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連携案内 
産総研では、企業、大学、地域との連携を強
化することにより、お互いの研究ポテンシャ
ルを融合・発展させ、新しい産業を生み出す
ことを目的とした活動を行っています。また、
研究の結果得られた成果を知的財産化し、そ
の知的財産を用いて社会に技術移転すること
をミッションの一つとしております。研究開
発や技術相談などでお困りの点がございまし
たら、下記をご参照いただき、お気軽にご利
用ください。

共同研究・知財・技術相談等の窓口
https://www.aist.go.jp/aist_ j/collab/

International Alliance
AIST has been actively developing interna-
tional partnerships with overseas research 
institutes since its establishment in 2001 
through the conclusion of memorandums 
of understanding (MOUs) on comprehen-
sive research cooperation and the recep-
tion of overseas researchers and guests 
including VIPs.

Details
https://www.aist.go.jp/aist_e/collab/inter
national_alliance/
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2017 年末の世界の太陽光発電の累積導入量は約 400 

GW となり、ここ 2 年間で約 2 倍に増加しました。日本国

内においても累積導入量は 50 GW に迫る勢いで、2 年間で

約 1.4 倍以上になっています。しかし、パリ協定で定めら

れた地球規模の気候変動対策目標の達成のためにはさらな

る太陽光発電の利用が不可欠です。本年 4 月の「エネルギー

情勢懇談会」の提言において、再生可能エネルギーは将来

の「主力電源」を目指すものと位置付けられており、我が

国における再生可能エネルギーの代表格である太陽光発電

の役割は重要です。本年 4 月に開催された第 2 回のテラワッ

トワークショップ＊でも、2050 年までに世界の主要電源

の一つとなるシナリオが議論されました。その実現ために

は、より柔軟な電力系統の整備や低コストな電力貯蔵技術、

電力需要管理技術等に並んで、太陽光発電システムのさら

なる製造コスト低減や性能・信頼性の向上が不可欠であり、

そのための研究開発を継続していく必要があります。

太陽光発電研究センターは、2004 年に産総研の太陽光

発電関係の研究を一つにまとめた研究ユニットとして設立

されて以来、二度の組織改編を経て現在に至っています。

当センターでは、各種太陽電池の高性能化やモジュールの

信頼性向上技術、太陽電池の高精度性能評価・校正技術、

システム安全性向上や発電量最大化などの太陽光発電関連

技術に加え、光触媒・光電極などを用いた太陽光エネル

ギーから化学エネルギーへの直接変換技術、いわゆる人工

光合成による太陽光エネルギーの有効利用技術についても

研究を行っています。また福島再生可能エネルギー研究所

（FREA）の再生可能エネルギー研究センターとも連携して

研究を進めています。これらの研究開発を通じて、持続可

能な社会の実現に向けて貢献していきます。

2018 年 5 月

＊テラワットワークショップ：産総研が、米国国立再生

可能エネルギー研究所および独国フラウンホーファー研

究機構太陽エネルギーシステム研究所と共同で、太陽光

発電の将来の方向性を議論するために開催したワーク

ショップ。2016 年 3 月に第 1 回、2018 年 4 月に第 2

回を開催。

The cumulative installation capacity of photovoltaic 
(PV) power generation approximately doubled in these 
two years, reaching approximately 400 GW worldwide 
at the end of 2017.  Even it is approaching to 50 GW 
in Japan, further utilization of PV is indispensable for 
achieving the global climate change goals set by the 
Paris Agreement.  Recommendations by the expert 
panel regarded renewable energy (RE) as one of the 
major electricity source in future.  The role of PV is very 
important as a major RE in Japan.  In the 2nd Terawatt 
Workshop* held in April 2018, the participants discussed 
scenarios with installation of tens of TW representing 
one of the major energy sector electrification by 2050.  
To this end, it is necessary to continue R&D to reduce 
production costs, increase efficiency and improve 
reliability of PV, along with the development of a more 
flexible electricity grid, low-cost energy storage and 
demand side management, etc.

RCPV was first established in 2004 by gathering all 
the research groups related to photovoltaic technologies 
in AIST.  Since then, with two times reorganizations, 
we have continuously covered a broad research scope 
related to photovoltaics, including high performance 
solar cells, module reliability, accurate performance 
evaluation, fault diagnosis, and so on.  Our research 
f ie ld is now expanded to another solar energy 
technology, artificial photosynthesis that directly converts 
solar energy to chemical energy using photocatalysis or 
photoelectrodes.  Collaboration with Renewable Energy 
Research Center/Fukushima Renewable Energy Institute, 
AIST (FREA) will also play a crucial role to propel ahead 
our mission.  Through these research activities, RCPV 
will contribute to realization of a sustainable society.

May 2018

*TW (Terawatt) workshop: The workshop co-organized
by AIST, National Renewable Energy Laboratory and
Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, aiming
to discuss future direction of PV.  The 1st workshop
was held in March 2016; the 2nd in April 2018.

太陽光発電研究センターの概要 Outline of RCPV

太陽光発電研究センター　研究センター長
Research Center for Photovoltaics   Director

松原　浩司 Koji Matsubara
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センター組織 Organization

予算・人員 Budget and Member

ユニットスタッフ Unit Staff

アシスタント Assistants

評価・標準チーム Calibration, Standards and Measurement Team

　研究チーム長 : 吉田　正裕 Leader: Masahiro Yoshita

システムチーム PV System and Application Team

　研究チーム長 : 大関　崇 Leader: Takashi Oozeki

モジュール信頼性チーム Module Reliability Research Team

　研究チーム長 : 千葉　恭男 Leader: Yasuo Chiba

化合物薄膜チーム Compound Semiconductor Thin Film Team

　研究チーム長 : 石塚　尚吾 Leader：Shogo Ishizuka

先進プロセスチーム Advanced Processing Team　

先進多接合デバイスチーム Smart Stack Device Team

研究チーム長 : 菅谷　武芳 Leader：Takeyoshi Sugaya

有機系薄膜チーム Functional Thin Films Team

　研究チーム長 : 近松　真之 Leader：Masayuki Chikamatsu

機能性材料チーム Advanced Functional Materials Team

　研究チーム長 : 佐山　和弘 Leader：Kazuhiro Sayama

企画調整班 Planning Group
　班長：増田　淳 

Leader：Atsushi Masuda

　広報 Public relations

　安全 Safety

　産学連携 Collaboration

　標準化 Standardization

太陽光発電研究センター
Research Center for Photovoltaics

研　究　セ　ン　タ　ー　長 Director

　　　松原　浩司 Koji Matsubara

副研究センター長 Deputy Director

　　　増田　　淳 Atsushi Masuda

　　　吉田　郵司 Yuji Yoshida

首　席　研　究　員 Prime Senior Researcher

　　　佐山　和弘 Kazuhiro Sayama

予算 Budget 
99,690
（平成30年度）
（Result of FY2018）
単位：万円

unit:ten thousand yen

共同研究費 
Joint research revenue;

3,756

受託研究費
　　Commisioned 
 research funds;
65,924

運営費交付金
Subsidy;
26,829

その他 
Miscellaneous;

3,181

 産学官制度来所者
（技術研修） 

Technical training students 
through collaboration; 14

 特定フェロー 
Joint appointed fellow; 2

研究職
Researchers; 46

事務職 
Administrative
employees; 4

招聘研究員
Visiting
researchers; 4

産総研特別研究員
 AIST postdoctoral
researchers; 7

テクニカルスタッフ・
アシスタント
Technical　staff
and Assistant; 43

名誉リサーチャー・
客員研究員・
協力研究員

Emeritus Researcher,Guest 
researchers and Cooperation 
researchers; 23

派遣
Temporary staff; 7

人員 Member
206

（平成31年4月1日現在）
（As of 1 APR 2019）

産学官制度来所者
（共同研究）
Joint researchers 
through
collaboration; 56

　研究チーム長 : 松井　卓矢 Leader：Takuya Matsui
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評価・標準チーム
—太陽電池の校正・性能評価—

研究の目的 Objective

太陽電池の評価・標準に関する校正技術・性能評価技術

の研究開発を行い，我が国太陽電池産業の国際競争力強化・

大量導入に貢献することを目的とします。

アプローチ Strategy

太陽電池の価値に直結する基準太陽電池校正技術・新型

太陽電池性能評価技術・高精度屋外性能評価技術の開発を

行い，太陽電池の評価・標準の高精度化およびトレーサビ

リティ体系の維持・普及促進を図ります。国内・国外の校正・

評価試験機関と技能試験・国際比較測定等を実施し，開発

した技術の国際的整合性の検証・維持とその普及を推進し

ます。基準太陽電池の依頼校正・各種太陽電池の性能評価

測定等により，研究成果を積極的に普及・活用すると共に，

最新のニーズを把握して効率的な研究開発を推進します。

また，開発した技術の JIS・IEC 規格への標準化にも積極的

に貢献します。

研究内容 Research Topics

①太陽電池性能評価技術
太陽電池の性能評価技術開発として，通常の性能表示値に

用いられている標準試験条件／ Standard Test Conditions

（STC）（分光スペクトル AM1.5G の光が放射照度 1 kW/

m2 で入射し太陽電池温度 25℃での試験条件）での性能は

もちろん，実際の使用時に重要な様々な温度・照度での性

能を高精度に評価する技術の研究開発を行っています。太

陽電池メーカーや研究機関で次々と開発される各種新型太

陽電池（新型結晶シリコン，CIGS・シリコン・有機等薄膜、

ペロブスカイト，多接合・スタック型、集光型等）について，

開発した評価技術を活用した高精度性能評価を実施し（図

１），太陽電池の研究開発や産業に直接役立てると共に，開

発技術の有効性の検証とアップデートを行っています。欧

米やアジア地域各国の太陽電池評価・試験機関と国際比較

測定を実施し，開発した性能評価技術の国際的整合性の検

証・強化にも努めています。また，それらの規格・標準化

にも積極的に取り組んでいます。太陽光発電の普及と保守・

点検（O&M）拡充に伴い，屋外自然太陽光下での高精度か

つ低コストな性能評価技術のニーズが増しています。その

基盤技術となる太陽電池モジュールの屋外高速高精度性能

評価技術や非接触電位測定等の新測定技術の開発にも精力

的に取り組んでいます。

(1) PV performance measurement technologies
Precise and reliable per formance measurement

technologies for various types of novel PV devices 
(Fig. 1) are continuously developed. In our group, 
we measure PV performance of those devices under 
standard test conditions (STC) as well as practical 
outdoor conditions such as varying device temperature, 
i r rad iance, and spect rum. We a lso per form PV 
performance measurements of state-of-the-art PV 
devices developed in PV industries and research 
institutes. To confirm the technological conformity 
of the PV performance measurement technologies, 
proficiency tests and inter-comparison measurements 
among domestic/international testing laboratories are 
performed. Due to wide spreading of PV systems, 
outdoor performance characterization and monitoring 
technologies available and useful for the system 
operations & maintenance (O&M), become increasingly 
important. In our group, fast and precise outdoor 
measurement technologies including IV correction 
methods, which meet a demand from the PV community, 
are investigated.

(2) PV reference devices calibration technologies
We a re  conduc t i ng re sea rch re l a ted to  t he

development and improvement of calibration technology 

We develop accurate and reliable photovoltaic (PV) 
performance characterization technologies and PV 
reference device calibration technologies, contributing 
to the improvement of international competitiveness 
and mass deployment of PV technologies through the 
establishment of international conformity of the calibration 
and measurement technologies.

We develop precise PV calibration and performance 
measurement technologies of PV devices, which directly 
contribute to the value of PV, and confirm and establish 
the international conformity of these technologies 
through the prof ic iency tests and internat iona l 
comparison measurements. We also supply PV reference 
cell calibration to the PV community and measure a 
wide variety of PV devices from PV manufacturers. The 
measurement and calibration technologies developed in 
the research activities are actively disseminated through 
standardization such as JIS and IEC.
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Calibration, Standards and Measurement Team

—Precise performance measurement and calibration—

図１　 （上左）各種太陽電池の分光感度スペクトルの一例
（上右）多接合型太陽電池の分光感度スペクトルの
一例（下左）太陽電池屋内高精度評価用ソーラシミュ
レータ（下右）基準太陽光とソーラシミュレータの
分光スペクトル

Fig. 1 Examples of the spectral responsivities of various types 
of PV devices (top left), examples of the spectral 
responsivities of multi-junction solar cells (top right), a 
long-pulse solar simulator (bottom left), and spectral 
irradiance of a wide-range high-fidelity solar simulator 
(bottom right). 

図２　（上）国際直達日射比較（PMOD/WRC：スイス）に参加
　（下左）基準光源とする超高温定点黒体炉
　（下右）非直線応答誤差が極めて少ない高速分光放射計

Fig. 2 International pyrheliometer comparison at PMOD/WRC in Davos, Switzerland 
(top), Ultrahigh-temperature fixed point black body furnace (bottom left), high-
speed spectroradiometer with extremely small nonlinearity error (bottom right).

図３　世界の主要な一次校正機関（左）と国際相互承認協定の枠組み（右）
Fig. 3 WPVS qualified laboratories (left) and framework of international mutual 

recognition agreements for ILAC and APLAC (right).

②基準太陽電池校正技術
太陽電池の出力を評価する自然太陽光やソーラシミュ

レータの放射照度を SI 単位系にトレーサブルに測定するた

めの基準太陽電池デバイスの校正方法と，その高度化に係

る研究開発を行っています。研究開発だけではなく，国際

試験所認定協力機構（ILAC）及びアジア太平洋試験所認定

協力機構（APLAC）試験所の国際相互承認協定（MRA）に

則る ISO/IEC17025 認定ラボとして登録され（IAJapan

ASNITE 0021C），鉱工業分野の依頼試験として平成 21 年

9 月からソーラシミュレータ法による一次校正サービスを

行っています。また，超高温定点黒体炉の基準光源化，非

直線応答誤差が極めて少ない高速分光放射計の開発，内部

光学系を精緻化したキャビティ型絶対放射計の性能検証を

国際直達日射比較（IPC）で行って最高測定能力の向上に

努めるとともに（図２），スーパーコンティニュームレーザ

等を用いた次世代技術開発も行っています。一次基準太陽

電池の国際的な根幹比較参照値である World Photovoltaic

Scale (WPVS) の維持に，世界で四機関しかない Qualified

Laboratory の一機関として当初より貢献するとともに，

ISO/IEC 17043 の要求事項を満足する技能試験や国際比較

に参照値を提供することで，国内外の校正機関や研究所の

技能評価や認証取得を支援しています（図３）。

of reference PV devices used for accurately measuring 
the irradiance of natural sunlight and solar simulator. 
We were registered as ISO / IEC 17025 accreditation 
laboratory (IA Japan ASNITE 0021C) according to 
international mutual recognition arrangements (MRA) 
for ILAC and APLAC. Since September 2009, we are 
conducting  primary calibration service of reference PV 
device by solar simulator method as AIST request test. 
In addition, utilization of ultra-high-temperature fixed-
point blackbody furnace, development of a high-speed 
spectroradiometer with extremely small nonlinearity error, 
and performance verification of absolute cavity radiometer 
with refined internal optical system by participating in 
International Pyrheliometer Comparison (IPC) to improve 
calibration and measurement capability of us (Fig. 2). We 
have contributed from the beginning as an organization 
of the Qualified Laboratory, which has only four institutes 
worldwide, to maintain World Photovoltaic Scale (WPVS) 
which is the key comparison reference value of the 
primary calibration value of reference solar cell. We 
also provide reference values for proficiency test and 
inter laboratory comparison conducted according to the 
requirements of ISO / IEC 17043, and are cooperating 
in performance evaluation and accreditation acquisition 
activities of domestic and overseas calibration laboratories 
and institutions (Fig. 3).
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システムチーム

研究の目的 Objective

システムチームは、当センターの中で唯一太陽光発電

(PV) をエネルギー技術として取り扱う役割を担っていま

す。国内太陽光発電産業の支援とともに、「太陽光発電シス

テムの所有者・利用者の視点」と「電力インフラを形成す

る PV システム」という視点から、わが国における PV シス

テムの健全な普及拡大に資することを研究の目的としてい

ます。

—太陽光発電システムをエネルギー技術として安全に利用するための研究—

アプローチ Strategy
● PV システムの安全性および長期信頼性に関する取り組み
● 電力インフラ形成のための PV システムの発電予測技術

に関する取り組み
● PV システムの健全な普及拡大のための社会制度やエネル

ギー・環境政策に関する取り組み
● PV システムの品質 ( 性能・安全性 ) 向上や導入可能域拡

大に貢献する新しい制御技術に関する取り組み

研究内容 Research Topics

PV システムの長期信頼性および安全性に関する取り
組み

PV システムは一般に 20 年以上運用することが期待さ

れていますが、もっとも重要な構成機器である太陽電池モ

ジュールは利用者の目の届かない場所に設置されており、

運転中は無音・無可動です。また、PV システムの発電電

力は周辺環境や時々刻々変動する気象の影響を受けるため、

その長い運用期間中における発電性能の低下や安全リスク

の増大を把握することが困難な工業製品といえます。

また、日中においては、PV システムの運転を停止して

も太陽電池モジュール自体は直流電圧を発生し続けるため、

昼間に PV システムを搭載した建築物の火災が発生した場

合に、消火活動中の消防隊員が感電するというリスクも潜

在します。

そこで、当チームでは、さまざまな調査・分析を通じて

PV システムの直流電気安全性向上のため技術的・制度的対

策を検討しています。

PV システムの発電予測技術に関する取り組み
PV システムは、太陽エネルギーを直接かつ瞬時に電力に

変換しそれ自身は蓄電機能を持たない、いわば「お天気ま

かせ」の発電技術です。このような既存の発電技術にはな

い特性をもった PV システムがわが国の電力系統に無秩序に

大量に連系された場合、PV システムの発電電力の変動を電

力インフラ全体として吸収できなくなり、電力の安定供給

を阻害するリスクをはらんでいます。一方、このリスクを

PV System and Application Team (PVSAT) is only the 
team that considers PV system not to be a photovoltaic 
device but to be a power generation system. Our team’s 
research objective is to improve “PV system for the 
welfare of PV users” and “PV system as a player of 
energy infrastructure”.

Safety and long-term reliability
Both our government and PV industries say that PV 

modules should have over-20-year lifetime. However, 
many of the PV modules are in places which are 
invisible to the PV users. Besides, the PV system is 
operated without any noise and moving parts, and 
its output much depends upon fluctuating weather 
condition as well as its surroundings. These conditions 
make it difficult to find meaningful performance drops 
and increase in safety risks hiding in it. In addition, PV 
system can’t stop generating dc voltage in daytime even 
though it is not operated. This characteristic may cause 
a risk of electrical shock of firefighters in case of PV fire 
accidents.

So we have been studying both technical and 
institutional solutions to improve electrical safety of PV 
system based on field survey and research activities.

PV power generation forecasting method
Concerning “PV system as a player of energy 

infrastructure”, on the other hand, the methodology of 
forecasting PV power generation has been discussed.

Not to mention it that, output electricity strongly 
depends upon weather condition. The characteristics 
of PV power generation systems are their instabilities. 
When the large amount of PV systems will be connected 
to a utility grid, the inevitable fluctuation of their output 
may have a harmful influence on the utility grid. Using 

● R&D for safety and long-term reliability of PV system
● R&D for PV power generation forecasting method
● Research on related socio-technical issues of PV

system
● R&D for innovative system control devices for PV

system
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低減する方策の一つとして電力インフラでの電力貯蔵機能

の増強が検討されていますが、これも相応の経費を要する

ものであり、可能な限り最小限にとどめることが理想です。

そこで、当チームでは、気象データなどをもとに広範囲

に設置された PV システムの発電を事前に予測する手法の

研究開発を実施しています。図１は東京電力エリアを対象

に気象予報モデルによって前日に翌日の日射量予測（予測

の信頼度情報付き）を行った例です。これによって、PV シ

ステムが大量に連系された電力インフラにおいても既存発

送電設備の計画運用が容易になり、電力の安定供給リスク

を低減できるほか、電力貯蔵機能の過剰な配備を回避する

ことも可能になることが期待されます。

このほか、PV システムの品質 ( 性能・安全性 ) 向上や導

入可能域拡大に貢献する新しいシステム制御技術の研究も

あわせて実施しています。

主な関連特許
 特許 6103595、特許 6128684、特許 6256915：太

陽電池の電力配分回路

特許 6078914：太陽電池ストリングの電圧調整回路

特許 5311495：太陽電池モジュール

特許 4915821：太陽光発電システム

特許 4780416：太陽電池アレイ故障診断方法

特許 5246866：太陽電池モジュール不具合検出装置

特許 6238219：太陽光発電システムの不具合検知回路

特許 6061260：太陽光発電システムの感電防止回路

PV System and Application Team

— Research for safe and reliable PV system as a part of energy infrastructure —

energy storage devices is one of the promising solutions, 
but their installation should be as small as possible from 
an economical viewpoint.

So, we have been deve lop ing the forecast ing 
methodology of PV power output which is the key to 
control stability of electricity grid and optimize installation 
logistics of the energy storage devices. Figure 1 shows 
an example of time series of solar irradiance measurement 
and day-ahead forecast from a numerical weather 
prediction model with confidence intervals for Tokyo 
Electric Power service area.

Other Activities
Our team is also studying innovative system control 

devices which enable improvement on performance and 
reliability of PV system.
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図 1　 日射量の実測と気象予報モデルによる日射量予測（前日予測）
の比較

Fig. 1 Comparison of solar irradiance measurement and day-ahead forecast 
from a numerical weather prediction model (NWP).
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モジュール信頼性チーム

研究の目的 Objective

モジュール信頼性チームでは、新規部材を用いた太陽電

池モジュールの信頼性向上・長寿命化に関する研究、太陽

電池モジュールの寿命評価が可能な試験法開発、さらには

屋外での太陽電池モジュールの実環境性能評価の研究を

行っています。

—モジュールの長寿命化・信頼性向上技術の開発、モジュールの信頼性を正確に判定可能な試験法の開発—

アプローチ Strategy

実用サイズ（1.5 m 程度）の太陽電池モジュールに適用

可能な試作・評価設備を用いて、新規部材ならびに新規構

造の有効性を検証しています。長期曝露された太陽電池モ

ジュールの劣化要因を解明するとともに、劣化要因に裏付

けられた各種の信頼性試験法を開発しています。屋外には

長期曝露サイトを設け、商品化された各種モジュールや有

機系モジュール、試作モジュール等を系統連系運転し、材

料科学・デバイス物理に基づいて発電量や信頼性を検証し

ています。

研究内容 Research Topics

図 1 には結晶シリコン系太陽電池モジュールの断面構造

図ならびに劣化要因を示します。寿命 30 年以上を有する

信頼性の高い太陽電池モジュールの開発に向けて、信頼性

を支配するモジュール部材ならびに構造に対する要求特性

を明確化することを目指しています。さらに、複合加速試

験や高加速試験等の新規信頼性試験法の開発にも注力して

います。試作したモジュールの試験結果から、高温高湿試

験や温度サイクル試験を IEC 規格相当よりも延長もしくは

組合せることで、モジュールの信頼性の差異を見出せるこ

とや、劣化を促進できることを確認しました。また、太陽

光発電の寿命予測ならびに試験法の開発も推進しておりま

す。さらには、図 2 に示すように、巨大地震や集中豪雨な

どの大規模災害時の非常用電源として、モバイル機器充電

用のプラグインソーラーを開発しました。

屋外には、約 70 kW 相当（約 100 kW まで拡張可能）

の太陽電池モジュール長期曝露設備を設けています。実環

境性能評価には屋外でのデータ取得が必須ですが、特に新

型薄膜太陽電池ではデータが不足しています。屋外設備で

は、各種太陽電池モジュールの電流 - 電圧データを 10 分

毎に取得し、日射量や気候のデータも用いて、長期にわた

る発電性能の変化を解析しています。さらには、新規部材

を用いて試作した太陽電池モジュールの長期信頼性評価も

実施しています。

Photovoltaic modules with improved reliability and long 
lifetime are developed using novel module materials, 
for example, encapsulant, backsheet, interconnector, 
sealant, etc.  Test methods for characterization of 
module lifetime are also developed.  Both energy yield 
and reliability for photovoltaic modules set in the outdoor 
site are characterized.

Schematic diagram of cross-sectional structure and 
degradation factors for crystalline silicon photovoltaic 
modules are shown in Fig. 1.  In order to develop reliable 
photovoltaic modules with lifetime longer than 30 years 
required properties for module materials and structures 
are studied using test modules.  Key module materials 
for improved reliability and long lifetime are studied.  
Combined or highly-accelerated test methods are also 
developed.  It was confirmed that difference in reliability 
is found by extending test time or test cycle regulated 
by IEC.  Degradation was accelerated by combination of 
damp-heat and thermal-cycle tests. The life prediction 
of photovoltaic modules and the development of the test 
methods are also carried out. In addition, as shown in 
Fig. 2, we developed the plug-in solar for mobile device 
charging as an emergency power supply for large-scale 
disasters such as huge earthquakes and torrential rain.

Various types of photovoltaic modules of about 70 
kW (about 100 kW in future) are exposed outside.  
Outdoor data required for characterization of energy 
yield, especially for novel-type thin-film photovoltaic 
modules, are obtained.  Current-voltage characteristics 
of photovoltaic modules set in the outdoor site are 
recorded every 10 min.  Such data are analyzed with 
obtained irradiance and temperature.  Photovoltaic 

Photovoltaic modules are fabricated using various 
apparatuses for commercial size of about 1.5 m.  Various 
novel module materials are examined.  Degradation 
mechanism of photovoltaic modules is studied and 
various accelerated reliability test methods are also 
developed based on the degradation mechanism.  
Various types of commercial photovoltaic modules 
and newly developed test modules are exposed at the 
outdoor site and connected with gird.  Dye-sensitized 
and organic photovoltaic modules are also exposed.  
Those modules exposed are characterized based on 
material science and device physics.
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図 1　結晶シリコン系太陽電池モジュールの断面構造図ならびに劣化要因
Fig. 1 Schematic diagram of cross-sectional structure and degradation factors for crystalline silicon photovoltaic modules.

図 2　プラグインソーラーの外観と使用例
Fig. 2 Photograph of appearance and usage example of the plug-in solar.

Back sheet 

Tempered glass 

Encapsulant 

Al frame,  
edge sealing 

Junction box, pottant 

Solar cell 
Interconnector 

Crystalline Si PV module 

Browning by UV 

Break and 
detachment by 
thermal cycle, wind 
pressure and snow 

Acid generation from 
encapsulant  due to 
water vapor ingress 
through back sheet 

Browning by 
reflective UV 

PID by drift of Na 
from cover glass due 
to high system 
voltage 

Increase in contact 
resistance at electrode/cell 
due to corrosion by acid 

Module Reliability Research Team

—Development of both long lifetime and high reliable photovoltaic 
modules and also test methods for characterization of module reliability—

modules using newly developed materials are also 
exposed at the outdoor site.
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化合物薄膜チーム
—CIGS 太陽電池ならびに関連材料—

研究の目的 Objective

シリコン太陽電池を凌駕する発電コスト低減の可能性を

持つ、CIGS 系化合物や CZTS 系化合物などカルコゲナイド

系の化合物薄膜太陽電池を主な研究対象とし、太陽電池の

高効率化を阻害している根本的な原因を解明し、それを解

決するための先端的なデバイス・プロセス技術を開発する

と共に、開発したプロセス技術を産業界へ普及させ、我が

国の太陽電池産業の発展に貢献する事を目的とします。

アプローチ Strategy

材料の基礎研究からサブモジュール作製技術の開発まで

を研究対象として、光吸収層材料や透明導電膜材料の性能

向上や新規材料の開発と先端的な物性評価技術の開発、お

よびデバイス・プロセス技術の開発を行います。具体的には、

カルコゲナイド系化合物薄膜太陽電池の小面積セルの潜在

能力を限界まで向上させる研究と、得られた研究結果をサ

ブモジュールに適用する技術の開発、および新材料・代替

材料の開発を行います。

研究内容 Research Topics

①小面積 CIGS セルの高効率化技術
太陽電池の高効率化を阻害している根本的な原因を解明

し、潜在能力を限界まで向上させる研究を行った結果、小

面積 CIGS セルで 22% の光電変換効率を達成しています。

また In を全く含まない小面積 CGS セルで、11.0% とい

う高い光電変換効率を達成すると共に、CGS 太陽電池の動

作原理であるヘテロ pn 接合の形成メカニズムを解明しま

した。これらの成果は、将来的に必要とされている高い Ga

濃度を持つ CIGS 太陽電池の高効率化に対する技術指針を

与えるものであり、CIGS 太陽電池の更なる高性能化に向け

た研究開発の加速が期待されます。また、今後はここで開

発された技術と知見を、モジュールへ適用する技術の開発

を行います。

② CIGS サブモジュール太陽電池の開発
青板ガラスを基板材料に用いた CIGS サブモジュール太

陽電池において、小面積セルで解明された最適な薄膜形成

条件を適用することにより、20.3% という高い光電変換

効率を達成しました。ここで開発した技術は、太陽電池モ

ジュールの変換効率向上の鍵となる要素技術であり、大面

We clarify and determine the essential mechanisms 
which lead high-efficiency solar cells and develop the 
advanced device processing technologies to overcome 
the difficulties, particularly for compound semiconductor 
thin-film solar cells, such as CIGS and CZTS solar 
cells. We also introduce the developed technologies to 
industrial sectors, and contribute to the development of 
solar cell industries in Japan.

(1) Improvement of the performance of laboratory-
scale CIGS solar cells

We have made a number of essential reasons clear 
which prevent the solar cells from achieving high 
efficiency and obtained laboratory-scale CIGS devices 
with efficiency of 22%. In addition, we have developed 
laboratory-scale indium-free CGS devices with efficiency 
of 11.0 %. These results strengthen the technological 
prospects of CIGS solar cel ls with high gal l ium 
concentration, which are expected as promising solar 
cells in the future.
(2) Development of CIGS submodules

We have developed CIGS submodules using soda 
lime sheet glass as substrates and have obtained 
efficiency of 20.3%. The technology developed here 
is an important elemental technology to improve the 
conversion efficiency of CIGS submodules, and hence 
can be applied to large area CIGS modules as well as 
flexible CIGS modules.

Our research target covers fundamental materials 
science for the development of submodule fabrication 
technologies. We improve the performance of the 
materials for light-absorbing layers and transparent 
electrodes, and develop various device processing 
technologies, such as, 
( i ) Improving the performance of laboratory-scale CIGS 

and CZTS devices up to their potential limit and 
applying the results to submodules,

( ii ) Developing novel materials as well as alternative 
materials for high efficiency CIGS and CZTS solar 
cells,

( iii ) Developing advanced technology to characterize 
materials for solar cells, and,

(iv) Developing the device processing technologies to 
realize high efficiency CIGS and CZTS submodules, 
particularly for flexible solar cells.
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Compound Semiconductor Thin Film Team

—CIGS and related chalcogenide solar cells—

積太陽電池モジュールやフレキシブル太陽電池モジュール

などへ広く応用が可能です。また、量産化レベルの太陽電

池モジュールの変換効率の向上や、それによる発電コスト

の低減、太陽電池モジュールの高機能化などへの貢献が期

待されます。

③小面積 CZTS 系セルの高効率化技術
CZTS 系太陽電池の一種として、Ge をドープした CZTSe

（CZTGSe）太陽電池を開発しています。結果として、およ

そ Ge/(Ge+Sn) = 0.2 という組成比において、0.527 V と

いう高い開放電圧と 12.32% という変換効率を達成しまし

た。

④逆光電子分光法による電子状態評価技術
太陽電池用半導体の電子状態を評価する新しい手段とし

て逆光電子分光法に注目し、光電子分光法と組み合わせて、

半導体の伝導帯および価電子帯の電子状態を詳しく評価す

ることが可能になりました。

(3) Improvement of the performance of laboratory-
scale CZTS solar cells

We develop laboratory-scale CZTS solar cells using 
Ge-doped CZTSe (CZTGSe) system. As the results, 
we obtained high open circuit voltage of 0.527 V and 
conversion efficiency of 12.32% at the alloy composition 
ratio of Ge/(Ge+Sn) = 0.2.
(4) Development of the technology to characterize 
the electronic states by inversed photoemission 
spectroscopy

We develop new methods to characterize the electronic 
states of semiconductors for photovoltaics by combining 
both inversed photoemiss ion spect roscopy and 
photoemission spectroscopy. We can characterize both 
the conduction band and valence band of the sample 
precisely by the method.

図４　逆光電子分光測定装置
Fig. 4 Inversed photoemission spectroscopy measurement system.

図５　 逆光電子分光測定装置および光電子分光測定装置によって得られた
CdS 薄膜および単結晶 CIGS 薄膜の逆光電子分光スペクトル（右）
および光電子分スペクトル（左）

Fig. 5 Inversed photoemission spectra (right hand) and photoemission spectra (left 
hand) of CdS and single crystalline CIGS thin films.

図２　光電変換効率 12.32% を達成した小面積 CZTGSe セル
Fig. 2 CZTGSe solar cell with efficiency of 12.32%.

図３　 カルコゲナイド系化合物薄膜太陽電池作製装置
Fig. 3 Fabrication apparatus of chalcogenide solar cells.

図１　光電変換効率 20.3% を達成した CIGS サブモジュール
Fig. 1 CIGS submodule with efficiency of 20.3%.

20.3% 
(20mm×20mm) 
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先進プロセスチーム

研究の目的 Objective

太陽光発電の発電コスト低減には、太陽電池の変換効率

の向上と製造コストの低減が不可欠です。先進プロセスチー

ムでは、主にシリコン系太陽電池の高効率化、低コスト化

を図る太陽電池作製プロセスの技術開発を進めています。

—高効率、低コスト化に向けたプロセス技術—

アプローチ Strategy

シリコン系太陽電池は結晶系と薄膜系に分類されますが、

アモルファスシリコンとその合金薄膜は両者に共通する技

術であり、接合形成や光吸収層として広く用いられていま

す。先進プロセスチームでは、ヘテロ接合型結晶シリコン

太陽電池および薄膜シリコン太陽電池の高性能化を目指し、

アモルファスシリコン系薄膜の高品質化、アモルファスシ

リコン系薄膜／結晶シリコン界面の欠陥終端（パッシベー

ション）やキャリア輸送特性の向上、新規ヘテロ接合形成

材料や高度光閉じ込め技術の開発、プロセス診断技術の開

発などを進めています。また、太陽電池の革新的な低コス

ト化・高効率化を狙った新しいシリコン系材料やハイブリッ

ド材料の開発も進めています。

研究内容 Research Topics

これまで培ってきた薄膜シリコン系材料の製膜技術をヘ

テロ接合型結晶シリコン太陽電池へ展開し、表面パッシベー

ションやヘテロ接合形成、光閉じ込めに関する研究を推進

しています。将来のウェーハ薄型化を見越し、ウェーハ厚

さと発電特性の相関を実験的に明らかにすることで、薄型

の結晶シリコン太陽電池の可能性を検証しています。また、

70 ミクロン厚の薄型ウェーハを用いたヘテロ接合型太陽電

池を試作し、一般的な厚さのウェーハ（190 ミクロン）と

同等の太陽電池特性を実現しました。

並行して、太陽電池材料の製膜に広く用いられるプラズ

マＣＶＤプロセスの診断と制御に関する研究も進めていま

す。プローブ法、発光分光法、質量分析法、レーザー分光

法などを用いてプラズマを計測すると共に、分光エリプソ

メトリや当チームが独自に開発したポンプ・プローブ法を

用いて太陽電池材料の実時間・その場計測を行っています。

これらのプラズマ・材料計測から得られる結果や知見をも

とに、デバイスの高性能化に繋がる低ダメージプロセスや

ダメージ回復技術の開発に取り組んでいます。

アモルファスシリコンに代わる新たなヘテロ接合材料の

開発も進めています。例えば酸化チタンは、結晶シリコン

に対して電子選択性コンタクトとして機能することが知ら

れていますが、当チームでは、原子層堆積法（ALD）によ

る酸化チタン膜が正孔選択性コンタクトとしても機能する

To reduce the power generation cost of photovoltaic 
systems, it is essential to improve the efficiency and to 
reduce the production cost of photovoltaic modules. 
At the Advanced Processing Team, we develop and 
investigate the fabrication process of silicon (Si)-based 
materials and devices, aiming for realizing high-efficiency 
and low-cost solar cells.

Si-based solar cells can be classified into two groups: 
crystalline Si (c-Si) and thin-film Si (TF-Si) technologies. 
In both types of solar cells, hydrogenated amorphous 
Si (a-Si:H) and its alloy materials are extensively used 
as a junction/surface passivation layer as well as a 
light-absorbing layer. Aiming at high-efficiency a-Si:H/
c-Si heterojunction (SHJ) and TF-Si solar cells, we are 
conducting a wide spectrum of research including the 
process development for  high-quality Si-based materials 
and their interfaces, novel materials for Si-based solar 
cells, advanced light management techniques, and 
process diagnostics. Furthermore, the developments 
of next-generation Si materials are being implemented 
towards significant cost reduction and higher efficiency.

We are conducting the research and development on 
surface passivation, hetero-junction formation, and light 
management to realize high-efficiency and cost-effective 
SHJ solar cells, taking advantage of our wide range of 
knowledge on TF-Si materials. Thin c-Si solar cells are 
attracting attention because the thickness of c-Si wafer 
is expected to be reduced for cutting the material cost 
in the coming years. We investigate the impact of wafer 
thickness on the photovoltaic performance of SHJ cells 
experimentally. For example, we developed a very thin, 
70-micron-thick SHJ cell with a conversion efficiency 
comparable to that using a standard wafer (190 micron).

Plasma diagnostics is another research topic in 
our team. We diagnose gas-phase plasmas, using 
standard diagnostic tools such as Langmuir probe, 
optical emission spectroscopy (OES), quadrupole 
mass spectrometry (q-mass), and laser absorption 
spectroscopy. In addition, we perform characterization of 
opto-electronic properties of semiconductor films under 
plasma processing, using in-situ real-time spectroscopic 
ellipsometry and pump-probe technique. This unique 
pump-probe technique is newly developed in our 
team, and it enable us to study the carrier transport 
and trapping under plasma process. According to the 
results on plasma and material characterization, we 
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ことを見出し、これを利用してより透明で低コストなヘテ

ロ接合材料の開発を行っています。また、低温プロセスを

用いた酸化物系の新規パッシベーション膜の開発にも取り

組んでいます。例えば、ALD 法で製膜した極薄の水素添加

シリコン酸化膜（SiOX:H）が結晶シリコンの良好な表面パッ

シベーション膜として機能することを確認するとともに、

アニールによる膜構造の変化とパッシベーション特性との

相関を詳細に調査しています。こうした知見は、新規な太

陽電池構造の開発に繋がる可能性を秘めています。

一方、薄膜シリコン太陽電池は、屋外のみならず屋内用

の発電素子としても広く用いられ、IoT 技術を支えるマイク

ロ分散電源としても期待されています。当チームでは、独

自技術であるトライオード型プラズマ CVD 法や、ハニカム

テクスチャ型光閉じ込め構造を開発することで、アモルファ

スシリコン、微結晶シリコン、及びそれらを組み合わせた

多接合太陽電池において、数々の世界最高の発電効率を達

成しています（例えば、3 接合太陽電池で世界最高の発電

効率 14.0%、2018 年 3 月時点）。

そのほか、結晶シリコン太陽電池の抜本的な低コスト化

を狙い、レーザー照射により瞬間溶融・結晶化させる液相

結晶化シリコン薄膜の開発も進めています。また、ナノ結

晶シリコンやそれを有機材料と組み合わせたハイブリッド

材料を用いて革新的な高効率を目指した太陽電池材料の開

発にも取り組んでいます。

図１　 先進プロセスチームにおける研究対象と研究
テーマの概略

Fig. 1 Outline of research areas and subjects in Advanced 
Processing Team.

図 2　 高品質材料の形成・低ダメージプロセスの開発に用いるプラズマ CVD
プロセス診断装置の概略

Fig. 2 Schematic illustration of real-time diagnostic tools equipped in a PECVD 
system for developing high-quality and low-damage film deposition processes.

図 3　 左：様々な厚さのヘテロ接合型結晶シリコン太陽
電池の発電特性の例（ウェーハはコマツＮＴＣ（株）
より提供）右：世界最高効率を達成した薄膜シリ
コン太陽電池（三接合）の分光感度特性

Fig. 3 Left: Current density vs. voltage curves of a-Si:H/c-Si 
heterojunction solar cells using very thin (73 micron), 
normal (191 micron), and thick (292 micron) wafers. 
These wafers were supplied by Komatsu NTC Ltd. Right: 
External quantum efficiency spectra of the world-record 
triple-junction thin-film Si solar cells.
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Advanced Processing Team

—Process technology for high efficiency and low cost solar cells—

develop more sophisticated processes, which yield high-
performance solar cell devices.

 We also focus on novel contact/passivation materials 
for SHJ solar cells using atomic layer deposition (ALD) 
method. For example, we have found that ALD-grown 
titanium oxide (TiOX), which is widely known to behave 
as an electron selective contact, can work oppositely 
as a hole selective contact. In addition, we developed 
hydrogen-doped silicon oxide (SiOX:H) using ALD as a 
passivation layer for c-Si solar cells. The evolution of the 
microstructure in SiOX:H during thermal annealing and 
its correlation with the surface passivation capability are 
being investigated in detail. Such insights may open new 
opportunities to realize high-efficiency SHJ cells with new 
architectures.

TF-Si photovoltaic devices are focused not only for 
power generation in the outdoors but also for powering 
IoT devices. We have developed several or iginal 
technologies including triode plasma-enhanced chemical 
vapor deposition (PECVD) for achieving high-quality 
a-Si:H films and honeycomb textures for better light 
trapping, leading to several world record efficiencies in 
a-Si:H, microcrystalline Si, and multi-junction devices 
(for example, a record stabilized efficiency of 14.0% was 
realized in a triple-junction device, as of March 2018).

As a next-generation technology, we investigate the 
liquid-phase crystallization process using a high-density 
and line-shaped laser scanning system to realize efficient 
ultra-thin c-Si solar cell. Processing technology of Si 
nanocrystals and the potential of Si nanocrystals for solar 
cell application are investigated.
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先進多接合デバイスチーム

研究の目的 Objective

太陽光発電普及のための大きな鍵のひとつが発電コスト

の低減であり、そのためには太陽電池の効率向上、低コス

ト化が重要です。多接合太陽電池は広範囲の波長の太陽光

を有効に利用でき、高効率化 ( ＞ 40%) が可能ですが、製

造コストが高いため、現時点での用途は宇宙用や集光発電

施設用に限られており、一般用途には普及が進んでいませ

ん。当チームでは新しい簡便な方法で多接合太陽電池を作

製する技術を開発し、コスト低減と超高効率化を目指した

研究を行っています。

—スマートスタックによる次世代多接合太陽電池—

アプローチ Strategy

多接合太陽電池は、種類の異なる（吸収波長の異なる）

太陽電池セルを直列につなぎ合わせ、太陽光の波長を全て

吸収することにより変換効率を高める太陽電池です。既存

の多接合太陽電池では、結晶成長技術により複数セルを一

括（モノリシックに）形成する方法が主流でした。しかし

この方法では結晶成長の観点からセル材料の選択の自由度

が制限され、成長技術も難しいという問題点があります。

当チームでは、安価な超高効率多接合太陽電池の普及を目

指して、さまざまな種類の太陽電池を自由自在に接合する

ことのできるスマートスタック技術の研究を行っています。

また、高効率のⅢ－Ⅴ族化合物太陽電池を、低コストで作

製可能なハイドライド気相成長 (H-VPE) 法の研究開発も合

わせて行っています。

研究内容 Research Topics

スマートスタック技術
複数の太陽電池セルを、簡便・自在に接合することによ

り高効率な多接合太陽電池を得るための先進的な技術で

す。接合界面に自己配列したナノ金属粒子を導入し、複数

セルを電気・光的にほぼ損失なく接合する技術を開発しま

した。この技術を用いて、格子定数が大きく異なり結晶成

長では実現困難な InGaP/GaAs//InGaAsP/InGaAs　4 接合

太陽電池を試作し（// はスマートスタック面）、非集光にお

ける発電効率 33.1% を実証しました ( 図 1)。また、世界

で例の無い InGaP/GaAs//CIGS　3 接合太陽電池で発電効

率 24.2% を実証し、さらに、Si 上の InGaP/GaAs//Si　

3 接合太陽電池では、10 倍集光で 28.7% の変換効率を達

成しました。このように超高効率Ⅲ - Ⅴ族トップセルと低

コスト Si、CIGS の組み合わせからなる多接合太陽電池の実

現が可能となりますが、コスト低減のためには、Ⅲ - Ⅴ族

トップセルをいかに安価に作製するかが最も重要な課題と

なります。我々は低コストⅢ - Ⅴ族成長技術として期待さ

れる H-VPE 装置を開発し、国内初の GaAs セル試作に成功、

Cost reduction and improved conversion efficiency are 
the most important issues in the wide-scale deployment 
of solar photovoltaic systems. Even though multijunction 
solar cells have the highest reported efficiencies and 
have been commercialized for space and concentrator 
applications, they are not used widely because of 
their high cost. Our objective is to develop advanced 
multijunction technologies with extremely low cost and 
high conversion efficiency.

Multijunction solar cells provide ultra-high efficiencies 
by the effectively using the solar spectrum through 
the interconnection of different kinds of solar cells. A 
conventional fabrication method is a monolithic epitaxial 
growth technique, which is considerably difficult and 
limits the selection of materials and cell combinations. 
We p roposed a nove l  semiconducto r  bond ing 
technology (smart stacking technology) to stack 
different kinds of solar cells with high flexibility. We have 
also developed hydride vapor phase epitaxy (H-VPE) 
system to grow extremely low-cost III-V compound 
semiconductor materials.

Smart stacking technology
We have proposed a novel semiconductor bonding 

technology for mechanically stacked multijunction solar 
cells by using conductive nanoparticle alignment with 
low bonding resistances and minimal optical absorption 
losses. This technique is considerably attractive for 
interconnecting different kinds of solar cells. We have 
demonstrated an InGaP/GaAs//InGaAsP/InGaAs (// 
indicates a smart stack interface) 4-junction solar cell 
with a high efficiency of 33.1% under 1 sun, as shown 
in Fig. 1. We also demonstrated an InGaP/GaAs//
CIGS and InGaP/GaAs//Si 3-junction solar cells with 
efficiencies of 24.2 (under 1 sun) and 28.7% ( ×
10 concentration), respectively. Our stacking method 
is highly useful to realize the ultra-high efficiency 
multijunction solar cells combined with III-V top and low-
cost Si or CIGS bottom cells. The most important issue 
for the cost reduction is to grow low-cost III-V materials. 
We have newly developed a low-cost H-VPE system and 
fabricated a GaAs solar cell with an efficiency of 20.8%, 
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H-VPE として世界最高レベルの変換効率 20.8％を達成し

ました（図２）。今後のさらなる高効率化・低コスト化により、

スマートスタックと合わせた次世代多接合太陽電池の実現

が期待できます。

図 1　スマートスタックの概念と 4 接合太陽電池の I-V 特性
Fig. 1 Schematic drawing of smart stack technology and I-V characteristics of a 4-junction solar cell.

図 2　H-VPE 装置と試作した GaAs セルの I-V 特性
Fig. 2 H-VPE  system and I-V curves of GaAs solar cells.
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Smart Stack Device Team

—Advanced multijunction solar cells fabricated using smart stacking technology—

as shown in Fig. 2. The next generation multijunction 
solar cells with a high efficiency and a low cost can 
be realized by using smart stacking technologies and 
H-VPE systems.
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有機系薄膜チーム

研究の目的 Objective

有機系薄膜材料をベースとした太陽電池は、省資源性に

優れており、大面積製造も可能なことから製造コストの点

で優れています。我々は、実用化に向けて動き出した有機

系太陽電池などを中心として、高効率・高耐久・低コスト

化に向けた研究開発を行っています。

—有機無機ハイブリッド太陽電池と有機薄膜太陽電池—

アプローチ Strategy

有機系太陽電池の実用化を達成するには、効率および寿

命を更に改善する必要があります。

有機無機ハイブリッド太陽電池では、ペロブスカイトの

作製プロセス最適化技術や、高効率高耐久化に向けた界面

制御技術およびデバイス要素技術開発も行っています。ま

た、有機薄膜太陽電池では、高効率化に向けてバルクヘテ

ロ接合の構造解析および最適化技術の開発を行っています。

更に、企業・大学と共に、印刷プロセスによるシースルー・

フレキシブルなセルおよびモジュール化技術の開発やエナ

ジーハーベスティング等への用途開発も行っています。

研究内容 Research Topics

①有機無機ハイブリッド太陽電池
新規ペロブスカイト材料の探索や、塗布法において高効

率・低コスト化に向けたプロセス開発を行っています。また、

ペロブスカイト / ホール輸送層やペロブスカイト / 金属酸化

物層の界面に着目した高効率高耐久化技術やデバイス要素

技術の開発を行っています。更に、ペロブスカイト層の精

密組成制御を目的とした、新規蒸着法の開発も行っていま

す。

②有機薄膜太陽電池
バルクヘテロ接合の構造最適化だけでなく、新たな金属

酸化物バッファ層や有機層の組み合わせによる高効率化を

行っています。更に、LED などの屋内光向けの標準セル開

発を進めています。有機系太陽電池は、低照度下でアモル

ファスシリコン太陽電池よりも高い変換効率を示す特徴も

報告されています。低照度下での太陽電池特性を詳細に調

べ、屋内光に適した素子構成を明らかにしていきます。

We are focusing on organic-based solar cells toward 
their applications by addressing issues that are still 
unresolved such as the power conversion efficiency, 
the durability and the low-cost processing techniques. 
Organic-based thin-film solar cells offer exceptional 
advantages such as resource conservation.

To realize the practical use of organic-based solar 
cells, it is necessary to further improve the efficiency and 
the lifetime. For high efficiency organic thin-film solar 
cells, we perform structure analysis and optimization of 
the bulk heterojunction. Furthermore, we are developing 
see-through flexible cells and sub-modules by printing 
process and their application to energy harvesting in 
cooperation with universities and private companies. 
Regarding the new field of organic-inorganic hybrid 
perovskite solar cells, in particular, we are focusing 
on new fabrication techniques and engineering the 
interfacial processes to achieve high efficiency and 
durability.

(1) Organic-inorganic hybrid perovskite solar cells
We develop perovskite-based materials and their 

thin-film fabrication using solution coating and vacuum 
deposition processes for low-cost and high-power 
conversion efficiency. In particular, we develop a novel 
vacuum deposition process for precise composition 
control of the perovskite layer. Furthermore, we focus 
on interfaces of perovskite/hole transporting layer and 
perovskite/metal oxide layer for high efficiency and 
durability.

(2) Organic thin-film solar cells
We investigate the structure of bulk heterojunction and 

develop novel metal-oxide and organic buffer layers for 
the high efficient solar cells. We also develop standard 
cells for in-door use. Under low illuminance, organic-
based solar cells are expected to show high efficiency 
compared to amorphous Si solar cells. We examine the 
organic thin-film solar cell properties by the LED light 
irradiation and optimize their cell structure.
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図 2　 塗布法で作製したペロブスカイト太陽電池の断面電子
顕微鏡像

Fig. 2 Cross section SEM image of perovskite solar cell fabricated 
by solution coating technique.

図 5　 フレキソ印刷で試作した有機薄膜太陽電池モジュール
（企業との共同研究成果）

Fig. 5 A module of organic thin-film solar cell fabricated by 
flexographic printing.

図 4　窓に貼れるシースルー有機薄膜太陽電池モジュール
Fig. 4 A see-through organic thin-film solar cell module.

図 3　ペロブスカイト太陽電池の素子構造
Fig. 3 Schematic device structure of a perovskite solar cell.

Functional Thin Films Team

—Organic-inorganic hybrid perovskite solar cells and organic thin-film solar cells—

図 1　ペロブスカイト層の結晶構造
Fig. 1 Crystal structure of perovskite layer.
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機能性材料チーム

研究の目的 Objective

●半導体光触媒や光電極を用いた人工光合成の高性能化技

術の開発

●計算化学を用いた色素増感太陽電池の材料設計

●太陽エネルギーを効率良く利用するための様々な要素技

術開発

—人工光合成技術および色素増感太陽電池の開発—

アプローチ Strategy

太陽エネルギーは再生可能エネルギーの中で最も膨大で

あり、太陽光発電だけでなくその利用技術の拡大は非常に

重要です。太陽エネルギーはエネルギー密度が希薄で天候

に左右されやすいという重大な欠点があり、単位面積当た

りの効率と経済性の向上およびエネルギー蓄積の取り組み

が不可欠になります。色素増感太陽電池および半導体光電

極・光触媒を用いた人工光合成技術は、溶液中の光電気化

学反応を基本として、図１に示すような類似した反応機構

で動作しています。共通する知見を有効利用しながら高性

能な材料開発を行っています。色素増感太陽電池は酸化チ

タン粉末などの安価な半導体素材を利用し、真空設備やク

リーンルームを使わない簡易な塗布製造プロセスが特徴で

あり、将来の大幅なコストダウンが期待されている次世代

太陽電池の一つです。また、人工光合成は太陽エネルギー

を直接化学エネルギーに変換・蓄積する技術であり、簡易

調製できる可視光応答性の半導体光電極膜や光触媒粉末を

用いて、水分解による低コスト水素製造や有用化学品製造

などを行っています。

研究内容 Research Topics

色素増感太陽電池の研究においては、高性能で安定な金

属錯体色素の開発のために計算化学を用いた物性評価手法

を活用しています。半導体光電極の研究では、水を水素と

酸素に分解するだけではなく、付加価値の非常に高い過酸

化水素や次亜塩素酸、過硫酸、Ce4+ 酸化剤などの様々な有

用化学品を効率良く製造できることを見出しています（図

２）。また、レドックス媒体として鉄イオンを還元しながら

酸素を製造する光合成模倣型反応を効率良く行う光触媒を

開発してきました。この反応と電解装置と組み合わせるこ

とで低コストな水素製造が期待できます（図３）。さらに派

生技術として高性能な WO3 系環境浄化光触媒も開発してい

ます。材料開発には高速自動スクリーニング技術を利用し

ています。

* Development of artificial photosynthesis technologies 
using photoelectrode and photocatalyst.

* Design of materials based on computational chemistry 
for efficient dye-sensitized solar cell.

* Development of fundamental technologies to utilize 
solar energy efficiently.

We have developed new ruthenium complexes 
sensitizers for DSSC based on computational chemistry. 
Recently, we found that various valuable chemicals 
(hydrogen peroxide, hypochlorous acid, persulfate, 
Ce4+, etc.) could be produced on oxide photoelectrodes 
with producing H2 on the counter electrode, as shown 
in Fig. 2. Moreover, we have developed highly efficient 
photocatalysts for artificial photosynthesis reaction with 
redox mediators and low-cost H2 production combined 
with electrolysis, as shown in Fig. 3. Efficient WO3 
photocayalyst for environmental applications is also 
investigated. High-throughput technologies are utilized 
to find new efficient materials of semiconductors and co-
catalysts. 

Solar energy is the most enormous among al l 
renewable energies, and the development of new 
technology having high efficiency, low cost and energy 
accumulation is very important because of the unsettled 
and dilute energy density of solar light.  Dye-sensitized 
solar cell (DSSC) and artificial photosynthesis using 
photoelectrode and photocatalyst work with similar 
reaction mechanisms in Fig. 1, based on the photo-
electrochemical reaction in solution. We developed new 
materials with high solar energy conversion efficiency by 
means of common knowledge and technologies. DSSC 
is one of the next generation low-cost PVs by using 
the low-cost materials (such as TiO2) and low-cost 
fabrication process (such as printing) without vacuum 
facility and clean room. The artificial photosynthesis 
is the technologies to conver t solar energy into 
chemical energy directly, and water splitting reaction 
and production of valuable chemicals take place 
using semiconductor photoelectrode and powdered 
photocatalyst prepared by simple methods.
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Advanced Functional Materials Team

—Artificial photosynthesis and dye-sensitized solar cell—

図１　(a) 色素増感太陽電池、(b) 半導体光電極、(c) 光触媒の原理
Fig. 1 Principles of (a) DSSC, (b) photoelectrode and (c) photocatalyst.

図２　半導体光電極を用いた水素と高付加価値の有用化学品製造
Fig. 2 Production of H2 and valuable chemicals using photoelectode.

図３　レドックス媒体を用いた光触媒 - 電解ハイブリッドシステムによる安価な水素製造
Fig. 3 Economical H2 production on photocatalysis-electrolysis hybrid system with redox mediator.
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太陽電池モジュール屋外曝露サイト

研究の目的 Objective

太陽電池モジュールの値付けは、一般的には定められた

条件下での定格出力（単位：ワット）で行われていますが、

本質的な価値は実際の設置環境において産出される電力量

（発電量）（単位：ワット時）で判断されるべきと考えられ

ます。同一設置環境すなわち同一気象条件においても、太

陽電池モジュールの種類が異なれば発電量に差異が生じ、

一方で同一の太陽電池モジュールでも設置環境が異なれば

発電量に差異が生じます。したがって、様々な気象条件の

もとで、様々な種類の太陽電池モジュールを設置し、デー

タを蓄積することは、発電量での太陽電池モジュールの値

付けを実現していく上で、極めて重要なことです。さらに、

太陽電池モジュールは経年劣化しますので、発電量は気象

条件のみならず、劣化状況にも依存することになります。

様々な種類の太陽電池モジュールの劣化状況、換言すれば

長期信頼性を屋外で観測することも、併せて重要になりま

す。

—各種新型太陽電池モジュールの実環境性能を屋外の同一条件で評価—

アプローチ Strategy

2010 年から九州センター（佐賀県鳥栖市）に屋外曝露

サイトを構築し、バックコンタクトやヘテロ接合等の新型

結晶シリコン太陽電池、化合物材料やシリコン材料を用い

た平板もしくはフレキシブル薄膜太陽電池、今後の実用化

が期待される色素増感太陽電池や有機薄膜太陽電池等 30

種類以上の太陽電池を設置しています。その大半はアレイ

を組んで系統連系運転し、パワーコンディショナーによる

最大電力点追従制御のもとに、交流に変換される前の直

流側の発電量を用いて実環境性能評価を行っています。モ

ジュールの直流電路は非接地で、パワーコンディショナー

には高周波絶縁方式を採用しています。設備の規模は、現

時点で約 70 kW 相当ですが、将来的には約 100 kW まで

拡張可能です。

研究内容 Research Topics

図 1 に屋外曝露サイトの全景写真を、図 2 には 2016

年 6 月に導入した 6 種類の高効率結晶シリコン太陽電池モ

ジュールの外観を示します。表 1 には設置された無機系太

陽電池モジュールの概要を示します。図 3 には 2010 年

10 月に設置された 5 種類の太陽電池モジュールの月間発

電量の推移を示します。事情により欠測の月もありますが、

それぞれの太陽電池モジュールの発電量の季節変動を窺い

知ることができます。

The value of photovoltaic (PV) modules is in general 
judged based on the output power (unit: watt) under 
the regulated conditions.  However, essential value of 
PV modules should be judged based on the output 
yield (unit: watt hour) under the outside exposure.  
Different output yields are obtained for different kinds of 
PV modules even under the same exposure condition, 
that is, the same climate conditions.  On the other 
hand, different output yields are obtained for different 
exposure conditions even if using the same PV modules.  
Therefore it is very important to accumulate the data 
of output yield for various PV modules exposed under 
various climate conditions for realizing the judgement of 
the value of PV modules by the output yield.  Moreover, 
since PV modules are degraded during the long-
term outside exposure, the output yield depends on 
not only the climate conditions but also the situation 
of degradation.   It is also important to observe the 
degradation behavior during the long-term outside 
exposure, that is, long-term reliability for various PV 
modules.

Outside exposure site for PV modules was built in 2010 
at AIST Kyushu Center (Tosu City, Saga Prefecture).  
More than 30 kinds of PV modules have been exposed, 
including novel type crystalline silicon PV modules, 
such as back-contact type and heterojunction type, 
plane-type or flexible-type thin-film PV modules using 
compound semiconductor material or silicon material, 
and emerging types of dye-sensitized and organic-film 
PV modules.  Most of those PV modules are arrayed 
and connected with the grid through power conditioner 
with high frequency transformer for maximum power point 
tracking and the DC data have been accumulated. DC 
circuit is not grounded. Both output yield and reliability 
of those PV modules are characterized.  About 70 kW 
of various PV modules are now exposed and additional 
about 30 kW of PV modules can be exposed in future.

Photographs of both the whole view of the exposed 
site and the appearance of high-efficiency crystalline 
sil icon PV modules exposed from June 2016 are 
shown in Figs. 1 and 2, respectively.  Outline of 
exposed inorganic PV modules is summarized in Table 
1.  Monthly output yield for five types of PV modules 
exposed from October 2010 is shown in Fig. 3.  Change 
in output yield depending on the season for those PV 
modules is understood although there are some lacks of 
data for reasons beyond our control. 
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図 1　屋外曝露サイトの全景
Fig. 1 Photograph of the whole view of the exposed site for PV modules.

図 2　 2016 年 6 月より曝露を開始した高効率結晶シリコン太陽電池モジュールの外観
Fig. 2 Photograph of the appearance of high-efficiency crystalline silicon PV modules exposed 

from June 2016.

図 3　2010 年 10 月より曝露を開始した 5 種類の太陽電池モジュールの月間発電量の推移
Fig. 3 Monthly output yield for five types of PV modules exposed from October 2010.

表 1　曝露中の無機系太陽電池モジュールの概要
Table 1 Outline of exposed inorganic PV modules.

PERC p-type mono-Si PERC p-type mono-Si IBC mono-Si

SHJ SHJ n-type mono-Si

Location Kinds
Total

Pmax (kW)
Array

Configuration
Installed

Year
E-1A mono-Si 5.04 7S × 1P × 4A 09/2010
E-1B mono-Si 4.9 5S × 1P × 4A 12/2012
E-2A multi-Si 5.0 6S × 1P × 4A 09/2010
E-2B multi-Si 5.0 5S × 1P × 4A 12/2012
E-3A CdTe 1.35 4S × 3P × 1A 11/2016
M-1A a-Si:H/μc-Si:H 5.12 5S × 2P × 4A 09/2010
M-1B a-Si:H/μc-Si:H 1.76 4S × 4P × 1A 07/2011
M-1C CIGS 1.65 3S × 2P × 1A 08/2014
M-2A CIGS 5.0 4S × 2P × 5A 09/2010
M-2B CIGS 4.95 2S × 5P × 3A 03/2014
M-3A a-Si:H 5.0 2S × 5P × 5A 09/2010
M-3B a-Si:H 1.35 3S × 6P × 1A 07/2011
M-3C SHJ 1.55 5S × 1P × 1A 06/2016
M-3D mono-Si 1.89 7S × 1P × 1A 06/2016
W-1A SHJ 1.25 5S × 1P × 1A 06/2016
W-1B IBC mono-Si 1.05 5S × 1P × 1A 06/2016
W-1C PERC mono-Si 1.48 5S × 1P × 1A 06/2016
W-1D PERC mono-Si 1.45 5S × 1P × 1A 06/2016
W-2A SHJ 4.8 5S × 1P × 4A 12/2012
W-2B IBC mono-Si 4.68 6S × 1P × 4A 12/2012
W-3A CdTe 5.2 5S × 4P × 4A 12/2012
W-3B a-Si:H/a-SiGe:H 2.5 3S × 6P × 2A 08/2014

Outside Exposure Site for Photovoltaic Modules

—Characterization of both energy yield and long-term reliability 
for various photovoltaic modules under the same conditions—
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産総研メガワット級太陽光発電設備

目的　対環境性と省エネルギー性に優れた最新のエネル
ギー技術を実証・評価する

位置　産総研つくばセンター中央地区（茨城県つくば市）

総設備容量　1 MWp
2003 年度設置 869 kWp ＋既設 160 kWp

運用開始　2004 年 4 月

年間発電電力量　100 万 kWh
一般家庭約 300 軒分、産総研つくばセンター中央地区の電力使用量の 0.8%、
家庭用電力料金で年間約 2,000 万円に相当

年間 CO2 削減量　300 トン
産総研つくばセンター中央地区の敷地の 1/4 が森林に置き換わることに相当

太陽電池モジュール面積　6,500 m2

サッカーグランド 1 面分、産総研つくばセンター中央地区敷地の 0.7%

設置費用　8 億円（2003 年度）

太陽電池モジュール数　5,600 枚

モジュール種類　5 種類 13 型式

傾斜角　15o （標準）

系統連系パワーコンディショナ
4 kW 機 211 台 , 10 kW 機 14 台
家庭用 4 kW ユニットと産業用 10 kW を複数種類使用
運転状況監視システムあり
太陽光発電の多面的な評価（運転性能や長期信頼性、ピークカット効果など）
を実施中

施設概要 Details

Purpose：Exposure test of various PV modules

Location：Tsukuba center (Tsukuba, Ibaraki, Japan)

Total Capacity：1 MWp (869 kWp (2003) ＋160 kWp)

Test Start：April 2004

Annual Electric Power Generation：1,000,000 kWh 
(0.8% of electricity consumption at Tsukuba Center)

CO2 Reduction：300 ton/year  

Area：6,500 m2 (0.7% of total site)

Cost：800M JPY (2003)

Number of Modules：5,600

Type of Module：5 kinds (13 models)

Angle：15o (standard angel)

Power Conditioners：4 kW x 211, 10 kW x 14

Characterization：Performance, long term reliability, 
peak cut effect, etc. 
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「太陽の丘」：法（のり）面等遊休地利用システム
屋上：京セラ多結晶 Si，36.1 kWp，15 度，南西
南東法面：京セラ多結晶 Si，8.0 kWp，25 度
南西法面：京セラ多結晶 Si，44.1 kWp，25 度
北西法面：京セラ多結晶 Si，52.1 kWp，25 度

Energy Center
Rooftop：Kyocera mc-Si，36.1 kWp，15o SW 
SE slope： Kyocera mc-Si，8.0 kWp，25o 
SW slope： Kyocera mc-Si，44.1 kWp，25o 
NW slope： Kyocera mc-Si，52.1 kWp，25o

手前：シェルソーラージャパン多結晶 Si， 24.0 kWp，　
　　　15 度，南西
奥：シャープ単結晶 Si，71.8 kWp，15 度，南西

Ground Array
Front：Shell Solar Japan mc-Si，24.0 kWp，15o SW
Back：Sharp sc-Si，71.8 kWp，15o SW

屋上：三菱電機多結晶 Si，60.5 kWp，15 度，南南西
屋上：三菱電機多結晶 Si，28.2 kWp，15 度，南西
駐車場屋根：MSK 単結晶 Si，39.0 kWp，15 度，南西

Rooftop：Mitsubishi mc-Si，60.5 kWp，15o SSW
Rooftop： Mitsubishi mc-Si，28.2 kWp，15o  SW
Parking roof：MSK sc-Si，39.0 kWp，15o  SW

「太陽の門」
屋根：不二サッシ単結晶 Si，4.0 kWp，水平
両面ガラスモジュール

Solar Gate
Roof：Fuj i  SASH sc-Si，4.0 kWp，Horizontal 
Transparent 

建材一体型太陽光発電システム (BIPV)
ビル壁面：松下エコシステムズ
単結晶 Si，41 kWp，垂直，南南西
セルに細孔が開いたシースルータイプ

AIST Tsukuba HQ (BIPV)
Window：Matsushita Eco-Systems
sc-Si，41 kWp，Vertical，SSW
Double glass type (small hole cell)

「パーキング融合型太陽光発電」
駐車場屋根：MSK 単結晶 Si，103.2 kWp，15 度，南西

Parking Roof
Roof：MSK sc-Si，103.2 kWp，15o SW

屋上：シャープ多結晶 Si，162 kWp，15 度，南南西
ビル壁面：不二サッシ単結晶 Si，12 kWp，南南西
壁面は両面ガラスモジュール

Rooftop：Sharp mc-Si，162 kWp，15o SSW
BIPV ：Fuji SASH sc-Si，12 kWp，SSW
BIPV double glass type

「太陽光発電パビリオン」すべて傾斜 15 度，南東
シャープ単結晶 Si，16.8 kWp
京セラ多結晶 Si，16.0 kWp
三菱電機多結晶 Si，16.0 kWp
シェルソーラージャパン多結晶 Si，16.0 kWp
三菱重工業アモルファス Si，16.0 kWp
三洋電機ヘテロ接合型，17.2 kWp

PV Pavilion : 15o  SE
Sharp sc-Si，16.8 kWp
Kyocera mc-Si，16.0 kWp
Mitsubishi mc-Si，16.0 kWp
Shell Solar Japan mc-Si，16.0 kWp
Mitsubishi Heavy Industries a-Si，16.0 kWp
Sanyo hetero junction (HIT)，17.2 kWp

Rooftop 89 kWp Parking Roof 39 kWp24Ground Array 96 kWp20Energy Center 140 kWp19

Solar Gate 4 kWp1 AIST HQ BIPV 41 kWp3

Parking Roof 103 kWp15OSL Rooftop 162 kWp5OSL BIPV 12 kWp4

PV Pavilion 98 kWp121110987

181716 25232221

AIST Mega-Solar Town
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連携案内 
産総研では、企業、大学、地域との連携を強
化することにより、お互いの研究ポテンシャ
ルを融合・発展させ、新しい産業を生み出す
ことを目的とした活動を行っています。また、
研究の結果得られた成果を知的財産化し、そ
の知的財産を用いて社会に技術移転すること
をミッションの一つとしております。研究開
発や技術相談などでお困りの点がございまし
たら、下記をご参照いただき、お気軽にご利
用ください。

共同研究・知財・技術相談等の窓口
https://www.aist.go.jp/aist_ j/collab/

International Alliance
AIST has been actively developing interna-
tional partnerships with overseas research 
institutes since its establishment in 2001 
through the conclusion of memorandums 
of understanding (MOUs) on comprehen-
sive research cooperation and the recep-
tion of overseas researchers and guests 
including VIPs.

Details
https://www.aist.go.jp/aist_e/collab/inter
national_alliance/

〒305-8568　茨城県つくば市梅園1-1-1　中央第2
1-1-1 Umezono, Tsukuba, Ibaraki 305-8568, Japan

e-mail： rcpv-info-ml@aist.go.jp

ホームページ　https://unit.aist.go.jp/rcpv/
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