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20年の信頼性を問う

「ものすごく象徴的な、そう 年といった年月をもたせ
ろなんて要求はないような気がする。むしろ市場の焦点は
経済性や発電量なのでは」
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ですね︒これは結晶シリコ

入りバックシートで水蒸気

るナトリウムを奪うだけで

う︒カバーガラスに由来す

のイオンを奪い去ってしま
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うので理論的に起こりませ
一方︑薄膜でもアモルフ
ァス系特有の劣化が︑ TCO
と呼ばれる現象
Corrosion
です︒これもカバーガラス

に含有するナトリウムが起
因しておりＴＣＯ︑透明電
極のなかにナトリウムが拡
散して電極を劣化させてし
まう︒そのため絶縁を取る
必要があるので︑トランス
レスのインバータが使えな
くなる︒
この腐食にしてもＣＩＳ
なら︑透明電極のうえにＥ
ＶＡなどが積層され︑さら
にそのうえにカバーガラス
が電極の近くに存在しない︒

があるので︑ナトリウム源
こちらも構造的に起こらな
い現象なわけです︒
ただＥＶＡが着色すれば
透過率が落ちるので︑ＥＶ
Ａの劣化現象はＣＩＳも他
のデバイスと同じように起
％出力が落ちることを

きます︒大雑把に見て年率
我々も確認しています︒
またＥＶＡに水が浸入す

縁層がないためそもそも帯

対するＣＩＳは表層に絶

２〜３ ︒となればＣＩＳ

Ｓの発電層の厚みはわずか

こってしまう︒とくにＣＩ

ると連鎖反応的に問題が起

電しない︒構造がまるで違

こる︒
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員はこう語ったが、日系勢で唯一、 年の出力保証を付与

そのものが変化するもの︒
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太陽電池の劣化メカニズム

りの経験を持った企業なら
を詳細まで理解し終え︑

年あるいは 年もつと自信
を持っていえる状況になっ
ていますよ︒

極限まで挑戦した
水蒸気バリア

たとえばＥＶＡの着色やガ

窒化シリコン膜が帯電して

なぜ劣化が起こるのか︒

ラス表面の汚れなどがその

しまい︑一気に出力が低下
して絶縁層に電荷が貯まる

する現象です︒つまり帯電

ひとつ︒もうひとつが電気

劣化モードには光の入る量

自信あり

的抵抗︒電極がさびるなど
の酸化による劣化です︒
あと最近注目され始めた

ソーラーフロンティア

に耐久性にも自信を深めたいま発電量保証まで視野に入れ

発電量、耐久性能に
とプラスの電荷ですので︑

ガラス基板

始めた。長期信頼性をそなえたＣＩＳ太陽電池、品質に対

バックシート

するフィロソフィに迫る。

年以内で回収できるか
市場ニーズは
長期保証より経済性
いまプロフェッショナル
なメガソーラーのプレイヤ
ーたちは短期決戦で事業を
考えている︒そんな流れを
感じていまして︒
つまり︑初期投資の回収
にかかる時間が何年なのか︒
その時間よりプラスαでパ
ネルがもてばいけるぞとい
うのが第一のチェックポイ
ントですね︒そして次がコ
ストとなる︒
年あるいは 年ですべて

要するにプロジェクトを
終え︑エグジットという感
じかな︒それこそ設備の売
却も視野に入れているのか
もしれない︒いずれにせよ︑
長期保証という方向性はあ
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ただ現実として︑それな
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CIS層

まり聞かないですね︒

むしろ隣国が値崩れの大
きなうねりをつくりあげた
ため︑価格競争に陥りまし
たが当然︑メーカーとして
は限界のプライスがあるわ
けです︒その限界は恐らく︑
どの企業もほぼ似たような
ところに行き着くだろうと︒
そのときなんとかして差別
化を見いだそうとすれば︑
長期保証というものを持ち
だしたくなる︒
もともと日本では 年保
証︑海外でも 年保証だっ
たものが︑いつの間にか

年︑ 年なんて保証が次々
にあらわれている︒コスト
の限界性︑これが長寿命を
謳う実情じゃないかと思っ
ています︒

EVAに封止され、アルミ
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ＩＥＣのたと
とできるかもしれません︒

や材料が標準化されてくる

池のようにある程度︑構造
んでしょうが︒

いるのか︒総論ではそうな

に超長期の信頼性を求めて

ろです︒
えばダンプヒー
しかし新たな材料や構造が

と結晶系では水蒸気に対す
る︒結晶系のバックシート

る考え方は大きく違ってく
ト試験を１００
たとえば 年経てば太陽

はブリーザブルといって水
が入っても︑乾燥すれば水
０時間やったと
格化が進むのか︒結局︑規

電池の世界で︑どこまで規

次々と生まれでてくる太陽
ったく別次元になっている

ている︒あるいは値段がま

電池そのものの姿が変わっ

ことだって︑充分あり得ま

しても︑実際の
格ができたときには対象デ

曝露時間に対し
て何時間に相当
よりもいまはどうやってコ

すよね︒そこに投資をする

防湿性があまり高くないも
のを使う傾向がある︒
という笑い話みたいな事態

バイスが消えてなくなった

また寿命の定量化ができ

グリッドパリティをいかに

スト低減を図るか︒つまり︑

めの標準的な手
早く達成するかが最も重要
グリッドパリティを成り

だと思います︒
立たせるために 年もたな

本メーカーと海外勢の性能
差なんてほとんどないです
きゃダメだなんていうのは

たところで︑結晶系では日

ットから似た材料を使って

法が示されてい
まの問題がある

ただ残念なことにデバイ

のではないでしょうか︒

よ︒だって︑みんなインゴ

ないところにい

も起こりうるので︒

するのか係数が

つまり︑なかの金属や電
極材なんかが水蒸気に晒さ
れる環境にあるわけです︒
それに対して我々は結晶シ
え︑とにかく半導体は水蒸

リコンの時代の経験も踏ま
気に晒すなという思想から︑
生産ラインでつくられたも

間の寿命を持つから︑１年

のが︑必ずしも設計寿命を
スの構造や製法︑あるいは
確かに生産プロセスでの
あたりのコストが安いとい

構造を取っています︒
宿しているとは限らない︒
材料が変われば劣化モデル
うのは話がちょっと違うで

まだ側面からの浸透も考え
我々は︒その責任を果たす

規模を持ったわけですよね︑

一方で世界最大級の生産

一種の詭弁ですよね︒ 年

ＣＩＳはカバーガラスと
設計寿命を保持するために
ただどうやってその差を検

コントロールの差はでます︒

うる︒そのためアルミ入り
ためにも︑劣化メカニズム

いるわけですから︒

ＥＶＡがあったら︑もうそ
規格化しようと思えば非常

も変わってしまう︒とくに

バックシート︑さらにブチ
を導きだし︑最終的には真

知するのか︒抜き打ち監査

しょ︒ 年でも軽自動車よ
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気を得られるというほうが

りも安い価格で︑充分な電

さらに長期信頼性に対する
矜持から︑発電量保証とい
うプログラムもすでに視界
に入っていますよ︒

e

ＩＳ太陽電池が持つ発電量︑

我々は新参者ですので︑Ｃ

重要な要素です︒とくに

とはいえ︑信頼性は最も

思っています︒

よっぽど重要じゃないかと

でもやらない限り解りませ
ところでユーザーは本当

際的にやらなければならな
たとえば結晶系の太陽電

んよね︒
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いわけですよね︒

に難しい︒しかもそれを国

はやはり︑厳密な品質管理

ルシール材を配置すること
の劣化要因とは何なのか︒

長寿命化の
裏にある詭弁

が必要なわけです︒
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時点で上下をガラスで挟み

徹底的に水蒸気に触れない

係数を求めるた

ない︒この加速

が抜ける設計をされるため︑

20

こが基板なんですね︒その
込む︒ガラスは水を通さな
いため︑まずはここで水蒸

で︑あらゆる水蒸気の浸入
何をどう解析すれば体系化

気の浸入を遮る︒とはいえ

経路を２重︑３重で断つこ
できるのか︒劣化現象を再
現する加速係数も含めて︑

を抑えたわけです︒
もうひとつ重要なのがプ
いま理論構築を進めるとこ

とで︑腐食による出力劣化

ロセスコントロールですよ︒
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