
（関連資料 5-(1)） 
 
【再生可能エネルギー（太陽電池）】PV セル 結晶シリコン MEMS 
 
仮訳 

 
グリッターサイズ太陽電池の優位性ある研究成果（米国） 

マイクロエレクトロニクスと MEMS の技術が支えるマイクロソーラーへの挑戦 

 
【ニューメキシコ州 アルバカーキー】 サン

ディア国立研究所の科学者たちは、グリッター

サイズ注1すなわち極小サイズのPVセルを開発

した。これにより、太陽光を集めて発電に用い

る方法に革命がもたらされると考えられる。 
 
 この小さな PV セルを、衣服など、普通とは

異なる形状を囲むように成形されたフレキシブ

ル基板にしっかりと取り付ければ、人を、歩く

ソーラーバッテリー充電器に変えることができ

るかもしれない。 
 
結晶シリコンから作られるこのソーラー発電

粒子には、多岐にわたる新たな用途が見込まれる。これらは 終的に、6 インチ(15.24cm)
角のソーラーウェハから構成された現在の光電エネルギー変換装置よりも安価で、変換効

率の高い製品になると期待されている。これらの PV セルは、今日のファウンドリ（半導

体の製造工場）に共通して見られるマイクロマシン(MEMS)技術を用いて作られている。 

写真は、典型的な薄膜型結晶シリコンの

ＰＶセル。これらの厚みは、14～20 マ

イクロメートルで、直径が 0.25～1 ミリ

メートル (画像提供：Murat Okandan)
高解像度の画像 

 
サンディア研究所の主任研究員 Greg Nielson 氏は、研究チームが極小 PV セルのサイズ

上のメリットを 20 点以上確認したと述べた。これには、新たな用途、性能の向上、今後

見込まれるコストの低下や変換効率アップなどがある。 
 
｢ 終的にこれらの極小 PV セルは大量生産でき、建材一体型ソーラー設備、テント、ひ

いては衣服のような、普通とは異なる形状を覆うものになりえるかもしれない｣と Nielson
氏は言う。こうすることで、野外で活動するハンター(狩猟を行う人)、ハイカー（ハイキ

ングを楽しむ人)、軍人たちは、歩いたり休んだりしながら、携帯電話、カメラ、その他の

電子機器の充電ができるようになるだろう。さらに良いことには、そのような微細構造設

                                                 
注1 “glitter-sized”;「グリッターサイズの」すなわち「光を反射する装飾材料の小片のような大きさのもの」

(glitter: small pieces of light-reflecting decorative material: http://www.thefreedictionary.com/glitter) 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1079, 2011.11.16

21

https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/images/2009/pv_micro.jpg
https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/images/2009/pv_micro.jpg


計が施されたパネルには回路をプリントできると考えられる。その技術は通例、現場での

建築設計や許可証を必要とする大型建築に残される他の機能を果たすのに役立つであろう。 
サンディア研究所のフィールドエンジニア

Vipin Gupta 氏はこう述べた。｢これらの極小

PV セルで作られた住宅や倉庫の屋上向け PV
モジュールには、優れた制御機能、インバータ、

ストレージまでもチップ単位で組み込むことが

できるだろう。そのような一体型 PV モジュー

ルは、PV 技術支援を行う我々研究チームがこ

の分野で常に経験する面倒な設計、入札、許可、

グリッド統合のプロセスを大幅にシンプル化す

ることができる。｣ 
 
大規模な太陽光発電について、サンディア研

究所の研究者 Murat Okandan 氏はこう述べて

いる。｢サイズ上の 大メリットの一つは、現在

の PV 技術を用いた発電に比べ、製造コストと

設置コストが大幅に削減されることである。｣ 
 
低コスト化が見込まれる理由の１つは、極小 PV セルの場合、制御性に優れた変換効率

の高いデバイスの形成に必要な材料が比較的少量で良いことによる。極小 PV セルは、厚

さ 14 ～20 マイクロメートル(人毛の厚さは約 70 マイクロメートル)で、従来の 6 インチ

(15.24cm)角のれんがサイズ PV セルよりも、厚みが 10 分の１の薄さながらも、ほぼ同じ

変換効率で機能する。 
 
100 分の 1 のシリコン量で同じ発電量 

 
｢このように、100 分の 1 の量のシリコンで同等の発電量が得られるのだ。｣と Okandan

氏は言った。｢それらはサイズがはるかに小さく、従来の PV セルに比べて、一定の環境で

機械的ひずみを生じることは少なく、長期にわたり、より高い信頼性を維持する。｣ 
 
もうひとつの製造上の利便性は、PV セルの直径がわずか数百マイクロメートルである

ため、現在用いられている直径 12 インチ(30cm)ウェハと将来的に用いられる 18 インチ

(45cm)ウェハなど、あらゆるサイズの商業用ウェハから PV セルを製造できる点である。

さらに、れんがサイズの PV セルでは、1 個に欠陥が見つかればウェハ全体が使用できな

い可能性がある一方、極小 PV セルでは、その１個に製造上の欠陥が見つかっても、残り

の部分はなおウェハとして使用できる。また、さらに大きいウェハサイズのメリットを活

かすために従来の 6 インチ角断面より大きく作ったれんがサイズのユニットでは、その増

サンディア・プロジェクト主任研究員

Greg Nielson 氏が手にしているのは、極

小サイズのレンズアレイが固定されて

いるテストプロトタイプのソーラーセ

ル。これらを合わせれば、電池とレンズ

が集光型太陽光発電装置の製造に役立

つ。 (写真提供：Randy Montoya)  
高解像度の画像 
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加した電力を得るためにさらに大きい電力線を必要とする。その結果、コスト高になると

ともに、おそらく、ウェハに太陽光を受けない部分が生じるだろう。このような問題は、

極小サイズの PV セルの製造方法や、個別の回路配線にはみられない。 
 
その他のユニークな機能は、PV セルが極小

サイズであることによるものである。｢我々が開

発した PV セルは、影が生じることによる問題

点が、従来の PV パネルよりも少ない｣と

Nielson 氏は述べ、こう続けた。｢なぜなら、従

来のパネルで部分的に影が生じて電気が完全に

消えるかもしれない場合でも、我々が開発した

PV セルは、影になっていない部分が電気を送

り続けるからである。｣ サンディア国立研究所の科学者たち。 
左からMurat OKandan、Greg Nielson、 
Jose Luis Cruz-Campa（敬称略）。 
彼らが手にしているのは、マイクロソーラ

ー電池アレイの入ったサンプル。(写真提

供：Randy Montoya)  
高解像度の画像 

 
フレキシブル基板は容易に製造できるため、

ユビキタスなソーラー発電用の高変換効率の

PV セルの実現可能性はさらに高まってきてい

ると Okandan 氏は言う。 
 

極小 PV セルへと移行する市場は、6 インチ(15.24cm)角のウェハのアレイで構成された

従来のシリコン PV モジュールから、劇的に変化するだろう。しかし、MEMS、エレクト

ロニクス、LED の業界で(シリコンの代わりにガリウムヒ素を使用することに伴う追加的

な研究)に標準的に用いられている技術を取り入れることで、極小 PV セルへの移行は比較

的容易になるはずだと、Gupta 氏は述べた。 
 
各セルは、集積回路や MEMS の技術を取り入れることによって、シリコンウェハ上に

形成され、エッチングされ、その後、各 PV セルにあらかじめ作られた電子端子を持つ 6
角形状に低コストに分離される。 
 
従来の大型結晶シリコンウェハに対する同研究所の大きな投資の見返りとして、今では

サンディア研究所で作られた PV セルから、変換効率 14.9%で電気を得ることができる。

一方、市販のモジュールの変換効率は、13～20%である。 
 
量産用に広く使用されている「ピックアンドプレース」と呼ばれる機械（電子部品大型

組み立ての主流方法となっている）は低温室内で１時間あたり 13 万個のグリッターを基

板上で決められた電気接点(端子)上に配列していくことができる。コストは 1 モジュール

につき約 1/10 セントで、1 モジュールに使用される PV セルの数は光学濃度のレベルや金

型のサイズによって異なり、1m2あたり 1 万～5 万個の PV セルが使用される。まだ研究
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所のベンチ試験段階ではあるが、代替技術にはさらに安価なコストでパーツを自己組織化

(self-assembly)する技術が盛り込まれている。 
太陽光集光器（低コスト・既製品・光学効率のよいマイクロレンズアレイを使用したも

の）をグリッターサイズの PV セルごとに直接取り付けることで、光電効果により電子に

変換される光子の量を増やす。この目的のために、極小サイズの PV セルではより安価で

変換効率の高い短焦点マイクロレンズアレイの組み込みが可能となる。 
 

1 つのアレイ内に多数の PV セルがあるため、モジュールから直に高電圧の出力が可能

となる。これによりこれまで必要とされた電気配線関連のコストが下がり、高電圧をコン

トロールする際の抵抗損失も減るはずである。この他に応用可能な技術として、衛星や遠

隔測定に関するものがある。 
 
これに関連したプロジェクトに、サンディアのマイクロシステム研究所の 2 グループ

(Photovoltaics and Grid Integration Group と Materials, Devices, and Energy 
Technologies Group)、および再生可能エネルギー研究所(NREL: National Renewable 
Energy Lab)のグループ(Concentrating Photovoltaics Group)から専門家が集まった。 
 

Nielson 氏、Okandan 氏、Gupta 氏に加えて Jose Luis Cruz-Campa 氏、Paul Resnick
氏、Tammy Pluym 氏、Peggy Clews 氏、Carlos Sanchez 氏、Bill Sweatt 氏、Tony Lentine
氏、Anton Filatov 氏、Mike Sinclair 氏、Mark Overberg 氏、Jeff Nelson 氏、Jennifer 
Granata 氏、Craig Carmignani 氏、Rick Kemp 氏、Connie Stewart 氏、Jonathan Wierer
氏、George Wang 氏、Jerry Simmons 氏、Jason Strauch 氏、Judith Lavin 氏、Mark 
Wanlass 氏(NREL)。 
 
本研究は DOE(Solar Energy Technology Program) およびサンディア研究所 

(Laboratory Directed Research & Development program)それぞれのプログラムからの

助成によって行われており、今年は 4 つの技術カンファレンスで研究発表を行っている。 
 
光が電子を発生させ、それが電気を生み出すことは 100 年以上も前から知られている。 

 
サンディア国立研究所は複合プログラムを行う研究所で、米国エネルギー省国家核安全

保障庁に委託を受けたロッキード・マーティンが 100 パーセントを出資するサンディア社

によって運営されている。サンディアはニューメキシコ州アルバカーキーとカリフォルニ

ア州リバーモアに主要施設をもち、国の安全、エネルギー環境技術、経済競争力の研究開

発に関して大きな責任を担っている。 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子/ 望月 麻衣） 
 
 
出典：本資料は、以下サンディア国立研究所の” Glitter-sized solar photovoltaics produce 
competitive results”の記事を翻訳したものである。 
https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/glitter-sized-solar-photovoltaic
s-produce-competitive-results/ 
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