
酸混合物で洗浄される前の銀色のウェハに映る NRELの科学者、

Hao-Chih Yuan氏。酸によりエッチングされた穴が、光を吸収し、 

ウェハを黒く変える。  

Credit: Dennis Schroeder

【再生可能エネルギー】 太陽電池 シリコンウェハ  
 

より安価で高性能な太陽電池は多孔性(米国) 
 
米国エネルギー省(Department of Energy：DOE)の再生可能エネルギー研究所

(National Renewable Energy Laboratory:NREL)注1で開発された、低コストの最新エッチ

ング技術は、CDサイズのシリコンウェハに 1兆もの穴を施すことができる。 
 
その小さな穴が深くなる

につれ、銀白色のシリコン

は、最終的にほぼ真っ黒に

なるまで徐々に黒くなり、

太陽光のほとんどすべての

色を吸収できるようになる。 
 
このブラックシリコンウ

ェハは、室温であれば3分程
度で作ることができるが、

華氏100度(37.8℃)の環境
であれば、その作成時間は1
分にも満たない。 
 

NRELの研究者によるブ
レークスルーにより、より安価で、今日、屋根やソーラーアレイ注2に使用されている太陽

電池よりも高性能なものが今後出現することになるだろう。 
 

R&D Magazine注3は最近、ナノ触媒でウェットケミカルエッチングを施したブラックシ

リコンの成果を称え、このNREL研究チームを「R&D 100 Awards」に選出した。「発明
のオスカー賞」と呼ばれるこのR&D100は、自然科学においてその年もっとも特筆すべき
飛躍的進歩を表彰するものである。 
 
このプロジェクトの研究責任者であるHoward Branz氏は、彼の研究チームがこのテー
マに関心を持ったのは、2006年後半に、ミュンヘン工科大学のある科学者の話を聞いてか
らであると述べた。その科学者は、自分の研究チームが真空蒸着技術を用いて金の薄膜を

形成し、ブラックシリコンを作成した方法を説明した。NRELの上級研究員のQi Wang氏

                                                 
注1 再生可能エネルギー研究所: National Renewable Energy Laboratory (http://www.nrel.gov/) 
注2 ソーラーアレイ：太陽光線を集めるためのアンテナ 
注3 http://www.rdmag.com/ 

NEDO海外レポート　NO.1068, 2010.11.25

6



プロセス開発・統合研究所の NREL研究チームメンバーとHoward 

Branz氏(最前列中央)。同氏は、電池の性能を向上させる「ブラック

シリコン」の作成プロセスにより R&D100に選ばれた同研究チーム

の研究責任者である。同氏の両隣向かって左手が Anna Duda氏、右

手が Vern Yost氏。後列左から、MattPage氏、Scott Ward氏、

と上級技術者のScott Ward氏は、この方法をすぐに試した。 
 

「我々はいつも他人の成功例を

活用しており、ミュンヘン工科大

学が行った実験を再現すること

から自分たちの研究をスタート

したのだ」と、Branz氏は述べた。 
 
光パケットと金の穴 
 
光が小さなパケット(packet)に
分かれて入ってくるものと想定

してみよう。それぞれのパケット

が１光子であり、この光子が、太

陽光エネルギーの電子へと変換

される可能性を持つ。光子が太陽

電池の表面で反射すると、それは

エネルギー損失となる。光が物体

に当たると、通常その一部が反射

するが、「ブラックシリコン」のウェハは、その光すべてを吸収してしまうだろう。 
 
人間の目は、このウェハの色を黒と認識する。これは、太陽光がほとんど網膜に反射さ

れないためである。というのも、ウェハの表面に1兆もの穴が空いていることにより、固
体表面よりも、光の波長を多く吸収するためである。 
 
穴の空いた天井のタイルが、穴の空いていないタイルよりも吸音性が高いのは、概ね同

じ理由によるものである。研究者たちは、吸音機能を持つものには光の吸収機能もあると

いうことを証明する実証実験を、19世紀末期までに既に終えていた。 
 
ミュンヘン工科大学の研究チームは、高額な真空ポンプを必要とする蒸発技術を用いて、

非常に薄い(おそらく原子10個分の厚み)金の薄膜でコーティングを行ったとBranz氏は述
べる。過酸化水素とフッ化水素酸の混合物が、その金の薄膜へと注がれると、金のナノ粒

子により、平らなウェハ表面に10億もの穴が空いたのである。 
 

NREL研究チームは、真空ポンプと蒸発装置に金を蒸着しなければならないということ
は、商業的に実現可能にするために費用がかかり過ぎるということを、即座に理解してい

た。 
 

NEDO海外レポート　NO.1068, 2010.11.25

7



プロセスの簡略化とコスト削減がNRELの目標 
 
「コスト削減を目標にするのであれば、真空蒸着を完全に避けたいと考えたのだ」と

Branz氏は述べた。 
 
一連の独創的洞察力が、あるセレンディピティ注4と相まって、Branz氏とその同僚の

Scott Ward氏、Vern Yost氏、Anna Duda氏は、そのプロセスを大幅に簡略化した。 
 

Ward氏は、真空ポンプに金の薄膜をコーティングするのではなく、金を吹き付けては
どうかと提案した。また、Dada氏は、金をコーティングした上に酸性混合物を重ねるので
はなく、最初から全部混ぜ合わせてしまってはどうかと提案した。この2つの提案を組み
合わせることで、さらに良い結果がもたらされた。 
 
同研究者たちは、金コロイドと呼ばれる金ナノ粒子の懸濁溶液をシリコン表面に加え、

金だけが残るよう、一晩水分を蒸発させた。これをその後、ウェハにエッチング加工に用

いた。このウェハは金が蒸着したことで、ほぼまっ黒に変化した。 
 
幸運な発見 
 
重要な科学的躍進にはよくあることだが、その後間もなく予期せぬ発見がもたらされた。 

 
しばらくすると、NRELの専門家および科学者のVern Yost氏は、思っていたような良
い結果が得られそうにないことに気付き、その原因は、コロイドナノ粒子の古いバッチが

凝集してしまったためだと推測した。そこで同氏は、腐食性の強い硝酸と塩酸の混合物で

ある王水注5で、これらの分離を試みた。ラテン語でAqua regiaという王水は、銀や金など
の貴金属を溶解できる液体である。 

 
この王水処理により、これまで以上にプロセスが改善された。また、少し研究を行った

ところ、王水が金と反応し、クロロ金酸溶液を生成することが分かった。 
 
なんと、クロロ金酸は金コロイドよりも安価で、実際に産業界でも金コロイドの作成に

使用している化学的前駆体なのである。 
 

Yost氏とBranz氏は、高コストの金コロイドの代わりに、低コストのクロロ金酸を使用

                                                 
注4 
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%
94%E3%83%86%E3%82%A3 
注5 濃塩酸と濃硝酸とを 3:1の体積比で混合してできる黄色ないし橙赤色の液体。ウィキペディアより引用
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%8B%E6%B0%B4) 
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し、これをこれまでのように過酸化水素とフッ化水素酸に混ぜることで、ブラックシリコ

ンにエッチング処理を行った時と同じ結果が得られるのではないかと考えた。 
 
結果はその通りであった。「クロロ金酸は、金コロイドよりもはるかに低コストである。

要するに、いくつかの手順を省略することで、クロロ金酸から金ナノ粒子を作ると同時に、

その金ナノ粒子を用いたエッチング加工により、シリコンに穴を空けることに成功したの

だ」とBranz氏は述べた。 
 
この考えが理解され、それらの混合物質が溶解されると、実際にブラックシリコンウェ

ハを作成することは、実に簡単なものになった。 
 
「ビーカーを用意し、シリコンウェハ1個を中に入れる。そこにクロロ金酸、フッ化水
素酸、過酸化水素を注入して待つだけだ」とBranz 氏は言う。 
その後ほんの20秒ほど経過すると、銀色のシリコンウェハは、黒色に変わる。 
「我々が用いた方法により、さらに黒いシリコンができ、低コストかつ簡単なウェット

エッチング方法が、高コストの真空蒸着システムに取って替わるかもしれない」と同氏は

付け加えた。 
 
より低コストなプロセスで、より高性能なマテリアルをも実現 
 
研究者たちがブラックシリコ

ンをテストした結果、クロロ金

酸を用いた、これまでよりもは

るかに低コストな製法により、

不要な反射を2%未満にまで急
速に減らせることが分かった。

また、従来の窒化ケイ素の反射

防止膜を用いた、より高コスト

な方法を用いると、抑えられる

反射は約3 ～7%であったが、ブ
ラックシリコンについて予期せ

ず発見されたもう一つの利点は、

太陽光の入射角度の低い朝や午

後であっても、従来の反射防止

膜とは比べものにならないレベ

ルで反射を防ぐことができると

いうことである。  
 

エッチングプロセスに要する時間は、室温環境で、たった 3分である。 

NRELの太陽エネルギー研究施設(Solar Energy Research Facility)の

研究室内で、エッチング処理により多数の穴が形成され、ウェハが黒

くなっていくにつれ、シリコンウェハ上に酸混合物が泡立つ。 

Credit: Dennis Schroeder 
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同研究チームは、先に試した低コストの製法が、なぜそれほどまでに効果的であったの

かを理解するため、NRELの光学専門家で上席研究者のPaul Stradins氏と、NRELの電子
顕微鏡使用者のBobby To氏、Kim Jones氏を迎え入れた。そして、この3氏が行った研究
により、ブラックシリコンがこれほどうまく反射を抑えることができたのは、穴の直径が、

太陽光の波長よりも短いためであることがわかった。 
 
これは重大な発見である。というのも、穴の直径が太陽光の波長と同じである場合、太

陽光線は、ステンレスの調理台にぶつかるのと同様に「シャープな境界面(Sharp 
interface)」を認識して反射されてしまうからである。つまり、シャープな境界面では、太
陽光が太陽電池内に入射して電力に変えられる前に、反射してしまうということである。 
 
太陽光がブラックシリコンに当たっても、シャープな境界面を認識しないもう一つの理

由は、ナノ粒子それぞれのエッチング速度がばらばらであるため、生成される何兆もの穴

の深さも異なるからである。それぞれの穴の深さが一定でないため、太陽光は、段階的に

空中からシリコンへと移動する。太陽光が空中から堅い表面に到達するまでに、突然の変

化に出くわすことは決してないため、太陽光はウェハで反射しない。 
 
太陽電池への適用の可能性 
 
次の課題は、上記の技術を用いて、実現可能な太陽電池を作るという難題であった。 

 
この新種のブラックシリコンを太陽電池に最適利用する方法を見つけ、その方法で太陽

電池を作り、その強みと弱点を判断するため、ポスドク研究員のHao-Chi Yuan氏が研究
チームに加わった。Yuan氏は、Yost氏、Branz氏、NRELのエンジニアのMatthew Page
氏と共に、光子を電子に変換する場合の理想的な穴の深さ、直径を決めるため、研究を行

った。 
 
研究者たちは、太陽光を電気に変える太陽電池の変換効率を、これまでに実現したこと

のある16.8%、またはこれに近い数値に維持するには、これらの穴が「ゴルディロックス注

6の法則」に従っていなければならないと気がついた。これらの穴は、反射を遮断できる「丁

度良い」深さでなければならないが、太陽電池を損傷してしまうほどの深さであってはな

らない。 
 
厳密に言うと、何兆もの穴の深さが平均約500ナノメートル(約0.5ミクロン)で、その直
径が太陽光の最短波長よりも少しだけ短い時に、上記のような最適な結果が得られること
                                                 
注6 ちょうどいい状態のこと。元々は童話に出てくる少女の名前で、熱すぎず冷めすぎずちょうどいいスープ
にたどりつくことから。(インテリジェンス辞書より引用：
http://wiki.livedoor.jp/mizunobara/d/%A5%B4%A5%EB%A5%C7%A5%A3%A5%ED%A5%C3%A5%AF%
A5%B9%A1%DAGoldilocks%A1%DB) 
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がわかった。これらの穴がどれほど小さいかというと、40個の穴の直径を全部足して、ち
ょうど人の髪の毛の厚みになるレベルである。 
 
これらの穴の深さが、上記の基準よりもはるかに深い場合、この太陽電池で、太陽光か

ら変換された電子をすべて取り出すことは難しいと思われる。このため、効率性が非常に

悪く、誰も自宅の屋根に太陽電池を設置したいとは思わないだろう。 
 
しかし幸いにも、室温でウェ

ットエッチング液に3分間浸漬
することで、この深さと直径を

両立する穴が得られるのであ

る。 
 
産業界の強い関心 
 
太陽電池の製造コストは低

下するだろうが、NRELが提供
する最高レベルの太陽電池は

未だ、従来のタイプに比べて10
分の数%効率が悪い。しかしこ
の反射率の低さは、少なくとも

1%の大幅な光起電力効率アッ
プの可能性を意味している。研究チームは、ブラックシリコン電池の効率性を少しでも高

めるため、今もなお研究を続けている。「太陽電池業界は、「インチ単位のゲーム」にな

ってきている。低コストで、効率が0.5%増加しただけでも大きな差が生じる」とBranz氏
は述べた。 

 
太陽電池メーカーは、NRELの技術ライセンス供与に関心を持っている。 
「この技術の詳細を学ぶために、既に数社が高い関心を持ち、来所している。」と、NREL
の商業化・技術移管部門のライセンシング・アソーシエイト・ディレクター、Chris Harris
氏は述べた。また、「どの企業もマーケットシェアの獲得に凌ぎを削り、ワット単価が売

れるかどうかの要となる産業では、この技術は間違いなく大きな強みである。ブラックシ

リコンは、企業が得ることのできる、あらゆる効率面の改善に加え、付加価値をも提供す

るのだ」と同氏は付け加えた。 
 

NRELの太陽電池製造部門のシニアコストアナリスト、Al Goodrich氏は、ブラックシリ
コンウェハの製造に要するエネルギーは、太陽電池の完成品に従来の反射防止膜を施す場

合の約1/3であることを発見した。 

NRELの太陽エネルギー研究施設で、最終版の混合物(フッ化水素酸と過

酸化水素の組み合わせ)を保護用ガラス箱内のシリコンウェハへと注ぐ

Hao-Chih Yau氏。 Credit: Dennis Schroeder 
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このワンステッププロセスは、環境にも非常に優しいものである。この技術は、危険な

シランガスや、二酸化炭素の17,000倍の温室効果を持つ三フッ化窒素などのクリーニング
ガスを用いるプロセスに取って替わるだろう。また、ブラックシリコンのウェットエッチ

ング技術への切り替えは、温室効果ガスの大幅な削減、および、太陽光発電装置を作るエ

ネルギーと、これにより得られるエネルギー回収率の改善を意味するだろう。Goodrich氏
は、この技術の切り替えにより、高額な真空蒸着ツールのいくつかをシンプルなエッチン

グ槽に交換できることから、工場ライン立ち上げの資本コストを約10%低減するだろうと
述べた。 
 

NRELによる推定では、ブラックシリコンを使用することで処理コストを4～8%削減で
き、太陽電池の製造コストを全体で1～3%削減できることになる。 
「この削減率はかなり大きい。この技術に関心を持つ人々は、その差を価値ある財産と

認識している」と同氏は付け加えた。 
 
詳細は、NRELの太陽光発電研究(Photovoltaics Research注7)のページを参照のこと。 

 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
出典：“Cheaper, Better Solar Cell Is Full of Holes” 
http://www.nrel.gov/features/20100902_silicon.html#nogo  
置換のタブを表示する。 

                                                 
注7 http://www.nrel.gov/pv/ 
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