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(1090-1)
【新製造技術（ロボット）】

次世代ロボット

仮訳

連邦政府4組織が次世代ロボット研究開発への
ファンディングを決定(米国）
2012 年 9 月 14 日
（記事の要約）
米国立科学財団(NSF)、航空宇宙局(NASA)、国立衛生研究所(NIH)、農務省(USDA)は、
2011 年 6 月 24 日にオバマ大統領がカーネギーメロン大学で発表した「国家ロボットイニ
シアティブ」(National Robotics Initiatives)を進展させるための 4 千万ドルの全米の大学
研究者に対するグラント提供を発表した。またこれらの組織は、25～40 件の追加的なアワ
ォードにファンディングする新たな共同公募についても発表した。その他のロボット開発
関連の告知には、国防総省(DOD)の equipment for university robotics research、海軍の
最先端の Laboratory for Autonomous Systems Research、および国防総省国防高等研究
事業局(DARPA)による、災害時の対応を向上させるための Robotics Challenge がある。
翻訳・編集：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子）

出典：本資料は、米国・科学技術政策局(OSTP)の以下の記事を要約したものである。
Agencies Investing in Research for Next-Generation Robotics
http://www.whitehouse.gov/blog/2012/09/14/agencies-investing-research-next-generati
on-robotics
（本号に本記事関連の和訳記事を掲載）
1090-1-(1) 米国国立衛生研究所(NIH: National Institute of Health)が国家ロボットイニ
シアティブのアワォード受賞者を発表（NIH）
1090-1-(2) 全米ロボット工学イニシアティブ（NASA）
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【新製造技術（ロボット）】

(1090-1-(1))
生体組織マイクロアセンブリー バイオフォトニクス

リハビリテーションロボティクス 下腿義足 ピルサイズの軟カプセル
ブレイン・マシーン・インターフェース制御
仮訳

米国国立衛生研究所(NIH: National Institute of Health)が
国家ロボットイニシアティブのアワォード受賞者を発表
NIHニュース
2012 年 9 月 18 日

米国立衛生研究所(NIH)と関連する他の連邦 3 組織が、人間との交流や協力的な作業、
また様々な医療用途において変遷する環境に対応可能なロボットの開発のための 6 件のプ
ロジェクトへのファンディングを決定したと先週発表した。向こう 4 年間実施されるこれ
らのプロジェクトのファンディングは、資金の有無により合計で 440 万ドルとなる。
国家ロボットイニシアティブ(National Robotics Initiatives: NRI)におけるこのアワォ
ード受賞者は、co-robotics(共存ロボット)と呼ばれる分野の次世代ロボットの開発を加速
させるプロジェクトを実施する。これらのプロジェクトには、義足の設計でエンジニアを
支援するロボット、医師による診断・治療を支援する微細ロボットカプセル、また研究者
による人工組織の作成を支援するマイクロロボットの開発が含まれる。
「新しい環境に適応し、人間である我々が毎日のように行う作業や活動を支援できるロ
ボットは、もはや未来のものではなく、今すでにここに存在しています。これらのプロジ
ェクトにより、外科手術の向上、脳卒中患者のより良くより速い回復、薬剤開発と薬物検
査の改善へと繋がる可能性があります。
」と NIH のディレクターである Francis S. Collins
医学博士・医師(M.D., Ph.D.)は述べ、以下のように続ける。「入手可能な価格の利用しや
すいロボット技術により、人々の健康と、特に増加する高齢者・障害者人口のための在宅
看護とオーダーメイドヘルス・ケアが促進されます。」
NIH は、国立科学財団(NSF: National Science Foundation)、航空宇宙局(NASA:
National Aeronautics and Space Administration) 、 農 務 省 (USDA: United States
Department of Agriculture)の連邦組織と共同で、研究者、患者や臨床医をアシスト可能
な co-robotics の開発を支援するため、6 件のプロジェクトへのファンディングを決定した。
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生 体 組 織 マ イ ク ロ ア セ ン ブ リ ー 用 並 列 ・ 独 立 制 御 マ イ ク ロ ロ ボ ッ ト (Parallel,
Independent Control of Microrobots for Microassembly of Tissues)
薬物療法の開発における大きな障害は、検査に使用される細胞が生体の細胞の挙動を
完全に示さないことである。本プロジェクトでは、人工細胞組織のアセンブリーに用
いられるロボットシステムとしてのミクロンサイズの気泡の開発と使用を目指す。人
工細胞組織の作成により、創薬と薬物検査を向上させて高品質の医療を実現する。
提案者：ハワイ大学マノワ校、Aaron Ohta 氏



画 像 誘 導 の ロ ボ ッ ト 外 科 手 術 の た め の 先 進 的 バ イ オ フ ォ ト ニ ク ス (Advanced
Biophotonics for Image-guided Robotic Surgery)
外科手術によって完全に腫瘍を摘出する能力は、ガン患者の生存に関わる重要な要因
の一つであるが、脳からの腫瘍の摘出には、残存腫瘍組織を残すと生存率が減少し、
健常な脳組織を取れば生涯にわたる神経障害の原因となるため非常に困難である。本
研究の目標は、低侵襲手術の自動的・光学的な誘導をアシストするロボットの開発で
ある。
提案者：Eric Seibel 氏、シアトル、ワシントン大学



ヒューマノイドとリハビリテーションロボティクスの関節型・動力付き下肢の制御
(Control of Powered Segmented Legs for Humanoids and Rehabilitation Robotics)
歩行のリハビリをアシストする現在のロボティクスでは、人間の歩行方法の観察から
作られた一連のパターンを利用している。しかし、段差のある舗道、芝生、坂道や階
段などがある環境で必要となる柔軟性が考慮されていない。本プロジェクトは、多様
な歩行様式における人間の下肢の生体力学的設計と神経筋制御の原理を明らかにし、
それらの原理を動力付き義足やロボットリハビリ装置の設計および制御に活用するこ
とを目標としている。
提案者：Hartmut Geyer 氏、ピッツバーグ、カーネギーメロン大学



高性能ロボティック下腿義足(High Performance Robotic Below-Knee Prostheses)
人間の歩行・移動運動において、足首は重要なエネルギー的役割を担っており、膝や
臀部に比べて著しく多くの動力を供給しているが、既存の下腿義足のほとんどでは足
関節は動力を受ける側にあり、エネルギーを貯蔵・消費している。本プロジェクトで
は、米国の 40 万人の下肢切断者の健康と生活の質を著しく向上させることを目的に、
より多くのパワーを生み出し、小型で軽量なロボット義足に大量のエネルギーを内蔵
することが可能な新しいロボット用アクチュエーターを開発することを目標としてい
る。
提案者：Xiangrong Shen 氏、トゥスカルーサ、アラバマ大学
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消化管のための個人用ピルサイズの軟カプセル型医療ロボット(Personal Pill-Sized
Soft Medical Robots for the Gastrointestinal Tract)
ピルサイズのカプセル内視鏡は消化管の疾患診断用のワイヤレス画像デバイスとして
利用が増えているが、センサーの応用では限られている。本プロジェクトでは、臨床
および個人的な利用で消化管における診断と治療を可能とするために、正確に遠隔操
作ができる新たなピルサイズのロボットを設計・製造することにより、センサー応用
の制限に対処することを目標としている。
提案者：Metin Sitti 氏、ピッツバーグ、カーネギーメロン大学



治療用パワーアシストスーツのブレイン・マシーン・インターフェース制御(Brain
Machine Interface (BMI) Control of a Therapeutic Exoskeleton)
ロボティクスによるリハビリは、脳卒中患者の感覚と運動能力を鍛え直す効果的なプ
ラットフォームである。ロボットデバイスは障害のある手足の正確な位置調整を可能
とさせ、同時に支援・抵抗する力を提供し、患者の動作の質を明らかにするために使
用可能な動作データを収集する。本プロジェクトでは、人間とロボットのインターフ
ェースを非侵襲的なブレイン・マシーンと組合せて、脳卒中で影響を受けた上肢のリ
ハビリを向上させるために、ロボットの動作を自分たちの思考を用いてコントロール
可能とさせることを目標としている。
提案者：Marcia O’Malley 氏、 Gerard Francisco 氏、Jose Luis Contreras-Vidal 氏
ヒューストン、ライス大学

ユーザーや置かれた環境の変化に迅速に適応できるロボットは、
障害者が職場へ復帰し、
楽器を演奏し、スポーツを行い、そして人間の生活における全活動へと従事する可能性を
更に広げる。運動と操作の補助により、一時的・恒久的な障害者の独立性を大きく改善す
ることが可能となる。
NIH は、その 27 の機関およびセンターを通してロボット技術の開発と利用を長らく支
援している。本研究は、国立生体医学画像・生体工学研究所(NIBIB)、国立ユニス・ケネ
ディ・シュライバー小児保健発達研究所(NICHD)、国立看護研究所(NINR)、および国立
神 経 疾 患 ・ 脳 卒 中 研 究 所 (NINDS) か ら の グ ラ ン ト EB016458-01 、 EB016457-01 、
HD075492-01、 HD075493-01;、NR014083-01、NS081854-01 により支援される。
国立ユニス・ケネディ・シュライバー小児保健発達研究所(NICHD: Eunice Kennedy
Shriver National Institute of Child Health and Human Development)：
NICHD は、人間の出生前・後の成長、母体・子供・家族の健康、生殖生物学と人口問題
に関する研究に資金援助している。詳しくは本研究所のウェブサイト
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http://www.nichd.nih.gov/を参照のこと。
国立看護研究所(NINR: National Institute of Nursing Research)：
NINR は、臨床診療のための科学的基礎を作る知識を構築し、疾病や身体障害を防止し、
疾患による症状を管理・解消し、寿命末期・苦痛緩和治療を向上するための基礎・臨床研
究を支援している。詳しくは本研究所のウェブサイト www.ninr.nih.gov を参照のこと。
国立神経疾患・脳卒中研究所(NINDS: National Institute of Neurological Disorders and
Stroke)：
NINDS（ウェブサイト：http://www.ninds.nih.gov）は、米国における脳神経システム研
究に対する主要な資金提供者である。NINDS の使命は、全ての年齢層、全ての社会階層、
全世界の人々の神経疾患の負担を軽減することである。
国立生体医学画像・生体工学研究所(NIBIB: National Institute of Biomedical Imaging
and Bioengineering)：
NIBIB の使命は、エンジニアリング、生物科学、物理科学が交差するところで、多分野に
わたる研究と研究トレーニングを支援することである。NIBIB は、その内部の研究室にお
いて、グラント、協力体制、トレーニングを通して、新興技術の研究開発を支援している。
詳しくは本研究所のウェブサイト http://www.nibib.nih.gov/を参照のこと。
米国国立衛生研究所(NIH)は、米国厚生省(Department of Health and Human Services)
下の、国立医療研究機関で 27 の機関とセンターを持つ。NIH は、基礎、臨床、トランス
レーショナルな医学研究を実施・支援し、一般的な疾病と希な疾病の原因、治療法と治療
薬の研究を行う主要な連邦政府組織である。

翻訳：NEDO（担当

総務企画部 松田 典子）

出典：本資料は、U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of
Health の以下の記事を翻訳したものである。
NIH announces national robotics initiative awardees
http://www.nih.gov/news/health/sep2012/nibib-18.htm
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(1090-1-(2))
【新製造技術(ロボット)】ロボット工学

イニシアティブ

仮訳

全米ロボット工学イニシアティブ
概要
NASA(米国航空宇宙局)は、Office
of Science and Technology Policy
(OSTP：大統領府科学技術政策局)、
NSF(米国国立科学財団)、 NIH(米
国国立衛生研究所)、DOD(米国国防
総省)、USDA(米国農務省)、および
その他の関連機関とパートナーシッ
プを組み、全米ロボット工学イニシ
ア テ ィ ブ (National

Robotics

Initiative ：NRI)に参加している。
このイニシアティブのビジョン
は、現在ロボット工学コンテストに
参加している米国の若者の情熱とエ

National Robotics Initiative のキャンペーンでカー
ネギーメロン大学を訪れたオバマ大統領のスピーチ
に耳を傾ける NASA の主任技術者 Dr.Robert Braun
と他の人々。
クリックで画像拡大

ネルギーを活かして、新たな発明と
製品によりロボット市場を取り戻す
というものである。
今日では、米国のイノベーション
戦略を基盤として、家事用ロボット、
外科手術用ロボット、偵察用ロボッ
トなど、新しいロボットのニッチ市
場が作られている。ロボットはかつ
てケージ(檻)の中に入れられ人から
隔離されていたが、現在ではロボッ
トが人と共存するように開発され、
職場や社会の至る所で人々を助ける

NASA 主催のコンテストに参加する学生とロボット
クリックで画像拡大

のを我々は目にするようになりつつ
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ある。
全米ロボット工学イニシアティブ(以下、NRI という。)は、労働者、探検家、生活者、
運転者として人と共に作業を行うこれらの新しいマシンをターゲットにし、
「co-robotics(共存ロボット)」という新しい専門分野を創り、獲得する。
K-12 の科学・技術・工学技術・数学
NASA は数十年に渡りずっと、教育用ロボットを支援してきた強力なサポーターであり、
毎年何万人もの子供たちが参加するロボット工学コンテストを支援している。これらの若
い人たちが、次なる大きな発明や開発を行い、米国のためにロボット市場を取り戻す新た
な製品を開発するだろうと我々は考えている。
ロボット工学支援に資金提供を行う NASA の取り組みに関する詳細情報については、次の
リンクを参照のこと。
http://robotics.nasa.gov/
http://www.nasa.gov/audience/foreducators/robotics/home/index.html
http://www.nasa.gov/offices/education/programs/descriptions/Robotics_Academy.html

共同研究公募
NSF、NASA、およびその他の機関は、
共同公募でパートナーを組み、ロボット
工学技術の新しい側面の研究に助成金を
提 供 し て い る 。 各 機 関 は 、 NRI の
「co-robotics」の研究テーマにおいて、
それぞれ固有の研究トピックスに関心を
示している。NASA が関心を示している
内容は、次の通りである。


感知&認識(Sensing & perception)：
スペース(関連)センサー(環境、災害
等)。コンピュータ上での効率性に優
れ、インフラフリーなナビゲーショ

NASA からの助成金を得てカーネギーメロン大学の
研究者たちが開発した月面探査車「Scarab rover」
クリックで画像拡大

ン(ローカライゼーション、災害回避等)。設備の配置、サンプリング、リペア等のた
めの触力覚（触覚および力覚）
。


機動力：惑星の表面、小惑星、そして宇宙における、乗組員、計器、ペイロードの輸
送を改善するシステム。これには、アクティブサスペンション、グラップリング(保持)/
アンカーリング(停泊)、脚による移動、フリーフライング輸送形態が含まれる。
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マニピュレーション：ペイロードと資産設備のハンドリングとメンテナンスを改善す
るシステム。マニピュレーションのために映像、触覚および力の制御を融合。人の動
きのような巧みなマニピュレーション。人の近くでの作業が安全なモバイルマニピュ
レーション。



人- システムの相互作用：クルーや地上管制官による操作、モニタリング、ロボット
の監督業務(管理)をより快適にするシステム。これには、ロボットユーザーインター
フェース、自動性能モニタリング、地上データシステムツール、コマンドプランニン
グ、シーケンス化、リアルタイムな視覚化/通知、人とロボット間で意思表示するため
の技術。



自律機能：さまざまなレベルの人間との相互作用(人的介入)で、動的で不確定な環境
下における ロボットシステムの運用を可能にするソフトウェアおよびシステム。これ
には、プランニングとスケジューリング、確実な実行と推論、集積化システム健康管
理と検証/照合が含まれる。



システムエンジニアリング：保全性とアップグレード能力を促進し、統合とテスト関
連コストを削減する、操作上の安定性とライフタイムを向上させるロボットのソフト
ウェア／ハードウェア・アーキテクチャー。

Joint Solicitation に関する詳細情報については、以下のリンクを参照のこと。
http://www.nsf.gov
企業とのパートナーシップ
我々は NASA で、Robonaut2(R2)システムを構築するために GM(General Mortors)社
とパートナーシップを組み、
「co-robotics」の発展に向かう道筋をリードしている。NASA
と GM は人と肩を並べて作業し、共通のツールや仕事を１つのチームとして取り扱えるよ
うになるロボットの提携の構想をシェアしている。この R2 は、作業を行うのに十分な力
を有しているが、人と作業を行う上でも十分安全である。安全性と器用さにおけるこのブ
レイクスルーにより、R2 が宇宙での作業用システムとして認定され、国際宇宙ステーシ
ョン(International Space Station：ISS)に打ち上げられた。ここで R2 システムは、宇宙
飛行士と共同で作業を行うテストが実施される予定である。このＲ2 は ISS 上で開梱され、
2011 年 7 月に初めて乗組員と共に初の点検を受ける予定である。
NASA は、独立した研究プログラムを有し、NASA が求める製品とその能力について照
準を合わせた同じビジョンを共有する企業と同様のパートナーシップを求めている。
Robonaut に関するパートナーシップに係る詳細情報については、以下のリンクを参照の
こと。
http://robonaut.jsc.nasa.gov/default.asp
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各機関の課題
NRI の各提携機関には、それぞれのミッションに合わせた固有の関心事と要求事項があ
る。今日、ロボットが人と共同作業を行うという可能性が、製造、外科手術、リハビリテ
ーション、老人介護や、その他のニッチ市場で現実のものとなってきている。これらの新
技術の利用、育成のため、
「co-robotics」の研究テーマは、各機関によって適応される予定
である。
NASA の Office of the Chief Technologist(OCT)は、
今後 20 年の部品レベルのニーズや、
より大きな課題や使命を確認するための一連の技術ロードマップの制作を命じた。14 のロ
ードマップの内、Technology Area 4 は、「Robotics, Tele-Robotics and Autonomous
Systems(ロボット工学・テレロボティク
ス・自律システム)」というタイトルが付
けられている。またいくつかの課題は、
人による宇宙探索を手助けするマシンの
開発を目的とする「co-robotics」のテー
マに十分即していると見なされている。


オブジェクトの確認とその姿勢の推
定



マニピュレーションに視覚センサー、
触知センサー、力学センサーを融合



先進自動車で人の動きのような性能

NASA の Robonaut2 と人間のチームメート
クリックで画像拡大

を実現


ゼロ、マイクロ、低重力での極度に
厳しい地域(extreme terrain)へのアクセス



小惑星や非強調オブジェクトへのグラップリング(保持)とアンカーリング(停泊)



人の動きのような巧みなマニピュレーションの超越



触覚、マルチセンサーフィードバックによる完全なテレプレゼンス注1



人とロボット間の意思の理解と表現



自律システムの検証



時間遅延を伴う動的・接触作業の管理された自律性



人の傍で共同作業を行う上で安全な、可動式マニピュレーション

注1

テレプレゼンスとは、遠隔地のメンバーとその場で対面しているかのような臨場感を提供する技術のこと
である。特に、高品質な音声や高解像度の映像などを駆使した、遠隔地のメンバー同士で会議を催すためのシ
ステムを指すことが多い。引用ソース↓
http://www.sophia-it.com/content/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%BC%E3
%83%B3%E3%82%B9

8

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1090, 2012.11.7



極限の状態での自律的なランデブー、近接作戦(prox ops＝Proximity Operations)および
ドッキング

NASA の OCT ロードマップの詳細情報については、以下のリンクからドラフトバージョ
ンを参照のこと。
http://www.nasa.gov/offices/oct/home/roadmaps/index.html
NASA の連絡先：
NRI における NASA の関与について
は、NASA の OCT により管理されて
いる。
Michael Green
NASA Office of the Chief
Technologist
g.m.green@nasa.gov
Dr. Rob Ambrose
NRI Technical POC
robert.o.ambrose@nasa.gov

ジェット推進研究所(JPL)の砂だらけの Mars Yard に
置かれた、NASA の火星科学研究所(Mars Science
Laboratory:MSL)の設計/試験モデル(DTM)
クリックで画像拡大

翻訳：NEDO（担当

総務企画部 原田 玲子）

出典：本資料は、NASA の以下の記事を翻訳したものである。
“National Robotics Initiative”
http://www.nasa.gov/robotics/
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(1090-2)
【新エネルギー（太陽エネ）】EU PVSEC ホットワイヤーCVD プロセス
仮訳

コスト効率の高い PV セル製造のための新たなプロセス(独)
プレスリリース 2012 年 9 月 17 日

PV 市場における競争は激しい。価格競争に関して言えば、アジアの製造業に僅差で
先行されることがしばしばある。現在、フラウンホーファー協会の研究者たちは新しい
コーティングプロセスと薄膜層システムを設計しており、これらが用いられた場合には
ソーラーセルの価格を著しく下げることが可能で、ドイツの製造業を競争の最前線に戻
すこともできるだろう。科学者たちは 9 月 25 日から 28 日にフランクフルトで開催さ
れる EU PVSEC(欧州太陽光発電国際会議)展示会(ホール:03、ブース:G22)において新
プロセスの一部の公表を予定している。

環境に優しい、ソーラーセルを利用した電力を
欲するものの、その価格は安くあるべきかと尋ね
た場合に、多くの人々が「イエス」と声を大にし
て答える。こうした理由から、PV セル市場におけ
る真の価格競争が盛んになってきている。とりわ
け、アジア製の安価な製品が、国内の製造業の生
拡大図

き残りを厳しいものにしている。言い換えれば、
これまでは厳しかった。Braunschweig にあるフ

ラウンホーファー協会 Surface Engineering and Thin Films IST 注1が、こうした企業
への支援提供を行っている。ここでは、ソーラーセルの製品価格を劇的に安くするため
のコーティングプロセスと薄膜システムの設計が行われている。科学者たちは、9 月 25
日から 28 日にフランクフルトで開催される EU PVSEC 展示会(ホール:03、ブース:G22)
において新プロセスの一部の発表する予定。

注1

訳者注：http://www.ist.fraunhofer.de/en/profile.html
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プラズマの代わりにホットワイヤーを
PV 産業では、特に 23％という高効率が実現可能なソーラーセル分野に期待が寄せら
れている。こうした HIT(Heterojunction with Intrinsic Thin layer)セルは、結晶シリ
コン吸収層に加え、シリコン薄膜層から構成される。これまでの製造業界では、こうし
た複数の層を基板に蒸着させるためにプラズマ CVD(Chemical Vapor Deposition：化
学蒸着)プロセスが用いられてきた。このプロセスでは、チャンバー内をシラン(同ガス
の分子はシリコン原子１個と水素原子４個から構成される)で満たし、結晶シリコン基
板を設置する。プラズマがガスを活性化させることで、シリコンと水素のつながりをバ
ラバラに壊す。自由になったシリコン原子、及びシリコンと水素が結びついたままの残
留物は基板の表面に蒸着する。ところが、ここで問題が生じる。プラズマが活性化する
のは高価なシランガスの 10～15％だけで、膨大がコストが含まれた残りの 85～90％は
使用されないまま失われるのである。

現在 IST の研究者たちは、このプロセスにおける(シラン)ガスの活性化に、プラズマ
の代わりにホットワイヤーを利用している。「この方法であれば、ほぼ全てのシランガ
スを使用することが可能となり、無駄になっていた 85～90％分を取り戻すことができ
ます。これにより薄膜層の製造コスト全体の 50％超が削減されます。必要となるワイ
ヤーの価格はシランに比べれば取るに足らないものです。」と、IST 部門長の Lothar
Schäfer 博士は説明する。「我々のシステムは(プロセスの)動作中に中断することなく
回路基板にコーティングを行う唯一の方法であり、インラインプロセスと呼ばれます。」
このプロセスが可能なのは、プラズマ CVD を用いた場合の約 5 倍の速さでシリコン膜
を表面に成長させながらも(形成される)層の品質が維持されるためである。現時点では、
50×60cm2 までの表面積をコーティングできる。ただし、このプロセスは産業化の共通
フォーマットである 1.4m2 よりも広い面積へのスケールアップが容易に可能である。こ
の他にも、このシステム技術はプラズマ CVD を用いるよりもかなり簡単なものである
ため、システム費がかなり安価になるという効果がある。例えば、ワイヤーの加熱のた
めの電流供給用発電機のコストは、プラズマ CVD プロセスにおけるそれのたった約 10
分の 1 である。

さらに、このプロセスは薄膜ソーラーセルにも適している。10 パーセントよりわず
かに優れた効率性を示し、これまでにもごくわずかな利益性を有していた。だが、この
ソーラーセルを 3 つ合わせる(つまり、3 枚のセルをそれぞれ重ねる)ことにより、効率
を大幅に、急激に上げることができた。しかし、それには別の問題があった。こうした
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3 枚のセルはプラズマ CVD コーティングを用いることによる材料ロスが多く、3 重接
合 PV セルは高額となってしまう。そのため研究者たちは、プロセスに別の可能性を用
いてみようと試みた。この新たなコーティングプロセスにより、セルはさらにコスト効
率性をもつことになるだろう。もし非常に希少ながらも高効率なゲルマニウムを使用し
た場合、3 重接合セルのもともと長い耐用期間をさらに長く出来る。しかし、ゲルマニ
ウムも非常に高額である。採算が取れるようにするには、例えばホットワイヤーCVD
プロセスを用い、またゲルマニウムの使用量をできる限り減らしながら、(薄膜)層を蒸
着させなければならない。

透明な導電性酸化物のスパッタプロセスで 35 パーセント削減
PV セルによって生成された電力は、使用できるかたちに取り出さなければならない。
そのため、通常は金属製の接触グリッドがソーラーセル上に蒸着されており、これが発
生した正孔(hole)や電子を誘導する。しかし HIT セルに関しては、このグリッド部分が
(透明でないため)不適切である。その代わりに、液晶テレビのものと似た、透明の導電
層が表面全体に必要となる。

導電層の形成には通常、スパッタプロセスを用いる。スパッタプロセスでは、アルミ
ニウムをドーピングした亜鉛やインジウム亜鉛酸化物から作られたセラミックタイル
を微粉末化(atomize)する。細かくなった成分を表面に付着させ、薄い層を形成してい
く。残念ながらセラミックタイルも非常に高額である。そのため、IST の研究者たちは
金属タイルを利用している。金属タイルはセラミックタイルよりも 80 パーセント安価
である。電子制御によって、金属タイルが絶対に酸化しないようにする。酸化によって
金属スパッタにおける作用が変化するかもしれないためである。「制御にかかる費用が
高くなったとしても、1.4 立方メートルのコーティングに関して言えば依然として製造
プロセスコストを 35 パーセントまで安く出来ます」と IST のグループマネージャー
Volker Sittinger 博士は言う。

研究チームは長期間かけて両方のプロセスを組み合わせ、よりコスト効率のある、最
終的にはより採算性のある薄膜コーティングされたソーラーセルを作ろうとしている。
「ホットワイヤーCVD を使ってあらゆるシリコン層を製造することも、金属タイルを
使ったスパッタリングによってあらゆる透明導電層を製造することも可能です。原則と
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して、こうしたプロセスは大規模フォーマットにも対応可能でなければなりません」と
Sittinger 博士は述べる。しかし、現在用いられているプロセスはまだきちんとした製
造プロセスではない。つまり、こうしたプロセスを今から大規模製造用に応用させよう
としても、ソーラーセル製造に利用できるようになるまで依然として 3～5 年はかかる
と見込まれる。
→ Fraunhofer at EU PVSEC 2012

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣）

出典：本資料は、独国フラウンホーファー協会の以下の記事を翻訳したものである。
“New Processes for Cost-efficient Solar Cell Production”
http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2012/september/new-processes-for
-cost-efficient-solar-cellp-production.html
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(1090-3-1)
【新エネルギー(太陽エネ)】

i-PERC 低破損率 シリコン削減

仮訳

imec社とSolarWorld社が変換効率Aクラスの
超薄膜PERCベースモジュールを発表（ベルギー）
2012 年 9 月 24 日
EU PVSEC 2012 (ドイツ、フランクフルト) — 2012 年 9 月 24 日
今週開催された欧州太陽光発電国際会議・展示会(European Photovoltaic Solar Energy
Conference and Exhibition: 27th EU PVSEC 9/24～9/28)において、imec 社と SolarWorld
社は超薄膜(100μm)大面積(156×156mm2)の PERC (passive emitter and real cell) 型単
結晶シリコン PV セルを搭載した、出力 255Wp、変換効率が A クラスのモジュールを発
表する。imec 社と SolarWorld 社が共同で開発した PERC ベースのモジュールは、
SolarWorld 社の完全に自動化された製造ラインで、ウェハーが大きく破損されることなく
製造された。これは、PERC 技術の確実さと SolarWorld 社のモジュール製造の高い品質
を証明するものである。PERC 型のシリコン PV セルは、高い変換効率にシリコン使用量
の削減を併せ持つ、量産用次世代 PV セルコンセプトの有望な候補である。
PV 用のシリコン原料価格は著しく下落したものの、薄型で高効率な結晶シリコン PV
セルの技術的ソリューションを探求することは、コスト削減と性能向上の理由から現在で
も理に適ったものである。薄膜セルの製造歩留まりは一般的に、産業への全面的な導入を
妨げる障害である。表面のパッシベーションの改善による薄膜ＰＶセルの変換効率の向上
に加えて、PERC 技術はまたセルの内部応力を低減させる。これにより、製造プロセスに
おける薄膜ウェハーのハンドリングをあまり気にかける必要がなくなる。
imec 社と SolarWorld 社によるモジュールにはそれぞれ、imec 社の PV リサーチグルー
プと(SolarWorld 社のグループ会社である)SolarWorld Innovations 社(SWIN)が共同で製
造した、120μm の薄さの Cz(Czochralski:チョコラルスキー)シリコンウェハー材料から
作った、ランダムに選択された 60 枚の i-PERC セルが含まれている。SWIN での表面デ
カップリングと接合形成の後、imec 社のチームが背面のパッシベーションと背面のレーザ
ーアブレージョンを行った。背面のアルミニウムメタライズには SWIN にて蒸着が施され、
一方、imec 社のチームは銀スクリーン印刷、混焼および特性評価を実施した。
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セル性能最高効率 19%と共に、平均して 18.5%(±0.5%)のセル効率が測定された。結果
としてモジュール生産用の 18.5%(±0.2%)の効率を十分有するセルの製造が、60 枚セル、
A クラス・標準モジュールで、SolarWorld 社のモジュール製造ラインを使用して実施され
た。imec 社と SolarWorld 社のモジュールは、SolarWorld 社のモジュールテストラボに
て 255Wp を超える出力を実証した。
SolarWorld 社のプロジェクトマネジャーであり、PV モジュールテストラボの部門マネ
ジャーである Johannes Kirchner 氏は「たった 100μm のウェハーの最終的な厚さにもか
かわらず、これらのセルは SolarWorld 社の完全に自動化された標準モジュール量産ライ
ンを通すことができました。
」と述べ、また、imec 社の R&D PV プロジェクトマネジャー
である Joachim John 氏は「これは、imec 社の PERC 技術の産業応用のさらなる実証で
あることから、大変嬉しく思っています。i-PERC 生産と完全に自動化されたモジュール
製造における低破損率は、最終的なセルの狭い製造のばらつき幅と相まって、高効率の
PERC PV セル製造においてシリコン原料量の大幅な削減が可能であるということ実証し
ています。
」と述べる。
このプロジェクトは、欧州における研究機関と(製造)企業の協力事業の一例である。
この研究開発結果は、ワットピーク当たりのシリコン量をさらに削減するために、薄膜
シリコン基盤の製造プロセスとモジュールインテグレーションの開発と実証を実施する
EU プロジェクト、ULTIMATE の枠組みにおいて達成されたものである。
imec 社について
imec 社は、ナノエレクトロニクスと PV セルの世界トップレベルの研究を実施している。
同社は、情報通信技術、ヘルスケア、エネルギーの分野において、その科学的知識とグロ
ーバルなパートナーシップにより革新的な能力を活用している。また、同社は産業に結び
つく技術のソリューションを提供している。独自のハイテク環境において、同社の国際的
にトップレベルの技術力が、持続可能な社会でのより良い生活を構築するための要素を提
供する。ベルギー、ルーバン市に本社を置き、ベルギー、オランダ、台湾、米国、中国、
インド、日本にそれぞれ事務所を構える。約 2,000 人の同社のスタッフには 600 人を超え
る駐在研究員と客員研究員が含まれる。2011 年の収益(P&L)は、約 3 億ユーロであった。
同社の詳しい情報は、ウェブサイト www.imec.be を参照のこと。
imec 社は、以下の会社の登録商標である：IMEC International ("stichting van openbaar
nut”として、ベルギーの法律で設定された法人 、imec Belgium (IMEC VZW としてフラ
ンダース政府によってサポートされている )、imec the Netherlands (Stichting IMEC
Nederland、Holst Centre の一部として、オランダ政府によってサポートされている )、
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imec Taiwan (IMEC 台湾の会社 )、
imec China (IMEC マイクロエレクトロニクス（上海）
有限公司)、imec India(アイメックインディアプライベートリミテッド )。
連絡先：
Contact:
Hanne Degans
External Communications Officer
T: +32 16 28 17 69
Mobile: +32 486 065 175
Hanne.Degans@imec.be
Holst Centre
Koen Snoeckx
Communication Manager
T: +31 (0)40 277 40 91
M: +31 (0)612 71 98 43
Koen.Snoeckx@holstcentre.com

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子）

出典：本資料は、imec 社の以下の記事を翻訳したものである。
imec and SolarWorld present ultra-thin PERC-based PV module that achieves Class A
module efficiencies
http://www2.imec.be/be_en/press/imec-news/imecsolarworldmodule.html
(Used with Permission of imec)
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(1090-3-2)
【新エネルギー（太陽エネ）
】フロントメッキ接点

メタライズ

仮訳

信頼性のある高効率 PV セル製造での
革新的メタライジングプロセス（ベルギー）
EU PVSEC 2012 (独・フランクフルト) - 2012 年 9 月 24 日
今週開催された EU PVSEC 2012(第 27 回欧州太陽光発電国際会議・展示会)において、
imec(Inter-university Microelectronics Center)社は、数種の金属をメッキする一連のプロ
セスのみでシリコン PV セルにメッキされたフロント端子を形成するイノベーティブなプ
ロセスを開発したと発表した。このプロセスで大面積 PV セルが imec 社の研究所で加工
されており、変換効率 20.3%(フラウンホーファー ISE-Callab で認定)と優れた信頼性を
兼ね備えている。この一連のフルメッキ処理が、大量生産を可能にするインラインメッキ
ツールにも用いられるようになってきている。
メッキ処理による端子形成の新プロセスには、一連のメッキ処理プロセスを用い(Ni、
Cu、Ag をメッキする)、その後に焼きなましを行う。この一連のメッキ処理プロセスでは、
銀ペーストを用いた標準のスクリーン印刷によるメタライズ加工よりもアスペクト比(縦
横比)は最終的に高くなり、銀の使用量が最小限に抑えられる。アスペクト比が高くなると
影による損失が低下するため、変換効率が高まると同時に、主に銅を用いたメタライズ加
工では、現行の銀メタライズよりも持続可能な(地球に優しい)代替物質がもたらされる。
メッキ加工後の端子の密着性は、ハンダタブ(ハンダ付け用に設けた出っ張り)の密着強
度引っ張り試験で 2N を凌ぐ引っ張り強度を示すほどに優れている。このプロセスで製造
された単セル積層型太陽電池と小型モジュールは、長期運転用のシリコン PV セルとモジ
ュールを認定する太陽電池業界の IEC61215 規格で規定された熱サイクルと温湿度サイク
ルの 1.5 倍の強度を示し、パスした。
Imec 社の PV 研究ディレクターJef Poortmans 博士は、「この新しいメタライズ法は、
imec 社の PERC (passive emitter and real cell)プロセスに対して最近適用されたもので、
構造とマテリアルの最適化により PV の所有コストと変換効率が最適化された。このプロ
セスとこれにより得られた大面積の「p 型シリコン(Cz)PV セル」(Cz 法で製造された原料
を用いた p 型シリコンセル)は、太陽光発電製品の大量生産の要件に完全に適合している。
認定エネルギー変換効率 20.3％と、より高い変換効率を持つ最新のバッチ製造された PV
セルにより、我々の研究開発の次なるステップで、PERC-PV の変換効率は、21%をはる
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かに超えるまでに劇的に向上するはずである。
」
この成果は、シリコン利用を劇的に減らしながらも PV の変換効率を高め、ワットピー
ク当たりのコストの大幅な削減を狙った先進プロセス技術の探求および開発を行う多協調
型(マルチパートナー)研究開発(R&D)プログラムである、imec 社のシリコン PV の企業と
の産業提携プログラム「IMEC's Industrial Affiliation Program(IIAP)」において得られ
たものである。PV セル生産に向けたイノベーティブなプロセスの集約化を希望する産業
パートナーは、imec 社の R＆D プログラムに自由に参加できる。
imec 社について
imec 社は、ナノエレクトロニクスと PV セルの世界トップレベルの研究を実施している。
同社は、情報通信技術、ヘルスケア、エネルギーの分野において、その科学的知識とグロ
ーバルなパートナーシップにより革新的な能力を活用している。また、同社は産業に結び
つく技術のソリューションを提供している。独自のハイテク環境において、同社の国際的
にトップレベルの技術力が、持続可能な社会でのより良い生活を構築するための要素を提
供する。ベルギー、ルーバン市に本社を置き、ベルギー、オランダ、台湾、米国、中国、
インド、日本にそれぞれ事務所を構える。約 2,000 人の同社のスタッフには 600 人を超え
る駐在研究員と客員研究員が含まれる。2011 年の収益(P&L)は、約 3 億ユーロであった。
同社の詳しい情報は、ウェブサイト www.imec.be を参照のこと。
imec 社は、以下の会社の登録商標である：IMEC International ("stichting van openbaar
nut”として、ベルギーの法律で設定された法人 、imec Belgium (IMEC VZW としてフラ
ンダース政府によってサポートされている)、imec the Netherlands (Stichting IMEC
Nederland、Holst Centre の一部として、オランダ政府によってサポートされている )、
imec Taiwan (IMEC 台湾の会社 )、
imec China (IMEC マイクロエレクトロニクス（上海）
有限公司)、imec India(アイメックインディアプライベートリミテッド )。
連絡先：
Hanne Degans
External Communications Officer
T: +32 16 28 17 69
Mobile: +32 486 065 175
Hanne.Degans@imec.be

翻訳：NEDO（担当

総務企画部 原田 玲子）

出典：本資料は、imec 社の以下の記事を翻訳したものである。
“Innovative metallization process for reliable, high-efficiency solar cells”
http://www2.imec.be/be_en/press/imec-news/highefficiency2012.html
(Used with Permission of imec)
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(1090-3-3)
【新エネルギー（太陽エネ）】有機 PV

変換効率

反転バルクヘテロ接合構造

仮訳

世界記録更新の変換効率をもつ
imec 社と Solvay 社の有機 PV モジュール（ベルギー）
EU PVSEC 2012 (独・フランクフルト) - 2012 年 9 月 24 日
今週開催された EU PVSEC 2012(第 27 回欧州太陽光発電国際会議・展示会)において、
imec(Inter-university Microelectronics Center)社と化学企業の Solvay 社は、世界記録更
新となる変換効率 5.5%(Newport 社により認定)の有機 PV モジュールを発表した。モジュ
ールレベルで最適な性能を引き出すことは、有機 PV セルの生産プロセスの量産化と、ス
ムーズな商業化(への移行)を目指す上で不可欠なステップである。この成果は、imec 社が
Solvay 社と密に協力し開発を行った新しい反転バルクヘテロ接合構造と、Polyera 社の登
録商標 ActivInkTM 半導体を用いることで達成された。
有機 PV セルは、透光性を持ち、高い生産性で広大な面積に取り付けが可能であるため、
建物の外壁や窓に組み込める可能性がある。有機 PV セルの変換効率は、入射光の強度や
角度による影響がより少ないが、適切な産業的な解決策となるためには、さらなる性能向
上や製品寿命の延長と同様に、工業プロセスに向かったグレードアップが求められる。
有機 PV セルに関する imec 社の研究プログラムは、有機 PV 技術を市場に導入するため
の全ての課題に取り組むものである。imec 社は、ポリマーベースの PV セル専用の反転バ
ルクヘテロ接合構造を開発した。この構造は、PV セルの光マネジメントを同時に最適化
し、
デバイスの安定性を高める。
2011 年にセルレベルで優れた変換効率成果を実証後、imec
社と Solvay 社は、発電に 95%の開口部(受光)面積を用いる高性能モジュール内に反転バ
ルクヘテロ接合 PV セルを統合するプロセスを開発した。これにより達成された、開口部(受
光)面積 16cm2 で 5.5%という高いモジュール変換効率は、有機 PV モジュールにおける世
界記録となる。
imec 社の有機 PV の研究開発(R&D)グループリーダーTom Aernouts 氏はこう述べる。
「モジュールレベルでこのような素晴らしい成果を達成することができ、我々は非常に興
奮している。これらの成果は、大量生産を目指して有機 PV セル技術をグレードアップす
る上での重要なステップである。デバイスやモジュールの構造をさらに最適化し、PV セ
ルの光機能材料を最適化することで変換効率を高め、製品寿命を延ばし続けるのだ。これ
らは、有機 PV セルの産業関連技術の開発に不可欠な進歩である。
」
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imec 社による有機 PV 研究は現在、
オランダの ELAT 地方(EindhovenLeuven-Aachen triangle)で活躍する
薄膜ソーラーエネルギー技術の立役者
たちのノウハウを活かし、国境を越え
て活動する研究開発グループ Soliance
の研究の一環として、薄膜 PV 分野に
おける世界的なプレーヤーとして、こ
の地域の地位を高めるために行われて
いる。

imec 社について
imec 社は、ナノエレクトロニクスと
PV セルの世界トップレベルの研究を

認証変換効率 5.5%という世界記録を達成した有機 PV
モジュール。

実施している。
同社は、
情報通信技術、

ヘルスケア、エネルギーの分野において、その科学的知識とグローバルなパートナーシッ
プにより革新的な能力を活用している。また、同社は産業に結びつく技術のソリューショ
ンを提供している。独自のハイテク環境において、同社の国際的にトップレベルの技術力
が、持続可能な社会でのより良い生活を構築するための要素を提供する。ベルギー、ルー
バン市に本社を置き、ベルギー、オランダ、台湾、米国、中国、インド、日本にそれぞれ
事務所を構える。約 2,000 人の同社のスタッフには 600 人を超える駐在研究員と客員研究
員が含まれる。2011 年の収益(P&L)は、約 3 億ユーロであった。同社の詳しい情報は、ウ
ェブサイト www.imec.be を参照のこと。
imec 社は、以下の会社の登録商標である：imec International ("stichting van openbaar
nut”として、ベルギーの法律で設定された法人 、imec Belgium (IMEC VZW としてフラ
ンダース政府によってサポートされている )、imec the Netherlands (Stichting IMEC
Nederland、Holst Centre の一部として、オランダ政府によってサポートされている )、
imec Taiwan (IMEC 台湾の会社 )、
imec China (IMEC マイクロエレクトロニクス（上海）
有限公司)、imec India(アイメックインディアプライベートリミテッド )。

翻訳：NEDO（担当
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出典：本資料は、imec 社の以下の記事を翻訳したものである。
“Imec and Solvay Announce World Record Efficiency for Organic Photovoltaic Module”
http://www2.imec.be/be_en/press/imec-news/imecworldrecordopvmodule.html
(Used with Permission of imec)
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(1090-3-4)
【新エネルギー（太陽エネ）】【ナノテク・材料（プリンテッド・エレクトロニクス）】
ALD(原子層蒸着)
仮訳

imec 社、RENA 社、SoLayTec 社が
高効率 i-PERC シリコン PV セル用の革新的な
ALD パッシベーションを発表(ベルギー)

EU PVSEC 2012(フランクフルト、独)、2012 年 9 月 24 日：今週の EU PVSEC (第
27 回欧州太陽光発電国際会議・展示会<開催期間：9 月 24 日-28 日>)において、imec
社、RENA 社、および SoLayTec 社が、原子層蒸着(ALD：atomic layer deposition)に
よ り パ ッ シ ベ ー シ ョ ン さ れ た 、 薄 膜 (165 μ m) 大 面 積 (156 × 156mm2) の
i-PERC(industrial passivated emitter and rear cell)型シリコン PV セルを発表した。
スクリーンプリントプロセスを用いた選択エミッターを使用せずに、19.6％の効率を達
成したことを発表した。
この PV セルの製造は imec 社の PV セル用パイロットライン内で行われ、RENA 社
のインライン研究所の設備を使って背面ポリッシュ工程とエミッター除去工程を処理
し 、 さ ら に SoLayTec 社 の イ ン ラ イ ン 空 間 ( 分 離 )ALD プ ロ セ ス 開 発 ツ ー ル
(InPassionLAB)を使って ALD-Al2O3 蒸着を施した。imec 社の i-PERC プロセスにお
いて、最も優れたセルでは開放電圧(Voc)665mV における変換効率は 19.6％(*)を達成
し、一連の小規模バッチ(で製造されたセル)の(変換効率の)平均値は 19.4％であった。
「こうした成果は、空間 ALD-Al2O3 が前面の寄生成長(parasitic deposition)に邪魔さ
れることなく、優れたパッシベーションを施せることを意味します」と、シニア研究員
であり、imec 社の PV 部門で Al2O3 パッシベーション開発の責任者である Aude
Rothschild 博士は説明する。「この技術が持つ優れたパッシベーションレベルによっ
て高い効率性の実現が可能となり、近い将来、さらなる改善が PV セルにもたらされる
見込みです。数ヶ月後には効率を 20％アップさせるつもりです。」
RENA 社の PV 製造マネージャーである Franck Delahaye 氏：「この優れたセルの
実現は、RENA 社の持つ、i-PERC という次世代セルのコンセプトに向けた背面ポリッ
シュ用の InPolish、及び接合分離 InOxSide の完成度を示すものである。」
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SoLayTec 社の共同創設者であり、マーケティングとセールスのマネージャーである
Roger Görtzen 氏：「背面パッシベーションの優れた成果により、SoLayTec 社の ALD
Al2O3 プロセスの特性が証明されました。研究所内における当該プロセスは大規模生産
へのスケールアップが可能です。TMAl(トルメチルアルミニウム)の消費量も少なく、
所有コストも最も安価で済みます。これは、高効率 p 型 PERC シリコン製の薄膜 PV
セルに向けたパッシベーション層の第一候補なのです。」
この成果は、シリコン利用を劇的に減らしながらも PV の変換効率を高め、ワットピ
ーク当たりのコストの大幅な削減を狙った先進プロセス技術の探求および開発を行う
多協調型(マルチパートナー)研究開発(R&D)プログラムである、
imec 社のシリコン PV
の企業との産業提携プログラム「IMEC's Industrial Affiliation Program(IIAP)」にお
いて得られたものである。PV セル生産に向けたイノベーティブなプロセスの集約化を
希望する産業パートナーは、imec 社の R＆D プログラムに自由に参加できる。
(*)imec 社内の測定方法による

空間 ALD Al2O3 を蒸着させるための
SoLayTec 社の InPassion LAB(PDT)ツール

imec 社について
imec 社は、ナノエレクトロニクスと PV セルの世界トップレベルの研究を実施して
いる。同社は、情報通信技術、ヘルスケア、エネルギーの分野において、その科学的知

23

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1090, 2012.11.7

識とグローバルなパートナーシップにより革新的な能力を活用している。また、同社は
産業に結びつく技術のソリューションを提供している。独自のハイテク環境において、
同社の国際的にトップレベルの技術力が、持続可能な社会でのより良い生活を構築する
ための要素を提供する。ベルギー、ルーバン市に本社を置き、ベルギー、オランダ、台
湾、米国、中国、インド、日本にそれぞれ事務所を構える。約 2,000 人の同社のスタッ
フには 600 人を超える駐在研究員と客員研究員が含まれる。2011 年の収益(P&L)は、
約 3 億ユーロであった。同社の詳しい情報は、ウェブサイト www.imec.be を参照のこ
と。

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣）

出典：本資料は、imec 社の以下の記事を翻訳したものである。
“Imec, RENA and SoLayTec present innovative ALD passivation for high-efficiency
i-PERC Silicon Solar Cells”
http://www2.imec.be/be_en/press/imec-news/ald2012.html
(Used with Permission of imec)
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(1090-4)
【新エネルギー（風力等自然エネ）】エネルギー統計
仮訳

統計プレスリリース：英国エネルギー統計
四半期別エネルギー統計：エネルギー動向と四半期別エネルギー価格
2012 年 9 月 27 日
2012 年 9 月 27 日の今日、エネルギー気候変動省から Energy Trends(エネルギー動
向)と Quarterly Energy Prices(四半期別エネルギー価格)が発表された。
Energy Trends では、燃料の種類別に生産／消費されるエネルギー総量がそれぞれ統
計として取り扱われ、年ごとの変化が分析されている。現在は再生可能エネルギーのセ
クションも含まれている。
Quarterly Energy Prices では、国内の産業需要者への価格、石油製品の価格、さら
に国際燃料価格との比較等が取り扱われている。

2012 年第 2 四半期の主なポイントは次の通り：


今年の第 2 四半期における英国原産の燃料生産量は、前年同期から 10.1％減少
した。石油生産量は 12.2％、天然ガス生産量は 13.9％減少している。これは、
保守点検の実施や生産活動の減速等が原因である。



エネルギー利用のための一次エネルギー総消費量は 6.3％増加した。しかし、
2011 年第 2 四半期と今年の第 2 四半期の気候状況の違いを考慮した上で調整
を行った場合、一次エネルギー消費量の増加は 0.8％となる。



最終エネルギー消費量は 5.1％増加しており、国内消費量は 32.8％増加した。
ただし、2011 年の気候が温暖であったことから、第 2 四半期における国内消
費量は特に低いものとなっている。



主要な輸送燃料への供給量は前年同期比で 6.3％減少した。ガソリン(motor
spirit)供給量は 10.6％減少しており、3 月にタンクローリードライバーによる
ストライキが起こる可能性を見越した大幅な供給量の増加があり、4 月の供給
量は特に低いものとなっている。
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今年の第 2 四半期における電力生産量の資源別シェアは、天然ガスが価格の高
騰により 29.8％(過去 14 年間の第 2 四半期比で最も低いシェア)、石炭が 36.1％
(過去 14 年間の第 2 四半期比で最も高いシェア)となった。



電力生産量のシェアのうち、再生可能エネルギーは 2011 年第 2 四半期の 9.0％
から、今年の第 2 四半期では 9.6％に増加。その内、水力発電量は降雨量が少
なかった影響により、前年同期比 31.3％減。また、洋上風力発電量が同 46.7％
増となった一方で、陸上風力発電量は同 11.4％減となった。再生可能エネルギ
ーの発電量は前年同期比で 6.5％増となった。



VAT(Value Added Tax：付加価値税)込みの国内電力価格が実質ベースで前年
同期比 5.5％増となる中で、国内ガス価格の上昇率は 13.0％であった。

2011 年の 7 月から 12 月の期間については、産業用の中口、大口、超大口電力需要者
向けの税込み電力価格は EU15 ヶ国の中央値を上回ったものの、小口電力需要者向けの
価格は中央値を下回った。産業用天然ガス需要者の価格は EU15 ヶ国における他の全て
のエネルギー需要者価格と比較して最も低かった。Eurostat

注1

によるデータの発表が

遅れているため、2012 年前期 6 ヶ月分の国際比較データはない。DECC(英国エネルギ
ー気候変動省)は 2012 年の 1 月から 6 月分のデータを、10 月末に DECC のウェブサイ
トに掲載する予定であるが、Eurostat の発表スケジュールによっては変更となる場合
もある。

2012 年 9 月の Energy Trends には次の内容も含まれている：


スコットランド、ウェールズ、北アイルランドおよびイングランド各地域にお
ける 2011 年の再生可能エネルギー電力量



スコットランド、ウェールズ、北アイルランドおよびイングランド各地域にお
ける 2011 年の熱電併給量



LCPD(Large Combustion Plant Directive：大型燃焼プラントに関する EU 指
令の一つ)の対象とされていないプラントの 2011/12 年度冬期の稼働時間



2011 年の英国における火力発電使用量の試算



グレートブリテン島(イングランド、スコットランド、ウェールズ)における家
庭用断熱材のレベル－方式の変更



固定価格買取制度に関する統計



ナショナルグリッド社(正式名が National Grid Plc.：英国の基幹送電網を有す
る電力会社)の運用計測データと再生可能エネルギー

注1

訳者注：欧州委員会内で統計を担当する部局
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新たな再生可能エネルギー証書(ROCs)制度に関する表



Energy Supplier obligations(エネルギー供給者負担)から提供される断熱対策
やエネルギー効率を高める製品を介して恩恵を受けている世帯数

表や情報を含む完全な発表内容はこちらから：
Statistical press release: UK energy statistics 27 September 2012 [filetype:pdf
filesize: 232.49Kb] Size: [232 KB] File Type: [.pdf]

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣）

出典：本資料は、英国エネルギー気候変動省(DECC)の以下の記事を翻訳したものであ
る。
“Statistical press release: UK energy statistics”
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/pn12_109a/pn12_109a.aspx
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(1090-5)
【新エネルギー（太陽エネ）】硫黄含有雰囲気下

レーザーパルス照射

仮訳

ブラックシリコンから作られたソーラーセル(独)
リサーチニュース：2012 年 10 月 1 日

ソーラーセルは太陽光スペクトラムに含まれるエネルギーのうち 3/4 を電気に変換し
ているが、通常のソーラーセルでは未だ赤外線スペクトラムのほとんどが利用されてい
ない。一方で、ブラックシリコンソーラーセルは特に太陽スペクトラムのこの部分を吸
収するよう設計されており、研究者らは最近、この変換効率を倍増させることに成功し
た。
太陽光が紺碧の空から照りつけ、屋上に取り付けられたソーラーセルがこのソーラー
エネルギーを電気に変換する。ただし、全てのエネルギーが変換されるのではなく、太
陽光スペクトラムの内のおよそ 1/4 が通常のソーラーセルでは変換することができない
赤外線であり、そのため、この分の熱放射は失われてしまう。この問題を克服する方法
の一つが、赤外線を含め、照射した太陽光のほぼ全てを吸収して電気に変換する物質で
あるブラックシリコンの利用である。ところで、どうやってこの物質を製造するのか。
「ブラックシリコンは、硫黄含有雰囲気下でフェムト秒のレーザーパルスを通常のシリ
コンに照射して製造されます」と、フラウンホーファー通信研究所ハインリッヒヘルツ
研究所(HHI)にある光ファイバーセンサーシステムプロジェクト内の「エネルギー変換
用ナノマテリアル(Nanomaterials for Energy Conversion)」研究グループを率いる
Stefan Kontermann 博士は説明する。
「これにより、シリコン格子の間に硫黄原子が埋
め込まれた表面が構築され、黒色の物質になるのです。」ソーラーセル製造業者が自身
の製品にこのブラックシリコンを装備できたなら、太陽光スペクトルの全てを利用でき
るようになり、セルの変換効率は大幅に上昇するだろう。
HHI の研究者らは、ブラックシリコンソーラーセルの効率を倍増させようとしてき
た。言い換えると、赤外線スペクトラムから更に多くの電気を生み出すことのできるセ
ルが開発されたのである。「シリコンへの照射に利用するレーザーパルスの状態を調整
することで実現しました。
」と Kontermann 氏は言う。これにより、科学者たちはブラ
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ックシリコンにある主要な問題を解決することができた。つまり、通常のシリコンでは
赤外線の光には電子を伝導バンドに励起させるための十分なエネルギーがなく、電気に
変換することができなかったが、ブラックシリコンに埋め込まれた硫黄が当該バンドギ
ャップの中間に足場のようなものを形成する。壁をよじ登る時の状況に例えれば、初め
は壁が高すぎて落ちてしまうが、次は(バンドギャップの)中間にある足場を使って 2 歩
で登ることに成功するようなイメージである。ところで、この中間にできた硫黄による
足場は、電子が「壁(バンドギャップ)」を登るのを可能にするだけでなく、逆にも作用
し、電子が再び失われ、伝導バンドから電子が飛び越えて再び戻ってくる時にも経由さ
れる。硫黄原子を原子サイズの格子の間に埋め込むためのレーザーパルスを調整するこ
とによって、研究者たちは格子内における原子の状態を変化させ、「足場」の高さを変
えることができるようになった。「レーザーパルスを使って硫黄の埋め込み量を変え、
登るエレクトロンの数を最大かつ、戻るエレクトロンの数を最小にすることが可能です」
と Kontermann 氏はまとめた。

受賞プロジェクト
当該プロジェクトの初期段階で、科学者たちはレーザーパルスを調整し、どのように
ブラックシリコンの特性が変化し、またこの物質で作られたソーラーセルの効率がどの
ように変化するかを調査していた。現在は形状の異なるレーザーパルスを使い、この変
化が硫黄のエネルギーレベルをどのように変化させるかを分析している。将来的には、
最適効率を実現するためにレーザーパルスをどのように調整すべきかを自動的に認識
するアルゴニズムシステムの構築を期している。’Customized light pulses’ (カスタマイ
ズされたパルス光) に関するプロジェクトは、今年の’ 365 Places in the Land of Ideas
competition 注1’ の一つに選ばれた。授賞式が 2012 年 10 月 11 日に Goslar で開催され
る。
既に研究者たちはブラックシリコンソーラーセルのプロトタイプの開発に成功して
おり、今後は商業化技術との融合を目指していく。
「変換効率およそ 17％に達している
現在の商業用ソーラーセルにブラックシリコンを合わせることにより、その効率をさら
に 1％向上させたい」と Kontermann 氏は言う。初めは標準的な商業用ソーラーセル
から開始する。専門家たちはシンプルに(従来の標準セルの)背面カバーを除去し、セル
の一部としてブラックシリコンを組み合わせ、通常シリコンとブラックシリコンの両方
を含むタンデムソーラーセルを製造している。また研究者はスピンオフ(即ち、別会社
訳者注：ドイツ大統領がドイツ銀行との協力の下で 2006 年から開催しているプロジェクトコンペ
http://www.land-der-ideen.de/en/365-selected-landmarks/365-landmarks-land-ideas-competition
注1
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化)も計画している。この会社を通じ、製造業者の既存のソーラーセル製造ラインに後
付けが可能なこのレーザーシステムを市場に流通させる予定である。これにより、製造
業者は自分たちでブラックシリコンを製造できるようになり、ブラックシリコンを含む
標準セルの製造が可能となるだろう。

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣）

出典：本資料は、独フラウンホーファー協会の以下の記事を翻訳したものである。
“Solar cells made from black silicon”
http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2012/october/solar-cells-made-fro
m-black-silicon.html
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(1090-6)
【新エネルギー(太陽エネ)】

生産コスト

変換効率

アモルファスシリコン

仮訳

ヘテロ接合でPVセルの効率新記録を達成（スイス）
2012 年 9 月 28 日
2012 年 9 月 28 日— 今週、独、フランクフ
ルトにて、スイス連邦工科大学ローザンヌ校
(École

Polytechnique

Fédérale

de

Lausanne: EPFL) の マ イ ク ロ 工 学 研 究 所
(Institute of Microengineering)が、該当使用
基板のタイプでは最高記録となるエネルギ
ー変換効率が 21.4%の「ハイブリッド」PV
セルを発表した。このブレイクスルーは太陽
電池の設置コストの低減に貢献するだろう。
中期的にはたったの 2,000 フラン(約 165,000 円：1 スイスフラン 82.7 円で換算)の PV
への投資によって、4 人家族が消費する電力を十二分に賄えることになる。この有望なシ
ナリオは、EPFL のマイクロ工学研究所(所在地：ニューシャテル、スイス)が達成したイ
ノベーションによって可能となった。同研究所の Photovoltaics Laboratory (PVlab)のデ
ィレクターである Christophe Ballif 教授率いる研究チームが、ドイツ、フランクフルトで
開催された欧州太陽光発電国際会議・展示会(European Photovoltaic Solar Energy
Conference and Exhibition)にてこの研究結果を発表した。
PVlab では薄膜太陽電池を専門的に研究開発しており、ここ数年はヘテロ接合技術とし
て知られ、太陽光の捕獲性能を向上させる「ハイブリッド」技術に注目している。
「1 ミク
ロンの 100 分の 1 のアモルファスシリコンの極薄層を、結晶シリコンウェハーの両側に貼
り付けました。
」と Ballif 教授は説明する。この「サンドイッチ」構想が、センサーの効
率を向上させる。
この組合せが効果的となるためには、2 種類のシリコンの接合部分が最適化される必要
がある。(PVlab 研究チームメンバーである)Antoine Descoeudres 氏は、Stephaan DeWolf
氏と他の研究者らと共にそれをやり遂げた。彼らは、最も一般的であり、そのため最も安
価である結晶セル(「p 型シリコン(p-doped silicon)」と呼ばれる)を選び、それを調整して
アモルファスシリコンの利用プロセスを向上させた。その結果、この種類の基板では最高
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記録となる 21.4%のエネルギー変換効率を達成した。現在、単結晶セルのエネルギー変換
効率は最高でも 18～19%である。
また開回路電圧 726mV を測定し、これも史上初となる。
しかも、あまり一般的でない基板において効率 22%の壁を破った。

市場導入が間近
これらの結果は、ドイツ、フラウンホーファー・太陽エネルギーシステム研究 所
(Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems: ISE)により検証され、近いうちに米国
電気電子学界(Institute of Electrical and Electronics Engineers: IEEE)の Journals of
Photovoltaics に掲載される。
これらのイノベーションは、あと数年内に産業化のステージへと移行するだろう。本研
究活動は、Roth & Rau Switzerland に対する委託で一部資金提供され、その親会社であ
る Meyer Burger は既に、この種類のヘテロ接合センサーを組み立てる機器の商業化を開
始している。
「3 年～5 年の間にセンサーが平方メートル当たり 100 スイスフランの生産コ
ストとなることを期待しています。
」と Stefaan DeWolf 氏は述べ、以下のように続ける。
「このようなエネルギー変換効率の達成により、スイスにおいて年間 200～300kWh を発
電することができるでしょう。
」

翻訳：NEDO（担当

総務企画部 松田 典子）

出典：本資料は、École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)の以下の記事を翻
訳したものである。
“New record for photovoltaic solar cells” by Emmanuel Barraud
（http://actu.epfl.ch/news/new-record-for-photovoltaic-solar-cells/）
(Used with Permission of École Polytechnique Fédérale de Lausanne)
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(1090-6-(1))
【新エネルギー(太陽エネ)】

結晶シリコン

アモルファスシリコン

ヘテロ接合

高効率太陽電池
仮訳

a-Si/c-Siヘテロ接合PVセル(スイス)
高効率な結晶・アモルファスシリコンヘテロ接合 PV セル

グループメンバー:

S. De Wolf, N. Badel, L. Barraud, B. Demaurex, A. Descoeudres,
J. Geissbuehler, Z. Holman, S. Morel, J. Seif, A. Tomasi

外部メンバー
修士学生

Miha Filipic (University of Ljubljana, Slovenia)
Charly Berthod (INPG, Phelma, Grenoble, France), El Mahdi El Mhamdi
(EPFL)
CTI, Axponaturstromfonds, FP7-20 plus, direct industrial mandates

実施中のプロジェクト:

研究開発の背景
シリコンヘテロ接合技術(Si-HJT)は、20%超のエネルギー変換効率を有する太陽電池を
商業生産レベルにおいても可能とするため、結晶シリコン PV セルにおいて注目されてい
る話題である。ヘテロ接合 PV セルは、単結晶シリコンウェハーと、その上のアモルファ
スシリコンの薄膜層から成る。この構造の主要な点は、広いバンドギャップを持つフィル
ム(膜)の挿入により、著しく再結合がアクティブ(ohmic: 抵抗)接点を結晶表面から外すこ
とである。デバイスの性能をフルに発揮するためには、ヘテロ接合状態の密度が最低限と
なる必要がある。実際には、数ナノメートルの薄さの水素化アモルファスシリコン(a-Si:H)
フィルムがその有力な候補である。このフィルムのバンドギャップは c-Si のそれよりも広
く、イントリンシック（真性）の状態である場合、このフィルムは水素化によって c-Si の
表面状態の密度を低減することができる。しかも、このフィルムは、n 型か p 型のいずれ
かへのドーピングが比較的容易であり、記録的に低い飽和電流密度の値で接点の(リソグラ
フィーを用いない)作成を可能とする。この種のデバイスでは、日本企業であるサンヨー(現
在パナソニック)による、大面積 PV セルの(>100cm2)エネルギー変換効率(～23%)が報告さ
れている。
図１にヘテロ接合 PV セルを示す。図 2 にはバンドの概要図を示す。基本的なデバイス
では、前面(照射面)に、どちらも PECVD(plasma enhanced chemical vapor deposition: プ
ラズマ強化化学蒸着)処理された、真性な a-Si:H パッシベーション層と p 型のアモルファ
スシリコンエミッターを備えている。シリコン層の上には、反射防止用の透明伝導酸化物
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(transparent conductive oxide: TCO)が、PVD(physical vapor deposition: 物理蒸着)処理
され、スクリーン印刷した金属接点グリッドで電荷を収集する。背面には、どちらも
PECVD 処理された真性な a-Si:H(水素化アモルファスシリコン)のパッシベーション層と
n 型アモルファスシリコンでできた裏面電界(back-surface field: BSF)層、TCO 層と金属
接点層が積み重ねられている。

図2
ヘテロ接合 PV セルの電子バンド(原寸
大ではない)

図1
ヘテロ接合 PV セルの断面図(原寸大で
はない)

このデバイスに関する研究チームの研究活動の主要な分野は以下の通り：


実験室用セルの最適化 例：パッシベーションイントリンシックバッファ層、イント
リンシック層とドープ層の接合面、シリコンと ITO の接合面、および低温度ファイン
ラインメタライゼーション



バンドのラインナップおよび各材料と接合面の特性を含むデバイス物理の基礎的理解



プラズマとフィルム特性の相関関係の基礎的理解

過去数年間において、エネルギー変換効率の向上、デバイスのより深い理解、より優れた
プロセス管理などの重要な進展がみられた。これらの結果はすべて、招待講演を含むいく
つかの科学誌や国際会議において発表されている。

研究の主要な部分
我々の研究では、使用した材料の理解と太陽電池開発の理解において釣り合いがとれて
いる。ここでは、キーとなる発見のいくつかについて簡潔に再考する。
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a-Si:H と c-Si 接合面が原子で明確に分かれる必要性
高効率の太陽電池には、表面のパッシベーションが極めて重要である。a-Si:H のフィル
ムはこの点において大きな関心を集め、最適な誘電体フィルムと同等であるとされている。
イントリンシックなフィルムにおいては、優れたパッシベーションに必要な条件として接
合面が原子で明確に平面[2]およびテクスチャを有する基板で分かれることである[4]。
新たな界面再結合モデル
通常、欠陥を通したキャリア再結合は、ショックレー・リード・ホール
(Shockely-Read-Hall: SRH)の 2 電荷状態レベルを介して起こると考えられている。しか
し、界面再結合の原因となる欠陥状態は、シリコンのダングリングボンド(未結合手)であ
る可能性がより高い。フェルミ準位のポジションによれば、この欠陥は平衡状態において
中立、正電荷、負電荷の状態にあり、それぞれ 1 個、0 個および 2 個の電子を受け入れる。
このような両性的挙動(および閉形式の再結合速度を可能とさせるある程度の単純化の導
入)を踏まえ、新たな界面再結合モデルが導入され、実験的に a-Si:H/c-Si 構造[1]が実証さ
れた。
真性 a-Si:H/c-Si 接合面パッシベーションの特性
蒸着後のアニーリング処理は、物理的な見識を得るために活用できる、調査中のサンプ
ルの電子・材料特性を変化させる単一パラメーターを提供してくれる。これは、低温度下
において、このような接合面の電子界面パッシベーションの品質にとって極めて有益であ
ることがわかった。等温アニーリング中の界面パッシベーションの変化の詳細から、a-Si:H
フィルム(接合面に近い)における高い水素化状態から、モノハイドライド
(monohydride)c-Si 表面状態[2]への水素の移動によりパッシベーションが発生すると考え
られる。結論として、a-Si:H(i)/c-Si 界面パッシベーションは、電界効果[2]よりむしろ化学
的表面状態パッシベーションに起因する必要がある。
ドープ a-Si:H / c-Si 界面再結合の性質
ヘテロ接合デバイスを作るには、エミッターまたは裏面電界形成のためのいずれかに、
ドープ膜が必要である。しかし、そのようなフィルムは界面で電界効果をもたらす可能性
があるが、そのパッシベーションの電気的特性は多くの場合、真性のパッシベーション層
よりも劣ることがわかっている。この現象はドープ膜のバンドギャップ内のフェルミ準位
に起因し、
半導体内の生来の補償欠陥の生成に影響を与え、ドーピングの影響を和らげる。
その結果、通常 p 型フィルムの方が、n 型フィルムに比べてパッシベーションがうまくい
かない理由について、基本的な説明が明確に説明された[3]。
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a-Si:H / c-Si 界面パッシベーションの品質を示すシラン欠乏比率
シリコンヘテロ接合 PV セルには、結晶シリコンウェハー表面のパッシベーションと、
エミッターと裏面電界はすべて、真性な部分とドープした部分から成るアモルファスシリ
コンの薄い層によって作られ、 PECVD 処理が施されている。PECVD 処理された材料の
特性は、プラズマの特性に直接関係しているため、プラズマ診断法は、そのようなデバイ
スを最適化する上で非常に実用的なツールである。新しい診断法は、蒸着処理時の、プラ
ズマ中のシラン分子欠乏比率(molecular silane depletion fraction)を「現地測定」するた
めに開発された。
シラン欠乏がそのプロセスパラメーターに強く依存していることが認められ、パッシベ
ート処理中のアモルファスシリコン層の品質に係る要因であることがわかっている。
優れたパッシベーションは、実際には、シランが非常に欠乏したプラズマ、すなわちアモ
ルファス(非晶質)から微結晶への転移に近い状態で得られる[5]。
a-Si:H/c-Si 界面の光誘起劣化
ダングリングボンドを作ったことで、a-Si:H でパッシベートされた結晶シリコン(c-Si)
表面の光誘起劣化が a-Si:H/c-Si 構造内に生じる。最初のパッシベーションは、研磨した
c-Si(100)上で、通常バルク型 a-Si:H LID に伴って生じるパッシベーションよりも遥かに
早いタイムスケールで劣化する。この現象は、a-Si:H/c-Si(111)界面には見られない。これ
らの違いは、各層の表面上に認められた再構成に起因している。これは、いわゆる「早い」
状態の出現と、バルク型 a-Si:H における(内部)表面再構成間のリンクを指し示しているの
かもしれない[7]。
水素プラズマ処理で改良したアモルファス/結晶シリコン界面のパッシベーション
シリコンヘテロ接合 PV セルは、PECVD 処理された薄い真性の a-Si:H 層によるウェハ
ー表面の優れたパッシベーションにより、高い開放電圧を有している。水素プラズマ処理
がフィルム蒸着中に用いられる場合、パッシベーションの劇的な向上が見られる。a-Si:H
層のバルクは、水素プラズマ処理後に僅かに原子配列の乱れが増し、ウェハー/フィルムの
界面の水素化は、a-Si:H 層は蒸着したままで、やはり改良されていない。水素プラズマ処
理を採用し、産業用に互換性のあるプロセスでヘテロ接合 PV セル(4cm2)が作られ、開放
電圧が最大 725ｍV、受光面積の変換効率が最大 21%(図 4 参照)という値が得られた[8]。
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図3
VHF(very high frequency)プラズマと RF(radio
frequency)プラズマの PECVD(プラズマ強化化
学蒸着)処理により作られた、PV セルの先駆体
(15nm の in 接合と ip 接合の a-Si:H スタック層
にパッシベート処理で、テクスチャ化された c-Si
基板)の少数キャリアのライフタイム曲線

図4
EPFL(Ecole Polytechnique Feaderale de
Lausanne)大学の大面積 VHF プラズマリア
クターを用いて n 型と p 型の基板で得られた
最高レベルの Si-HJT PV セル( 2x2cm2)の IV
曲線[12]

n 型／p 型ウェハー上の変換効率 21%超の高効率シリコンヘテロ接合 PV セル
n 型／p 型ウェハー上の前面／裏面エミッターのシリコンヘテロ接合 PV セルの特性や、
高効率な変換効率が得られるポテンシャルについて、試験的に研究された。低キャリア注
入領域では、界面欠陥捕獲断面図にひずみが主な要因となり、p 型ウェハー上の PV セル
は、少数キャリアのライフタイムによる損害を受ける。これにより、ｎ型セルの場合より
も、曲線因子(FF)が僅かに低くなる。しかしながら、高品質のパッシベーション層を用い
ることによって、これらのロスが最小限に抑えることができるのである。フロートゾーン
(FZ)ウェハーの p 型 n 型両タイプで、高い開放電圧(Voc)が得られ、その値はそれぞれ、n
型で 735ｍV、p 型で 726mV であった。チョクラルスキー(Czochralski: CZ)法の p 型ウェ
ハーで測定した最高 Voc 値が僅か 692mV であったのに対し、CZ 法の n 型ウェハーでは
732ｍV にまで達した。ヘテロ接合で高品質の p 型／n 型ウェハー上とほぼ同等レベルの
性能を示すことができるとした場合、PV セル(4cm2)で得られる、公認の受光面積変換効
率の最高値はそれぞれ、FZ ウェハーの n 型で 22.14%( Voc = 727 mV, FF = 78.4%)、p 型
で 21.38% (Voc = 722 mV, FF = 77.1%)であった。これらの値は我々の知る限り、p 型ウェ
ハー上のシリコンヘテロ接合 PV セルについてこれまでに報告された中で最も高い変換効
率であり、適切な曲線因子(FF)を持つ p 型結晶シリコンデバイスで最も高い Voc(開放端電
圧)である[12]。
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今後の展望
今後数年内に同グループは、前述のさまざまなトピックの詳細について研究を行う予定
である。


ドープ層と TCO フィルム間の界面の最適化



界面で観測されたさまざまな効果について理解を深める




界面で観測されたさまざまな効果について理解を深める
短絡電流の高い値を維持するための、より薄い基板の加工とライトトラップ構造の開
発。



TCO フィルムと a-Si:H フィルムにおける寄生吸収(parasitic absorption)の低減



a-Si:H/c-Si 界面について理解を深める



工業規格に合わせたデバイスサイズの拡大
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翻訳：NEDO（担当

総務企画部 松田 典子／原田 玲子）

出典：本資料は、École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)、Photovoltaics and
Thin Film Electronics Laboratory (PV-LAB)の以下の記事を翻訳したものである。
a-Si/c-Si Heterojunction Solar Cells
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(Used with Permission of École Polytechnique Fédérale de Lausanne)
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(1090-7)
【ナノテク材料(ナノテク)】シリコン

グラフェン

仮訳

シリコンの代替となる新しい半導体材料（ノルウェー）
ノルウェーの研究者たちが世界で初めて、グラフェンから半導体を製造する方法を開発し
た。この発見が、ハイテク産業に革命をもたらすかもしれない。
この半導体製造方法では、グラフェン上で半導体ナノワイヤーを成長させる過程が含ま
れる。研究者たちはこれを実現するために、グラフェンの表面をガリウム原子とヒ素分子
で「爆撃」し、それによって極小のナノワイヤーネットワークを作る。
この結果、半導体のように振る舞う厚さ 1 マイクロメートルのハイブリッドマテリアル
が得られる。現在使用されているシリコン半導体は、これと比較すると、厚さが数百倍で
ある。新たに開発された半導体の導電性は、温度、光、あるいは他の原子の追加の影響を
受ける可能性がある。
卓越した将来性
グラフェンは最も薄い材料として知
られると同時に、最も強度の高い材料
の１つとしても知られている。これは、
単一層の炭素原子で構成され、柔軟で
透明である。この材料は、電気と熱を
非常に効率よく伝える。
また、おそらく最も重要なことである
が、製造コストを非常に低く抑えられ
るのである。
「シリコンに代わって、グラフェン
から半導体を作ることが可能だとすれ
ば、半導体部品を、現在市場に出回っ
ているものよりも低コストかつ効率的
に製造することができるのだ。」と、
Norwegian University of Science and

グラフェンは、炭素原子の単一層で構成される
(画像提供：Wikimedia Commons)

Technology (NTNU)の Helge Weman
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博士は説明する。同氏は Bjørn-Ove Fimland 教授と共に、この一大発見を支えている。
「柔軟かつ透明な基材から成る材料が、ビジネスチャンスの世界を広げる。その世界の表
面に、我々は辛うじて手を触れたところなのだ。
」と Weman 博士は述べ、こう続けた。
「こ
の材料は、PV セルや LED 部品の生産に革命をもたらす可能性がある。従来の家の窓が、
ソーラーパネルや TV 画面の役割を兼ねたり、携帯電話の画面が腕時計のように手首に巻
かれるようになったりするかもしれない。要するに、その将来性は計り知れないほどに大
きいということだ。」
広域な公的資金
研究者たちは、特許を取得し会社を設立する上で、NTNU Technology Transfer AS か
らの支援を受けた。同社は、ノルウェー研究審議会(The Research Council of Norway) の
Commercialising R&D Results(FORNY2020)と題されたプログラムに対する協力パート
ナーである。しかし、このような目覚ましい発見に至る道のりは、Research Council’s
Clean Energy for the Future Programme(RENERGI)、今では完了しているプログラム、
Nanotechnology and New Materials(NANOMAT)からの資金提供によるベーシックな研
究からスタートしており、そこが今回の発見の始まりである。

翻訳：NEDO（担当

総務企画部 原田 玲子）

出典：本資料は、ノルウェー研究審議会(The Research Council of Norway)の以下 “New
material may replace silicon”の記事を翻訳したものである。
http://www.forskningsradet.no/en/Newsarticle/New_material_may_replace_silicon/125
3980495387/p1177315753918
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(1090-8)
【エネルギー (蓄電池)】

SOC の予測 パラメータ特定技術 線形オブザーバー
クーロン・カウンティング

仮訳

蓄電池の残容量を予測する新たな技術を開発（米国）
2012 年 10 月 8 日
ノースカロライナ州立大学の研究者らが、蓄電池の充電残容量をリアルタイムでチェッ
クする新しい技術を開発した。
「ガス欠」のタイミングを知ることができるようになるため、
電気自動車(EV)を運転する者にとって朗報である。
この研究結果は蓄電池の開発者にとっても朗報である。
「向上した精度により、バッテリ
ーのダイナミクスに関する新たな見識を得ることができます。そしてそのような見識を、
バッテリーのより効率的な管理の技術開発に利用できます。」と同大学の電子・コンピュー
タエンジニアリングの教授であり、同研究論文の著者である Mo-Yuen Chow 博士は述べ、
こう続ける。
「バッテリーの充電寿命を延ばすだけでなく、バッテリー自体の機能寿命を延
ばすことになるでしょう。
」
バッテリーの充電残容量を測定することは、現時点では困難である。残容量を予測する
既存のコンピュータモデルでは、正確性に欠けるのだ。不正確性は、一つにはモデルに入
力する多くの変数から生じる。例えばバッテリーの充電量を保持する能力は、利用回数に
より低減していくため、使用履歴が一つの要因となる。他の要因としては、特に温度や充
電の速度などが含まれる。
既存のコンピュータモデルでは、これらの変数の入力が一度だけ許される。温度など、
これらの変数は常に変動するため、モデルがさらに不正確となる可能性が高まることにな
る。
そこで同大学の研究者らは、リアルタイムでコンピュータモデルのアップデートに利用
できるデータを特定・処理するソフトウェアを開発した。これにより、コンピュータモデ
ルはバッテリーの残容量をより正確に予測することができる。
この新しい技術を利用して、コンピュータモデルが±5%以内の誤差でバッテリーの残容
量の予想が可能となった。つまり、この新技術を使ったモデルがバッテリーの SOC を 48%
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と予測したとすれば、実際の SOC は 43%から 53%の間(予測値の 5%を超えるか下回るか)
となる。
“Adaptive Parameter Identification and State-of-Charge Estimation of Lithium-Ion
Batteries,”（「リチウムイオンバッテリーの適応パラメータの特定と充電状態(SOC)の推
定」）と題された研究論文が、モントリオールで 10 月 25 日～28 日に開催される第 38 回
IEEE(米国電気電子技術者協会)国際会議にて発表される。同論文の筆頭著書は、ノースカ
ロライナ州立大学の博士課程の学生である Habiballah Rahimi-Eichi 氏。本研究はノース
カロライナ州立大学を拠点とする米国国立科学財団(National Science Foundation)の
Engineering Research Center for Future Renewable Electric Energy Delivery and
Management との協力で、同財団の支援により実施された。

翻訳：NEDO（担当

総務企画部 松田 典子）

出典：本資料は、University of North Carolina State University の以下の記事を翻訳し
たものである。
“Researchers Develop New Way to Determine Amount of Charge Remaining in Battery”
by Matt Shipman
(http://news.ncsu.edu/releases/wms-chow-battery/）
(Used with Permission of North Carolina State University)
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(1090-9)
【新エネルギー(太陽エネ)】有機太陽電池

OPV

仮訳

携帯用電子機器への応用が期待される高電圧有機太陽電池を開発（英国）

ソーラーテクノロジーにおける新たな
ブレイクスルーとは、近い将来、電子書籍
等の携帯用電子機器が、低い日影レベルや
部分的陰影下であっても、移動中の充電が
可能になるかもしれないというものである。
Warwick 大学(University of Warwick)
の科学者たちは、スピンアウト企業である
Molecular Solar 社との共同開発で、多数
の別個の電池を直列に接続しなくてもリチウムイオンバッテリーを直接充電するのに十分
な高電圧を生む有機太陽電池を創った。これらの高電圧太陽電池のモジュールは、部分的
陰影等のさまざまな日影レベル状況下で優れた性能を示し、電子書籍リーダー、カメラ、
携帯電話機のような民生電子機器によく適合する。
有機太陽電池(organic photovoltaic(OPV) cells、以下、
「OPV セル」という。)、いわゆ
る「第三世代」のソーラーテクノロジーは、非常に安価な製品、すなわちフレキシブル基
盤と相性の良い軽量で薄型の PV セルに応用できるポテンシャルを有するため、エキサイ
ティングなビジネスチャンスを提供する。これはつまり、OPV セルが、携帯用電子機器の
用途に理想的にマッチするということである。
科学者たちは、モジュールの日影レベルが低く、部分的陰影が生じる際の低い出力電圧
の問題に取り組んできたため、この新しい OPV 技術は重要なブレイクスルーであり、低
電力の携帯用電子製品に使用される安価な OPV セルの大量生産に向けた重要な一歩なの
である。
当大学の化学学科の科学者たちは、開放電圧が 7V を超える OPV セルを実証した。この
OPV セルは、標準的なリチウムイオンバッテリーの充電に必要な電圧 4.2V 超の最大出力
を供給する。これらの機能が、高電圧 OPV セルを使用して実証されたのは、今回が初め
てである。
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Warwick 大学の中心的研究者の一人である Tim Jones 博士、Ross Hatton 博士、Mike
Shipman 教授は、「皆さんがお持ちの電子機器の継ぎ足し充電が、屋内であろうと屋外で
あろうと使用中にいつでも可能になるソーラー充電器の安価な生産に向け、我々は大きな
前進を遂げたのです。
」と述べ、こう続けた。
「クレジットカードくらいの大きさの小さな軽量のソーラー充電器は、例えば電子書籍の
バッテリーに適しており、読書中にソファに座っていてもコンスタントに電力補給できま
す。 」
「もう１つの方法として、この手の OPV セルは軽くて持ち運び可能なため、アウトドア
での利用に理想的かもしれません。
」
「次なるステップは、この技術を研究室の外へと広げ、Molecular Solar 社を通して商業
規模で安価な OPV 充電器を作ることなのです。
」
この研究は、論文「Ultra-high voltage multijunction organic solar cells for low-power
electronic applications(低電力電子機器向け超高電圧多接合有機太陽電池)」にその詳細が
説明されており、ウェブマガジン Advanced Energy Materials に刊行された。
また、この研究で用いられた装置の重要な部分は、「Science City Research Alliance
(SCRA) Energy Efficiency」プロジェクトを通して資金提供された。Molecular Solar 社
はこの技術の商業化を支援するため、間もなく新ラウンドの資金調達を開始する。
当大学は、英国工学・物理科学研究会議(Engineering and Physical Science Research
Council：EPSRC)から資金提供を受け、技術戦略委員会(Technology Strategy Board：TSB)
がこの研究について協議した。

編集後記：SCRA(Science City Research Alliance)は、周辺地域の企業との具体的な共同
研究を目的とした Warwick 大学と Birmingham 大学(University of Birmingham)間の戦
略的な研究パートナーシップである。両大学の設備や研究インフラに対して、Birmingham
Science City と European Regional Development Fund から、数百万ポンドの資金が提供
されている。

詳細情報に関する連絡先：
Dr Ross Hatton, Assistant Professor of Chemistry
and Royal Academy of Engineering/EPSRC Research Fellow
University of Warwick
Ross.Hatton@warwick.ac.uk Tel: +44 (0)2476 150874
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Peter Dunn, email: p.j.dunn@warwick.ac.uk
Head of Communications, Communications Office, University House,
University of Warwick,
Tel: +44(0)24 76 523708 Mobile +44(0)7767 655860

翻訳：NEDO（担当

総務企画部 原田 玲子）

出典：本資料は、Warwick University の以下の記事を翻訳したものである。
“Organic solar cells with high electric potential for portable electronics”
http://www2.warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/organic_solar_cells/
(Used with permission of Warwick University)
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(1090-9-(1))
【新エネルギー（太陽エネルギー）】
仮訳

低消費電力型機器用
超高電圧多接合有機太陽電池(英国)
(概要のみを翻訳)

概要
一定電源の提供源となる蓄電池に低コスト有機 PV(OPV)デバイスを直接統合できる
場合、低出力電子機器は OPV にとって理想的なアプリケーションである。我々は最大
7V までの開放電圧(Voc)を有する超高電圧下での小分子多接合デバイスの実証を行った。
光学モデリングは複雑な多層積の最適化を補助し、サブセル間に電流バランスを確実に
もたらす目的で用いられており、これにより最適化された多接合デバイスは単接合デバ
イスよりもわずかに優れた、最高 3.4％の電力変換効率を示した。高い Voc によって必
要となる接合の数を最小化し、また、吸収(帯)の重複によってデバイス性能のスペクト
ル依存を下げるためのサブセルのドナー／アクセプター対として、SubPc(ホウ素サブ
フタロシアニン塩化物)／C60(フローレン)と SubPc/Cl6-SubPc が選ばれた。その結果、
低照度の白光および単色照明下において、デバイスがマイクロエネルギーセル型の蓄電
池に直接充電できることが示された。

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣）

出典：本資料は、Advanced Energy Materials 誌の以下の記事を翻訳したものである。
“Ultra-High Voltage Multijunction Organic Solar Cells for Low-Power Electronic
Applications”
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201200560/abstract;jsessionid=8D6
67A3095A5670D6FA50979BF70E4AC.d03t04
(Used with permission of Warwick University)
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