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【再生可能エネルギー（太陽電池）】再生可能エネルギー CPV 太陽電池 
  
仮訳 
 
 
 

小さな太陽電池セルが大きな違いをもたらす（米国） 
2011 年 12 月 14 日 

 
 
太陽電池セルは、どれだけ小さくなっても発電能力を保持できるのだろうか？ 

600 マイクロメートル幅（ボールペンで打った点の直径）ではどうだろう？ 

米国エネルギー省(DOE)国立再生可

能エネルギー研究所(NREL)が最近、

Semprius社の開発した非常に小さな

太陽電池セルが照射強度 1,000suns注1

の条件下で 41 パーセント超のエネル

ギー変換効率を示したことを確認し

た。同条件下での最も優れた変換効率

の記録のひとつだ。太陽電池セルのエ

ネルギー変換効率とは、太陽光がセル

によって電力に変換される割合を示

す。 

 
NREL の科学者 Keith Emery 氏が Semprius 社の太

陽電池モジュールを研究所の屋外施設でテストして

いる様子。NREL は、Semprius 社がボールペンのペ

ン先の直径ほどの小さな太陽電池セルの特性評価と

テストをサポートした。 
クレジット：Dennis Schroeder 
拡大図 

DOE が資金を提供し NREL の専門

家らが共同で運営する SunShot イン

キュベータープログラムによって、新規性のあるアイデアを持つ小さな新興エレクトロ

ニック会社であった Semprius 社は、太陽電池セル業界に実在する他社とは一線を画す

メーカーとなった。 

 Semprius 社の３接合セルはガリウム・ヒ素で出来ている。低コストのレンズによっ

て非常に小さなセルに太陽光の 1,100 倍の光を集める。セルのサイズが小さいため、太

                                                           
注1 sun：太陽光の強度を表す単位で、1000w/m2 。本文中では 1sun の千倍強度の疑似太陽光を照射して

いる 
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陽電池モジュール全体に対してのセルが占める面積はたった 1/1000 となり、モジュー

ルのコストを下げることができる。さらに、小さなセルを大量に使用することでセル構

造内に発生する不要な熱が分散されるため、排熱フィンのような高額な温度管理設備が

必要なくなる。 

Semprius 社の技術者らは、同社が特許を持つ”micro-transfer printing”技術を使用

することでマイクロレベルのセルを成長基板からウェハに転写することができる。膨大

な並列処理によって数千ものセルが一斉に転写される。これによりオリジナルの基板を

繰り返し使用することが可能となり、劇的にコストが削減される。また、この技術は非

常に小さなセルのハンドリング手段としても機能している。 

Semprius 社の幹部らは、この低コストのアプローチによって製造費用を 50 パーセ

ント削減することが可能になると述べており、これに目をつけた巨大エネルギー企業

Siemens は、今年になってベンチャーキャピタルの投資価格 2000 万ドルの一部として

Semprius 社株の 16 パーセントを取得している。 

 

SunShot インキュベータープログラムが民間投資を刺激 

 

2007 年以来、DOEはNRELが
運営するPVインキュベータープ

ログラム（現在はSunShotインキ

ュベーター）に参加する太陽光発

電関連の 35 の新規事業団体に対

して 5000 万ドルの助成を行って

いる。こうした企業への民間投資

は現在のところ合計 13億ドルと、

公的資金の 25 倍以上となってい

る。 
 

NREL の最新機器で検証とキャラクタライゼーションを行

い、太陽電池セルの質や効率性を入念に検査する。写真のモ

ジュールに使用されている、Semprius 社が開発した太陽電

池セルについても同様の検査が行われた。 
クレジット：NREL 職員 
拡大図 

 DOE と NREL は、2010 年の

PV インキュベーター企業の一

つとして Semprius 社を選出し

た。選出された企業には 100 万

～300 万ドルの資金が与えられ、

それぞれの持つコンセプトを実際に使える試作品やパイロットプロジェクトへと展開
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 させる。また NREL の科学者らによる問題解決や、開発内容の信頼性や正当性のテス

トのサポートも行われる。 

 
転写技術は革新的に太陽電池セルの使用を発展させる 
 
 Semprius 社のバックグラウンドは、John Rogers 教授と彼のチームが、元々はフレ

キシブルエレクトロニクス用の転写技術をイリノイ大学で開発したところから始まっ

ている。 

Rogers 教授はすぐに、その技術を集光型太陽光発電(concentrated photovoltaic: 
CPV)の設計に応用させるほうが、より得るものが大きいことに気がついた。 

 Semprius社の手法では、オリジナルのガリウム・ヒ素基材注2の上に一時的に層を成

長させ、その層の上に多接合太陽電池セル構造を成長させる。そしてウェハが出来た後

に転写技術を用いてガリウムヒ素基板からセルを剥離させ、インターポーザー基板ウェ

ハに転写する。 

「それまでの方法とは全く異なるアプローチだ」と、Semprius 社の PV インキュベ

ータープロジェクトで CPV 応用工学技術管理者および研究責任者を務めた Kanchan 
Ghosal 氏は言う。「このアプローチでは高度な集光型太陽電池モジュールに使用され

る材料を大幅に減らすため、マイクロサイズの太陽電池セルと転写技術を使用している。

さらにこの方法によって、確立されたマイクロエレクトロニクス技術と装置に基づいた

モジュールの製造に、高い同時進行性がもたらされる。」 

 

集中型 PV の需要は毎年 2 倍になると予想されている 
 
 Semprius 社は今年、ノースカロライナ州 Henderson での製造工場建設に着工した。

敷地 50,000 平方フィートで完成時には 256 人雇用が見込まれるこの工場に、ノースカ

ロライナ州と出先機関らが 790 万ドルの資金を出している。 

Bev Perdue ノースカロライナ州知事は、Semprius 社が工場建設を当地に決めた理

由を同州の「教育と職業訓練への投資」だと述べている。工場は来年に操業を開始し、

                                                           
注2 substrate の訳語。通常、表面にメタライズや蒸着によって半導体や回路を作成した substrate（その状

態であれば分割して substrate とともに使用）は「基板」と訳される。本記事で使用されている substrate
は薄膜層を蒸着後に剥離し、その後も繰り返し使用されるものであり、ここでは「基材」と訳した。 
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開始直後は 5 メガワット、ゆくゆく

は 35 メガワットの生産能力になる

と見込まれている。 

 Semprius 社 CEO の Joe Carr 氏
によれば、高度 CPV の対象市場は

今後9年間で毎年2倍あるいはそれ

以上に拡大すると予想されており、

2020年までに10ギガワットを上回

るという。 
 Semprius 社の太陽電池セルモジュールが NREL の

屋外テスト施設でテストされている様子 
クレジット：NREL 職員 
拡大図 

 

 

DOE と NREL のパートナシップの有益性を証明 
 
 2007 年に Semprius 社は当初、DOE のエネルギー効率および再生可能エネルギー局

(Office of Energy Efficiency and Renewable Energy)配下の「Next-Gen」グラントか

らの援助を得て、”micro-transfer printing”技術を太陽電池セルに使用しようと考えた。 

 2010 年、Semprius 社は DOE が資金提供し NREL がプロジェクト運営を行う現在

の SunShot インキュベーターの前身プロジェクトの 4 領域のうちの 1 つを獲得した。 

Ghosal 氏は PV インキュベーターへの応募を完了するのに死に物狂いだった当時の

ことを思い出して笑う。 

 「私たちは NREL の提示する基準をほとんど満たせていなかった。」Ghosal 氏は言

う。「規則では採用に値するモジュールを有してなればならないが、私たちの手元には

２～３個のセルのついた小さな正方形の板があっただけで、本物のモジュールではなか

った。」 

 そうして Semprius 社の技術者らは「最初のモジュールを作るために、無我夢中で昼

も夜も働いた」。 
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 「締め切りの 2 日前になって、最初に作ったモジュールから良い結果を得ることがで

きた。そのモジュール結果とスケールアッププランで、インキュベーターグラントに応

募したよ。」 

 NREL の設定した厳しい締め切りと挑戦的な目標に応えられるかどうかを社内の技

術者らに対して問いかけた時、「私は不安でたまらなかった」と Ghosal 氏は当時を思

い起こした。「NREL はそれまでに誰も行っていない研究成果を多く求めてきていた。」 

 そうした要求のすべてに応え、Semprius 社は厳しい指示を出す NREL との契約を介

して、出来ると予想していた以上の成功を収めた最も新しいインキュベーター企業とな

った。 

 「要求は無理難題に思えたが、目標はすべて達成できた」と Ghosal 氏は言う。 

 NREL の技術モニターとして Semprius 社を担当した Kaitly VanSant 氏は、同社は

謙遜しすぎだと述べた。 

 「彼らは実際のところ、当初予定よりもずいぶん早く目標を達成している。目標は明

らかに挑戦的なものだったのに、彼らはスケジュールよりも早く完遂している。」 

 来年からノースカロライナ州で操業を開始する工場で製造されるモジュールは、大き

さは 18～24 インチ角、2.5 インチ厚で、1,100suns 以上の集光性と 31 パーセント超の

エネルギー変換効率をもつ。量産時には、このモジュールは化石燃料技術と同等のコス

ト効率を持つとされている。 

 NREL の役割は重要であると Ghosal 氏は言う。 

 「NREL が成し得たテストから多くの初期の援助がもたらされた。NREL は世界的

に認められたテストプログラムを持っている。特定の成果を要求すること以外に、

NREL にはそれが評価できる機能がある。信頼性のお墨付きを与えるのだ。 

 また私たちは、自分たちが使用する材料の点で、どれほど精力的にならなければなら

ないのかを NREL から学んだ。材料がその分野でどう機能するかの理解と、今後の動

向を見守るべき大切な指針がいくつか得られた。」 
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NRELのphotovoltaics researchに関する詳細 

 
 
 

 翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 

 

 

出典：本資料は NREL の以下の記事を翻訳したものである。 
“Tiny Solar Cell Could Make a Big Difference” 
http://www.nrel.gov/news/features/feature_detail.cfm/feature_id=1668 
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