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【再生可能エネルギー特集】  
 

米国と欧州の太陽光発電技術開発 2004 年 
 
太陽電池の効率に関する改良から、第 3 世代の有機太陽電池製造の進展に向けた新しい

製造工程や電池設計の出現まで、2004 年には多くの面白い光起電力（太陽電池）開発が

行われた。2004 年に特に注目をひいたのは確実に後半の開発である。ナノテクノロジー

に基づいた現象、材料および技術の利用を取り込んで興味を持たれており、現在開発中の

多くの有機太陽電池の基礎を形成している分野である。 
 

2004 年の有機太陽電池技術開発 

様々な技術アプローチが次世代有機光起電力デバイスの開発で進行中であり、導電性の

ポリマー、オリゴマーおよび分子を使用するすべての有機デバイスと同様に、色素増感ナ

ノ結晶太陽電池(グレッツェル電池)、ポリマー/フラーレン・ブレンド、ハイブリッドポリ

マー/ナノ結晶(量子ドット)素子などが関係している。 
(太陽電池およびプラスチック光起電力デバイスでの、ナノテクノロジー利用の入門の

ためには、www.azonano.com/details.asp?ArticleID= 932 ,  
www.azonano.com/details.asp?ArticleID= 921,  
www.azonano.com/details.asp?ArticleID= 931, 
http://web.chemistry.gatech.edu/class/8873/biblio1.pdf ならびに、 
www.personal.psu.edu/users/s/x/sxp928/ photovoltaic_device.htm を参照) 
 
まず第一に、このような太陽電池はポータブル製品応用で、従来のバッテリーに対する

重要な競争者となる可能性があり、このような技術を使用した柔軟な有機プラスチック太

陽電池の開発および商業化は、特別に興味がある。この技術はまだ開発の初期段階にある

が、太陽電池を製作する高価なシリコンの代わりに、光吸収ポリマーのような有機材料を

使用する可能性は、非常に廉価な光起電力デバイスを約束する。 
 
シリコンより高価でないことに加えて、有機材料はその製造工程が非常に廉価である。

シリコンは、複雑で高価なクリーンルーム設備での製造工程を必要とする一方、ポリマー

に基づいた太陽電池を製作するためには、メーカーは、従来のコーティングやプリント装

置が利用できる。 
 
任意の形状で有機太陽電池を設計できる可能性は、柔軟でないシリコン太陽電池技術が

押し付ける工学的設計の制約を乗り越える点でもう一つの魅力的な特徴である。柔軟な有

機太陽電池は、携帯電話バッテリーを充電したり、あるいは電話ケースの曲面に統合して

携帯電話に電力を供給するのに十分な電力を潜在的に発生できる。あるいはバッグ、衣類

また他の材料へ直接マウントされた時にも電力を提供することができる。 
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次世代太陽電池についての研究では、多くの研究は単一分子の厚みの層の有機金属の染

料色素と二酸化チタンのナノ寸法粒子の間の相互作用に依存するグレッツェル太陽電池

や色素増感太陽電池に集中しているが、主として 3 つのアプローチに拠っている。もう一

つのポピュラーなアプローチは、光を吸収した後に正電荷および負電荷キャリヤーを生成

することにより、電圧を発生する本質的に導電性の高分子材料を使用する光起電力ポリマ

ー・ダイオードに注目している。最近、ある関係企業は、導電性高分子材料が従来の電解

質の代替使用を可能とするハイブリッド電池を作るために、色素増感電池およびポリマー

光発電の要素を組み合わせることに注目している。 
 

・ ロスアラモス国立研究所(ロスアラモス、ニューメキシコ州)のリチャード・シャラー

とヴィクター・クリモフは、セレン化鉛ナノ結晶基盤太陽電池が太陽光の 60%を電気に

変換できることを理論計算が示していると報告している。より正確に言うと、これらの量

子ドットが衝撃イオン化を示すことを研究者達は発見した。それは、レーザー光子が電子

を解放するのに必要なエネルギーの 3 倍以上多いエネルギーを持つ時に起こる。この過剰

エネルギーは自由電子を打ち込ませ、さらに電子を解放させる、それにより電流に電子を

加え、性能の上昇をもたらす。したがって、衝撃イオン化は、太陽エネルギーを電流に変

換する効率を著しく改善することができる。 
(詳細は、http://quantumdot.lanl.gov/、 
http://xxx.arxiv.cornell.edu/ftp/cond-mat/papers/0404/0404368.pdf および 
www.trnmag.com/Stories/2004/051904/Solar_crystals_get_2-for-1_051904.html を参照) 
 

・ グローバル・フォトニック・エネルギー社(ユーイング、ニュージャージー州)と提携

するプリンストン大学の研究者は、斬新な”ハイブリッドプラーナ混合分子ヘテロ接合”有
機材料構造により斬新な電力変換効率レベルを達成した。この単一ならびにタンデム光起

電力電池は、これまでの効率記録の 3.6%を打ち破って、5%および 5.7%の効率をそれぞ

れ達成している。 
(詳細については、www.solarbuzz.com/News/NewsNATE27.htm を参照) 
 

・ マサチューセッツ工科大学(ケンブリッジ、マサチューセッツ州)の研究者は、米国海

軍研究所およびテネシー大学の協力により、最終的により長寿命な有機光起電力電池の開

発に導く有機太陽技術(バイオ基盤太陽電池)開発のアプローチの詳細を発表している。新

しい電池を作るために、研究チームは、ほうれん草の葉の葉緑体から個々の構造が長さ僅

か 5～6 ナノメートルの小さなタンパク質構造を分離し、片面がインジウム酸化スズで覆

われた導電性ガラス表面と、もう一方の面の有機半導体の層の間にそのタンパク質をはさ

んだ。このサンドイッチ構造上に太陽光を照らした時に、このタンパク質は電子を生成し、

サンドイッチの片方の層から他方の層に電子を通過し電流を発生させた。 
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・ トロント大学(トロント、カナダ)の研究者は、可視光太陽光発電との組み合わせで、

今日のプラスチック太陽電池と比較して、5 倍以上の太陽放射を利用できる赤外線感光材

料の開発を報告した。より正確に言うと、この材料は寸法が 2~4 nm のセレン化鉛量子ド

ットを混合した電気伝導ポリマーを含み、ガラス上に塗装できる。 
(詳細については、www.news.utoronto.ca/bin6/050110-832.asp および 
 http://light.utoronto.ca/main.html を参照) 
 

・ ジョージア工科大学(アトランタ、ジョージア州)の研究者は、有機太陽電池の開発で

結晶ペンタセン/フラーレン有機フィルムを使用した。以前に、他の研究グループがメタ

ルペンタセン電池を開発したが、非常に低い効率だけを実証していた。ペンタセンとフラ

ーレンの使用は、金属を使用するので非常に大きい電流を生成すると予想された。これま

でのところ、ジョージア工科大学の研究者は、3.4%の変換効率を実証したことを主張し

ており、5%の効率にまもなく達すると予測している。 
(詳細は、www.gatech.edu/news-room/release.php?id=497 ならびに Applied Physics 

Letters 誌 2004 年 11 月 29 日号を参照) 
 

・ ハイドロジェン・ソーラー社(ギルフォード、英国)は、2004 年 8 月に、太陽エネル

ギーの 8%以上を直接水素燃料に変換するために、ナノ結晶金属酸化膜コーティングを使

用したタンデム電池技術の性能を 2 倍に増加させたと発表した。 
(同社の技術とこの応用領域についての情報は、www.hydrogensolar.com/basics.html 

および  www.wired.com/news/print/0,1294,65936,00.html を参照) 
2004 年 11 月に、ネバダ大学ラスベガス研究財団は、タンデム電池を使用する太陽水素

生産を実証するために、多年度プロジェクトの初年度に同社に 40 万ドルを与えた。 
(タンデム電池概念は、ローザンヌ連邦工科大学およびジュネーブ大学の研究者の共同

で発明された) 
 

・ FMF(Freiburger Materialforschungszentrum; フライブルク、ドイツ)の研究者は、

ポリフェニレン・ビニレン共役ポリマーに埋め込まれたテルル化カドミウム・ナノ粒子の

合成物に依存する最初のテルル化カドミウム(CdTe)太陽電池を発表した。報告書の効率は

0.05%で非常に低かったが、CdTe の基本的な効率はより高く、このルートは柔軟な CdTe
に基づいた有機太陽電池へのアプローチにある。 

 
・ ネイチャー誌 2004 年 8 月 5 日号でオランダのトゥエンテ大学の研究者は、量子ドッ

トが放射する光のタイミングがフォトニック結晶の間隔に依存し、制御可能であることを

実証した。研究者は、この方法を使用して光の放射を遅らせることによって、より効率的

な太陽電池が生産できると提唱している。しかしながら、研究者達は、この方法が太陽電

池に使用されるには、約 5 年から 10 年先であることを指摘している。 
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・ ナノシス社とカリフォルニア大学バークレー校、バテル記念研究所および SAIC 社を

含んだ協力が、柔軟な有機太陽電池をさらに開発するために、米国国防総省高等研究計画

局(DARPA)は、5 年にわたってナノシス社に 1400 万ドルの資金をもたらす。 
DARPA は、同機関の自由裁量による追加融資と共に、初年度 220 万ドルの資金を提供

する。 
 

・ コナーカ・テクノロジーズ社は、デュポン・エレクトロニック&コミュニケーション・

テクノロジー社からハイブリッド電池技術を含む知的財産を入手したと発表した。コナー

カ社は、同社の製造工程の改善および柔軟光起電力材料のコストを下げるためにさらにオ

ークリッジ国立研究所と協力する。2004 年 2 月に、コナーカ社は、ハイブリッド光起電

力電池用新素材の開発における研究の DARPA からの 600 万ドルの契約について発表し

た。2004 年 9 月に、コナーカ社はシーメンス有機光起電力研究部門を獲得した。 
(詳細は、 
www.konarkatech.com/news_and_events/press_releases/2004/2_february/0217_darpa.php 

を参照)   
 

・ ナノソーラ社の太陽電池技術をさらに開発するために、DARPA は 2004 年にナノソ

ーラ社に$10,300 万ドルの資金を提供した。 
(同社の技術に関する詳細は、www.nanosolar.com/technology.htm を参照) 
 

・ MOLYCELL("Molecular Orientation, Low band gap and new hYbrid device 
concepts for the improvement of flexible organic solar CELLs"; 柔軟な有機太陽電池改

良のための、分子配向・低バンド・ギャップ・新ハイブリッド素子概念)プロジェクトを

共同研究するために、欧州連合が資金提供する欧州コンソーシアムが、フランス原子力庁

(CEA;パリ、フランス)の先導でコナーカ・テクノロジーズ社を含んだ、技術界、学術界、

産業界の 13 パートナーで組織された。プロジェクトは、特に、プラスチック太陽電池の

大規模生産を強調して、全有機太陽電池およびナノ結晶/有機ハイブリッド太陽電池の開

発に集中する。(詳細は、www-molycell.cea.fr/ を参照) 
 

・ 2004 年 9 月に、NASA は宇宙太陽光発電のためのナノ材料およびナノ構造の使用を

調査するために、NASA 人間・ロボット技術プログラムの一部として、ロチェスター工科

大学(RIT; ロチェスター、ニューヨーク州)およびその研究パートナーに 600 万ドルを与

えた。さらに、RIT のナノパワー研究所は、ナノ材料基盤太陽電池をさらに開発するため

に BP ソーラ社から 25 万ドルの資金を受け取った。報告書によれば、RIT 研究者は、エ

ネルギー変換を最大限にするために半導体ナノ材料あるいは単層カーボンナノチューブ

からなる薄膜ポリマーフィルムを使用する。 
 

・ GEMZ 社(ニューヨーク、ニューヨーク州)は、その子会社のインターナショナル・ナ
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ノテクノロジー社(INC)が、テラ・ソーラー・デベロップメント社との協定に署名し、INC
がテラソーラ社のナノテクノロジー資産と光起電力資産を獲得する、と発表した。GEMZ
社は、この技術の組合せを使用して、太陽エネルギーで動くラップトップおよび携帯電話

チャージャーを商業化することを計画している。 
 
2004 年のその他の太陽光発電技術開発 

・ フラウンホーファー・ソーラエネルギー研究所(フライブルク、ドイツ)とアプライド

フィルム社(ロングモント、コロラド州)は、プラズマ強化化学蒸着法(PECVD)に代わる窒

化ケイ素スパッタ蒸着プロセスを開発した。同プロセスは、PECVD の蒸着効率を達成し、

多結晶シリコン太陽電池用の反射防止不活性化層の大量生産(毎時 1800 ウェーハ処理量)
を可能にする。 

 
・ クラウスザル技術大学 Nichtmetallische Werkstoffe 研究所(クラウスザル、ドイツ)
およびショット・ルール・グラス社(ミッテルテッヒ、ドイツ)の研究者は、反射防止ポー

ラス・二酸化シリコンコーティングをゾル・ゲル浸漬被覆法により開発し応用した。この

コーティングは、放物面の集熱器の黒色吸収面を囲むガラス管の光透過率を増加させる。

カリフォルニアの大規模集熱器設置テストでは 7%増加し、集熱器の効率を著しく改善し

ている。 
 

・ アイオワ・シンフィルム・テクノロジース社(エームズ、アイオワ州)は、内蔵太陽熱

発電で利益を得る米陸軍のための 3 張のプロトタイプ・テントを完成した。テント地は、

同社の柔軟なアモルファスシリコン基盤太陽電池技術を組み合わせ、テントが換気扇、照

明、ラジオおよびラップトップ・コンピューターなどに電力を供給する 200 ワットから 1
キロワットの範囲の十分な電力を生成することができる。アイオワ・シンフィルム・テク

ノロジース社の太陽織物の鍵は、同社特許の製造工程にあり、ロール製造技術を使用して、

厚さ僅か 0.05mm のプラスチック基板上の一体形成アモルファスシリコン太陽電池の生

産を可能にする。 
 

・ フラウンホーファー・ソーラエネルギー・システム研究所(フライブルク、ドイツ州)
の科学者は、厚さ 37 マイクロメーターで効率 20.2%の非常に薄い結晶シリコン太陽電池

を開発した。(典型的な商用結晶シリコン太陽電池は、厚さ 300 マイクロメーターで約 16%
の太陽変換効率を持っている) この開発は、フラウンホーファーの科学者が実験用結晶

シリコン太陽電池の効率を増加できただけでなく、高価な結晶シリコンのような入力素材

の量を減少させることができ、太陽電池の全体のコストを縮小させた点で非常に価値があ

る。 
 

・ BP ソーラ社(サンベリー・オン・テムズ、英国)は、ローマグ社(リードゲイト、英国)
と共に、PowerGlaz 太陽電池を組み込んだ低メンテナンスの合せガラスを開発した。 
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・ エバーグリーン社(マールボロ、マサチューセッツ州)は、単一炉から 4 つのシリコン

リボンを成長させることにより、2 重ストリング・リボンソーラ工程を改善させた。スト

リング・リボン技術は、高温のシリコン溶融体からシリコンストリングを垂直に引き出す

ことから作られる、その結果、シリコンリボンを形成するストリング間に、溶解したシリ

コンが橋渡され硬化する。このストリング・リボン工程は連続的である。長いストリング

はスプールに巻かれ、溶融体は補充される、そして、成長を中断することなくシリコン・

リボンは切断され、その一片が次の処理工程に送られる。エバグリーン社によれば、この

技術は、シリコン重量あたり従来方式が生産する数の 2 倍以上の太陽電池を産出するとい

う長所を持ち、産業界で最も材料およびエネルギー効率が良く環境にやさしい結晶シリコ

ン処理技術であると語っている。この単一炉から 4 つのシリコンリボンの生産が、資本費

用、床面積、エネルギー消費量、労働力および消耗品の活用により、より廉価な加工費を

もたらしている。 
以上 
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