産ラインが整然と並ぶ光景

き︑３００ｍにもおよぶ生

﹁ＩＤによっていつ︑どこ

ＩＤマークが打ち込まれる︒

浄の際︑ガラス一枚一枚に

ず取る必要がある︒この洗

はサーキット製造工程︑モ

︑インジウム
︵ ︶
る銅
︵ ︶

そしてＣＩＳの基礎とな

るわけだ︒

の低下を抑える構造ができ

的な影があっても発電出力

うに加工できるため︑部分

セルを細長い１本の線のよ

である︒結晶系とは違い︑

によって︑セルひとつ一つ

が拡がっていた︒ハンドリ

﹁使う材料が極めて少なく

ングロボットが長い手を駆
の工場のどのラインで︑ど

を開けるとそこは

使し︑基盤ガラスを軽快に
のか︒トレーサビリティを

のような条件でつくられた

に切断するのだが︑ＣＩＳ

持ち上げコンベアに載せて
瞬時に把握する﹂ためだ︒

ジュール工程この２つに分

からなる生産プロセス

適切な温度・湿度管理︑

いわば良品率を指す︒歩留

上ですよね︒歩留まりとは

昇とは出力と歩留まりの向

なぜ結果なのか︒性能の上

コスト低減とは結果です︒

この２つなんです︒一方︑

こととコストを下げること︒

場の役割とは性能を上げる

増すばかりだ︒だが︑﹁工

時間が経つにつれ深刻さは

ックがコスト低減であり︑

する最大のネ

モノづくりを

はず︑日本で

それもその

られた︒

をもって迎え

の当時︑驚き

地を求めたそ

アジアに生産

他の日系勢が

大型投資は︑

モリブデン電極をレーザ

のパターニングへと移る︒

鏡のような姿へと変え︑次

膜によって︑光沢を帯びた

たガラスはモリブデンの薄

される︒このとき透明だっ

モリブデンがコーティング

にプラス電極をつくるため︑

ていく︒最初にガラス裏面

サーキット工程を駆け抜け

洗浄されたガラスはまず

耐久性を与えていくもの︒

パックすることでパネルに

ミネーション︑つまり真空

ックシートをセル基盤とラ

工程とはカバーガラスやバ

ひとつ︒一方︑モジュール

ス基板に製膜するのがその

どいわば︑発電機能をガラ

そして清潔に保たれた環境

燥へと搬送されているのだ︒

最も初期にあたる洗浄・乾

いく︒ガラスが生産工程の

なる﹂のだが︑薄膜ゆえに

ヴァイスプレジデント 常務執行役員
生産本部長

表面のホコリをひとつ残ら

吉田博

械音だけが鳴り響

ソーラーフロンティア

低く唸るような機

CIS太陽電池

類できる︒電極や発電層な

﹁装置がＣＩＳモジュー

どこにもなかった︒
ルをつくりあげるため︑一
度︑生産ラインに載れば
我々は誰もタッチすること
ができない﹂︒
吉田博ヴァイスプレジデ
ント常務執行役員はこう語
ったが︑自動化生産を追求
し常に進化を遂げていく︒
それが世界最大級のスケー
ティア国富工場の真の姿な

ルを持ったソーラーフロン
のだろう︒
彼らがつくるＣＩＳモジ
ュールの発電層の厚みはわ
ずか２〜３ ︒２００〜３

だが︑単一拠点の生産能力

厚み 2〜3μm

００ とされる結晶系と比

ペレーションに必要な人数

としては世界最大となった

電極

べ１／１００にもなるため︑

ンのうえに２つの物質をコ
ーティングすると︑最終層
がインジウムになるため︑

化によって︑人員数だけみ
ても非常に効率的な工場だ
と思いますよ﹂︒

まだまだ上昇する
モジュール出力
年に稼働した国富工場

は１８００人︒だが我々は

張だけなら９００ＭＷのオ

人にも満たない︒単なる拡

でしたが︑国富はわずか一

３〜４人︑第２工場で 人

生産するのに必要な人数が

﹁第１工場なら１ＭＷを

こにもない︒

続けている︒自動化と無人

n型シリコン

８００人で 時間︑製造を

p型シリコン
電極

のなかで︑ただ人影だけが

12
光
透明導電膜層
バッファ層
CIS光吸収層

ガラス基板は今度︑インジ
ウムカラーのミルキーホワ
イト︑乳白色になるわけで
す︒どの工程にも人は触れ
ていないでしょ︒まさに装
置が製品をつくっているん
です﹂︒

反射防止膜

た装置内を規則的に流れ︑

確かにガラスは密閉され

光
電極

24

人間が介在する余地などど

厚み 200〜300μm

μｍ

Ｃｕ

の形成に入る︒﹁モリブデ

を積層するプリカーサー層

Ｉｎ

めると重要なプロセスは８
つある︒ただ︑ひとつのプ

層に︑パターニングまで含

を高めれば︑自然とコスト

ロセスでの最適化が︑必ず

まりが低ければ出力︑性能

低減が進むのです﹂︒この

ングしない場合だってある

しもほかの工程にマッチン

も落ちるが︑良品率と出力

結果的に良い製品が安くつ

２つを追求すればするほど︑

上昇によって性能を上げよ

わけですよ︒たとえば温度
さらに﹁結晶系はいって

て搬送の邪魔になれば︑最

うとしても︑ガラスが反っ

くれるというわけだ︒

るだけじゃないですか︒だ

みれば︑セルをコネクトす

我々のＣＩＳはガラス投入

改良余地も少ない︒一方︑

化を狙うわけだ︒﹁最適化

の最適化を図り︑最大最適

つまり︑装置ひとつ一つ

適化とはほど遠い﹂︒

から完成まで︒そのほとん

を図るには︑日々の工夫が

とすると誰でも製造でき︑

どが装置でつくられている︒

そして常に進化を遂げ︑
出力は１５０から１６０Ｗ

なきゃダメだ﹂とも語る︒

へと進化の最中にある︒

だからこそ装置の最適化が
工夫が一杯あるわけです﹂︒

﹁厚木
︵リサーチセンター︶

重要であり︑性能を上げる
だが一旦︑導入した装置

が持つモジュール効率 ・

であっても性能は日々︑進
化するのだろうか︒
﹁モリブデンから光吸収

８％といった技術を移植す

17

結晶シリコン系太陽電池（従来型）

μｍ

28
2012.7
2012.7

29

日系メーカー
希望の光り、
セル構造と厚みの違い
11

2.5

進化し続ける
巨大工場

扉

現場の 力 匠の 技

現場の 力 匠の 技

ることによって︑進化はま
ァ層にファーストソーラー

ているという︒このバッフ

割を担った膜が︑形成され

を使う
ではカドミウム
︵ ︶

いまの装置での限界はある
でしょう︒だからその次を
のだ︒

だまだ続く︒ただし当然︑

考え︑新たな装置︑ＣＺＴ
ターニングへと入る︒１回

そして工程は２度目のパ

も動いていますよ﹂︒

Ｓなどの新たなアイデアに

ＣＩＳ合金へのパターニン
グは針だ︒メカニカルスク

目はレーザ切断だったが︑

極限まで自動化
された製造プロセス
話は再び生産ラインへ︒
銅とインジウム基板は心臓
部のひとつ︑光吸収層に移
っていく︒炉内では搬送さ
れたガラスが︑セレン
︵ ︶
を含んだ特殊なガスのなか
で燃焼される︒焼くことで
セレンが拡散し︑銅とイン

モジュール効率
13.0％

Ｃｄ

第三世代
第二世代

（年）

2014
2013
2012

ジウムと化学反応を起こし︑
３つの物質が混ざり合った
合金へと変貌するのだ︒

新・第二世代
150W 13.3％

第三世代：
CIGSS結晶成長の革新
モジュール・基板デザインの変更
光学設計の改良

160W 14.2％
適用

﹁もうひとつの心臓部が

そう言われ２階に移動する
とロボット２台が︑﹁タン
ク内にあるケミカル溶液に
１台のロボットがガラスを

20MW

第一工場

第一世代：既存の技術
セレン化硫化法、
CIGSS基板
カドミウムフリー

第一世代

2011
2010
2009

投入すれば︑残る１台がガ
ラスを抜き︑コンベアに戻

170W 15.0％

でようやく人間が入り︑ジ
り付ける︒﹁工程が増える

ャンクションボックスを取
ほど︑人が触れば触るほど︑
欠陥率は累積され上がるも
の︒ご覧の通り︑極限まで
人の介入を排除したため︑
耐久性での不安はない﹂と

セルが削られていく︒その
タ管理︑自動倉庫への搬送︑

るが︑性能チェックやデー

の目によって最終確認され

外観などの品質検査も人

強調する︒

後︑透明導電膜をつくり︑
搬入︑搬出まで徹底したオ

ライブ法によって物理的に

って透明電極を線状に削り

３回目のパターニングによ

ロセスはいよいよモジュー

ついに完成したセル︒プ
自動倉庫へと収納していく︒

が完成したパネルを降ろし︑

ている︒いまも無人の台車

ートメーション化が図られ

ル工程に突入する︒外側は
また別の台車はカバーガラ

取ればセルの完成だ︒

カバーガラス︑内側のバッ

﹁工場の改善︑装置の最

スを積み︑製造ラインに搬

適化はトップダウンでは無

送していった︒

ョン︑真空パックにする︒
理です︒やはりボトムアッ

イッチ構造としラミネーシ
この光景は結晶系とほぼ同
プ︒ひとり一人が考えてく

クシートでＣＩＳをサンド

勢と違う点が 年の出力保

じ︒ただ唯一︑日系の結晶

同じ考え方じゃダメなんだ

育んでいく︒それには皆︑

れて︑日々の改善につなげ

次にラミネートの際につ
よね︒だから光の３原則の

証だ︒﹁日本じゃあ先端を

いた﹁パンでいう耳﹂のよ

ようにひとり一人が個性を

てくれることが良い工場を

うな余分な部分をエッジカ

発揮してその結果︑太陽の

走る﹂と自信溢れる︒

トがフレームを取り付けて

ッターで削ぎ落し︑ロボッ

ように輝こう︒これが私の

30
2012.7
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いく︒

TEL：089−971−5151

FAX：089−971−5152

太陽電池モジュール（日本製）

メッセージなのです﹂︒ e

愛媛県松山市西垣生1800−2

溶液のなかではバッファ

92.5W 13.0％
モジュール効率
11.6％

60MW

す﹂という動作を繰り返す︒

30㎝角モジュール

光学設計の改良
第二世代：
大面積化、
結晶性向上
Voc向上、
FF向上

第二工場

20

完成までもう一息︒ここ

株式会社E-SOLAR

層︑プラスとマイナス間に
電気を通さない絶縁体の役

いい空の下で暮らそう

第二世代

900MW

開口部

コンピュータシステムで制御された自動
倉庫（上）。モリブデン電極をレザーパタ
ーニングされたガラス基板。細かなセル
1つ1つが見える。

地球とそこに育まれる暮らしを考えて、自然の力を変換し

モジュール効率
12.2％

第三工場

次のバッファ層です︒では

総生産能力
（MW）

秘密のベールを少しだけ﹂︒

技術開発のロードマップ

17％

モジュール効率
13.9％

適用
開口部

16.0％
第四工場

第三世代
ラボレベルでの開発

Ｓｅ

