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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 4) 

・集光型太陽発電技術(CPV)（EU） 
 
5. 集光型太陽発電技術(CPV) 

 
5.1 はじめに 

 
光起電力の電力を起こすために太陽光を集光するアイデアは、それ自体太陽光発電の科

学とほぼ同じくらい古い。その基本原理は、レンズあるいはミラーのような光学素子によ

って太陽光を集光することで、高価な太陽電池セルの面積やそれを収容するモジュールの

部分を縮小し、その効率を増加させる。集光型太陽発電技術(CPV)の太陽光照射に対する
信頼性、ならびにシステムを移動させ、空一面に太陽の移動をトラッキングする必要性は、

日中の太陽光を電池に長い時間照射させることによって一部分補正される。 
 
この技術の最も重要な利点は、30%を越えるシステム効率に達する可能性である。これ
は、単一接合で 1 つの太陽(つまり、非集光太陽)の光起電力技術によっては達成すること
はできない。CPV技術は、25年間以上 PV研究開発に小さな役割しか演じてきていない。 

 
米サンディア国立研究所は、1970年代中頃に最初の集光システムを開発した。それは、

50倍の太陽光集光で 12.7%の高い効率を持った 1kWpシステムであった。ほぼ同時期に、
スペクトロラボ社(米国)は、サンディア国立研究所との契約の下で、25倍の太陽光で 10.9%
の高い効率を持つ 10kWp システムを開発した。サンディア国立研究所のシステムに似た
設計のプロトタイプは、フランス、イタリアおよびスペインで、すぐ後に続いた。その時

以来、いくつかの集光システムが設置されている。1MWp/年以下の CPV製造能力しか今
日存在していないが、過去数年にわたって、多くの企業がこの市場に参入している。 

 
CPV技術への増加した関心の主要な理由を以下に挙げる： 
－ PV応用は、見えるところに PV発電所をもたらす規模へと成長した。 
－ III-V半導体化合物で作られた太陽電池セルの使用は、35%の非常に効率的なシステ
ムへの道を開き、そして将来 40%以上にもなるであろう。(図 1) 

 
5.2 材料および部品 

 
CPVが成功するためには、CPVの研究開発は以下の原則に従うであろう： 
－ CPVは、小規模ではなく中規模から大規模な PVシステムに適している。 
－ CPVは、傾斜屋根上ではなく、開放領域かあるいは平屋根上に置かれるべきである。 
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これらの原則を守る CPVシステムは、様々な設計に従うことができる。(表 1) 
集光係数は、小さいか、中位か、あるいは大きいかもしれない。集光部品は、反射、屈折

あるいは他の形式の光学操作に基づくであろう。トラッキングシステムは、1 軸、2 軸、
あるいは他のシステムに基づくであろう。システムレイアウトの多様性にもかかわらず、 

 
CPVの研究開発は、以下の活動に分けられるであろう： 
－ 集光型太陽電池セルの生産 
－ 光学システム 
－ モジュール組立てと集光モジュールとシステムの製作技術 
－ システムの側面 － トラッキング、インバーターおよび設置関係 
 
CPV分野における研究は、全システムに取り組まなければならない。全部品間の相互接
続を考慮する場合のみ、全システムを最適化することが可能である。このことは、種々の

研究グループ間の強い協力を必要とし、協力的な欧州プロジェクトを特に重要にする。 
 
材料研究は、CPVシステムでのすべての部品で必要とされる： 
 
1. 高効率シリコン電池セルあるいは III-V-複合多層電池セルが集光型システムで使用さ
れるべきである。これらのセルを作る環境は超クリーンでなければならない。セル製

造の様相は、後に詳細に記述する。 
 
2. 平面鏡や凹面鏡、レンズ、またフレネルレンズと第二集光系を使用して、種々様々の
光学システムが導入されテストされてきた。ここでの課題は、新しい装置はそれほど

多く開発しないが、信頼できる長期的に安定した廉価な方法の既存技術を組合せるこ

とである。さらに、標準化された解決法と試験手順は不可欠である。 
 
どの程度の集光係数が最適であると最終的に考えられるかは、いまだ明らかではな

い。しかし、今日の傾向は、300～1000の間の集光係数を持ったシステムの方向にあ
る。この範囲では、光学システムは、良い表面と良い表面被覆を持ち、非常に精度が

良くなければならない。特にフレネルレンズ型部品で、90%以上の透過率を示すため
には、非常に鋭いリングセグメント境界で製作されなければならない。屈折部品は、

低吸収率で良い反射防止膜を持ち、反射部品は、入射光の 90%以上を反射できる長持
ちする被覆を持たなければならない。これらの部品は、材料使用を最低限にし、コス

トを押下げるために自動化された方法で製作されなければならない。さらに、加速寿

命テストおよび長期的な実時間の野外試験が光学部品の開発に必要である。 
 
3. モジュール組立て、光学部品は、集光型太陽電池セルに対して固定された配置で動作
する。この配置は、電池セルを高速で正確に設置する完全自動化プロセスでなければ
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ならない。マイクロエレクトロニクスや光－電子装置メーカーの専門技術から借りる

ことにより容易に達成される課題である。 
多くの場合、電池セルは熱放散部品にマウントされる。これらはモジュール組立て

に統合されて、相互に接続されなければならない。ある場合には、光学部品と太陽電

池セルは、耐候性モジュール箱で取り囲まれ、直列か並列の弦で相互に接続される。

これらの集光型モジュールは、長期間にわたる、湿度、凝縮や雨水進入に対して機械

的に安定で耐性がなければならない。さらに、長期安定性を最大限にするが、製造コ

ストおよび設置コストを最小限にするモジュール寸法を見つけることは重要である。

標準化された耐久性試験を開発する必要があり、また、再利用の面も考慮し研究する

べきである。 
 
4. CPVシステムの特徴、CPVシステムのコストの相当な部分はトラッキングに起因し、
その製造コストの最大は鋼のコストである。エンジニアリング研究開発は、ここでコ

スト低減の可能性を見つけなければならないことは明白である。トラッキングシステ

ムの設計は、寸法と可搬重量、安定性、剛性および材料消費の間の最良の妥協案を見

つけることである。これは、PV コミュニティと耐荷重構造設計者との間の協力を意
味する。橋梁、クレーン、大型テント、船舶のような他の技術部門からのノウハウは

さらに有用であろう。 
 
第二の重要な問題は、野外条件下でのトラッキング精度である。そこでは、温度が変化

し、風が構造に負荷をかける。必要な精度は、システムに必要とされる集光係数に依存す

る。高い集光システムは高度な機械構造と電子制御システムを必要とし、0.1 度より高い
精度でトラッキングしなければならない。CPVシステムの電子制御は、誤りを素早く自動
的に分析するルーチンを含んでいるべきである。 

 
数多くのトラッキング構造が既に実証されている。コスト効率の良い標準化されたレイ

アウトへの収束が期待される。 
 
今日、市場に出ているほとんどのインバーターは、結晶シリコンか薄膜の平面モジュー

ルで動作するよう設計されている。CPVシステムのために最適化されたインバーターが開
発されるべきである。例えば、CPVモジュールの出力電力はトラッキング制御に使用され
る。トラッキング制御エレクトロニクスとインバーターの 1つの装置への集積化は、大き
な省エネをもたらすであろう。 
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図 1 予測される CPV電池セル、モジュールおよびシステムの将来の効率 

Source: Fraunhofer ISE 

図 2 予測される CPVシステム(赤)の年間生産量と 
ターンキー設置 CPVシステムの価格 ユーロ/Wp(黒) 

Source: Fraunhofer ISE 
 
表 1  CPVシステム集光系概略 
 

集光係数 C AI：低集光度 
C = 2 to 100 

B II：中規模集光度 
C = 100 to 300 

CIII： 
中規模から高集光度 
C = 200 to > 1000 
 

集光素子の形式 

A： 
反射 (ミラー) 
二重ミラー、 
(カセグレン式) 
1 to 100 m2 

B： 
屈折 (レンズ、又はフ
レネルレンズ) 
又二次集光系 併用 
屈折 + 反射 素子 
cm2 to m2 
 

C： 
その他 
例えば、蛍光集光 

トラッキング 
システム 

1：一軸  
低集光係数 
(C < 100) 

2：二軸  
高集光係数 
(C >100) 

3：その他,  
例えば、静的集光器、

一軸+ 二次集光系 
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表 2. 集光光学システムの研究優先性 

－ (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 
 

光学システム 2008～2013年 2013～2020年 2020～2030年 
および以降 

産業の製造局面 

・ コスト低減(レンズ
やミラー)：光学素子目
標コスト  0.5 ユーロ
/Wp 以下あるいは 20
ユーロ/m2 以下、第二

光学系：2013年までに
0.20ユーロ/個以下 
・ プロセス自動化と大
量生産 
・ 高光効率で再生可能
な反射防止処理を持っ

た低価格材料 
 

・ 光学系のための目標
コスト：0.3ユーロ/Wp
以下 
・ 大量生産で光効率
85%に到達が可能なシ
ステム設計と材料 

 

・ 目標コスト：0.1ユ
ーロ/Wp以下 
・ 目標光効率 90% 

 

応用/先進技術 
の様相 

・ 第一・第二光学系の
開発、広受光角を持っ

た、中・高集光電池セ

ルマウント光学系へ統

合される 
・ 光学部品とセル集合
体の向上した調整技術

・ 第一・第二光学系生
産プロセスの開発 
 

・ プラスチックやガラ
ス上の薄膜およびコー

ティング 
・ 高度に自動化された
光学ミラーやレンズの

製造概念 
 

・ 大面積コーティング
の新しい技術 

 

基礎研究/基盤 

・ 光学系効率の向上
(年平均 85%以上)、安
定性(20 年以上)および
受光角の向上、そして

全システム同様 
・ フォイルとコーティ
ングのための長期的な

試験手順の開発 
・ 超高集光度の新しい
光学系概念 
 

・ 2500 倍以上の超高
度太陽光集光 
・ 熱伝導問題の解決 
・ ハイブリッド(熱と
電気)応用の光学系開
発 

 

・ 高集光レベルでの高
受光角を持った光学系

・ トラッキングの必要
性を縮小する高度な光

学系 
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表 3. 集光型モジュールとシステム組み立て製造の研究優先性 

－ (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 
 

モジュール組立て 2008～2013年 2013～2020年 2020～2030年 
および以降 

産業の製造局面 

・ 目標モジュール効
率：25% 
・ 目標組立コスト：0.7
～0.9ユーロ/Wp 
・ 目標モジュール保証
寿命：20年以上 
・ モジュール組み立て
製造概念 

 

・ 目標モジュール効
率：30% 
・ 目標組立コスト：0.5
ユーロ/Wp以下 
・ モジュールの自動化
マウントおよびシール

の概念 
 

大規模用概念(GWp 領
域) 
CPVモジュール生産 

 

応用/先進技術 
の様相 

・ 個々の部品、太陽光
受光体、枠組、配線な

ど、および全モジュー

ルの低価格概念および

プロセス自動化 
・ 高スループット組み
立てのアプローチ 

 

・ 再利用概念 
・ 容易なマウントと交
換の手順 

 

・ 完全自動化生産の概
念 

 

基礎研究/基盤 

・ 安定した長期的な野
外性能のための新しい

シール技術 
・ 長期信頼性に関し
て、接着剤、半田、シ

リコンような材料の調

査 
・ モジュール組み立て
に使用された材料間の

相互影響の調査 
 

・ 大寸法モジュールの
設計 
・ 効率的な受動的冷却
の方法 
・ CPV と太陽熱エネ
ルギーの結合使用 
・ CPV モジュールへ
の種々の技術の組合

せ、例えば、水素生産

のための PV と電気分
解 

 

・ モジュールレベルで
の低コストで高集積用

の新しい材料 
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5.3 素子と効率 
 
CPV応用では最良の太陽電池セルを使用する正当な理由がある。低い集光度および中程

度の集光度については、結晶シリコンはよい選択である。FZ-silicon1で作られた PERLタ
イプ 2の小さな単一結晶のシリコン太陽電池は、集光しない太陽照射の下で 25%に達して
いる。92倍の太陽光集光係数では、シリコン点接触型セル 3が、最近 27.6%の効率を示し
ている。この効率は理論的限界に近づいているので、改善の余地はあまりない。(図 1) し
かしながら、高収率でコスト削減された大量工業生産で、これらの結果を達成することは

重要である。 
 
より高い集光度(500倍の太陽光)へ、そして、III-V半導体化合物から成るタンデム多重
接合電池セルへの移行が見られる。これらの電池セルは、コンピュータ制御の半自動式プ

ロセスでの MOVPE4 エピタクシーによって成長されたかなり複雑な多層システムから構

成されている 5。 
 
最近、GaInP/GaInAs/Ge の 3 重接合電池セルは、600 倍の太陽光で 35.2%の効率を

(ISE/RWE, 欧州)、また、240倍の太陽光で 40.7%の効率を示した(Spectrolab、米国)。電
池セルへのさらなる接合追加により、恐らくこれらの多重接合電池セルはより高い効率が

得られるという領域が存在すると一般に信じられている。これは、研究結果であり、中期

から長期での商業化でのみ期待できる。 
 
市場に近い技術の短期的研究では、高収率でコスト削減された、36%(集光係数に依存)

の最低平均効率を持った多重接合電池セルの大量生産に集中するべきである。実験室での

電池効率の目標は 45%である。さらなる中期・長期の目標は、Ge 基板をシリコン基板に
取替えることがある。Geは地殻中に少ない元素の 1つである。そして、CPVが非常に大
規模生産される時、代替案が必要である。 

 

                                                 
1 FZ-Si: floating zone grown silicon 、浮遊帯成長シリコン。 
2 PERL: passivated emitter and rear, locally diffused、背面局所拡散・不活性化エミッター、この電池セルは、
豪州シドニーの UNSWで開発された。 

3 点接触型電池セルは背面にエミッターとベース接触を持つ。 
4 MOVPE: metal organic vapour phase epitaxy、有機金属気相エピタクシー 
5 IV-CHARACTERIZATION OF DEVICES CONSISTING SOLAR CELLS AND TUNNEL DIODES： 

http://www.ise.fhg.de/veroffentlichungen/2006-1/4-world-conference-on-photovoltaic-energy-conversion-
hawaii/iv-characterization-of-devices-consisting-of-solar-cells-and-tunnel-diodes/at_download/file 
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表 4. 集光システムの側面(トラッキング、インバーター、設置)の研究優先性 

－ (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 
 

トラッキング/設置 2008～2013年 2013～2020年 2020～2030年 
および以降 

産業の製造局面 

・目標トラッキング機

器コスト：100～150
ユーロ/ m2 
・トラッキング角度精

度 0.2度以下  
・目標インバーターコ

スト：0.3～0.5 ユーロ
/W 
・トラッキングシステ

ム生産技術 
・高効率・長寿命イン

バーター 
 

・目標トラッキング機

器コスト：100ユーロ/ 
m2以下 
・トラッキング機器寿

命 30年以上 
・トラッキングシステ

ムの自動化大量生産の

概念 
・インバーターコス

ト：0.3 ユーロ/W以下
 

 
 

応用/先進技術 
の様相 

・公益事業用途のため

の容易な輸送と設置の

ための設計最適化 
・トラッキング故障の

素早い検出 
・材料利用の最適化(軽
量構造) 
・発電所設計技術 
・発電所の系統連系 
・CPVのための専用イ
ンバーター 

 

・大規模システム用ト

ラッキング 
・保守不要、低エネル

ギー消費、高信頼性お

よび性能安定性 
・電力品質機能および

能動グリッド安定化を

持ったインバーター 
・短期貯蔵の統合 

 

・インバーター基盤グ

リッド 
・CPV電力の標準的村
落グリッド 
・長期貯蔵の統合 

 

基礎研究/基盤 

・インバーターとトラ

ッキング・エレクトロ

ニクスの組合せ 
・スマート・トラッキ

ング制御 
・高精度トラッキング

精度 
・風負荷の影響 
・新しいトラッキング

駆動装置 
・最大電力ポイントと

トラッキング・アルゴ

リズムの結合 
 

・新しいトラッキング

の設計思想 
・トラッキング構造の

鋼の代替 
・センサ無しトラッキ

ング方式 
・グリッド安定化の先

行制御アルゴリズム 
 

・分散インバーター基

盤グリッドの制御アル

ゴリズム 
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表 5. 集光システム太陽電池セル製造の研究優先性 

－ (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 
 

集光システム 
電池セル 

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

産業の製造局面 

・  シリコンおよび
III-V 半導体集光シス
テム太陽電池セルの高

収率工業生産プロセス

の確立 
・ 目標効率：シリコ
ン：22%以上 @集光率 
10-30 倍、シリコン：
26%以上  @集光率 
100-300倍、III-V半導
体：35%以上 @集光率 
500倍 
・ 2013年までに 0.25 
～0.5 ユーロ/Wp へ電
池セル製造コストを低

減 

・ 目標セル製造コス
ト：0.2 ユーロ/Wp 以
下 
・ 太陽光集光率 1000
倍以上で 38%の効率を
持った III-V 多重接合
太陽電池の製造プロセ

ス 
・ 適度な集光で穏やか
な気候用のシリコン電

池の低価格設計概念と

製造プロセス(光トラ
ッピングを持った薄

膜) 
 

・ 4～6 重接合電池構
想の製作 

 

応用/先進技術 
の様相 

・ 低集光率：標準シリ
コン技術を使用・適

応・向上 
・ 中集光率：シリコン
背面接触電池セル 
・ 高集光率：III-V 3
重接合電池セル 
・ MOPVE成長プロセ
スの向上 

・ 大量生産マイクロ電
子技術に由来した生産

技術の応用 
 

・ 電池セル大量生産の
ための完全自動化高ス

ループット・プロセス

 

基礎研究/基盤 

・ 特性と振舞に関して
向上した理解のための

材料研究 
・ 効率向上(1000倍の
太陽光集光率で 38%お
よび 2000 倍の集光率
で 36%の 3重接合電池
セル) 
・ 安定性と寿命の増加
・ カプセル化技術 
・ 特性評価技術 
・ 太陽電池セルのモデ
ル化 
・ 集光システム電池セ
ルとしてのCISおよび
他の代替 

 

・ 4-6重接合電池セル
応用の研究 
・ III-V 半導体材料研
究と太陽電池セルのモ

デル化 
・  シリコン上への
III-V半導体の成長 
・ GaInN のような新
しい材料 

 

・ 効率 50%を越す斬
新な電池セル概念 
・ 材料、特性、動作お
よび潜在的応用につい

ての詳細な理解のため

の研究 
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5.4 製造と設置 
 
CPV産業の規模は、およそ 10～20年も平面 PVに対して遅れている。しかしながら、累
積的な設備容量が数百MWp領域になるであろう 2013年の地点で、この遅れを補うことは
期待できる。この野望を達成するためには、特に大量生産(つまり高スループット)の領域で
研究開発の労力をそそがなければならない。また材料消費も削減しなければならない。 

 
現在の価格から推測された、将来の直ちに使える CPV システム価格の予測は、図 2 に
示されている 6。 

 
CPV製造で最も重要な研究開発は、以下のものを目指す： 
1. 大量生産された電池セルの効率を、実験室(26%以上)で現在見られているレベルに、
そして、より長期的な 35～45%効率へと向上 

2. 光学素子(光効率、寿命および製品工学)の向上 
3. 自動化した産業モジュール組立て(部品、パッケージングおよびシールの調整)、高収
率を持った高スループット生産、長寿命製品への帰着 

4. 完全な野外気候条件の軽量・強健で正確なトラッキングツールの建設 
5. 実証システムおよび数百 kWp(短期)から数 MWp(中期)領域大型発電所の組み立てと
観測 

6. 20年以上の予定寿命を持った製品を品質保証する技術、モジュールの標準、インライ
ン試験および再生利用法の開発 

 
このリストは巨大な作業量を包含し、文末参考資料の計画概要(1006-14.pdf)の表の短

期・中期関連の課題へ分類される。 
 

5.5 要約 
 
CPV 技術はすべての PV 技術の中で高変換効率を経験した最良のものであるが、小型

CPV 応用の市場が無いために、CPV システム製造は他の PV 技術と比較して獲得した経
験はいまだ欠けている。CPV の視界は現在向上しつつある。短期(2013 年まで)および中
期(2020年まで)のすべての PV技術にわたって共通の目標を満たすために、数多くの研究
開発課題が実施されなければならない。 

 
－ 材料と要素： 
(i) 光学系：信頼できる長期的に安定で廉価な平面鏡と凹面鏡、レンズとフレネルレンズ

                                                 
6 HIGH-CONCENTRATION PV USING III-V SOLAR CELLS 

http://www.ise.fhg.de/veroffentlichungen/2006-1/4-world-conference-on-photovoltaic-energy-conversion-
hawaii/high-concentration-pv-using-iii-v-solar-cells/at_download/file 
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を見つけて、第二集光系と組み合わせる。 
(ii) モジュール組立て：廉価な完全自動化法を使用して、長期間にわたり安定で非常に
正確なモジュールへ集光型電池セルと光学素子を組立てるための材料と取り付け技

術を開発する。 
(iii) トラッキング：寸法、可搬重量、安定性、剛性および材料消費を最適化した構造を
見つける。 

 
－ 素子と効率： 
非常に高効率集光型太陽電池の材料と工業製造技術を開発：26%以上の効率を持ったシ
リコン電池セル、35%(実験室 45%)以上の効率を持った多重接合 III-V 化合物電池セル、
各技術の最適の集光率を見つけること。 

 
－ 製造と設置： 
すべてのシステム部品の集積化のために最適化された設計、製造および試験手順を見つ

けること。CPVシステムの設置、野外試験およびコスト評価する方法を開発すること。 
 
これらの研究開発課題は次のように要約することができる：CPV 装置効率を増加させ、
装置製造に必要な材料の量を削減させ、生産コストを低下させる。これは全体のコスト削

減のための最良の組合せである。 
 

(出典：A Strategic Research Agenda for Photovoltaic Solar Energy Technology: 
http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/sra_photovoltaic_en.pdf) 

 
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(その 1)・既存の薄膜技術(EU) 

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

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1010/1010-15.pdf 
・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 3)・新しい PV技術 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1011/1011-13.pdf 
 


