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(1115-9) 

【新エネルギー分野（太陽光発電）】 

 

仮訳 

 

微細な熊手が低コスト太陽電池の効率を倍増(米国) 

 

2015 年 8 月 12 日 

 

米国エネルギー省(Department of 

Energy: DOE)の SLAC 国立加速器研究

所(SLAC National Accelerator 

Laboratory: SLAC)とスタンフォード大

学(Stanford University)の研究者ら

が、光吸収ポリマーの塗布時に微細な

熊手（状の突起群）を用いることで、

低コスト太陽電池の電気出力を倍増す

る製造技術を開発した。 

 

この新技術が商用化されれば、高分子

太陽電池は経済的に魅力ある選択肢と

して、はるかに高価なシリコン結晶ウェ

ハーを用いて製造された太陽電池に取

って代わる可能性がある。 

 

 実験では、微細な熊手を用いて作製した太陽電池の変換効率は、これを用いずに作製し

た太陽電池の 2 倍であり、微細ストレートエッジブレードを使用して作製した太陽電池

に比して 18%優れている。 

 

 本研究のリーダーは、スタンフォード大学化学工学教授で、SLAC と同大学の共同機関

である Stanford Institute for Materials and Energy Sciences (SIMES)会員の Zhenan 

Bao 氏である。同研究チームは、本研究成果を 8 月 12 日に Nature Communications 誌

で報告した。 

 

 同氏は次のように話した。「この研究から得られる基礎科学的洞察によって、太陽電池

メーカーはプロセス改良において試行錯誤のみに頼るのではなく、合理的なアプローチを

とることが可能になるでしょう。」 

 

光吸収ポリマーを太陽電池に塗布する際に使用する

「FLUENCE」熊手の固い柱状突起群を撮影した走査型

電子顕微鏡像。柱状突起間の距離は 1 ミクロンで、人の

毛髪の直径の約 100 分の 1 である。 

(Z. Bao et al, Nature Communications) 
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「また、この単純で効果的かつ多用途の概念は、適切な分子配向が重要となる他のポ

リマーデバイスの製造にも幅広く適用できるものと期待しています。」 

 

ポリマーの問題点 

シリコン太陽電池の価格は低下しているが、その機器購入費用や設置費用を相殺する

には、今なお 5 年～15 年の発電期間が必要である。さらに、シリコン太陽電池は製造時

に大量のエネルギーを要するため、再生可能エネルギー源としての価値が一部相殺されて

しまう。 

 

 高分子太陽電池は、所定の位置に塗布や印刷が可能な低価格材料から作られるため、は

るかに安価である。また、フレキシブルで製造時にエネルギーをほとんど必要としない。

実験室規模の小型サンプルでは 10%超の太陽光を電気に変換できるのに対し、大面積の

塗布型太陽電池の変換効率は概して 5%未満であり、市販のシリコン太陽電池の変換効率

20～25%と比較して非常に低い。 

 

 一般的な高分子太陽電池は、太陽光を電子に変換するドナーと、電子が使用可能な電気

として太陽電池から取り出されるまで貯蔵しておくアクセプターの 2 種類のポリマーを

組み合わせたものである。しかし、製造時にこの混合物を太陽電池の導電面に塗布する

際、これら 2 種のポリマーは乾燥して大きな塊の不規則な集合体となり、分離する傾向

がある。そのため、高分子太陽電池による電子の生成と捕集はますます困難になる。 

 

同研究チームが今回開発した解決法は、「fluid-enhanced crystal engineering」

(FLUENCE)と呼ばれる製造技術である。この技術の元々の開発目的は、有機半導体の導

電性の改善であった。 

 

 今回の研究では、導電面にポリマーを塗布する時に、固く微小な柱状突起が並んだ熊手

（状の器具）をわずかな傾斜をつけて押し当て、塗布面を毎秒 25～100 ミクロン（毎時 3.5

～14.2 インチに相当）の比較的ゆるやかな速度で引っかく。柱状突起群を通り抜けて跳ね

返されながら流れていくうちに、大きなポリマー分子のもつれが解けて相互に混ざり合い、

最終的に、乾燥させると大きさが均一で電気特性が強化されたナノメートルサイズのごく

小さな結晶が得られる。 

 

シミュレーションと X 線 

研究者らは FLUENCE の熊手（状突起群）を太陽電池の製造に適した特別仕様とする

ため、DOE 科学局ユーザー施設(Office of Science User Facilities)である SLAC のスタ

ンフォード・シンクロトロン放射施設(Stanford Synchrotron Radiation Lightsource: 

https://www6.slac.stanford.edu/news/2013-06-03-Organic-Printing.aspx


NEDO 海外レポート NO.1115, 2015.11.20. 

 

28 

 

SSRL)と、ローレンスバークレー国立研究所(Lawrence Berkeley National Laboratory: 

LBNL)の先進光源施設(Advanced Light Source: ALS)において、コンピューターシミュ

レーションと X 線分析を行った。 

 

 SSRL Materials Sciences グループのリーダーで、本研究論文の共著者である Mike 

Toney 氏は次のように話した。「SSRLでは、X 線回折法を用いてポリマーの結晶化度を

測定し、さらに X 線散乱法で 2 種のポリマーの分離度を判定しました。これらは基礎的

な問題に関わる技術であり、私たちは近年 SSRL でその新たなアプローチを開発したの

です。」 

 

太陽電池に求められるポリマーパターンを実現するため、研究者らは熊手の柱状突起

を、以前有機半導体に対して使用した時よりも大幅に短くして密集させた。その高さは

1.5 ミクロン、間隔は 1.2 ミクロンである。なお、人間の毛髪は直径約 100 ミクロンであ

る。 

 

近く、でも近すぎず 

 Bao 氏のチームに所属するスタンフォード大学の研究者 Yan Zhou 氏は次のように述べ

た。「理想的には、2 種の光起電ポリマーは、ドナーからアクセプターへの素早い電子移

動が可能な近距離にあるのが望ましいのですが、電子が電気として取り出される前にアク

セプターがドナーへ電子を再放出してしまうほど近すぎてはいけません。」 

 

 「私たちの新しい FLUENCE の熊手は、この中庸をうまく達成しています。何が起き

ているのか理解しているからこそ、熊手の設計や処理速度を調整して最終的なポリマー構

造体を変化させることができるのです。」 

 

今後の研究目標は、同技術を他のポリマーブレンドに適用し、産業規模の高速ロール

ツーロール印刷プロセスに適応させることである。同プロセスは最高で毎時 50 マイルに

も達するが、これらの目標を実現できれば、太陽電池製造コストを最も低く抑えることが

可能になる。 

 

 本プロジェクトは、SLAC Laboratory Directed Research & Development プロジェク

トとして 2011 年 10 月に開始され、現在は DOE の Bridging Research Interactions 

through collaborative Development Grants in Energy (BRIDGE) プログラムから資金提

供を受けている。 

 

本研究の協力者には、元 SLAC staff scientist で現在はドイツ・ドレスデン工科大学

(Technical University in Dresden)教授の Stefan Mannsfeld 氏、元 SIMES ポスドク研

http://ldrd.slac.stanford.edu/accepted_proposals/2013/Mannsfeld.asp
http://ldrd.slac.stanford.edu/accepted_proposals/2013/Mannsfeld.asp
http://energy.gov/eere/sunshot/bridging-research-interactions-through-collaborative-development-grants-energy
http://energy.gov/eere/sunshot/bridging-research-interactions-through-collaborative-development-grants-energy
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究者で現在はイリノイ大学(University of Illinois)教授の Ying Diao 氏、および ALS、中

国・北京大学(Peking University)と韓国・成均館大学校(Sungkyunkwan University)の

科学者らが含まれる。 

 

引用文献：Y. Diao, et al, Nature Communications, 12 August 2015 

(10.1038/ncomms8955) 

ご質問やコメントは、SLAC Office of Communications（メールアドレス：

communications@slac.stanford.edu.）宛てにお送りください。 

 

SLAC は、フォトンサイエンス、天体物理学、素粒子物理学および加速器研究分野にお

ける最先端の謎を探求する様々なプログラムを扱う研究所です。SLAC はカリフォルニア

州メンロパーク(Menlo Park)において、スタンフォード大学により DOE 科学局の下で運

営されています。 

 

 SLAC は DOE 科学局の支援を受けています。同局は米国の物理科学基礎研究に対する

唯一にして最大の支援者であり、現代の最も差し迫った課題の数々に取り組んでいます。

詳しくは DOE科学局のウェブサイト(science.energy.gov.)をご参照ください。 

 

 

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、SLAC 国立加速器研究所(SLAC National Accelerator Laboratory)の以

下の記事を翻訳したものである。 

“Microscopic Rake Doubles Efficiency of Low-cost Solar Cells” 

https://www6.slac.stanford.edu/news/2015-08-12-microscopic-rake-doubles-efficiency-

low-cost-solar-cells.aspx 

  

http://www.nature.com/ncomms/2015/150812/ncomms8955/full/ncomms8955.html
http://www.nature.com/ncomms/2015/150812/ncomms8955/full/ncomms8955.html
mailto:communications@slac.stanford.edu
http://science.energy.gov/
https://www6.slac.stanford.edu/news/2015-08-12-microscopic-rake-doubles-efficiency-low-cost-solar-cells.aspx
https://www6.slac.stanford.edu/news/2015-08-12-microscopic-rake-doubles-efficiency-low-cost-solar-cells.aspx
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