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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 
・既存の薄膜技術（EU） 

 
3 既存の薄膜技術 

 
3.1 はじめに 

 
薄膜太陽電池は、ガラスパネル(平方メータ以上の寸法)あるいはフォイル(数百メー

トル長)のような大面積基板に直接に蒸着される。この製造は、高コストの活性材料を
僅かしか必要とせず、完全な統合プロセスと高処理に適しているので、薄膜 PV は固
有の廉価な潜在能力を持っている。 

 
無機薄膜製造には 3 つの主要な技術があり、全てがパイロット規模(1～2MWp)で製造

されており、大量生産(10MWpまた 50MWp以上)にも技術移転されている。この 3つの
技術は、非結晶質/マイクロ結晶シリコン(TFSi：Thin Film Si 薄膜シリコン 効率 13%)、
多結晶半導体 CdTe(効率 16.5%)および CIGSS(Cu(In,Ga)(S,Se)2 効率 19.5%)である。 

 
これらは多くの共通の特徴を共有している。各々の技術は小量の半導体材料しか必

要としない：膜厚は典型的に 1/1000mm(1μm)である。これらはすべて、屋外条件の
下で長期的安定性を示す。これらは最小のエネルギー入力しか必要としない：薄膜モ

ジュールのエネルギー返済期間は、中央ヨーロッパで既に 1.5 年ぐらい、また南欧州
では 1年であり、将来は 3ヵ月に達するであろう。 

 
現在、全 PV 生産合計の薄膜 PV の市場占有率は、10%未満であるが、2010 年まで

に 20%に、長期的には 30%以上に増加するであろう。建築ガラス工業や平面パネルデ
ィスプレー産業内からの利用可能な経験と同様に、大面積蒸着装置やプロセス技術の

入手可能性も、大量で廉価な製造のための大きな機会を提供する。モジュールを生産

する電池セル単体の連続相互接続は、ウェーハ基盤技術と比較して組み立てを単純化

する。柔軟で軽量なモジュールが薄膜ポリマーと金属基材そしてロール塗布技術を使

用して生産することができる。 
 
薄膜技術は、このようにコスト低減の大きな可能性を持っている。 
 
薄膜が直面する問題は、主として規模が増大化した生産能力の領域で見つかるかも

しれない。薄膜の世界的生産能力は、2010 年に 1GWp/年および 2012 年に 2GWp/年
に達すると予想される。これらは、主として日本、米国および欧州に設置されている。
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欧州は既に優れた薄膜研究開発インフラや多くの薄膜工場を持っている。 
 
生産設備サイズの増加、モジュール効率における改善、また PV 産業によって使用

される算定方式の違いを考慮すると、2010 年には総製造原価は、たぶん 1～1.5 ユー
ロ/Wp の範囲になるであろう。2020 年の 0.75 ユーロ/Wp 以下および 2030 年までの
0.5ユーロ/Wp以下への一層のコスト低減は、達成されるにちがいない。異なる薄膜技
術間のコストの差は、長期的にほとんどなくなると予測される。 

 
要約として、薄膜 PVモジュールの低価格・大量生産は達成可能であり、集約的な研

究開発作業が行われるならば、長期的なコストは 0.5ユーロ/Wpに達するに違いない。 
 
 

3.2 すべての既存の薄膜技術に共通の特徴 
 
薄膜 PV モジュールはおおまかに類似の構造を持っており、その製造ステップの重

要な段階は、互いに似ているとともに、1 つの技術に向けられた研究開発努力は、別
のものに適用することができ、その有益性は増加する。ここでは、後で与えられる個々

に特有な必要性と共に、この 3つの薄膜技術に共通の様相を分析する。 
 
3.2.1 製造と製品の問題 
 
製造設備はコスト低減に重要な役割を果たす。より高い処理量と産出量を達成する

ために、十分に規定されたプロセスと共に標準的設備が開発される必要がある。機器

製造業者はこの開発に重大な役割を果たす。また、PVの外側の関連産業で得られた知
識は有効に活用するべきである。 

 
平面パネルディスプレー産業からの蒸着機器はその例である。別のものでは、ガラス塗

布用に元々は開発されていた蒸着装置があるが、薄膜 PV技術の透明金属コンタクトの蒸
着に使用することができる。最後の例は、フォイル上の柔軟なモジュールを製造するため

に、包装産業のために開発されたロールトゥロール塗布装置の使用である。工程収率、動

作時間および処理量のような製造パラメーターは、既存プロセスの最適化および新しいプ

ロセスの開発により向上されなければならない。生産収率およびモジュール効率を向上さ

せるために、品質保証手順とライン内監視技術をさらに開発する必要がある。一つのライ

ンへ生産と工程ステップの統合化と自動化は、さらに生産コストの削減を支援する。 
 
モジュール基板の標準化および種々の技術の他の共通要素の標準化は、生産工場の

資本費用の縮小を支援する。機器および建築要素の標準化を共同で追求することは必

要で、総合システムコストにプラスの効果がある。 
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代替基板上の低価格な柔軟モジュールは、コスト低減の一層の可能性を提示し、新

しいモジュール設計を可能にする。ロールトゥロール生産技術と単体相互接続の利点

を十分に利用するために、ポリマーや金属フィルム上での、このような薄膜製品の製

造機器およびプロセスを開発し改善しなければならない。 
 
パッケージングとしても知られている廉価なモジュールカプセル化を開発する必要

がある。パッケージングは、裏面シート、バイパスダイオード、枠および積層フォイ

ルを含んでいる。さらに、例えばより高いシステム電圧を可能とするとか、より良く

耐える遮蔽をもたらす新しいモジュール概念が必要である。 
 
すべての薄膜に共通の研究開発の必要事項は以下のように要約される： 
 
・ 真空蒸着機器にとって製品の取扱をより簡単にするために標準化した製品寸法 
・ 機器によって使用される蒸着技術の標準化 
・ より良い光学的・電気的特性、サイクル時間ならびに産出を持った、低コス
ト透明電極材料および製造へ組み込む方法の発見 

・ 電気的・面積的損失を縮小し、サイクル時間ならびに産出を向上させる、単
体統合化のためのパターン化プロセス(例えばレーザースクライブ)、 

・ より高い処理量製造に適している長寿命のポリマーあるいは代替シールの解
決策 

・ 新しいまた低価格の活性層パッケージング：障壁塗布、材料コストを縮小し
生産性を向上させるポリマーフォイル、パッケージングのインライン工程 

・ モジュールのより容易な設置と相互接続の概念 
・ より魅力的で最適に機能する BIPV モジュール設計；建設部門では現在の仕
事に適応させている。 

・ 品質管理の方法とインラインの品質保証 
・ 大量生産のための供給チェーン管理(主として工場外) 

 
3.2.2 効率と材料の問題 
 
無機薄膜(アモルファスシリコンを除く)の基本特性は、ごく部分的にしか理解されて

いない。結晶シリコンの状況と比較して、薄膜を処理する方法についての知識はあま

り蓄積されていない。素子の品質とモジュール効率を向上させ、また蒸着工程とパラ

メーター、蒸着材料の電気的・光学的性質ならびに作られた素子特性の関係について、

より良く理解するためには基礎研究が必要である。 
 
・ 3つの材料ファミリーの電子的特性およびそれらの相互作用のより基本的な理
解が必要である。 
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・ 透明電導性酸化物(TCO)層のコストを縮小するのと同時に、一方で TCOの品
質および安定性の改善が必要である。 

・ 光トラッピングのより高度な方法が、活性層をより薄くしてコストを削減す
るのに必要である。ヘテロ構造の先進的な光学的・電子モデル化が必要であ

り、また、これらの方法の実装技術はさらなる開発を必要とする。 
・ 広いスペクトル吸収のために種々のバンドギャップを持った材料を使用する高
効率概念が開発されるべきである。また代替吸収材料が探求されるべきである。 

・ 新しい高効率概念は、長期的なスペクトル変換を視野に入れる必要がある。 
 
3.2.3 性能 
 
薄膜モジュールは 25年以上も使用されているが、今日の技術の現場での経験は制限

されている。薄膜モジュール生産での材料の改良および連続プロセスの最適化は、装

置の特性および性能を変化させている。根本的な問題はこれまで生じていないが、寿

命メカニズムのより良い基本的な理解が必要なので、設計を評価するための新しい薄

膜モジュールの加速寿命テストが必要である。さらに、薄膜モジュールの性能および

エネルギー収量を測定するための標準的手順の開発は重要である。 
 
3.2.4 再利用およびエネルギー返済期間 
 
どのような新製品に関しても、その寿命に達したモジュールと生産廃棄物の両方の

ために、専用の再循環プロセスを開発しておく必要がある。そのプロセスは、有毒廃

棄物の発生を最小限にし、高価格の金属およびモジュール素子が再使用されることを

可能にするべきである。 
 
表 4．薄膜 PVのための研究優先順位 
(パイロット)生産と製品への研究成果の最初の予測される応用の時間的視野 

 2008～2013年 2013～2020年 2020～2030年 
および以降 

産業の製造局面 

・生産性と製品品質に

関して生産ラインの

最適化 

・機器の標準化 

 

・先端材料とプロセス

の評価 

・高度品質管理の統合

・ロールトゥロール概

念の試験 

・改良または新しい蒸

着方法の概念実証お

よびプロセスと材料

の組合せ 

応用/先進技術およ

び設置の様相 

・モジュール効率を絶

対値で 3%増加 
・蒸着およびパターン

化要素と概念の向上 

・品質管理方法の開発

 

・モジュール効率を絶

対値で 2%さらに増加
・他の蒸着方法と基板

/シール概念の試み 

・低材料コストでの製

造の実証 

・モジュール効率を絶

対値で 2%さらに増加
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基礎研究/基礎科学 

・薄膜シリコン材料の

物理化学の基礎的理

解 

 

・光トラッピング 

・蒸着、パターン化及

びシールの他の概念

の開発 

・基板として板ガラス

から離れた多様化 

・多重接合 

・スペクトル変換概念

・技術の融合 

 

 
3.3 薄膜シリコン(TFSi) 

 
薄膜シリコン・モジュールは、アモルファスシリコン(a-Si)あるいはアモルファスシ

リコンゲルマニウム(a-SiGe)合金、微晶質シリコン(μc-Si)、そしてシリコン大規模再
結晶に関するプロセスに基づいている。 

 
薄膜シリコン産業は、低い成長率の 20年間に続いて、μc-Siのような新技術および大

面積生産の開発のおかげで復活してきている。米国と日本の大企業は、実質的な国庫補助

で開発した設備およびプロセスを使用して製造した高品質の製品を提供している。薄膜シ

リコン分野は、大面積上にアモルファスシリコン蒸着を適用することができる、プラズマ

強化化学蒸着(PECVD)により平面パネルディスプレー分野においてなされた進展から直
接の利益を得ている。いくつかの EUの企業は、そのような機器を使用した大量生産のス
タートを最近発表している。欧州のモジュール製造業者、機器製造業者および研究所から

なる有能な生産連合の存在は、薄膜シリコンの進歩のために好ましい環境を築いている。 
 
3.3.1 材料および部品 
 
薄膜シリコン・モジュールの長期的なコストは、活性層材料、モジュール効率、カ

プセル化とパッケージング材料の選択および製造設備の投資コストにより決定される。

これらのコストを縮小するために、研究は活性層材料を向上させることに注目するべ

きである。特にμc-Si に基づいた技術について、産業規模でこのような材料を生産す
る方法の発見そして適切な透明電導性酸化物(TCO)ならびに基板の開発がある。 

 
最も重要な目標をここに記述する： 
 
・ 高品質なマイクロあるいはナノ結晶シリコン太陽電池セル製造における低コ
ストのプラズマ蒸着、例えば、より高い蒸着率とプロセスの簡略化の使用 

・ 柔軟な又は不透明な基板(例えばロールトゥーロール用)上に活性層が蒸着され
る逆転構成に適した材料と、同様に、高性能電池にも適した特別な高品質透

明電導性酸化物あるいはガラス/透明電導性酸化物スタック  
・ 材料の特性についての向上した理解、例えば、μc-Si 内の電子輸送ならびに
単一および多重接合素子中の界面の輸送： 
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－ 低再結合損失接合 
－ セルスタック間の光学リフレクタの使用 

・ パッケージング用の新しいさらに低コストの材料/部品  
・ 新しい層および材料 (例えばμc-SiGe、SiC、ナノ結晶体ダイヤモンド、量子
ドットを持った層、スペクトルコンバータ) 

・ 高品質層(例えばプラズマ無し)蒸着のための潜在的に低コストの代替アプロー
チの評価 

 

3.3.2 性能と素子 
 
単一接合アモルファスシリコンモジュールの効率を向上させるいくつかの可能性が

存在する。例えば、微晶質接合のような特徴が加えられるかもしれない。あるいは、モ

ジュールが SiGe 合金を組み合わせるかもしれない。低価格のこれらの先進的な特徴の
導入ならびにより高いモジュール効率の達成が、この技術の長期的な成功の鍵である。 

 
有望な概念には、a-Si/μc-Si タンデム電池がある。実験室での最良の典型的な安定

な変換効率は、現在、9.5%(a-Si)、12%(タンデム a-Si:/μc-Si)、および 13%(SiGe合金
を使用した 3 層接合)の範囲にある。実験室の効率は、商用モジュール効率で 6.5%、
8.5%および 7%にそれぞれ移転されている。しかし、11%の大面積モジュール効率が原
型スケールで実証されている。生産モジュールの実験室規模性能の達成および多重接

合素子生産の習得が、薄膜シリコンが直面する主な課題である。 
 
短期的目標： 
 
・工業規模の高効率なタンデム(a-Si/μc-Si)および 3重接合素子の製造  
・プラズマプロセスの制御と監視 
・多重接合電池セルへ組み込んだμc-Si太陽電池セルの基本的制限についての定
量的理解 

・光トラッピングおよび薄膜シリコンに基づいた多重接合素子(SiGe合金を含む)
の基本効率の範囲についての定量的理解  

・15%以上の、またモジュール規模で 12%以上の、安定な効率を持った薄膜シリ
コン電池セルの実証 

 
長期的には、安定なより高いセル効率が実証されるべきである(2020 年までに 17%

以上)。より高い効率への可能な 1つの経路は、素子へ選択された向上層の組み込み(例
えばμc-SiGe、SiC、ナノ結晶体ダイヤモンド、フォトニック結晶)、薄膜シリコン中
の量子ドットやスペクトル変換効果の使用、ならびに他のアブソーバー(PV技術統合)
と薄膜シリコンの組合せがある。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1008,  2007.10.3 
 

 50

表 5．薄膜シリコン(TFSi)の研究優先順位 
(パイロット)生産と製品への研究成果の最初の予測される応用の時間的視野 

 2008～2013年 2013～2020年 2020～2030年 
および以降 

産業の製造局面 

・微晶質 Si を蒸着す
る PECVDシステム 
・高速 μc-Si蒸着 
・高品質 TCOの生産
・低価格パッケージン
グの解決策/信頼性 
・技術の実現(相互接
続/洗浄) 
・ロールトゥロールプ
ロセス 
 
目標： 
ライン実証 
< 0.95 ユーロ /Wp for 
100 MWp,  
効率>10% (ガラス基板) 
 
< 0.75 ユーロ //Wp for 
50 MWp,  
効率> 9%(フレキシブル
基板)  

・より少ない材料使
用、より多い処理量そ
してより高い効率を
持った次世代機器の
実証 
・単純化された生産プ
ロセス 
・特に低コストのパッ
ケージング 
 
 
目標： 
概念実証 
< 0.65 ユーロ /Wp for 
200 MWp,  
効率>12% (ガラス) <  
 
0.5 ユーロ /Wp for 100 
MWp,  
効率>11% (フレキシブ
ル) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目標： 
概念 

< 0.4 ユーロ /Wp at 
500 MWp,  
効率>15% (ガラス)  
 
< 0.3 ユーロ /Wp at 

500 MWp,  
効率>13% (フレキシ

ブル) 

応用／先進技術 
の様相 

・アモルファスと微晶
質 Si プラズマプロセ
ス制御の大面積プラ
ズマプロセス 
・ 改 良 し た 基 板
TCO(光トラッピング)
・先端埋め込み材料 
・吸収層蒸着の代替技
術 
 
目標： 
効率>12%のモジュール
の実証 

・新しい蒸着炉概念 
・高速高品質 TCO/基
板準備 
・十分に最適化された
大面積の光トラッピ
ングスキームの導入 
・プロセスガス再循環
/ガスの完全使用 
 
 
目標： 
効率 >15% のモジュー
ルの概念 

・パイロットリアクタ
の先進装置の試験 
・超高処理量ライン /
炉の設計 
・プロセス単純化 
・完全統合生産ライン

 

基礎研究／原理 
 

・デバイス中の層と界
面の電子特性につい
ての定量的理解  
・TCO/半導体インタ
ーフェース 
・改良選択セル層の開
発 (例えば μcSiGe、
SiC、ナノ結晶ダイヤ
モンド) 

 
目標： 
効率を向上し、効率

>15%の安定した電池の
実証 

・超高速蒸着の新技術
・薄膜 Si に量子ドッ
トあるいはスペクト
ル変換効果の組入れ 
・他の PV技術と薄膜
Siの組み合わせ 
・薄膜 Si の基本限界
を理解 

 
 
目標： 
効率 >17% の安定な電
池概念 

・より高い性能の材料
・p型 TCO 
・フォトニック結晶、
回折効果、有効な中間
アプローチなど 
・新素材の導入 
・新しい概念の試験 
 

 
 

目標： 
コスト低減に対する考

えの範囲を絞り込む 
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3.3.3 製造と設置 
 
解析結果は、次の 2年か 3年以内に、最近利用可能になった製造設備を使用して 1.3

～1.6ユーロ/Wp範囲の生産コストが、a-Siモジュール(効率 6.5～7.5%)および"マイク
ロモーフ"モジュール(効率 8～9%)で達成可能である、と示唆している。2013年の目標
は、剛体基板上で 1 ユーロ/Wp 以下の生産コストで、10%以上への効率上昇である。
対応する柔軟基板の目標は、それぞれ 9%および 0.75ユーロ/Wpである。この目標は、
ガラス基板で 100MWp/年および柔軟基板で 50MWp/年の生産ラインを仮定している。 

 
これらの目標を達成するためには、大面積(>1 m2)上に微晶質シリコンを高コスト効

率での蒸着を達成しなければならない。 
第 2の優先事項は、高品質大面積透明電導性酸化物(TCO)層あるいは TCOスタック

の適切な製造設備の入手可能性を保証することである。 
3 番目には、結晶シリコンの範囲の効率に達するために、生産チェーン全体の改善

が必要である(相互接続損失の最小化、均質性の向上、インライン処理制御の使用によ
って達成可能である)。 

 
信頼できる低価格パッケージングによる、ガラスおよび柔軟基板両方の上でのモジ

ュール開発の価値が評価されるべきである。 
 
製造と設置に関する目標は、以下のように要約される： 
 
・プラズマプロセスとリアクタ形状および層/素子特性の関係および比例効果につい
ての十分な理解 

・高速に大面積上にμc-Siおよび関連層を蒸着することができる廉価な機器の設計と構築 
・高透明性と光トラッピング能力を持った透明電導性酸化物(TCO)層の大面積高速製作 
・面積損失の最小化、より安いパッケージング、耐湿性によるより高い信頼性のた

めにレーザースクライブを使用した相互接続 
・ロールトゥロール生産に特有のプロセスと機器 
 

(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 
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 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1007/1007-13.pdf 


