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Crystal Solar社とNRELが協力して太陽電池製造コストを削減(米国) 

By Bill Scanlon 
2014 年 8 月 27 日 

 
 

エネルギー省(Department of Energy: DOE)が
資金の一部を提供し、同省が管轄する国立再生可

能エネルギー研究所(National Renewable 
Energy Laboratory: NREL)が改良を加えた、シ

リコン太陽電池のより速く安価な製造法が、2013
年の優れた技術革新の一つとして、名誉あるR&D 
100 Award を受賞した。 
 

カリフォルニア州サンタクララに本社を置く

Crystal Solar 社の最高経営責任者(CEO)である

T. S. Ravi 氏によれば、高品質で高効率なシリコ

ンウェハーを通常の 100 倍のスループット（単位

時間当たりの処理量、つまり製造速度を示してい

るものと推測される。）で、かつ従来の半分のコス

トで（結晶）成長させる同社のアプローチは、米

国内で雇用を創出し、海外での太陽電池製造とい

う流れを食い止める大変革をもたらす可能性がある。 
 

Crystal Solar 社を設立する以前から、Ravi 氏は目標をシリコン太陽電池製造プロセス

の高速化に定めていた。2011 年、設立されたばかりの同社は DOE が推進する SunShot 
Initiative の「太陽光発電インキュベーター・プログラム(PV Incubator Program)」（当時

は NREL 外で運営）に応募した。同プログラムの選考過程は非常に競争が激しく、コスト

削減という観点から真に画期的なアイデアが求められている。 
 

Ravi 氏は NREL の Harin Ullal 氏と数年前に交わした会話を思い出しながら、こう語

った。「私たちはそのプログラムに応募して、2011 年の後半に採択されました。大量のウ

ェハーをひとまとめに取り扱うことができれば、そしてエピタキシャルウェハーをシンプ

 
Crystal Solar 社製の単結晶シリコン太陽

電池は、他の大多数のシリコン太陽電池と

比べてはるかに正確な正方形に近い形をし

ている。これは、ガスデポジションプロセ

スにおいてウェハーを縦方向に並べること

を可能にした要因の一つであり、また、同

社がこの太陽電池を標準的な速度の 100 倍

ものスピードで生産できる理由の一つでも

ある。 
写真提供：Crystal Solar 社 
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ルな機械的プロセスで取り出す方法を発見できれば、太陽電池産業を大きく変えられると

分かっていたのです。」 
 
 ガスを直接ウェハーに吹き付ける同社の製法は「エピタキシャル(epitaxial)」と呼ばれ

る。すなわち、ある材料の層をその材料と同じ結晶構造を有する他の材料の上に成長させ

る方法である。この direct gas-to-wafer method の正式名称は「Direct Monocrystalline 
Silicon Wafer Growth by High-Throughput Epitaxy（高スループットエピタキシーによ

るダイレクト単結晶シリコンウェハー成長法）」で、再使用が可能なシリコン基板上に半導

体シリコン材料の気層を直接成長させる。本製法には、大きなシリコンのインゴット（塊）

から薄く切り出す工程を伴う従来型アプローチで発生するシリコン廃棄物が発生しない等、

いくつもの利点がある。この新しい製造法では、品質や効率を損なうことなくウェハーを

より薄くすることができる。 
 
 しかし、エピタキシャルな手法を用いる半導体材料は通常、とてもゆっくり成長する。

太陽電池向けウェハーに要求される厚みでは、1 時間に 2 枚ほどのウェハーしか生産でき

ない。太陽電池を製造するのに、これでは時間も費用もかかりすぎる。DOE の SunShot 
Initiative は、化石燃料由来の電力に対する太陽光発電のコスト競争力を高める手段とし

て、1 ワット当たりの同発電システムコストを 2020 年までに 1 ドル未満にすることを目

標としている。 
 
NREL のインキュベーター・プログラムが技術開発を支援 

Crystal Solar 社と NREL の綿密な連携は、

2013 年に入ってからも続いた。Ravi 氏は次のよ

うに話している。「NREL は私たちに正しい方向

を指し示してくれました。我が社が証明したいと

思っていたのは、高速でウェハーを成長させられ

ること、そしてそれがウェハーの品質を損なわず

に可能であることでしたが、そのためにはシリコ

ンの欠陥に関する NREL の専門知識が必要だっ

たのです。」 
 

NREL の Principal Scientist である Bhushan 
Sopori 氏は、「私たちは、彼らが欠陥の性質を理

解することで、ウェハーレベルと電池レベルで性

能を向上させる手助けをしたのです。」と話す。同

氏は Ullal 氏および同じく NREL の Steve Johnston 氏と共に、同社と協力して本プロセ

スを開発した。 

 

Crystal Solar 社の Epireactor は、1 時間

当たり最大 500 個のシリコン太陽電池セ

ルを製造できる。これは従来製法の 100 倍

の速さである。NREL の科学者らは、同社

と連携してこの新しいアプローチに取り

組んだ。 
写真提供：Crystal Solar 社 
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 Ullal 氏によれば、この高速製造された太陽電池の変換効率は実験室のデータで 20%を

超えており、太陽光発電パネルとして屋根に取り付けた場合、今日設置されている最も優

れた太陽電池モジュールに引けを取らないとのこと。同氏は次のように付け加えた。

「SunShot Initiative の PV インキュベーター・プログラムは、競争がとても激しいので

す。明らかに、Crystal Solar 社は著しく突出した独自のプロセスを持っていました。スラ

イシング（薄切り）工程を伴う従来のシリコン技術に対し、この方法なら最終的な太陽電

池製品のコストに影響を与える複数の工程を省くことができます。」 
 
1 ワット当たり 13 セントのソーラーウェハー 

この新しいエピタキシャルシステムは、1 時間に最大 500 枚のウェハーが生産可能であ

る上、従来の反応炉や単結晶引き上げ装置と置き換えるにもかかわらず、500 万ドルを切

る価格で販売される。Ravi 氏によると、これを換算すれば 1 ワット当たりのウェハーコス

トは約 13 セントで、高性能ウェハーの標準的なコストである 1 ワット当たり 30 セントの

半額未満となる。全体モジュールのコストは 1 ワット当たり 50 セントを下回ると予想さ

れている。このコスト削減は、設置済ベースの太陽光発電システム全体のコストを 1 ワッ

ト当たり 1 ドル未満まで下げる一助となるだろう。 
 

結晶シリコンは太陽電池市場の 90%を占めて

おり、薄膜やペロブスカイト等の他の材料の急速

な技術的成功をよそに、今後もしばらくの間は主

要技術としての地位を維持する可能性が高い。 
 

この新しい太陽電池は非常に大きな関心を集

めていると Ravi 氏は言う。同社は現在パイロッ

ト生産（試験的に新製品を生産）を行っている。

「我が社のウェハーを希望される人々の需要に応

えるべく、奮闘しているところです。米国内のど

こかに工場を建設したいと考えています。」 
 

同氏によると、本プロセスは自動化に向いているため、アジアのずっと安価な人件費は

それほど大きな要因にはならないという。「人件費が安い国へ行く必要はありません。それ

をとても誇りに思います。」と同氏は語る。本アプローチは従来技術よりも人手を必要とし

ないとはいえ、米国内で高賃金の多数の雇用を生じさせるだろう。 
 

さらに Ravi 氏は続けた。「この技術はきっと、ここ米国において発展し、世界のどこよ

りも安く利用されるようになると思います。」このプロセスをフル製造規模に拡大した後も

 

NREL 研究者の Harin Ullal（左）、Steve 
Johnston と Bhushan Sopori は、Crystal 
Solar 社と共に R&D 100 Award を受賞し

たチームのメンバーである。 
写真提供：Dennis Schroeder (NREL) 
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引き続き高品質で高効率な太陽電池が製造できれば、それは Crystal Solar 社、DOE およ

び NREL のパートナーシップを証明するものだと同氏は語った。 
 
新手法は製造工程を省き、低コスト 

本製法では複数の工程が不要になるため、より

安くより速いと Ullal 氏は話す。使用される装置

は、固体シリコン基板の表面がガス状シリコンで

覆われるように設計されている。Ravi 氏の説明

によると、ドーパント（添加不純物）を用いれば、

従来型の太陽電池製造法と比較して、接合点（電

流を強制的に発生させる部分）をはるかに容易に

作ることができる。 
 

他の利点は、インゴット成長プロセスのように

材料を回転させる必要がないことである。ウェハ

ーが正確な正方形の形状を維持するため、太陽電

池モジュールのパッケージ化における品質と効率

の向上に役立つ。 
 

本製法ではシリコン層に取り込まれる酸素量が少なく、酸素関連欠陥が生じないことが

示された。これは重要である。なぜなら、セルにぶつかった光子が電子正孔対を形成する

のに必要な、ほんの少しの時間的余裕が与えられるからである。この電子正孔対は、電流

を確立する上で不可欠である。そして、このわずかな時間的余裕によって、電子と正孔が

再結合する確率は減少する。その時間差はごくわずか（1.3 ミリ秒と 1 ミリ秒弱）だが、

光子と電子の世界では極めて重大である。 

 
 「ほとんどのシリコンウェハーはアジアで作られていますが、このエピタキシープロセ

スを用いれば、ここで作れるのです。しかも、太陽電池モジュールの全コストの 30%がシ

リコンウェハーのコストなのです。」と Ullal 氏は話した。 
 
 一般的に、エピタキシャル成長法では層が付加されていくため、ウェハーは水平に配置

される。同社はこれを垂直に置いて設置面積を縮小し、より狭いスペースにガスを通すこ

とではるかに高い成長速度を実現した。 
 
 「主な課題は、ウェハーを垂直に保持しながらどのように均一性を確保するかというこ

とでした。」と Ravi 氏は語る。「適切な材料や適切な形などを調べるだけで、2 年半もかか

りました。エピタキシャル法には数多くの利点があり、ごく簡単なことのように感じられ

 
こ の 概 略 図 は 、 Crystal Solar 社 の

Epireactor 内でシリコンウェハーが縦方

向に並べられ、より多くのウェハーに同時

にガスが行き渡る様子を示している。これ

によりスループットが大きく向上する。 
図提供：Crystal Solar 社 
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ます。でもこれまで誰も実際にやってこなかったのは、現実に行うのが非常に難しいから

なのです。」 
 
 同社は現在、安価な電力へのアクセスが可能で、十分な訓練を受けた技術労働者を調達

できる場所を探している。「太陽光発電には巨大な需要があります。20～30 年後には、数

百ギガワット規模になるでしょう。」と同氏は語った。 
 
 NREL と同社の共同研究は、NREL が産業界と結んだ契約で軌道に乗っている多くの実

例の一つにすぎない。「革新的な民間企業との共同研究は、NREL の活力源の一部です。」

と NREL Technology Transfer Office ディレクターの Kristin Gray 氏は話す。同氏および

と同組織の Anne Miller 氏によれば、毎年 NREL が民間企業との間で締結する共同研究開

発契約(cooperative research and development agreement: CRADA)の数は、他のどの連

邦研究所よりも多い。DOE が一つの CRADA に 1 ドルを投資するごとに、産業界と結ん

だ全契約から合計で 6 ドルを呼び込んでいる計算だ。昨年 1 年間に、NREL は 20 件の新

規ライセンス契約を締結し、60 件を超える新たな特許を出願している。 
 

「NREL の科学者とエンジニアは、持続可能なエネルギーに関する革新的なアイデアを

持つ企業と連携することで、クリーンエネルギー経済へ向けた動きを加速しているのです。」

と Miller 氏は話した。 
 
NREL の太陽電池研究について、より詳しく知りたい方はここをクリックしてください。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 多胡 直子） 

出典：本資料は、国立再生可能エネルギー研究所(National Renewable Energy 
Laboratory)の以下の記事を翻訳したものである。 
“Crystal Solar and NREL Team Up to Cut Costs” 
http://www.nrel.gov/news/features/feature_detail.cfm/feature_id=14393 
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