9B%BB



９．アイデア

９－１９－１９－１９－１ アイデア商品研究会アイデア商品研究会アイデア商品研究会アイデア商品研究会

はかりんとは、温度や電圧などを遠方や手の届かない場所を微弱電波（はかりんとは、温度や電圧などを遠方や手の届かない場所を微弱電波（はかりんとは、温度や電圧などを遠方や手の届かない場所を微弱電波（はかりんとは、温度や電圧などを遠方や手の届かない場所を微弱電波（315MHZ315MHZ315MHZ315MHZ帯帯帯帯

域）で通信するシステムです。域）で通信するシステムです。域）で通信するシステムです。域）で通信するシステムです。

小型で機械的に強く防水（メンテナンスフリー）小型で機械的に強く防水（メンテナンスフリー）小型で機械的に強く防水（メンテナンスフリー）小型で機械的に強く防水（メンテナンスフリー） を目指しているため、電池交換は設を目指しているため、電池交換は設を目指しているため、電池交換は設を目指しているため、電池交換は設

計的に難しい。そのため太陽電池を基板の両面に貼り付けて光を受けることにより充計的に難しい。そのため太陽電池を基板の両面に貼り付けて光を受けることにより充計的に難しい。そのため太陽電池を基板の両面に貼り付けて光を受けることにより充計的に難しい。そのため太陽電池を基板の両面に貼り付けて光を受けることにより充

電する方法を目指しています。電する方法を目指しています。電する方法を目指しています。電する方法を目指しています。

蛍光灯下で使用可能なアモルファス太陽電池蛍光灯下で使用可能なアモルファス太陽電池蛍光灯下で使用可能なアモルファス太陽電池蛍光灯下で使用可能なアモルファス太陽電池((((ソーラパネルソーラパネルソーラパネルソーラパネル))))

サイズサイズサイズサイズ::::L8.8L8.8L8.8L8.8××××W24.7W24.7W24.7W24.7××××t1.2mmt1.2mmt1.2mmt1.2mm。。。。

開放電圧開放電圧開放電圧開放電圧:2.0:2.0:2.0:2.0VVVV、、、、短絡電流短絡電流短絡電流短絡電流:6.5:6.5:6.5:6.5uAuAuAuA、、、、動作電圧動作電圧動作電圧動作電圧:1.5:1.5:1.5:1.5VVVV。。。。

NameNameNameName：：：：SC1025I SC1025I SC1025I SC1025I 

WWWW××××L(mm)L(mm)L(mm)L(mm) 10.010.010.010.0××××25.025.025.025.0

Voc(V) (TYP)Voc(V) (TYP)Voc(V) (TYP)Voc(V) (TYP) 2.02.02.02.0

IscIscIscIsc((((uAuAuAuA)(TYP))(TYP))(TYP))(TYP) 6.36.36.36.3

VmpVmpVmpVmp(V) (TYP)(V) (TYP)(V) (TYP)(V) (TYP) 1.51.51.51.5

アイデア研究会の製作物：はかりん（開発中）

2

実験中実験中実験中実験中 モックアップモックアップモックアップモックアップ

サンテクノの参入の是非

今後、太陽光発電の需要が高まると予想

される。事業を拡大させるためには

関連製品を設計・製作して参入していくべき

だと考えます。



１０．今後の課題、結論

今回は、家庭用の太陽光発電について中心に説明させていただ

きました。家庭用以外にもメガソーラーの計画も進められて

おり、今後ますます発展していくと考えられます。

太陽熱発電ですが日本では地理的問題からあまり普及していま

せんが、海外の乾燥した未利用の広大な土地がある国々での活

用が有効とされ、多くの建設が予定されています。

日本で身近にある太陽熱を利用したシステムは空調・給湯シス

テムなどがあります。 （熱利用の場合：効率40～60%となる）

自社としては、太陽電池メーカに参入していくのは、難しいと感じ

るので太陽電池を使った製品を考えていくのがいいと考えます。

今回、太陽光発電、太陽熱発電を調査して感じたことは、

課題もまだ多くありますが、まだ技術的に発展途上であるため、技

術が発展していけば、今後はエネルギーの中心になっていくと思

います。

国の補助金：

1kwあたり48,000円

(最大出力10kw未満で価格が1kWあたり60万以下）

愛知県の補助金：

A：市町村補助金の4分の1

B：1kwあたり5000円（上限4kW）

AまたはBで金額の低いほう

市町村補助金：

名古屋市：1kwあたり4,8000円（上限10kW）

豊田市 ：1kwあたり3,0000円（上限12万円）

一宮市 ：1kwあたり2,0000円（上限4kW）

2011年度買い取り制度

（最初の検針日から10年は金額固定）

一般住宅：42円/kWh

工場、事業所などの非住宅：40円/kWh

（太陽光発電システムと燃料電池併設の場合：32円/kWh）

国内に出荷された太陽電池

太陽光発電の補助金

0

出典：http://www.jpea.gr.jp/04doc01.html


