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要　　旨

太陽光発電の普及拡大への期待が大きく，これに対
応した技術開発が各研究機関で精力的に進められ，近
年大きく進展した。本格普及に向けては，高スループ
ット・大量生産によるより一層の低コスト化が必要で
あり，さらに，自立した市場に対応できる次世代太陽
電池の創出が不可欠である。このため，産官学挙げて
の技術開発が総合的に推進されている。これらの取り
組みにより，現在量産されている結晶シリコン基板型
に続き，薄膜太陽電池が，さらに将来的には次世代の
高効率低コスト太陽電池の実用化が進むと期待され
る。太陽電池の市場としては，2000年頃まで初期市場
を形成し，2010年頃までの導入加速期を経て，2010年
を超える頃から本格普及期を迎えると予測される。

Photovoltaic (PV) system is expected to become more
and more widespread. Many organizations have carried out
R&D activities of PV technology and have achieved
remarkable progress.
For the real spread of the PV system, much more cost

reduction of the PV system based on high-throughput mass
production is necessary. Moreover, next-generation, high-
efficiency and low-cost solar cell should be indispensable
to cope with future self-supporting-market. For these
ultimate purpose, R&D of the PV technology in many
fields is being carried out synthetically. It is expected that
thin film solar cell will be put to practical use besides the
currently produced Si-crystal solar cell, and in future, next-
generation, high-efficiency and low-cost solar cell will be
developed.
PV market will be considered as follows; first stage

market will be formed until around 2000 year and through
market expansion until 2010 year, real spread of system
will appear in around 2010 year.

まえがき

地球環境問題や化石エネルギー資源枯渇問題等への
対応の必要から，太陽光発電の期待が大きく，本格普
及に向け産官学挙げて総合的な取り組みが行われてい
る。技術面ではニューサンシャイン計画を初めとして
各研究機関で太陽電池の低コスト化開発，応用システ
ム開発等が多方面にわたり精力的に行われ，急速な進
展を見せている。今後本格普及のためには，太陽光発
電システムのより一層の低コスト化が必要であり，特
に将来の自立した市場に対応できる次世代高効率低コ
スト太陽電池の創出が不可欠である。
そこでここでは最近の技術開発の進展と今後の本格

的普及に向けた課題，並びに次世代太陽電池開発の取
り組み，将来の技術展開等を概論する。

１ . 技術開発の現状

太陽光発電の実用化，普及拡大に向け太陽電池の低
コスト化，応用システム開発等が多方面にわたって精
力的に取り組みが行われ，近年大きく進展した。変換
効率の面では，単結晶シリコン基板型でSiO2パシベー
ション膜と裏面部分ヘテロ接合を用いてセル面積
25cm2で 23.5％，多結晶シリコン基板型では表面グ
ルーブ加工や反応性イオンエッチング技術を用いて表
面反射を低減することにより17％を超える効率値を
得ている。多結晶シリコン薄膜型では溶融再結晶化法
薄膜によりセル面積 100cm2で 16％が報告されてい
る。また，アモルファスシリコン型では実用化レベル
の大面積で10％を超える効率値を達成している。Ⅲ
－Ⅴ族化合物では多層積層構造により非集光型で初め
て30％を超えた効率値が報告された。また，Ⅱ－Ⅵ族
では薄膜化により15％レベルの効率値が得られてい
る。現状各種太陽電池の研究室レベルでの変換効率を
表１に示す１）。これら高効率化技術はワット当たりの
製造コストを下げる手段として有効であり，また今後
低品質な材料を使いこなしていく必要から重要な要素



― 16 ―

シャープ技 報 第70号・１９９8年４月

技術でもある。なお，量産レベルでは単結晶シリコン
基板型で16～17％，多結晶シリコン基板型では13～
15％程度である。
一方，応用面からの低コスト化として，建材一体型

モジュールが有望である。これは建材としての材料費
と工事費が太陽電池部分のコストから実質差し引くこ
とができ，トータルシステムとして低コスト化が図れ
るためである。表２にニューサンシャイン（NSS）計
画で1993～1996年度に研究開発された建材一体型モ
ジュールを示す２）。

実用化の可能性ありと確認され，現在，実証試験が
継続して行われている。
また，インバータではユーザニーズに合わせ，小型

化，屋外設置型，自立運転型等が商品化されている。
効率面では定格電力変換効率として 94.5％が達成さ
れ，製品化されている。

２ . 本格普及に向けた技術課題

現状の太陽光発電は商用電源に比べて電力コストが
数倍程高く，本格普及のためには一般家庭の電気料金
レベルまでの低コスト化が必要とされている。太陽電
池の低コスト化の方向としては以下の点が挙げられる。

q原材料の低コスト化（安い材料を少なく，有効利
用）

w高変換効率化，高出力化
e高スループット・大量生産方式化
r多機能・高付加価値化（建材一体型モジュール等）
tトータルシステム設計（ニーズに適合した最適シ
ステム設計）

このための技術課題としては，短期的には現在生産
されている結晶シリコン基板型太陽電池のより一層の
低コスト化が必要であり，低コストな太陽電池用シリ
コン（SOG-Si）原料開発と実用化がポイントとなる。
短・中期的にはアモルファスシリコン等の薄膜太陽電
池の実用化，量産化である。また，長期的には来るべ
き自立した市場に対応できる次世代の高効率低コスト
太陽電池の創出が不可欠である。特に次世代太陽電池
の開発には従来の延長線上にはない大きな技術ブレー
クスルーが必要で，新たな発想に基づいたハイレベ
ルな開発が必要である。
建材一体型モジュールでは，低コスト化に加え，建

材側で要求される仕様，性能を付加し商品化を図って
いくことが課題である。ニューサンシャイン計画では
より実用化を目指し，今年度から表３に示す新建材一
体型モジュールの研究開発がスタートした３）。
インバータでは低コスト化と共に，新機能，また

は，新たな付加価値を付けることが開発課題となる。

表３　新建材一体型モジュールの研究開発

Table 3    Novel architectural PV module under development

in NSS project.

表２　NSS計画で研究開発された建材一体型モジュール

Table 2    Architectural PV modules developed in NSS project.

表１　各種太陽電池セルの変換効率

Table1    Current conversion efficiency of various type solar

cells.

種　類� セル面積（cm2）�変換効率（％）� 備　考�

単結晶シリコン� 4�
25

24.0�
23.5

PERL�
裏面部分へテロ接合�

多結晶シリコン� 100�
225

17.2�
17.1

表面グルーブ加工�
RIEテクスチャー�

Ⅲ-Ⅴ族化合物� 4�
1

30.3�
33.3

InGaP/GaAs�
InGap/GaAs/InGaAs

多結晶Si薄膜� 100�
1

16.0�
20.0

VEST�
HIT a-Si/c-Si/a-Si

アモルファスSi 900�
1200

10.3�
9.5

a-Si/a-SiGe/a-SiGe/S.S.�
a-Si/a-SiGe/glass基板�

Ⅱ-Ⅵ族化合物� 0.96�
52�
1

17.6�
14.2�
15.7

MgF2/TCO/CdS/CIGS/Mo/ガラス�
ZnO/Zn(O, S, OH)x/CIGS�
薄膜CdS/CdTe

PERL: Passivated Emitter Rear Locally-diffused cell�
RIE: Reactive Ion Etching�
VEST: Via-hole Etching for the Separation of Thin films�
HIT: Heterojunction with Intrinsic Thin-layer�
CIGS: Cu(In, Ga) Se2

１. 住宅屋根一体型�

２. ビル等建築物�
　 一体型�

q高耐火性平板モジュール方式�

w高耐久性屋根モジュール方式�

q新複層構造モジュール方式�

w高強度軽量大面積モジュール方式�

e曲面構造型フレキシブルモジュール方式�

1. 建材屋根一体型�個人住宅等屋根用建材に使用する建材一
体型太陽電池モジュール�

①着脱式平板パネ�
　ル方式� 平板瓦の代わりとして用いる PV モジュール�

②屋根パネル方式� 野地板を含む屋根建材と太陽電池瓦を工場
で組立てパネル化�

③断熱パネル方式� 太陽電池モジュールと野地板、表面保護ガラス，
断熱材を一体パネル化�

２. 建材壁一体型� 大型建築物のカーテンウォールに使用できる
太陽電池モジュール�

①ガラスカーテン�
　ウォール方式�

カーテンウォールとしての構造強度を有した
PV モジュール�

③金属カーテン�
　ウォール方式�

ビル壁材として使用されるアルミカーテンウォ
ール置き換え可能 PV モジュール 

３.建材対応フレキシ�
　ブルモジュール�

住宅屋根のルーフィン材として使用できるPV
モジュール�
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新機能としては，バッテリー搭載による自立運転や
UPS機能による非常時等の電力安定供給機能，系統電
圧の変動に対する調整機能，家庭機器から発生する高
潮波電流の流出抑制機能，ピーク負荷カットによる負
荷平準化機能等が挙げられる。

３ .今後の開発取り組みと将来展望

太陽光発電の普及拡大に向けた課題はいかにシステ
ムの低コスト化を図っていくかであり，このための要
素技術の開発と量産化への実用展開である。

結晶シリコン基板型太陽電池では，現状コストの半
分程度を占めているウエハコストを下げることが不可
欠であり，その中でも特にシリコン（Si）原料の低コ
スト化が必要である。太陽電池に使うSi原料は現在，
IC用の規格外多結晶原料や単結晶Si端材を使ってい
る。このため，太陽電池用に廻ってくる原料はICの生
産量に依存し，太陽電池生産量の伸びがICのそれを大
きく上っている現状から，供給量が不足しており，合
わせて価格も大幅に上昇し，憂慮すべき状況になって
いる。このため，上記のIC用規格外品に頼らない太陽
電池用原料（SOG-Si）の生産が必要であり，1996年度
よりSOG-Siの実用化を図る太陽電池用原料技術研究
組合（SOGA）がスタートした。SOGAでは金属Siか
ら直接SOG-Siを精製する技術の実用化を進めている。
図１にSOGAで開発中のSOG-Siの製造プロセスを示
す４）。SOGAでは５年計画で2000年度に開発を完了す
る予定であるが，現状の原料逼迫状況から，組合員
メーカが自身でSOGAの要素技術を取り入れた前倒
し事業化計画を進めている。
NSS計画では2000～2005年頃に一般家庭の電気料

金レベルと同等の発電コスト水準を，2010年までには
上記料金レベルを下回る発電コスト水準の確立を目指
し，産官学挙げた技術開発が推進されている。表４に
第Ⅰ期前半に引き続き 1997年度から４年計画でス
タートしたNSS計画第Ⅰ期後半の薄膜太陽電池の製
造技術開発一覧３）を示す。低コスト大面積モジュール
製造技術開発のモジュールコスト目標は，100MW／
年生産時で 140円／W以下と設定されている。

図１　SOG-Si　製造プロセス４）

Fig.1    SOG-Si production process.

表４　NSS計画における薄膜太陽電池製造技術開発

Table 4    Thin film solar cell technology under development

in NSS project.

a低コスト・大�
　面積モジュ�
　ール製造技�
　術開発�

s材料・基板�
　製造技術�

s実用化解析に関する調査研究�

q新型アモルファス�
　太陽電池�

・大面積ガラス基板モジュールの低コスト製造技術�
・大面積フレキシブルモジュールの低コスト製造技術�

qアモルファス系�
　高品質材料・基板�

・低光劣化アモルファスシリコン�
・低光劣化アモルファス材料�
・高周波パルスPECVD�
・TCO基板開発�
・放電周波数変化法�

w高信頼性CdTe�
　太陽電池�

・低コスト大面積モジュールの製造技術�

e次世代薄膜太陽�
　電池�

・CIS太陽電池モジュールの製造技術�
・薄膜多結晶太陽電池モジュールの製造技術�
・応用型新機構薄膜太陽電池の製造技術�

wシリコン結晶系�
　高品質材料・基板�

・微結晶シリコン薄膜の高品質化技術�
・微結晶シリコン薄膜の高速形成技術�
・ステンレス薄板基板エピタキシャル成長技術�

原料�

製品�

基板化工程�

電子銃�

溶融Si
リンの除去�
（電子ビーム溶解）�

電子銃�

溶融部�

凝固部�

溶融Si

ヒーター�

溶融部�

凝固部�

プラズマトーチ�

Fe、Ti、Al等の除去�
（１次－方向凝固）�

ボロン・炭素の除去�
（プラズマ溶解）�

仕上げ精製�
（２次－方向凝固）�

（電磁鋳造）�
（キャスト）�
（単結晶引き上げ）�

SOG-Si

金属シリコン�
（純度99.5％以上）�
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当社では，結晶シリコン基板型太陽電池の低コスト
化開発と生産能力の増強を推進すると共に，新規市場
創出に向けた応用商品，システム開発を行っている。
また，より一層の低コスト化および多様化するユーザ
ニーズに対応するため，薄膜太陽電池の実用化，量産
化を進めている。さらに大量普及時代に対応可能な次
世代の太陽電池として，従来よりも高効率でかつ低コ
ストなハイブリッド型（結晶シート太陽電池と結晶薄
膜太陽電池の積層構造）太陽電池を研究開発中であ
る。図２に目標とする次世代太陽電池の基本的なセル
構造を示す。

研究開発が進められている各種太陽電池は以下の様
に実用化が進んでいくと思われる。すなわち，現在量
産されている結晶シリコン基板型に続き，2000年に
かけてアモルファスシリコン等の薄膜太陽電池が量産
化される。2005年頃までには太陽光発電の本格普及
に対応した次世代太陽電池（結晶シート基板，結晶薄
膜材料等によるハイブリッド，タンデム構造型等）の
実用化が進み，さらに2010年頃にはより一層の低コ
スト化を図った有機材料等の新規材料・デバイス構造
の太陽電池が開発される。図３に各種太陽電池の実用
化予測を示す。
また，将来の太陽光発電の市場展開としては次の様

に予想される。すなわち，2000年までは住宅用を中
心に補助金ベースの導入普及策により初期市場が形成
される。これにより太陽光発電の有効性が実証され，
導入拡大に向けた下地が整う。2005～ 2010年まで
には次世代太陽電池が実用化され，住宅用に加え建築
物用への本格的導入が進む。この間，量産効果による

低コスト化も促進され，普及加速期となる。さらに
2010年を超えるとシステムのより一層の低コスト化が
進展し，太陽光による発電コストが一般家庭の電力料
金レベル以下に達し，本格普及期を迎える。

むすび

以上太陽光発電の技術展望として，次世代に向けた
技術開発の課題と取り組み，将来の展開について述べ
た。本格普及に向けた取り組みの中で，低コスト化を
中心とした技術開発は特に重要であり，今後，産官学
挙げて加速して開発が進められる。これら取り組みの
成果がいち早く実用展開され，深刻化している環境問
題に太陽光発電が少なからず貢献していくことを期待
したい。
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図２　ハイブリッド型太陽電池のセル構造

Fig.2    Concept of hybrid solar cell.

図３　各種太陽電池の実用化予測

Fig.3    Forecast of various type solar cell.


