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【エネルギー】太陽光発電  
 
光起電力太陽エネルギー技術の戦略的研究行動計画・セル開発（EU） 

－ PV開発の選択肢、展望および研究開発の必要性 － 
 

1 太陽電池セルとモジュールの技術 
 
PV モジュールは、平面型 PV システムの基本構築ブロックである。モジュールは、

ウェーハ上に作られた太陽電池、あるいは低価格な不活性基板上の薄膜活性層の太陽

電池から構成されている。 
 
エンド・ユーザーにとって、使用される電池技術の種類はほとんど重要な関心事で

はない。エンド・ユーザーがより重要であると分かるパラメーターは、モジュールの

ピーク電力あたりの価格、現地環境でのピーク電力あたりのエネルギー収量、モジュ

ールの効率、寸法と重量、柔軟性や剛性および外観である。エンド・ユーザーはまた、

その寿命後にモジュールを引き取り再利用する小売業者の対応に興味を持っている。 
 
一方、研究開発社会にとって、種々の電池やモジュール技術についての正しい理解

は、コスト低減、性能強化および向上した環境プロファイルを達成するための研究を

決定する上で重要である。種々の技術は各々の研究・開発活動を必要とする。この PV 
SRA (Strategic Research Agenda)に選ばれた技術分類は次のとおりである： 

 
1. ウェーハ基盤結晶シリコン、 
2. 既存の薄膜技術、 
3. 出現中の斬新な技術(第 1、第 2分類技術への追加技術を含む) 
 
集光システム関連の研究開発問題は、異なったより統合化されたやり方で取り組む

必要がある。したがって、集光システムは別個に取り上げる。また、出現中の斬新な

技術分類の下で行われた研究には、集光システムも関連している。 
 
以降の節では、これらの 4 つの技術分類の研究開発の必要性が詳細に分析される。

技術分類は多くの共通研究開発課題を持っており、それをここで簡潔に要約する。 
 

1.1 効率、エネルギー収量、安定性および寿命 
 
研究は、他のものを犠牲にした一つのパラメーターではなく、これらのパラメーター

の組合せで最適化することを目標としている。これは、個々の技術的改善のコストと利

益の入念な分析を意味する。研究は、主として発電コストの低減を目指すので、初期コ
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スト(ユーロ /Wp(ピーク電力))にのみに注目しないで、そのシステムの経済的技術的な
寿命にわたるエネルギー収量(キロワット時/Wp)にも注目することが重要である。 

 
1.2 製造過程の監視と制御を含む高生産性の製造 

 
処理能力と産出量は、廉価製造において重要なパラメーターであり、またコスト目

標の達成にとり不可欠なものである。製造過程の監視と制御は、製品品質と産出量を

増加させるための重要なツールである。 
 

1.3 環境持続可能性 
 
再利用の可能性と同様に製造のエネルギーや材料の必要量は製品の全体的な環境基

準の重要なパラメーターである。モジュールのエネルギー返済期間をさらに短くする

こと、容易に再利用可能にする方法で製品を設計すること、また、実際的なところで、

危険性物質の使用の回避は、ここで取り扱われる最も重要な問題である。 
 

1.4 統合化 
 
BoS の章でより詳細に議論されるように、規格の標準化と調和は PV のコスト低減

を支援する。モジュール規格を標準化する努力もまたなされるべきであり、設置をよ

り簡単にするであろう。最後に、環境中でより一般的な光景になるとともに、モジュ

ール(またシステム)の外観はさらに重要性を増すであろう。 
 

2 ウェーハ基盤結晶シリコン 
 
2.1 はじめに 

 
ウェーハ基盤結晶シリコンは、太陽 PV 時代の始まり以来、ずっと光起電力産業を

支配している。シリコンは広く利用可能であり、信頼性に説得力のある実績を持って

おり、また、その物理的特性は良く理解されている。一部には、半世紀にわたるマイ

クロエレクトロニクス産業での利用のおかげでる。 
 
30年間にわたるシリコンウェーハ基盤技術の進歩に関する学習曲線を描くことがで

きる。それは、設備容量の累積が 2倍になる毎に技術の価格が 20%減少したことを示
している。2 つの駆動力がこのプロセスの背後に存在している、市場規模ならびに技
術改革である。そのような進歩は偶然には得られないで、市場刺激手段ならびに個人・

公的支援の両方による研究、開発および実証活動の組み合わさった結果である。 
PV 市場の合計は、最近の十年間に一桁増加し、全体の 90%以上を占める結晶シリ
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コンは過去 5年間に 1年当たりおよそ 50%成長している。 
 
結晶シリコンモジュールは 6段階の工程で製造される： (i) シリコンの産出、(ii) 精

製、(iii) 結晶成長、(iv) ウェーハ切断、(v) 太陽電池組み立て、および(vi) モジュー
ル組立てである。各段階で相当な進歩が既に得られているが、それらは全てさらに一

層の改良が必要である。 
 
－ 例えば、ウェーハは、厚さが 1990 年の 400μm から 2006 年の 200μm まで減
少し、面積は 100 cm2から 240 cm2まで増加している。 

－ モジュールの効率は、1990年の約 10%から今日の典型的な 13%へと、そして最
高性能は 17%以上にまで増加した。 

－ そして、製造設備は、1990 年の典型的な 1～5MWp の年間生産量から、今日の
最大規模の工場における数 100MWp へと増加しており、さらに GWp 規模の工
場の計画が発表されている。 

 
近年、コスト低減への 3 つの主要な経路があり、それらをさらに追求しまた加速し

続ける必要がある：  
－ 材料消費量の低減、 
－ 装置効率の増加、 
－ 高度な高処理量製造である。 
 
注目を集める他の重要な方策には、内部的エネルギー消費の縮小(従ってエネルギー

返済期間の縮小)、PV システムの寿命にわたった環境への優しさ、結晶シリコン製品
の容認できる基準の定義、またプロセス・オートメーションや高度プロセス制御のよ

うな高度な製造の実践などを含む。 
 
結晶シリコンは、その歴史的な割合でそのコストが縮小し続ける能力を持った技術

である。結晶シリコンモジュールの直接製品コストは、2013年に約 1ユーロ/Wp程度
に、2020 年には 0.75 ユーロ/Wp 以下になると予想される。そして長期的にはさらに
低下するであろう。もし研究開発努力が戦略の最大の関心事である課題の方向へ向か

えば、このことは達成されるであろう。 
 

2.2 材料と部品 
 
精製シリコン(ポリシリコン)は、結晶シリコンモジュールの基本原料である。それは、

様々な度合いの結晶完全性を持ったインゴットあるいはリボンを生成するため、様々

な技術を使用して溶解し凝固される。インゴットからブロックが作られ、ワイヤーソ

ウにより薄いウェーハに切断される。もし目的がリボンを作るためにウェーハを使用
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する場合はレーザーによって切断される。 
 
ウェーハとリボンは太陽電池へ加工され、少なくとも 25年間の持続性で設計された

耐候性パッケージの中で相互接続される。製造チェーン中の工程は、近年著しく改善

されたが、まださらに改善することができる。過去数年間、ポリシリコン供給材料の

入手可能性は、急速に成長している PV産業の重大案件である。 
 
この厳しい供給は、非常に高いポリシリコンのスポット取引市場価格を引き起し、

産業の一部の生産拡大を制限した。他方では、生産されたモジュールの Wp(ピーク電
力)あたりのより少ないシリコン消費から明らかなように、ウェーハ生産と電池製造で
急速なイノベーションを引き起こした。シリコン使用量は現在 10g/Wp である。しか
し、わずか数年前は典型的には 13g/Wpだった。 

 
シリコン供給材料処理の新しいエネルギー集約的ではない低コストな技術の開発が

進行中である。この供給材料は 10～20 ユーロ/kg(現在は 30～50 ユーロ/kg)の価格範
囲になると予想される。そして、このように供給材料は将来の PV 成長とコスト低減
の重要な実現要因になる。 

 
高い供給材料価格への対処と同様に、電池メーカーは、再利用の後でさえ製造工程

中に 50%以上のポリシリコン出発材料を捨てているという問題に直面している。鋳造
やウェーハ化を向上させるために、ポリシリコン結晶化中の消費を削減し、切削屑や

他のシリコン切り欠きを再利用し、自動化によって製造プロセス中の原材料取り扱い

を向上させることが必要である。 
 
ポリシリコン消費を長期的に 2g/Wp以下にすることは可能に違いない。短・中期の

目標は、中程度や高い供給材料価格でさえ達成可能である。ウェーハ相当技術につい

ての問題は、適切で廉価な基材での高スループットの廉価なシリコンフィルム蒸着技

術を開発することである。 
 
また、モジュール組立ては材料集約的である。組み立ては、電池を可能な限り効率的

に機能させるために、最低およそ 25 年間、外部環境から電池を保護しなければならな
い。アルミニウム枠の中の固いガラスポリマーのカプセル化を使用する現在の標準設計

は、これらの基本的要求事項を満たすが、全体のモジュールコストの約 30%に相当して
おり、モジュールのエネルギー返済期間の増加をもたらす多くの内部的エネルギー消費

を含んでおり、また、現在のウェーハ厚さでさえ自動化ラインでの製造は問題である。 
 
向上した光学的性質を持った新しく安価で柔軟で非常に丈夫な封入材料が開発され

ると期待される。さらに、それらは、現在使用されている材料より高処理量の製造に
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一層適するかもしれない。 
 
非常に薄いウェーハの自動化組み立てを向上させるために、電池間の接続用の新し

い素材および技術を開発する必要がある。金属コンタクト電池構造は、伝統的な H型
前後部構造から大きく変わるであろう。背後コンタクト電池の利用は自動化に好まし

く、電池相互接続の複雑さの削減から工程を単純化する。電気的相互接続の簡略化法

は、一つには向上した電池設計により、また新しく開発された金属処理によって、カ

プセル化シートに相互接続材料を埋込むことができるので、離散的なはんだ付けステ

ップを削除できるであろう。 
 
将来の非常に大規模な製造では、モジュール製造で現在使用されている、平均 80～

90mg/Wp あるいは約 130 トン/年消費の、銀のような欠乏する化学元素の替わりを見
つける必要があるであろう。 

 
表 2：ウェーハシリコン材料の研究優先順位 
パイロット製造と製品で最初に予測される研究結果の応用に対する時間的展望 

 

 

材 料 

 

 

2008～2013 年 

 

2013～2020 年 

 

2020～2030 年 

及びそれ以降 

 

産業界の製造 

様相 

 

・ポリシリコンの目標

消費 5g/Wp 

コスト 15-25 ユーロ/kg

(品質に依存) 

ウェーハ厚さ<150μm 

・重大案件 

シリコンの入手可能

性 

 

・ポリシリコンの目標

消費 <3g/Wp  

コスト 13-20 ユーロ/kg

(品質に依存) 

ウェーハ厚さ<120μm 

 

・ポリシリコンの目標 

消費 <2g/Wp  

コスト 10-20 ユーロ/kg 

(品質に依存) 

ウェーハ厚さ<100μm  

 

 

応用/先進技術

の様相 

 

・新しいシリコン供給

材料 

・改良した結晶成長 

・シリコンへ微少不純物

導入の再使用可能な炉 

・低切削損失の切断 

・薄いウェーハの破壊

システム 

・薄いウェーハに適し

た金属ペースト 

・廉価なカプセル材 

・新しい枠および支持

・新しいシリコン供給

材料 

・低欠陥(高電子品質)

シリコンウェーハ 

・改良ウェーハ技術 

・ウェーハ等価 

・向上したカプセル材

・危険性物質の回避 

・安全なプロセス 

・モジュール相互接続

用の導電性接着剤ある

いは他の無半田解決策

・新しいシリコン供給材

料 

・低欠陥(高電子品質)シ

リコンウェーハ 

・改良ウェーハ技術 

・ウェーハ等価 

・新しいカプセル材 

・安全なプロセス 
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構造 

・再利用 

・低環境影響の生産 

・安全プロセス 

 

 

 

基礎研究と基本 

 

・シリコンの欠陥評価

および制御 

・新しい供給材料技術

・先進ウェーハ技術 

・ウェーハ等価技術 

 

・シリコンの欠陥制御

・新しい供給材料技術

・斬新なウェーハ技術

・ウェーハ等価技術 

・金属コンタクト用新

素材 

・新しいカプセル材 

 

・ウェーハ等価技術 

・金属コンタクトおよび

電池/モジュール製造用

新素材 

・新しいカプセル材 

 

 
2.3 性能とデバイス 

 
電池およびモジュールの効率は、PVモジュールの全体的なピーク電力当たりのコスト

(そして価格)へ直接影響し、また歴史的にも技術開発の焦点であった。太陽電池の効率お
よびモジュールの出力密度の増加は、シリコンの比消費量の減少と共に、コスト低減への

主要経路である。効率のみの 1%の増加は、Wpコストを 5～7%縮小することができる。 
 
24.7%までの効率値を持った小さな電池は、金属コンタクト蒸着を使用する真空技術

を持った高価なクリーンルーム設備で作られている。これらの高性能電池プロセスのう

ちの 3プロセスだけが、非クリーンルーム生産環境の中での生産規模でこれまで実証さ
れている。大多数の商用電池は多結晶シリコンウェーハ上の廉価なスクリーン印刷プロ

セスを使用しているが、この 3プロセスはすべて単結晶シリコンを使用している。 
 
全体の外部寸法に基づいて定義された商用モジュール効率の値は、スクリーン印刷

電池が 12～14%の範囲で、最高性能の電池は 15～17.5%である。多結晶シリコンで 18%
以上、単結晶シリコンで 20%以上のモジュール効率を達成することができるデバイス
設計は、短期から中期の生産規模で達成されると予想される。このような開発に対す

る見込みのある候補は、ドープ非晶質シリコン層を持った結晶シリコンウェーハのヘ

テロ接合電池ならびに単結晶および多結晶両基材の完全背後コンタクト電池である。 
 
長期的にシリコン技術は、PV セクターで重要な役割を果たし続けると予想される。

しかしながら、市場規模がおよそ数 10GWp/年になると予想される 2020年の後の、正
確なモジュール効率、シリコン消費、電池およびモジュールアーキテクチャおよび電

池原料の種類に関しては不確かさがある。その時までに、シリコン技術は、現在は開

発のまさに初期段階にある“新興の斬新な PV 技術”という標題の下で対象とされる
技術を組み入れるであろう。 
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さらに、電池製造およびモジュール組立ての分離されたステップは、より薄いウェ

ーハやウェーハ等価のアプローチにより単一の統合された生産ステップになるであろ

う。長期的には、モジュール効率が現在の実験室の記録を超過することが期待される。

これは、アップコンバータやダウンコンバータのような装置周辺での内蔵技術によっ

てのみ可能かもしれない。この理由で、先端的概念や材料に関する基礎ならびに応用

研究は、結晶シリコン研究プログラムに含まれるべきである。 
 
表 3：ウェーハシリコン電池とモジュールの研究優先順位 
パイロット製造と製品で最初に予測される研究結果の応用に対する時間的展望 

 
 

電池とモジュール 
 

2008～2013年 
 

2013～2020年 
 

2020～2030年 
及びそれ以降 

 
産業界の製造 
様相 

 

・ モ ジ ュ ー ル 効 率 
>17%  
・単層・多層 /リボン 
>15%  
・インライン大量生産

プロセス 
・ 標準化 
・安全なプロセスと製品

 

・ モ ジ ュ ー ル 効 率

>20%  
・単層・多層 /リボン
>18% 
・高速プロセス 
・枠なし構造 
・安全なプロセスと製品

 

・ モ ジ ュ ー ル 効 率 
>25%  
・エネルギー返済期間 
<6か月  
・安全なプロセスと製品

 
 

 
応用 /先進技術の
様相 

 

・裏面接続セル構造 
・電気コンタクト用新

技術 
・エミッターと表面安

定化処理用ヘテロ接合

・接点/表面不活性化 
・ロールトゥロール/自
動化モジュール生産 
・低価格枠/封入 

 

・寿命 >35年  
・金属コンタクト(加工、
方式および材料) 
・モジュールのための改

良デバイス構造および

相互接続方式 
・金属コンタクト(加工、
方式および材料) 
・電池/モジュール統合
の改良デバイス構造 

 

・電池/モジュール統合
の改良デバイス構造 

 

 
基礎研究と基本 

 

・低価格ウェーハ上の

エピタキシァルシリ

コン膜 
・低再結合接点 
・新しいデバイス構造

・新しい表面安定化処

理技術 
 

・低価格ウェーハ上のエ

ピタキシァルシリコン膜

・セラミックス上の再結

晶シリコン 
・低再結合接点 
・新しいデバイス構造 

 

・アップ/ダウンコンバ
ータを含む新しいデバ

イス構造および他の斬

新な概念 
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2.4 生産と設置 
 
供給不足を回避し、コストを削減しかつエネルギー返済期間を縮小し、PVモジュー

ル生産に関連した他の環境影響を少なくするために材料消費を削減しなければならな

い。製造工場への投資コストは、結晶モジュールの原価計算の避けられない部分を表

すが、生産機器の標準化とともに低下するであろう。固有の設備投資コストは、現在

のプラントの 1 ユーロ/Wp あるいはそれ以上から、長期的には 0.5 ユーロ/Wp 以下に
なることが期待される。 

 
さらに、工場の規模は、コストを十分削減し全体的な目標を達成するために重要で

ある。典型的な 100MWp/年工場の現在のプラント能力は、短期的に 500～1000MWp/
年に成長するであろう、また恐らく長期的にはさらに一桁高い値に成長することが期

待される。これらの工場の個々の並列生産ラインでは、複数のプロセスが同時に行わ

れるであろう。 
バッチプロセスは、消える傾向がある。例えば、モジュール組立ては、封入材料の

シートがリールとスプールにまかれる自動シーケンスになるであろう。そのような生

産規模に達するには大変な努力を必要とする。 
 
この SRA は、コスト低減を強調する。しかし、また、製品およびプロセスの安全性

ならびに PV の環境影響にも注意を払う。PV の大規模使用および生産の国民の支持を
得るために、安全性は将来の製品に設計されなければならない。材料、製造および設置

は、安全で環境に優しくなければならない。化学薬品やシステム部品の再利用は、原価

の削減をもたらし、公共の PV受け入れを増加させる重要な役割を果たすであろう。 
 

2.5 結論 
 
結論として、結晶シリコン光起電力技術についての研究は、主として次の主題に取

り組まなければならない。 
 
－ 最終モジュール中のシリコンおよび材料の比消費量の削減 
－ 新しい改良されたシリコン供給材料およびウェーハ(あるいはウェーハ等価材
料)の製造技術のコスト効率の増加と高品質化 

－ 電池とモジュールの効率増加、そして、長期的には新しく統合された概念を使用 
－ カプセル化を含む生産チェーンのすべての部分の新しく向上した材料 
－ 高処理量、大量生産ならびに統合された生産加工 
－ 環境影響のより少ない安全な加工技術を求める 
 

(出典：A Strategic Research Agenda for Photovoltaic Solar Energy Technology: 
http://ec.europa.eu/research/energy/nn/nn_pu/article_1078_en.htm#photovoltaics_agenda) 
参考：光起電力太陽エネルギー技術の戦略的研究行動計画・概要 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1006/1006-14.pdf 


