
ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.973,  2006.2.22 

10 

【電子・情報通信技術特集】 

米国および欧州の 2005年の太陽光発電(PV)技術開発と商業化 
 

1. 一般的概観と傾向 
 

米国と欧州の 2005 年の太陽光発電技術開発は、主として結晶シリコン太陽電池(第
1 世代)と薄膜太陽電池(第 2 世代)の効率の改善に集中した。さらに、第 3 世代の有機
高効率多重接合[タンデム]多結晶薄膜太陽電池や熱光発電[TPV]太陽電池などを含む、
出現中のまた次世代の太陽光発電開発への継続した関心もまた 2005 年には流行した。
第 1 世代および第 2 世代太陽電池の両方は、この数年にわたって、コスト逓減と結び
ついた効率の大きな改良が見られた。出現中の次世代あるいは第 3 世代 PV 技術は、
いまだ生産にいたらないか、あるいは従来の PV市場販売の 1%未満の限定された生産
状況である。 

 
材料の見地から、結晶シリコンは PV セル用の主要な商用材料のままである。結晶

シリコンは、単結晶、あるいはモノクリスタル、多重結晶あるいは多結晶、リボンや

板および薄層シリコンなどのいくつかの形式で利用可能である。結晶シリコン太陽電

池は、信頼でき、また、その効率はかなり高い。しかし、生産用に大量の高純度シリ

コンを必要とするので、その高コストが問題である。今日、シリコン供給材料の入手

可能性のような問題はある程度この市場に影響しているかもしれない、しかし、生産

能力の増加、シリコン再利用技術、供給材料プロセスの進歩、およびより薄いシリコ

ンウェハ使用のような、より効率的な生産技術の開発などの進行中の努力は、セルと

パネルの生産コスト削減により起る費用対効果における改善で、当面の間結晶シリコ

ンの優位を確実にするだろう。 
 
太陽電池製造でのシリコンの引き続く優位にもかかわらず、研究は、さらに第 2 世

代(薄膜)、熱光発電、タンデム太陽電池の開発が進行中であり、色素増感、全有機ある
いはハイブリッドの第 3 世代有機太陽電池を市場にもたらしている。太陽電池のいわ
ゆる第 2世代は 1980年代に市販され、アモルファスシリコンやテルル化カドミウム、
銅インジウムジセレン化物（CIS）と銅インジウムガリウムジセレン化物（CIGS）の
ような非シリコンならびにグループ III-V材料の薄膜半導体材料により作られている。
薄膜太陽電池は、一般にはガラスや軟質プラスチックまたはステンレス鋼の廉価な基

質に付けられた半導体材料のミクロン厚の層を使用する。 
 
熱光発電は PV 分野の出現中の部門であり、白熱したエミッター表面から赤外線の

ような光輻射を電気に変換するために PV セルの使用を伴う。TPV セルの潜在的な出
力密度の約 5～10ワット/cm2は、高集中化 PVユニットのセルと似た値である。しか
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し、TPV エミッター面は PV 集光器のレンズよりはるかに小さい。しかしながら、広
帯域出力熱源は一般に現在の太陽電池のスペクトル応答にあまり一致していないので、

TPVセルの全体的な熱から電気への変換効率は、理論的結果の効率より多少低かった。
したがって、エミッター放射スペクトルと PV ダイオード特性の間の良い一致は、シ
ステム効率を増加させるために重要である、その結果として多くの研究がより良い低

バンドギャップ材料の開発が進行中である。 
 
高効率多重接合[タンデム]デバイスは、太陽エネルギーの捕獲と変換を最大限にする

ために、単体集積かあるいは機械的スタックにより互いの上に個々の太陽電池を積重

ねている。現在まで、研究は、砒化ガリウムとアモルファスシリコン、銅インジウム

ジセレン化およびガリウム燐化インジウムなどの合金の使用に注目している。特に、

多重接合薄膜についての研究は、上部セルのための I-III-VI2および II-VI化合物や他
の斬新な材料の開発、低バンドギャップ銅インジウムジセレン化やその合金、薄膜シ

リコンの使用ならびに下部セルのための他のアプローチ、上部セルを持つ薄膜トンネ

ル接合(相互接続)の集積化、そして、多結晶薄膜材料に基いた単体の 2電極タンデムセ
ルの製作を含んでいる。2 接合のセルは構築されたが、研究者は、さらに、最下層に
最低エネルギーの光を捕えることができるゲルマニウムのような材料を使用して、3
接合および 4 接合デバイスに現在努力を集中させている。高効率多重接合セルの商業
用途はいまだ遠い。一方、現在、市販の多重接合セルは単結晶の太陽電池より低い効

率を持っている。 
 
第 3 世代有機 PV 技術の大部分は、多くの場合、その開発に重要な役割を演ずるナ

ノテクノロジーの重要な役割を持っていまだ研究段階にある。例えば、太陽電池開発

へのナノ粒子アプローチに関する研究の多くは、典型的には二酸化チタンナノ粒子を

使用する色素増感太陽電池(DSC)形式、あるいは基本的に不溶性のために一般に分散
中にある導電性高分子材料を本質的に使用する有機太陽電池形式である。太陽電池を

開発するためにナノテクノロジーを使用することから生じる 3 つの主要な利益は、廉
価で柔軟な太陽電池の非真空分散処理、光子吸収と電荷変換の分離およびバンドギャ

ップ技術と光吸収の利用である。 
 
ゼネラル・エレクトリック社、コナーカ社、ナノソーラー社、ナノシス社および ST

マイクロエレクトロニクス社が第 3世代 PVセルの主要開発者である。これらの出現中
の技術は確かに有望である。しかし、まだ商業ベースに載っているか確かでない。開発

者は、これらのデバイスの広範囲な商業化が生じる前に、いまだ多くの問題を取り扱わ

なくてはならない、特にエネルギー変換効率である。しかしながら、兆候は、あるレベ

ルの商業化はあまり遠くないことを示唆している。特に、現在約 8%の効率を持ってい
る色素増感太陽電池の生産を始めるべきかどうかに関する決定が近い、と ST マイクロ
エレクトロニクス社が述べているので、DSCの商業化は差し迫っているかもしれない。 
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2.米国と欧州の 2005年の PV技術開発 
 

次の例は、米国と欧州の関係機関、企業による 2005年のいくつかの顕著な PV技術
開発を明らかにしている。 

 
－ バージニア・コモンウエルス大学(リッチモンド、ヴァージニア州)の研究者は、水
溶性ポリチオフェンおよび二酸化チタンナノ粒子を含むハイブリッド有機太陽電池を

製作した。より明確には、平均粒度 80ナノメートルで細孔径 20ナノメートル以上の
多孔性ナノ結晶体二酸化チタン網にポリマーを浸透させた二重層異質接合太陽電池を

作った。研究者によれば、このデバイスのエネルギー変換効率は約 0.13%であった。
この開発に関して興味あることは、明らかに非常に貧弱なエネルギー変換効率である

が、それだけではなく、水溶性導電性高分子材料の使用を確かめ、そのような安価で

製作が容易な有機太陽電池の可能性を開いたことである1。 
 

－ ニューメキシコ州立大学(ラス・クルーセス、ニューメキシコ州)およびウェーク・フ
ォレスト大学(ウィンストン・セーラム、ノースカロライナ州)の研究者は、5.2%のエネル
ギー変換効率を持つ導電性高分子材料とフラーレンを含んだ有機太陽電池を製作した2。 
研究者は、次の 5年間に変換効率は 10%以上に達し、やがて、シリコン基盤太陽電

池よりコスト効率は良くなると考えている。(ジョージア工科大学はこのデバイスで
3.4%の変換効率を発表した。STマイクロエレクトロニクスとジョージア工科大学もま
た有機太陽電池の開発でフラーレンを使用している) 

 
－ カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の研究者は、2つの電極間にはさまれ
たプラスチック層を含む薄膜ポリマー太陽電池が変換効率 4.4%を示したと発表した。
太陽電池技術のための唯一の権威ある米国政府の組織である、米国エネルギー省再生

可能エネルギー国立研究所(NREL)は、UCLAが報告した太陽電池エネルギー変換レベ
ルを独自に確認した。UCLA 主任研究者のヤン・ヤンは、これらの開発が、非常に早
く変換効率を 2 倍にし、やがてエネルギー変換効率 15～20%で寿命 15～20 年のポリ
マー太陽電池の生産をもたらすと考えている3。 

 
－ GEグローバルリサーチ社(ニスカユナ、ニューヨーク州)は、カーボンナノチュー
ブダイオードの開発を発表した。これは可能な最高性能で動作しているので、研究者

は"理想"と名前を付けた。研究者は、このプロジェクトの一部としてナノチューブダ
イオードの光起電力効果を観測し、技術が同社の現在の PV 研究努力において利用す

                                                  
1 www.nanotechweb.org/articles/news/ 4/6/9/1 for further information 
2 www.wfu.edu/wfunews/2005/110705n.html for further information 
3 http://newsroom.ucla.edu/page.asp?RelNum=6518 for further information 
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ることを見込むことを示唆している4。 
 

－ コナーカテクノロジーズ社 (ローウェル、マサチューセッツ州 )およびクルツ
(KURZ)社(フエルス、ドイツ)は、光活性パワープラスチックを開発し商業化する提携
を発表した5。 
クルツ社は、様々な応用のための高度な印刷とコーティング材料に専門技術を持っ

ている。この協力は、コナーカ社がその技術を研究所から実際の製品へ移動させるこ

とを支援する。しかしながら、技術の性能が第 3 機関の要求を満たし、その電池が製
品へ滑らかに統合できることが分かった時にのみ、このスケールアップは生じる6。 
さらに、コナーカ社は、ソラリス(Solaris)ナノサイエンス社(プロビデンス、ロード

アイランド州)に、コナーカ社の光活性パワープラスチックとソラリス社の光感応分子
触角の役割をしてエネルギー変換効率を向上させるナノスケール金属構造から作られ

た太陽電池の性能を評価するために協力すると発表した7。 
2005年 5月に、米陸軍はコナーカ社との 160万ドルの契約に調印した。そのパワー

プラスチックは兵士システムおよび支援インフラに重要な電力供給を提供する8。 
2005 年 12 月に、全米科学財団はコナーカ社がさらにそのパワープラスチック開発

を可能にするために 10万ドルと評価した研究助成金を与えた9。 
 

－ ソラリス社は、さらに"世界初の再入れ替え可能な長寿命太陽電池"と名付ける電
池を実証した。同社によれば、新しい染料を持つ色素増感太陽電池の劣化した色素を

除去・交換する無毒な化学プロセスを使用し、その初期の動作能力を太陽電池に戻す。

ソラリス社は、そのプロセスを実行するのには僅か 30分ほどで、特に新しい改良され
た染料を使用した場合、セルの寿命を 30年以上に延長することができる、と主張して
いる。確かに、このような太陽電池の高コストは導電ガラス支持構造から来るので、

この開発は非常に重要である。太陽セルの再入れ替えは、太陽電池全体を交換する必

要性を無くし、それによる再循環によりコストと時間を節約する。さらに、初めて色

素増感太陽電池を開発した、スイスのローザンヌ工科大学のマイケル・グラッツェル

(Graetzel)は、このプロセスの利益を評価し確認した。次の開発段階は、ソラリス社が
NRELでテストするための大規模再入れ替え可能セルの実証開発を待っている10。 

                                                  
4 www.crd.ge.com/04_media/news/ 20050819_cnd.shtml for further information 
5 based on Konarka's organic PV technology; see www.konarka.com/technology/ photovoltaics.php 
6 www.konarka.com/news_and_events/press_releases/2005/6_june/ 0627_kurz.php 
7 www.konarka.com/news_and_events/press_releases/2005/6_june/ 0607_solarisnano.php 
8 www.konarka.com/news_and_events/ press_releases/2005/5_may/ 0504_army.php 
9 www.konarka.com/news_and_events/press_releases/2005/11_november/1130_nation_ 

science_foundation.php 
10 www.solarisnano.com and www.azonano.com/news.asp?newsID=1341 for further information 
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－ カリフォルニア大学バークレー校(UCB)の研究者は、国立再生エネルギー研究所
(NREL)および同校の"大学結晶シリコン研究プロジェクト"からの支援で、汚れたシリ
コンや金属不純物やナノサイズ欠陥を含んでいる低品位シリコンの使用を可能にする

プロセスの開発を発表した11。 
さらに、これらの研究所の科学者は、無機ナノ結晶(セレン化カドミウムやカドミウ

ムテルル化カドミウム)だけで溶液からスピン成形された初めての極薄膜太陽電池を
開発し約 3%の効率を示した、と発表した12。 

 
－ 2005 年 4 月に、ローズストリート(RoseStreet)研究所 LLC(フェニックス、アリ
ゾナ州)は、ユニークな多重接合技術を使用するコーネル大学の薄膜技術に基いた全ス
ペクトル太陽光発電技術を開発するために、コーネル大学(イサカ、ニューヨーク州)
との"太陽電池商業化合意"に署名することを発表した13。 

2005年 12月に、ローズストリート研究所 LLCは、48%の効率を持つ非シリコン単
接合太陽電池を生産する目標で、"マルチバンド半導体・高効率太陽電池"のためにロ
ーレンス・バークレー国立研究所との専用実施権協定に署名した14。 

 
－ オハイオ大学(アテネ、オハイオ州)の研究者は、強力な光に照射された時になぜ水
素化合アモルファスシリコンを含む太陽電池はその性能を失うかの根本的原因を確か

めた。 
強い光が光起電力材料を照射すると、水素原子の再配列をもたらし、シリコンジヒ

ドリドおよび欠陥の形成に導き、PVデバイスの性能に影響を与える15。 
 

－ サンパワー(SunPower)社(サニーヴェール、カリフォルニア州)の科学者は、高性
能シリコン太陽電池の表面分極という新しい性能への影響を除去する実際的な手段を

見つけて開発した。サンパワー社によれば、微小電流が太陽電池面にそって漏れ、そ

の表面に蓄積すると、表面分極が生じセルの性能に影響を与える16。 
 

－ 再生可能エネルギー研究所の研究者は、量子ドット(あるいはナノ結晶)の使用が PV
セルが生成する電気の量を著しく増やすことを示した。より明確には、量子ドットは太

陽の 1 個の高エネルギー光子から 3 個までの電子を生産することが発見された。一方、
                                                  
11 www.berkeley.edu/news/media/releases/ 2005/08/15_solar.shtml for further information 
12 www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/MSD-nanocrystal-solar-cells.html for further information 

13 www.cctec.cornell.edu/RSL%20Solar% 20Cell%20Press%20Release%20Final.pdf for further information 
14 www.rosestreetlabs.com/RSL%20Berkeley%20Press%20Release%20Jan%202006.pdf for further 

information 
15 news.research.ohiou.edu/news/index.php ?item=147&page=126 for further information 
16 www.sunpowercorp.com/html/Resources/ TPpdf/polarization.pdf for further information 
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現在の PVセルは比較すると僅か 1個の電子しか生産していない。量子ドットに基いた
太陽電池が太陽光の約 65%を電気に変換できるかもしれないと研究者は信じている17。 

 
－ ヘリボルト(HelioVolt)社(サンフランシスコ、カリフォルニア州)は、パワー建物用の
固定薄膜(CIS)太陽技術を開発するために、ニュー・エンタープライズ・アソシエーツか
ら 800万ドル受け取った18。 
特に、ヘリボルト社は、生産時間および熱量を 10～100 倍小さくすることができる電

界支援の合成・転送同時プロセスの光起電力製造工程を開発した。2005年 10月に、ヘリ
ボルト社と再生可能エネルギー研究所の研究者は、CIGS薄膜効率は材料の自発的ナノ構
造に依存し、電流が滑らかに流れることを可能にしていることを実験的に確かめた19。 

 
－ デイスター(DayStar)テクノロジーズ社(ハーフムーン、ニューヨーク州)は、地上
モジュールと消費者製品応用に使用するために、同社の CIGS に基づいた専門金属フ
ォイル（金属の薄片）のテラフォイル(TerraFoil)を発表した。同社の研究所では、テ
ラフォイルは 17%領域の効率を実証した。しかし、同社は 10～14%の効率で製造し、
100～150mmの正方形で利用可能なテラフォイルを目標としている20。 

 
－ デラウェア大学(デラウェア、オハイオ州)は、研究所で 54%、製品で 50%の運転効率
の太陽電池を作成する目標を持つ DARPA（国防総省国防高等研究事業局）助成プロジェ
クトで、大学および産業プレイヤーのコンソーシアムを導く予定である。太陽エネルギー

研究で 5300万ドルのプロジェクトは、この 50ヵ月で、今まで最大の賞になる。さらに、
このプロジェクト研究者は、新しい高性能結晶シリコン太陽電池プラットホームを使用す

ることに期待している21。 
 

－ 米空軍研究所は、ユナイテッド・ソーラーオブシンスキー社(USO； オーバーンヒ
ルズ、ミシガン州)と飛行船と宇宙応用の USOの 3重結合セルとモジュールをさらに開
発するために 670万ドルの契約を与えた。同社のセルおよびモジュールは、ステンレス
鋼かポリマー基質上の蒸着によるアモルファスシリコン基盤薄膜合金に依存する22。 

 
－ 2005 年 11 月に、シェルソーラー社(ミュンヘン、ドイツ)は、同社の優れた薄膜

                                                  
17 www.nrel.gov/news/press/ 2005/1805_quantum_dot.html for further information 
18 www.heliovolt.com/neainvest.php 
19 www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id =12280 for further information 
20  www.daystartech.com/terrafoil.cfm and www.daystartech.com/press_release.cfm/ id/16251 for 

further information 
21 www.udel.edu/PR/UDaily/2006/nov/ solar110205.html for further information 
22 www.spacenewsfeed.co.uk/ 2005/14August2005_21.html for further information 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.973,  2006.2.22 

16 

CIS 光起電力技術で光電気変換効率 13.5%の記録を達成した。この最新の記録は、薄
膜技術の性能が、市場において今日利用可能である従来の多くの結晶シリコン製品に

よって実証された変換効率に匹敵することができることを証明する。この結果は、TUV
ラインラントグループ(ケルン、ドイツ)によって 30×30cmサイズのモジュールにおい
て別個に確認されている23。 

 
－ スイス工科大学(チューリヒ、スイス)は、プラスチック(ポリイミド)フォイル上の
薄膜太陽電池で 14.1%の効率新記録をたてた。薄膜蒸着法の組合せで成長した厚さ 4
ミクロンの多層構造を研究者は使用した。ポリイミドデバイスのような CIGS の以前
の記録は 1999年に 12.8%が達成されている24。 

 
－ 2005年 11月に、アンアクシス(Unaxis)社(フェフィコン、スイス)の太陽ビジネス
は、従来の電池よりコストが 30%低い薄膜太陽電池の生産を可能にする大量生産プロ
セスの開発で、同社の太陽ビジネス活動の拡張を図ると発表した25。 

 
－ リソ国立研究所(コペンハーゲン、デンマーク)の研究者は、2.5年の寿命を持つプ
ラスチック太陽電池の開発を発表した26。 

以上 
翻訳・編集：NEDO情報・システム部 

 
（出典： SRI Consult ing Business  Intel l igence Explorer Program）  

 

                                                  
23 www.solarbuzz.com/News/NewsNATE34.htm 
24 www.solarbuzz.com/News/NewsEUTE15.htm for further information 
25 www.unaxis.com/en/inh4213.asp 
26 www.risoe.dk/solarcells/ and www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/ CTVNews/ 

1121532127939_51/?hub=SciTech for further information 
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