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1．はじめに

地球温暖化に最も影響を及ぼすとされる二酸化炭

素の排出量は、日本では一人当たり約 10トン/年と

されている（世界総量： 230億トン（2000年））1）。

そのうち給湯、家電、冷暖房でほぼ 3等分される家

庭からの排出量は 2～ 3トン/人・年で、これはバ

スタブの容積（約 200L）に換算すると年間約 7,000

杯分に相当する。このことから生活時消費エネル

ギーが原因となる CO2排出量の削減を推し進める

だけでも京都議定書の目標達成に有効である。そし

て、太陽光発電システムは、環境・エネルギー問題

を根本的に解決できそうな最有力候補として今もっ

とも注目されている。

図 1は世界の太陽電池生産量の推移を示す。90

年代は 100MW以下でほぼ横ばいの状態が続いてい

たが、2000年以降急激な伸びを示していることが

わかる。2004年においては、原子炉発電の 1基分

に相当する 1GWに迫る勢いで（日本は約 50％強に

寄与）、太陽電池による発電量が増加している。

年々この勢いは増す傾向にあり 2005年では 1.6GW

にも達する。日本においても太陽光発電量の増加が

計画されており、NEDOの太陽光発電ロードマッ

プ（PV2030）では、2010 年には 4.82GW（現状

0.62GW）で、発電コスト 23円/kWhが目標となっ

ている 2）。このような追い風が吹く中で、太陽電池

の現状と将来の展望や解決すべき問題について世界

動向や材料の点からまとめる。

2．世界の研究動向

世界のエネルギー消費量は、石油に換算すると約

100億トンに相当する（約 1× 1010kL）。太陽光発電

シミュレーションによれば 3）、太陽電池による

1GWの発電量は原油に換算すると 2.5× 106kLとな

り、年間の CO2排出量は 68万トン削減される。太

陽電池を普及させるには、世界がどのような動きを

示し、どんな問題があるのだろうか？そして、日本

の位置づけはどうなっているのだろうか。

2.1 太陽電池の普及策の動き

日本では 1992年に余剰電力買取制度を開始した。

1994年に始まった補助金の額は減ってきているが

（2005年に平均で 10万円）、国策として住宅用太陽

電池の補助金拠出を行っている。オイルショックが

始まる前にサンシャイン計画に着手したことと同様

に、世界に先駆けて国として太陽電池を普及させよ

うとしたことの意義は大きい。

ドイツでは太陽電池普及のために、国民から電力

料金の 2~3％を余分に徴収し、これを財源に充て

ている。2000年からはじまった電力の買取制度は、

2004年に買取価格が 76円/ kWh（住宅用）に引き

上げられて、太陽電池市場に多くの人が参入してき

た。空き地スペースに太陽電池を設置する動きが活

発になり、ビジネスになりつつある。おかげで

2004年には日本を抜いて世界一の太陽電池が導入

される国になった。この動きをきっかけにヨーロッ

パ内のイタリア（買取価格： 63円/ kWh）、スペイ

ン（56円/ kWh）、ポルトガル（58円/ kWh）、フラ

角谷 正友　センサ材料センター、物質・材料研究機構

図 1 地域別に見た世界の太陽電池発電量の推移．
（PV News 2004 より）

3．太陽電池用材料
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ンス（21円/kWh）等も電力の買取に乗り出してい

る。現在日本では 23円/ kWhの買い取り価格であ

る。中国、韓国、台湾も太陽電池の普及政策を検討

しているようである。

2.2 太陽電池材料

図 2は太陽電池生産量を材料別に示した表であ

る。多結晶 Siが全体の 2/3を占めて、単結晶まで

含めると Si材料がほぼ 90％となる。そして、薄膜

系のアモルファス Si（a-Si）や結晶 Siとのハイブ

リッド化したものが続く。その他では、CuInSe系

（CIS）、球状 Siによる新型太陽電池や色素増感型太

陽電池が含まれている。いずれにせよ、Si材料が

太陽電池の主原料となっていることがわかる。しか

しながら、年約 30％にもなる太陽電池生産量の伸

びに対して太陽電池用 Si材料の供給年増加率 22％

がそれに追いつかない状況である。これまではリサ

イクル Siを利用して太陽電池用にまわしてしのい

できたが、ついに需要が供給を上回る Si材料不足

という状況になっており、現在もっとも大きな問題

といえる。この問題を解決する 1つの手段として、

次節で述べるような CISや a-Siなどの薄膜系太陽

電池の研究も進められている。

2005年における多結晶 Siの生産能力は、Hemlock

が第一位で 7,000トン、トクヤマが続いて 5,000ト

ンとなっている。しかしながら、中国に拠点をおく

Semiconductor Manufacturing International Corp.

（SMIC）が自前で 99.9999％のソーラーグレードの

多結晶 Siを生産する体制に入ることを検討してい

図 2 2003 年材料別太陽光発電量（PV2030 ロードマップより）

るようで、今後中国が太陽電池の拠点になる可能性

もある。

3．国内の研究動向

世界の太陽電池のほぼ 50％は日本で生産されて

いる。そのほとんどが多結晶 Siであるために、前

述のような材料不足が深刻化している。多結晶 Si

生産に関する課題を記述した後に、他材料の太陽電

池についての動向や課題についてまとめる。

3.1 Si 結晶系太陽電池

シャープや京セラが Si系太陽電池の技術開発や

生産を推進している。多結晶 Siの高品質化、太陽

光の低反射率化（テクスチャー化）、パッシベー

ション技術（SiN保護膜）などを用いて商品として

14～ 15％の変換効率を達成している。さらなる高

効率化、低価格化のために、フラットパネルテレビ

や半導体プロセス技術との相互乗り入れがあるかも

しれない。それによって太陽電池セルにおける大面

積化や歩留まりの向上が期待される。

現在の Si結晶系太陽電池基板の厚みは 200-250

µmで、1Wあたりの Si使用量は 10-12gとなってい

る。太陽電池の普及が多結晶 Siの供給量に制約さ

れるほど深刻であるので、少量の Siで高効率を達

成することが必要事項である。現在 100 µmまで薄

く切り出すことを検討している段階である。そのた

めに原料の有効利用の立場から多結晶 Siを効率よ

く、切削屑を少なく切り出す技術とプロセスの改善

が求められている。

多結晶 Siは溶解・凝固分離様式のキャスト法、

鋳型内溶解・凝固方式のキャスト法、電磁鋳造法で

製造されている。前述の Hemlock、トクヤマともに

増産を打ち出していて、トクヤマの溶融析出法

（Vapor to Liquid Deposition:VLD法）は 1桁析出速

度が速く高い生産性を発揮する方式として注目され

ている。

3.2 薄膜系太陽電池

Si材料の省利用の点から薄膜太陽電池の要請が

高まってきており市場拡大の立役者になる可能性が

ある。特に a-Si系や微結晶（µc-Si）は直接遷移型で

あるために吸収係数が結晶 Siよりも高くその利用



が期待される。バンドギャップが結晶 Siよりも高い

a-Siを単結晶 Siの上面に p型 a-Si/i型 a-Si（10 nm）、

下面に i型 a-Si/n型 a-Si（20 nm）を形成したハイブ

リッド型太陽電池が三洋電機から生産されている。

この太陽電池は量産セルとして世界最高変換効率

19.5％を達成している。カネカや三菱重工業は a-Si

と µc-Siとのハイブリッド化で多結晶 Siよりも約 1

桁薄くしても 13-14％の変換効率を実現している。

富士電機システムズでは a-Si薄膜の低温プロセス

（200℃程度）に着目してフレキシブルな透明プラ

スチック基板上に a-Si 太陽電池を生産している。

変換効率は光劣化安定後で 9％を達成している。軽

量さと曲げられるということが大きな特徴で、体育

館やアーケードの屋根といった建材との一体化とい

う点で他の太陽電池と差別化できる。

CIS系太陽電池（Cu-In-Ga-Se化合物）は理論変換

効率が高く、Siをまったく含まないという特徴から

期待されている。昭和シェル石油、本田技研が開発

に取り組んで、07年より数 10MWでの生産に移行

する予定である。CIS太陽電池はMo電極上に厚さ

3 µm 程度で十分で、Si 結晶系太陽電池の厚さの

1/80となる。フラットパネルの生産増加のあおりで

In需要の高まり（In不足）と価格の高騰が問題と

なっている。しかしながら、CIS 太陽電池で年産

1GWの発電に必要な Inは ITOからの In回収（150

トン/年）で十分に賄えるくらいの 8トン程度であ

る。

3.3 色素増感太陽電池と球面Si 太陽電池

TiO2粒子に Ru錯体色素を塗布した透明電極基板

と対抗電極で電界溶液を挟み込むと色素増感太陽電

池になる。変換効率は 8％前後で、分光特性は a-Si

と同程度であるが、色素増感太陽電池の特徴は朝夕

の太陽光のように照射角度が浅い場合でも変換効率

の減少が抑制される点にある。しかしながら、溶液

を用いるためにセルの封止技術に課題が残り、電解

液の固体化が期待される。

溶融した Siを 10~12メートルの高さから滴下す

ると Siが表面張力で球状になる。直径 1mmの p型

Si球上に n型層を形成した球状 Siを規則的に並べ

て電極をとると太陽電池になる。基本的に Siを使

用した太陽電池であるが、インゴットの切り出しに

よる削り損がないために有効に材料を利用できる特

徴がある。現在変換効率は 10％弱であるが、電極

を兼ねた反射板に球状 Siを並べるなど太陽電池構

造の工夫により 12-15％まで効率を高められそうで

ある。

3.4 NIMSの現状

NIMS内で太陽電池に直接かかわる研究はあまり

行われていないが、要素技術への貢献の可能性があ

る。例えば色素増感太陽電池で使用されている

TiO2粒子や電解液の固体化、ZnO薄膜（透明導電

膜）GaN薄膜（光触媒効果）に関わる問題がそれ

にあたる。しかしながら、石油を見て然り、エネル

ギーを制するものは世界を制すると言われる。将来

エネルギーの太陽電池の発展を支える上で、材料不

足が懸念されるソーラーグレード Siの量産化に向

けた取り組みが必要ではないかと考えられる。

4．今後の研究動向

大本命である多結晶 Si太陽電池が、急激な需要

拡大による材料不足といった思いも寄らぬ落とし穴

で、太陽電池の将来像にいくばくかの不安を見せて

いる。この機会に脱・結晶 Siを目指して新材料や

新構造の太陽電池も台頭しつつある。互いに技術競

争を行ってコスト削減、効率向上が期待されるが、

太陽電池セルそのものは 1メートルサイズにも及ぶ

大面積デバイスなので、それなりの設備投資が必要

となる。簡単に新しい材料やアイデアを試すには

ハードルが高すぎる。それを解決する 1つの方法と

して、産業技術総合研究所の太陽光発電研究セン

ターが存在すると考えられる。そこでは太陽電池用

パイロットラインを導入して前述の課題に対する研

究を材料、新材料、プロセスの点から戦略的に行っ

ている 4）。

5．まとめ

高効率化・低コスト化で太陽電池による発電量が

拡大することに越したことはない。ソーラーグレー

ド Siの供給不足のために新材料への期待感がある

けれども、将来もやはり多結晶 Siを中心に太陽電

池は進んでいくであろう。液晶テレビとプラズマテ

レビでは色合いが違うとか動きに対する応答が違う
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といった点が選択の基準となるが、電気はどんな材

料で発電したところで同じ電気である。実際に

3kW太陽電池システムを設置した家で暮らしてい

ても電気の源を意識することはない。近年の世界の

情勢不安や原油価格の高騰に伴い将来の化石燃料に

不安があるけれども、太陽電池による電気だと意識

する瞬間なく環境問題やエネルギー問題を解決する

ことが新エネルギーの使命であるし、そのポテン

シャルを太陽電池は十分に持っている。
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