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【再生可能エネルギー（太陽電池）】PV セル 結晶シリコン 
 
仮訳 

 
（本資料は 2012/03/05 NREL Newsroom で公表された記事「太陽電池のコストを大幅に

削減する新たな方法（New Approach Aims to Slash Cost of Solar Cells）」の参考資料と

して和訳したものある。公表記事の要約は本資料の末尾に掲載した。） 
 

NREL が開発を進める独自の結晶シリコン PV セル（米国） 
 
 

米国立再生可能エネルギー研究所(National Renewable Energy Laboratory：
NREL)で開発された蒸着プロセスは、新タイプの PV セル、すなわちフレキシ

ブル金属基板上に蒸着された、高度に配向された結晶シリコン(c-Si)層から成る

薄膜セルを製造する上で鍵となる技術である。この工程で、c-Si PV セルと薄膜

PV セルのそれぞれの最も優れた機能を結合させると、同じようにフレキシブル

かつ軽量な、変換効率の高い安価な太陽電池モジュールが作られる。 

 
 
 
 
 
 
 
今日販売されている PV セルの多くは c-Si で出来ており、通常、大きな結晶すなわち、

ウェハの元となる、厚く、堅く、脆いシリコンインゴットを切り出して作られている。

c-Si(結晶シリコン)PV セルとしのぎを削っているのは(競合するのは)、フレキシブル基板

上に蒸着できる最新の薄膜太陽電池技術であり、c-Si PV セルよりも安価ではあるが、太

陽エネルギーの変換効率が低くなる傾向がある。すなわち照射された太陽光の電力への変

換量が、より少なくなる。 
 
しかし、Ampulse Corporation という新興企業(以下、Ampulse 社と言う。)には、フレ

キシブル金属基板上に薄膜層を成長させるという新タイプの c-Si PV セル開発構想がある。

金属基板と c-Si 膜はいずれも二軸配向すなわち、ほぼ完璧に同方向に並んだ大きな結晶粒

で構成されているため、これらは単結晶と同様の振る舞いをする。この方法は、薄膜 PV
セルによってもたらされる低コスト化とフレキシビリティに加え、これにより従来の c-Si 
PV セルの変換効率を持つ新しい薄膜 PV セルを作ることができると期待されている。

NREL の｢ホットワイヤ CVD 法(化学蒸着法)｣という技術が、このイノベーティブな PV セ

ルの生産において決定的な技術的貢献をしている。 
 

Ampulse 社による c-Si PV セル開発構想は、米国エネルギー省(DOE)傘下のもう一つ 
の国立研究所であるオークリッジ国立研究所(Oak Ridge National Laboratory：ORNL)
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で実際に開始しており、ORNL の研究者グループは、超電導ワイヤーの元となる超電導材

料で出来た二軸配向薄膜の製造に奮闘していた。 
 
 
同研究者グループは、金属箔の結晶構造が超電導材料の結晶成長を導いたことから、こ

の二軸配向金属箔が理想的な基板であることを発見した。しかしこの材料が超電導材料と

相互作用したため、ORNL の研究者は、二軸配向された金属に緩衝層を加え、その後もそ

の二軸配向が結晶成長を誘導できるようにした。こうして生まれた技術は、｢RABiTS 
(Rolling-Assisted Biaxially Textured Substrates)｣(回転を補助に用いた二軸配向基板)と
呼ばれる。 
 
フレキシブルな RABiTS 箔上にシリコンを蒸着させることで、ORNL が開発した

｢RABiTS 法｣が PV セルに適用できるかを確かめる目的で、Ampulse 社が作られた。NREL
の研究者グループが、｢ホットワイヤ CVD 法｣を用いて c-Si 層を蒸着する独自の専門技術

を有していたため、Ampulse 社は、ORNL と NREL の両機関の技術的な専門性を引き出

して、新タイプの c-Si PVセルを作ろうと狙った。NRELの研究者は（これまでに）、RABiTS
箔上に似た材料の上に二軸配向シリコンを蒸着させる研究を探求してきており、その経験

をこの Ampulse 社プロジェクトに生かした。 
 

｢ホットワイヤ CVD 法｣では、通常は金属フィラメントを採用しており、2,000℃前後ま

で 加熱される。シランガスが試験容器に取り込まれ、高温フィラメントがこのガスを分解

し、シリコン層を基板上に蒸着する。NREL は、c-Si をテスト用のシリコンウェハ上に成

長させることができるように「ホットワイヤ CVD 法」を最適化し、現在は Ampulse 社と

共同で、ORNL で開発された緩衝層を有する金属箔基板にこの技術を適応させようと研究

を進めている。 
  

Ampluse 社は、諸経費が非常に乏しい企業 (サイドバー参照)としてスタートした為、一

次資金のほぼ全額が ORNL と NREL での研究活動に注ぎ込まれ、NREL との 50 万ドル

の共同研究開発契約（Cooperative Research and Development Agreements：CRADA) な
どの複数の共同研究開発契約(CRADA)を通じて研究活動が実施された。Ampulse 社はま

た、NRELとORNL向けに、DOEによるTechnology Commercialization and Deployment 
Funds(技術事業化・普及資金)を総額 90 万ドル受け取った。｢RABiTS 法｣を用いて実用的

な二軸配向の c-Si PV セルを作るため、NREL と Ampulse 社の研究チームが共同研究を

行い、これまでのところ、この研究開発活動は効果を生んでいる。 
 
また、この共同研究契約により、Ampulse 社に付加的な利益ももたらされる。例えば

Ampulse 社は、企業向け c-Si 膜 PV セル用プロセス開発ツールを発注しているが、これは

NREL のプロセス開発統合研究所（Process Development and Integration Laboratory：
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PDIL)に、間もなく導入される予定である。このように同社の研究は、研究所にすでに導

入済みのさまざまな設備を利用できるという恩恵を得ることができる。PDIL によって、

PV セル向けに独自のプロセス開発や性能が統合され、NREL、ソーラー業界、大学の研

究者たちが、さまざまな PV セル作製技術を生み、研究を行う。この新ツールは、Ampulse
社の PV セルの研究開発とプロトタイプの製造を支援し、また、小規模な生産プラットフ

ォームとしての役目を果たし、開発活動から本格的な商業生産への生産規模拡大に至る間

隙を埋めるのに役立つ。 
 

Ampulse社が企業として成長を続けているため、NRELは、同社によるシリコン蒸着法

の研究活動の支援を続けている。同社は、さまざまな厚みの軽量かつフレキシブルなPV
セルを製造するために、新聞の印刷に用いる高速プレス法に似た｢ロール・ツー・ロール方

式｣注1を用いる計画である。シリコンは、厚みがあるほどより多くの太陽光を吸収できる

ため、同社は最終製品で、シリコンの厚みとセルの構造次第で約 12～20％の太陽エネルギ

ー変換効率が得られるものと期待を寄せている。 

 
 
 

NREL の研究者 Chaz Teplin 氏と Howard Branz 氏とで、Ampulse 社の、シリコン膜を成長さ

せるホットワイヤ化学蒸着システムに関する共同研究を行っている。 

 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 

 
出典：本資料は、NREL の以下 “NREL Advances a Unique Crystalline Silicon Solar Cell”
の記事を翻訳したものである。 
http://www.nrel.gov/innovation/pdfs/50993.pdf 

                                                 
注1 ｢ロール・ツー・ロール方式｣：海外レポート 1073 号(1,2,3-1 当該インキュベーターが達成手段の一つと位

置づけられる太陽光発電「Sun Shot Initiative」)参照 http://133.163.205.27/content/100130366.pdf  
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 NREL Newsroom  
http://www.nrel.gov/news/features/feature_detail.cfm/feature_id=1804 
「太陽電池のコストを大幅に削減する新たな方法 (New Approach Aims to Slash 
Cost of Solar Cells)」 March 5, 2012 
 
NREL、ORNL(オークリッジ国立研究所)、Ampulse 社の 3 者がチームを組み、安価

な結晶シリコン太陽電池の開発に取り組んでいる。Ampulse 社が開発中のプロセス

は、高純度シリコンを含んだガスから、高品質の結晶シリコン薄膜を直接結晶成長さ

せるもので、光電変換に必要とされる薄さ 10 マイクロ以下のシリコン層を直接製造

できることで、これによりインゴットの形成やウェハーの切断という従来工程の材料

ロスを省くことで大幅なコスト削減が可能となる。Ampulse の現 CEO である Steve 
Hane 氏は、この方法によって 1W 当たり 50 セント未満で 15％の変換効率をもつ太

陽電池を製造可能になるとしている。Ampulse 社とは、NREL および ORNL、Battelle 
Ventures 社、および Innovation Valley Partners 社が設立したベンチャー企業で、

本技術は、ORNL が開発した結晶構造を持つ金属フォイル(RABiTS)上に、NREL が

開発した高純度シリコン成長技術を用いてシリコン層をエピタキシャル成長させる

技術を適用したものである。 
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