
これからのソーラーパネルの選び方
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1.重要なのは｢いつ元がとれるのか?｣ということ

太陽光発電システムは、決して安い商品ではありません。そのとき一番気になるのは投資した費
用の回収期間、つまり投資を回収するというゴールにいつ達することができるのかということでは
ないでしょうか？

2.回収期間を決めるのは。｢1kWあたりの実発電量｣

回収期問に大きく影響するのは｢たくさん発電すること｣です。各メーカーの･商品を正確に比較す
るためにも、システム(1kWあたり発電量Kwh)を比較することが重要です。

3.｢変換効率が高い＝発電量が多い｣ではない

太陽光発電システムの性能を語るとき、現在、最も多く用いられているのは｢変換効率｣です。し
かし、これは特定の条件化において、一定の面積あたりどれだけ発電するかを表した理論値で
あり。システム1kWあたりの発電量を表わしたものではありません。

4.ソーラーパネルの種類によって｢実発電量｣は大きく異なる。

ソーラーパネルは、種類によって外部環境の変化を強くうけます。ソーラーパネルの種類によっ
ては、雲や木の影がかかることで発電量が急激に下がったするのです。つまり瞬間的な発電量
が多くても、「ウサギとカメの」ウサギのように、小休止を繰り返していたら、実発電量は少なく
なってしまうのです。大事なのは、カメのように、外部環境に負けずに着実に一歩一歩しっかり発
電する実発電量の多いソーラーパネルなのです。

これからのソーラーパネルの選び方



だから20年
保証出来る
のです。



北杜サイトにおける実証研究。単結晶、多結晶など複数の太陽電池を使った実証実験を行なったところ、CIS太陽電池(表中では化合物と表示)の発
電量が多かった [出典]NEDOメガソーラープロジェクト 北杜サイトにおける実証研究 NTTファシリティーズ

特に12月から3月にかけての冬場では他を大きく引き離す結果になっているようだ。でも、ど
うして、こんな好成績が得られるのだろうか?そこにはさまざまな理由があるという。

国富町で作られ
ているソーラーフ
ロンティア(黒線）

2011年3月にできたばかり
の世界最大の国富工場



ソフトバンクの帯広市内の試

験施設。国内外の10社のﾊﾟ
ﾈﾙが並ぶ。

ほぼ同じ条件下で各メーカーの製品能力
比較
SB(ソフトバンク)エナジーのデータはほぼ同じ条

件下での発電量を測定しているため、各メーカー
の発電量の差が一目瞭然なのだ。
例えば3月。北海道・帯広で測定されたデータを
見ると……シャープ、京セラ、パナソニック、三菱と
いった国内シェアの高いメーカーをおさえ、
ソーラーフロンティアが最も多い発電量を示した。

これまでは、「『変換効率』が1つの選択基準でし
た」。

変換効率とは、太陽光パネルで受ける光エネル
ギーの何%が電気エネルギーに変換されるかと

いった数値で、太陽光発電システムのスペックを
示す数値としてメーカーカタログにも掲載されて
いる。しかし、このデータはある特定の環境下で
の測定値。実際の設置場所ではこの環境条件と
異なるケースも多く、変換効率といった"理論値"
と、設置してみての"実測値"に大きなギャップが
生じてしまうことが多い。

シャープや京セラ、パナソニック、三菱、ソーラー
フロンティアといった各メーカーの太陽光発電シ
ステムの発電量データで、孫正義氏が代表取締
役社長を務めるSBエナジーがリアルタイムで公開

している。なぜこのデータ公開が衝撃的だったの
か。それは、「どのメーカーの太陽光発電にする
か」といった選択基準を根本から覆すものだった
からだ。

ソーラーフロン
ティア



住宅用太陽光発電の新潟における平均値と比べて１５％以上,
東京における平均値と比べても１０％以上高い結果となった。



気象データ 日射量【Kwh/㎡】 気温【°】 直流電力量【Kwh】 推定発電量
【Kwh] 実績‐推定【Kwh】 交流電力量

【Kwh】
二酸化炭素削減量
【Kg－co2 備考

23年3月 136.68 9.8 15175.7 10140 5035.7 13960.8 4390.7
4月 150.1 14.9 15659.2 9654 6005.2 14399.5 4528.6
5月 97.1 20.4 10925.1 10046 879.1 9844.9 3096.2
6月 70.32 23.5 8172.3 8379 ‐206.7 7245.1 2278.6
7月 114.21 26.7 12114.2 10496 1618.2 10974.8 3451.6
8月 114.95 27.3 12240.9 10939 1301.9 11110.1 3494.1
9月 92.72 24.6 10048.4 9540 508.4 9073.2 2583.5
10月 85.02 19.6 9798.1 9858 ‐59.9 8864.9 2788
11月 67.31 16.3 8244.4 8766 ‐521.6 7447.5 2342.2
12月 81.66 8.5 10625.3 9915 710.3 9718.3 3056.4

24年1月 81.14 6.8 10188.6 10662 ‐473.4 9298.7 2947.4
2月 79.17 8 8542.9 9585 ‐1042.1 7761.9 164.1

平均値 97.53 17.2 10,977.9 9,831.7 1,146.3 9,975.0 2,947.4

積算値 1170.38 131735.1 117980 13755.1 119699.7

最大値 150.1 27.3 15659.2 10939 4720.2 1077300 119700×9倍
最大月 4月 8月 4月 8月 4月 4月

実績/推定 交流/直流

県内の某小学校100Ｋｗ(1年間のデータ)

11.2 91

新燃岳の爆発による日射量の低下、降灰による影響を受けながら平均値と比べて
11.2％以上の高い結果になった。





結晶シリコン系の太陽電池の場合、数cm
から十数cm角のシリコン結晶のモジュール
が直列に接続される。
そのうちの1つでも木の影に隠されたり、汚

れて発電しなくなれば、直列回路が途絶え
るため、
パネル全体の発電が止まってしまう。

CIS太陽電池の場合、影の面積分だけ出
力が減るため、全体への影響は少ない
CIS太陽電池の場合、畳大の大きさのパネ
ルに幅数mmの細長い短冊状のモジュー

ルが並んでいるので、影がかかったり、一
部が汚れたりしても、モジュール全体が機
能停止することはない。

よって、直列回路も寸断されないので、発
電は問題なく続けられる。

CIS太陽電池は影面積が80%になっても、

出力されているが、結晶シリコン太陽電池
は影面積が30%を超えたあたりで、出力
がゼロになってしまっている



変換効率がトップレベルにまで高
められたCIS薄膜太陽電池の実力

は、とりわけ、実際に太陽光に
よって発電する際に発揮される。
「CIS太陽電池は、1年のうちのほと

んどの期間、他の種類の太陽電
池よりも発電量が多くなる」という
検証も発表されている。
その結果、CIS太陽電池は、結晶

シリコン系の太陽電池よりも、一
年間で約10％も多く発電するとい
う。

それは、実際導入した製品の
規格上の出力以上の出力が
得られるというものだ。
たとえば3kWのシステムを導
入すると、3.3kW程度のシステ

ムとして動作するというのであ
る。

なんとも妙な話ではあるが、実
はこのこと自体もCISの特徴だ
というのだ。

光吸収係数が半導体の中では最大
→ 膜厚1μm程度で十分発電する



朝と夕方は太陽光の波長が長くなる傾向があるが、結晶シリコンの太陽電池では
長い波長ではあまり発電することができないという。CIS太陽電池では波長の長い
朝夕の光も効率よく吸収できるため、全体の発電量が多くなる
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サングリーンエコ事業協同組合施行事例



型式 SF160‐S

発電素子 CIS（薄膜系）

公称最大出力※1 (Pmax) 160W

公称最大出力動作電圧 (Vmpp) 84.0V

公称最大出力動作電流 (Impp) 1.91A

公称開放電圧 (Voc) 110V

公称短絡電流 (Isc) 2.20A

公称質量 (kg) 20 kg

外形寸法※2(mm,Wx Lx D) 1,257 x 977 x 35

システム最大電圧(Vsys) 1000V

耐荷重 2,400 Pa

モジュール動作温度範囲 ‐40°C ～ 85°C

公称動作セル温度（NOCT） 47℃

短絡電流の温度係数（α） +0.01%/K

開放電圧の温度係数（β） ‐0.30%/K

最大出力の温度係数（δ） ‐0.31%/K

発電素子 CIS

公称最大出力※1 (Pmax) 160W

公称最大出力動作電圧 (Vmpp) 84.0V

公称最大出力動作電流 (Impp) 1.91A

公称開放電圧 (Voc) 110V

公称短絡電流 (Isc) 2.20A

外形寸法 (mm,Wx Lx D) 997×1257×35

推奨直列数※2 2~3直列

推奨直列数（昇圧ユニット使用時） 1~2直列

※1表記の数値は、JISで規定するAM1.5、放射照度1000W/㎡、モジュー
ル温度25℃での値です。

※2気温が頻繁に－10℃以下になることが予想される地域では,3直列
以上はお勧めいたしません。

※太陽電池容量は、JIS規格に基づいて算出された太陽電池モジュール

出力の合計値です。実使用時の出力（発電電力）は日射の強さ、設置
条件（方位・角度・周辺環境）、地域差、及び温度条件により異なります。
発電電力は各種損失（素子温度の上昇による損失、パワーコンディショ
ナによる損失、その他損失）により、最大でも太陽電池容量の70～80％
程度になる場合があります。

※製造後、またはその後の経年変化により、太陽電池モジュール表面
の色調が製品ごとに異なることがありますが、発電性能には影響なく、
製品異常ではありません。

住宅用 産業用

公共・産業用太陽電池モジュール
熱に強い、影にも強い。「実発電量」で結果を出す、「CIS太陽電池」弊
社は、CISと呼ばれるCIS太陽電池を使用しております。CIS太陽電池は、
主成分に銅（Copper）、インジウム（Indium）、セレン（Selenium）を使用
しており、3つの頭文字をとりCISと呼ばれています。
従来の結晶シリコン系太陽電池に比べて、CIS太陽電池は高温時の出

力ロスが少なく、部分的な影の影響も少なく、太陽光に当たると出力が
上がるという性質をもっているので、実質的な発電量で結果を出すこと
ができるのです。



CO₂削減25％に向けて・革新的異業種企業集団

サングリーン・エコ事業協同組合

宮崎県知事許可(電気工事･建築一式)

〒880-2122宮崎県宮崎市大字小松1273番地

TEL（0985）73-9167 FAX（0985）73-9168

太陽電池モジュールの出力が公
称最大出力の交差範囲内の
最少許容値に対して10年で10％
以上低下した場合、または、20年
で20％以上低下した場合、太陽

電池モジュールの追加、修理又
は交換を行います。

国内産で発の20年保証 実発電量が多いので計画が組みやすい

ここがシリコーン系太陽電池と違う

波長の長い朝夕の光も吸収

高温時の出力ロスが少ない

最大出力の減少率：年間0.5％、
20年間で10％(実側値対比)定格
出力に対してはCIS特有の約10％
の光照射効果があるため、殆ど
下がらないことになる。

朝と夕方は太陽光の波長が長くなる
傾向があるが、結晶シリコンの太陽
電池では長い波長ではあまり発電す
ることができない。CIS太陽電池では

波長の長い朝夕の光も効率よく吸収
できるため、全体の発電量が多くなる

20年間の出力減少率は殆どないので投資
回収シミュレーションが建てやすい

重要なのは｢いつ元がとれるのか?｣ということとにな

る。そのとき一番気になるのは投資した費用の回
収期間、つまり投資を回収するというゴールにいつ
達することができるのか?ということではないでしょう
か？

モジュール温度が75℃の場合、

一般的なモジュールと比べ、定
格比で約5％出力低下を抑える。

太陽光発電事業者

サングリーン・エコ株式会社

遊休地の最大活用&企業敷地の資産アップ
&林業再生に貢献

Eｃonomy&Ecology


