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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(その 2) 

・CIGSS技術（EU） 
 

3.4 銅-インジウム/ガリウム-二セレン化物/二硫化物 
および関連する I-III-VI化合物(CIGSS) 
 
CIGSS技術は、現在、すべての無機薄膜技術の中で最も高い電池およびモジュール効率
を示している。おのおのの効率は、セル：19.5%、商用モジュール：12%、0.35－0.7m2

面積用の原型モジュール：13-14%である。しかしながら、コストを縮小するために取り組
まなければならない多くの課題が存在している。 

 
欧州の CIGSS モジュール第一世代の大規模製造が開始されている。しかし、アブソー
バー蒸着機器やインライン評価用ツールのように、製造プロセスについての研究の必要性

が残っている。例えばフレキシブルな金属やポリマーフォイルのようなガラス以外の基板

の使用やバリヤーコートや透明ポリマーを使用する廉価なカプセル化と同様に、ナノ粒子

プリントや電気メッキのようなデバイス層蒸着用の新しい非真空技術で、コストを縮小す

ることができる。平行して、中期から長期に産業はさらに効率的な第 2 世代 CIGSS 素子
の生産準備をしなければならない。 

 
特に CIGSS 薄膜技術が面する主要な課題は材料コストの削減である。例えば、高コス
ト材料(In, Ga)は例えばアルミと取替えられるべきである、これは CIGSS生産が大規模に
増えたときにより切迫する問題である。材料は製造中に必要以上に消費されるべきではな

く、活性層の厚さは縮小されるべきであり、また、材料の不純物に対する耐性が増加され

なければならない。これらの素子の、硫化カドミウムバッファー層の置換、および透明導

電性酸化物(TCO)層の最適化は、削減コストでの大規模製造促進の鍵である。CIGSS基盤
タンデム電池用のバンドギャップの大きい材料の開発およびこれらの材料のバンドギャッ

プ操作も、より高いモジュール効率に必要である。 
 
3.4.1 材料および部品 
 
廉価でかつ大規模製造で扱うのが容易で高い安定性の効率を持った材料を発見する

ために、基礎的研究が短・中期的に必要である。 
 
・界面と結晶粒界化学、拡散挙動と欠陥化学および光浸入による可逆的な利得などにつ

いてのより良い理解が、20%以上の電池効率への到達を可能とする 
・外来基質上の薄膜の核生成および成長形態についての向上した理解と制御 
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・ピンホールと不均質性の影響の削減 
・加速寿命試験中および長期屋外暴露の後の、薄膜特性および装置の挙動に対する蒸着

工程の影響についてのよりよい理解 
・より薄い薄膜、材料産出の最大化および材料純度の最適化による材料費の最小化 
・効率向上、より長く永続する安定性の可能性をもたらし、また、より安い、そして希

少物質があまり含有しない黄銅鉱の選別および合成 
・新しい装置概念 (スペクトル変換、量子効果、多重ギャップセル) 
 
3.4.2 性能と装置 
 
将来の工業生産 CIGSS 基盤モジュールを用意するために、集中的な研究開発が必要

である。 
 
・中期の 16%以上の効率を持った概念実証モジュール 
・ポリマーまたは金属フォイルのようなガラス代替基板、および活性薄膜の密閉を含む、

生産チェーン全体の設計 
・電気メッキ、ナノ粒子プリントおよびマイクロあるいはマクロ的にはラフ基板(ガラス
繊維マット)のような新しい蒸着概念の試験 

 
3.4.3 生産と設置 
 
産業界の以下の領域の展開： 
 
・供給チェーン管理を含む原型製造設備の標準化  
・短縮した成形時間の大量処理プロセス装置および高温処理プロセス(600°C)の開発と
認定 

・数平方メータまでのガラス基板上の特に大面積向けのインライン蒸着ならびにロール

トゥロール基板のために設計された機器 
・さらに薄い薄膜の使用と同様に、蒸着機器および材料純度の最適化による材料使用法

の簡素化とコストの削減、基板の傾向は、さらに薄くまたよりフレキシブルな材料の

利用に向かう 
・生産性向上(生産時間、工程収率、機器動作時間) 
・品質管理(QC)の方法と品質管理(QM)システム 
・1ユーロ/Wpよりさらに低いコストで、モジュール効率が 15%より十分に高いモジュ
ールの生産 

・生産中の材料の再利用、および寿命後の製品のリサイクル技術 
・建物統合 PV の開発、つまり、建物建設中にまた建物の部品として使用されるモジュ
ール 

 
 
表 6．薄膜 CIGSSのための研究優先順位 
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－ (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 

・生産収率と高スループ

ットを最適化し、投資

コストと材料消費を削

減した現在の CIGSS
モジュールプロセス用

製造設備 
・モジュール寿命を長期

化する、高スループッ

トで低価格のパッケー

ジ工程と機器 
・アブソーバー蒸着時間

が 5分以内で 14%効率
の CIGSS モジュール
用機器の実証 

・すべての薄膜産業にわ

たり製品と製造設備の

標準化 
目標： 
ライン実証 
< 1.2 ユーロ/Wp  
for 50-100 MWp,  
効率 = 14% 

・16～17%効率の CIGSS
モジュール用製造設備

・低エネルギーで、低い

材料消費の代替緩衝層

のために最適化された

機器 
・生産からのモジュール

および廃棄材料のリサ

イクリングプロセス 
・モジュール生産のロー

ルトゥロール工程の実

証 
・剛性および柔軟性モジ

ュール用の非常に低コ

ストのパッケージの実

証 
・大面積モジュール製造

設備の実証 
目標： 
< 0.8 ユーロ/Wp  
for >100 MWp,  
効率 = 14-15 %  

・非常に低製造コストで超

高効率のCIGSSモジュ
ールの大量生産ユニッ

トの産業と製造の様相

に関する研究の実施 
・改良相互接続構造と工

程への移行 
・超軽量で低価格なパッ

ケージングへの移行 
・エネルギーの必要性、

材料費および廃棄物を

最小にする工程の最適

化 
 
 
 
 
 
目標： 
< 0.4 ユーロ/Wp,  
効率 = 16-18 % 
 

 

応用/先進技術の 

様相 

・屋外運転中の CIGSSモ
ジュールのモニター 

・リサイクルプロセス(製
造廃棄物、製品) 
・機能性層の高速蒸着プ

ロセス 
・14～15%効率の大面積

CIGSSモジュールのプ
ロセス 
・インライン/オンライン
品質管理技術 

・宇宙応用の CIGSSモジ
ュール 
・入力材料(膜厚、純度)
の減少 

・16～17%効率の大面積
CIGSSモジュールのプ
ロセス 
・モジュール生産のロー

ルトゥーロール・プロ

セス 
・CIGSSアブソーバーの
代替低価格蒸着方法 
・代替緩衝層 
・相互接続とセル構造の

改良 
・パターン化の代替方法

・集光応用のための

CIGSSモジュール 

・効率 18%以上のモジュ
ール概念と、例えばパ

ートナーとして改良黄

銅鉱、シリコンあるい

は染料を使ったタンデ

ム/3 層構造のセルレベ
ルでの実証 

・高価な原材料(Inや Ga)
を安価で豊富な元素に

置き換える概念 
・CIGSS電池光トラップ
概念の実証 

 

 

基礎研究/原理 

 

・定量的寿命モデルと長

期安定性の理解 
・欠陥、不純物、準安定

についての定性的・定

量的理解 

・欠陥、不純物、準安定

および層構造について

の定性的・定量的理解

・アブソーバーおよび他

の機能層の層特性への

・多層アブソーバーセル

以外の完全スペクトル

利用セルの概念、例え

ばアップダウン変換、

量子ドット構造 
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・全ての層およびセルの

特性に対する蒸着パラ

メータの影響ならびに

基板の影響の理解 
・CIGSSの外部ドーピング
・材料の選択と高価な材

料の使用を減らす (高
効率で低価格) 

蒸着パラメータの役割

の理解 
・緩衝層の化学および向

上した電池効率に関し

ての電子バンド構造の

理解 
 

・有機太陽電池構造のア

ブソーバーとしての

CIGSSナノ粒子利用の
概念 

・多層構造で使用されるP
型透明導電性酸化物 

 

 
 

3.5 テルル化カドミウム(CdTe) 
 

CdTe の魅力的な特徴はその化学の単純さと安定性にある。その非常に高いイオン化特
性のために、その表面と結晶粒界は、不動態化し、かつ多量の欠陥を含まない傾向がある。

そのイオン化特性は、さらに吸収された光子がその安定性を破壊しないことを意味する。

CdTe の好ましい熱物性および単純な相平衡状態図および化学の強健さは、様々な蒸着方
法を使用して、CdTe電池の製造を簡単で安価なものにする。 

 
CdTe 電池の効率は、CdTe 層がどのように成長したか、層が蒸着された温度、および、

それらが置かれた基板に依存する。無アルカリガラス上に高温(～600℃)で成長した CdTe
層は、16.5%効率の電池を産出する。その一方で、より低い効率は、低温や他のタイプの
基板で成長された CdTeから得られている。理論上達成可能な効率(>25%)と実際に到達し
た効率(16.5%)の間に大きなギャップがある。 

 
CdTe 層および太陽電池の電子特性を制御するために、ヘテロ接合で元素を混合し活性
化/アニール処理を使用することは、さらなる効率の向上にとって重要である。高スループ
ット・インライン製造で簡単で互換性をもつプロセスを開発することが必要である。 

 
CdTe モジュールの背面電気接点は、効率および長期安定性に影響を及ぼすので重要な
研究開発課題である。p型 CdTeの効率的で安定な電気接点は、CdTeの高い電子親和力と
バンドギャップの両方のための一つの課題である。いくつかの方法が、p 型 CdTe の効率
的な疑似抵抗接点を開発するために使用されているが、さらに効率と安定性を向上させて、

装置生産を単純化するプロセスを開発する必要がある。湿式化学エッチングプロセスの代

わりを識別するべきである。 
 
ガラスやポリマー上の最も効率的なCdTe太陽電池が、表板 1枚構造として作られる。つま
り、基板は、最終製品で太陽に直面するわけである。このような構成の透明電導性酸化物(TCO)
特性、および素子構造と処理とのその適合性は、高モジュール効率および多量生産産出には重

要である。より薄いCdTe吸収層の使用は、テルルのような原材料のより良い利用へと導く。 
CdTe薄膜モジュールは、およそ 100～200MWp/年の容量で欧州と米国の両方で既に生
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産されている。アジアでもすぐに続くと予想される。9%のモジュール効率は到達されてい
る。また、製造コストは既に結晶 Siと競合しているように思われる。吸収対と接点材料の
速く簡単な蒸着は、高スループット生産を可能とし、さらなるコスト低減が見込まれる。

CdTeは、中期から長期の 0.5ユーロ/Wpの具体的なコストで 15%の効率に達する可能性
を持っている。しかしながら、これらの値に到達するために、材料の基本的物性をよりよ

く理解する一層の研究開発の取り組みが必要である。 
 
短期においては、生産技術の向上と、生産パラメーターとプロセスのより良い理解につ

いて研究することが必要である。中期と長期については、向上した光閉込め(CdTe層をよ
り薄くすることが可能)ならびにより高効率の改良型電池概念あるいは多層吸収電池概念
のための技術を使用する素子構成と、同様に、ガラスやフォイル基板の高度な低温電池生

産を開発する必要がある。 
 
最後に、モジュール寿命後の回収システムを開発し実施すること、また、特に生産量が

増加した時に、材料使用の循環を閉じることは重要である。 
 
 
表 7．薄膜 CdTe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 

 

改良標準セル生産技術：

 
・インライン生産に適し

た先進的活性化/アニー
リング、ドライプロセ

ス、および先駆体を含

んだ代替塩素の使用 
・真空プロセスによる抵

抗性後部接点  とウエ
ット化学エッチングプ

ロセスの回避 
・先進透明導電性酸化物

とモジュールの新しい

相互接続プロセス 
目標： 
生産コスト 1 ユーロ/Wp
以下の効率 12%のモジュ
ール 
 

先進的セル製造技術： 
 
・より薄い薄膜を持った

素子 
・蒸着中の核形成と薄膜

形態の制御 
・簡単で強健な蒸着と処

理シーケンス 
 
 
 
 
 
 
目標： 
生産コスト 0.5 ユーロ
/Wpの効率 15%のモジュ
ール 

最適化電池生産技術： 
 
・改良素子構造(反転薄膜
シーケンス、p-nセル)

・セルの物理的限界を目

指す素子構造と変換効

率 
 
 
 
 
 
 
 
目標： 
生産コスト 0.3 ユーロ
/Wpの効率 18%のモジュ
ール 

 ・均質蒸着の先進的制御 ・ピンホールと弱いダイ ・代替ウィンドウ層 
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応用/先進技術の 
様相 

 

・改良ドーピング/活性化
プロセス 
・ヘテロ接合全域にわた

る制御された薄膜相互

拡散加工 
・簡単な後部接点材料と

プロセス 
 
 
 
目標： 
標準セルおよびモジュー

ルの知識向上 (効率と安
定性の向上) 

オードの判定と除去 
・低価格プロセスの代替

透明導電性酸化物 (よ
り薄い層を持った高効

率セル) 
・より低いプロセス温度

・改良蒸着技術と機器(高
速)、そして、機器(高速、
低温、大面積、少ない

材料消費) 
目標： 
改良セルの知識基盤実施

に関する技術的要求の開

発 

・パイロットラインでの

高度な代替素子のテス

トと開発 
・新しい概念やタンデム

の最初のテスト 
 

 
基礎研究/原理 

 

・界面相互拡散プロセス

についての理解 
・不均質性と結晶粒界効

果についての理解 
 
 
 
 
 
 
目標： 
標準 CdTe 電池の物理に
ついての基本的理解 
 

・ピン構造のような新し

いセル概念  
・さらに高い効率と安定

性のための蒸着工程、

材料、デバイス構造の

研究 
・より薄い層に光をトラ

ップするための構造化

セルの開発 
・他の II-VI半導体  
目標： 
先進 CdTe 電池の物理に
ついての基本的理解 

 

・第 3世代概念(全スペク
トル利用) 
・タンデム/3層セル 
・複合染料/2-6 ハイブリ
ッドセル 

 
 
 
 
 
目標： 
全スペクトル2-6セルの物
理についての基本的理解 

 
 

3.5.1 材料と部品 
 
効率および安定性の一層の増加ついて、CdTe の物理化学および CdTe 基盤太陽電池

を構築する他の薄膜の調査についての集約的な基礎的研究開発が必要である。その成果

は低コスト技術の開発に使用される。 
 
研究する重要領域のいくつかを以下にあげる： 
・CdTe太陽電池の物理についての基本的理解 
・界面と相互拡散過程および結晶粒界の影響についての基本的理解 
・外来ドーピングおよび簡単な活性化処理 
・総合性能を増加させ生産コストを縮小する抵抗接点および多機能性材料 
・高効率(実験室規模で 20%以上)の先進的素子の材料と界面の基礎的知識 
・単層あるいは二層透明電導性酸化物(TCO)材料とプロセスのさらなる改善 
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・低温蒸着および高成長率(つまり高スループット製造)を可能とする新しい基板材料と
修飾プロセス  

・複合バンドギャップ・アプローチの材料とプロセス 
 
3.5.2 性能と装置 
 
これまでに概説された目標に達するために、性能と装置に関連した以下の課題に取り

組む必要がある。 
・活性化/アニーリングおよび背面接点形成における改善 
・さらに薄い CdTe層に向上した光閉込めを採用するデバイス構造 
・高性能化(効率と安定性) 
・ガラスやフォイル上の改良セル構造 
・相互接続関連の損失を縮小する相互接続スキーム 
 
3.5.3 製造と設置 
 
産業界の開発は次の領域で必要である： 
・より高い生産性および標準化したプロセス機器  
・高効率装置に必要な材料の量と純度の縮小 
・製造廃棄物および寿命に達した CdTeモジュールを再利用するプロセス 
 
 

3.6 薄膜の要約 
 
基礎科学と生産技術の集約的で有効な研究開発によって、材料と製造を向上させること

ができる場合、薄膜 PVはコスト削減の非常に大きな可能性を持っている。 
 
最優先事項の主な最も重要な研究開発の様相は以下のとおりである： 
 
既存の薄膜の一般的様相： 

 
・信頼性あるコスト効率の良い製造設備 
・剛体モジュールまた柔軟モジュール両方のための、低価格パッケージ解決策 
・より良い品質管理作業によるさらに信頼できるモジュール (進歩したモジュール試験
法と、モジュール性能評価の改良) 

・材料および廃棄モジュールのリサイクル 
・インジウムやガリウムのような欠乏元素の代替 
TFSi： 
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・マイクロ/ナノ結晶体シリコン太陽電池の廉価な大面積プラズマ蒸着のためのプロセス
と機器 

・プラズマ/装置/拡張の間の相互作用の精通 
・大面積高性能(効率>12%)モジュールに適した高品質低価格の透明導電性酸化物(TCO)
の開発 

・さらに高効率な TFSi 素子(実験室規模の 15%の上)の実証、界面と材料特性、光トラ
ップおよび TFSi基盤材料及び素子が直面する基本的限界についての進歩した理解 

 
CIGSS： 
・スループット、産出および製造設備の標準化度合いの向上 
・素子の基礎物理についてのより深い理解により、15%(あるいは実験室規模の 20%の上)
を越える効率を持ったモジュール 

・ロールトゥーロールコーティングや非真空あるいはその組み合わせ蒸着法のような工

程への、代替/改良材料の組合せおよび代替アプローチ 
・材料費を縮小する高度に信頼できるパッケージ化および低価格パッケージ 
 
CdTe： 
・CdTe層の電子特性を制御する活性化/アニール処理 
・産出およびスループットの増強のために背面接合の改良と単純化 
・高効率概念 
・より薄い CdTe層のための新しい素子概念  
・高効率(実験室規模の 20%以内)を持った先進的素子の材料および界面のより一層の基
礎知識 

 
(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 
・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) 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1008/1008-10.pdf 


