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1.背景・目的 
 現在、様々な種類の太陽電池の開発が続いている

が、その良し悪しの判断には、エネルギー変換効率

（放射束に対する発生電力の比）が最も重要である。

しかし、さらなる性能改善の余地があるかどうかは、エ

ネルギー変換効率のみでは判断しにくい。その目的

のためには、量子効率、特に内部量子効率（吸収され

た光子数に対する生成電子数の比）を知ることが最も

重要である。 

しかし、それらが公表されている太陽電池、モジュ

ールはかなり限られている。その一方で、ほぼすべて

の太陽光発電モジュールについて、標準条件下での

公称最大出力や公称短絡電流等の公称値が入手可

能である。 

そこで本研究では、公称値を用いてエネルギー変

換効率と量子効率を導出するための定式化をすること、

さらにこれを各種の太陽電池に適用して、種類別評

価を行うことを目的とした。 

 
2.定義と導出原理 
以下で用いる主な変数と意味は以下の通りである。

Pi [W]:入射放射束、Pa [W]:吸収放射束、E [W/m2]:

放射照度、i [1/s]:入射光子束、a [1/s]:吸収光子束、

X [1/(s m2)]:光子放射照度、S [m2]:モジュール面積、

A [m2]:セル面積、n:セル数、Pm [W]: 公称最大電力、

Isc [A]:公称短絡電流、e [C]:電子の素電荷、a [J]: 平

均光子エネルギー、ε:放射率 

太陽電池の各種効率は次式で与えられる。 

・モジュールについて： 

外部エネルギー変換効率 

𝜀𝑒𝑥𝑡 =
𝑃𝑚
𝑃𝑖

=
𝑃𝑚
𝐸𝑆

 

内部エネルギー変換効率 

𝜀𝑖𝑛𝑡 = 𝑃𝑚/𝑃𝑎 = 𝜀𝑒𝑥𝑡/𝜀 

外部量子効率 

 𝜂𝑒𝑥𝑡 =
𝑛𝐼𝑠𝑐

𝑒𝛷𝑖
=

𝑛𝐼𝑠𝑐

𝑒𝑋𝑆
=

𝑛𝑎𝐼𝑠𝑐

𝑒𝐸𝑆
 

a を eV単位で表すと 

         𝜂𝑒𝑥𝑡 =
𝑛𝑎𝐼𝑠𝑐

𝐸𝑆
 

内部量子効率 

𝜂𝑖𝑛𝑡 =
𝑛𝐼𝑠𝑐
𝑒𝛷𝑎

= 𝜂𝑒𝑥𝑡/𝜀 

・セル１個について： 

外部エネルギー変換効率 

 𝜀𝑒𝑥𝑡1 = 𝐴𝜀𝑒𝑥𝑡/𝑛𝑆 

内部エネルギー変換効率 

 𝜀𝑖𝑛𝑡1 =
𝑃𝑚

𝑛𝑃𝑎1
= 𝜀𝑒𝑥𝑡1/𝜀 

外部量子効率 

 𝜂𝑒𝑥𝑡1 =
𝐼𝑠𝑐

𝑒𝛷𝑖
= 𝑎𝐼𝑠𝑐/𝑃𝑖1  

内部量子効率 

 𝜂𝑖𝑛𝑡1 =
𝐼𝑠𝑐

𝑒𝛷𝑎
= 𝜂𝑒𝑥𝑡1/𝜀 

ここで、内部量子効率を計算する場合には、放射

率を求める必要がある。 

・放射率 

黒体テープの温度を T0、見かけの温度を Ta、室温を

T とすると、(Ta
4 - T4) / (T0

4 - T4)で求められる。 

 

3.測定方法 

3-1.測定器材 
・赤外線カメラ(Avio,Neo Thermo TVS-600) 

・黒体テープ(放射率 0.95) 

・電源(GW Instek,PSW 80-27) 

3-2.測定対象 
・CISモジュール(Solar Frontier製 SF150-K) 

表1.SF150-Kの仕様            

  
3-3.測定方法 

 
図1.放射率測定の実験の様子 

形式 SF150-K
種類 CIS

公称最大出力(Pmax) 150W
公称開放電圧(Voc) 110V
公称短絡電流(Isc) 2.1A

公称質量 20kg
外形寸法(W×L×Dmm) 122×93×34

セル数 172

黒体テープの温度：T０ 
 

見かけの温度：Ta 

 

室温：T 

 



 測定場所は齋藤研究室の暗室で行った。まず、放

射率は温度を上げなければ測定が難しいので太陽電

池モジュールを通電し温度を上げた。 

一定の温度になったらモジュールに黒体テープを

貼り、赤外線カメラで黒体テープの温度、見かけの温

度、室温の3点を測定した。これを3分間隔で計15分

測定した。また、パネルの角度を90°、赤外線カメラと

モジュールの距離を1 m とする。 

 

4.結果  

4-1.SF-150Kの結果  

表2.SF-150Kの放射率の測定結果 

 
 公称値および測定した放射率を用いて求めた各種

効率を次の表に示す。 

表3.SF-150Kの計算結果 

 
 

4-2.各種類別結果 (他社製品の比較) 
表4.種類別評価まとめ 

5.まとめ 
 各太陽池モジュールの公称値より外部エネルギー

変換効率、外部量子効率を求めることができた。一方、

内部エネルギー変換効率、内部量子効率は太陽電

池モジュールの反射率あるいは吸収率を知る必要が

ある。吸収率は放射率に等しいので、CIS太陽電池に

ついては、赤外線カメラを用いた測定を実施した。結

果、その内部量子効率は0.805と求まった。 

 種類別評価の結果、内部量子効率は、予想通り、薄

膜 Si、多結晶 Si、結晶 Siの順に高くなっており、本手

法が妥当であることを示している。 
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時間 T0 Ta T 放射率

℃ ℃ ℃
17:52 33.3 32.6 25.8 0.873
17:55 33.7 33.2 26.7 0.904
17:58 34.0 33.6 26.9 0.924
18:01 34.6 34.0 27.4 0.889
18:04 33.2 32.5 26.0 0.869

通電電力 146W 平均放射率 0.892

面積[m2] 1.135

平均光子エネルギー 2.255
入射放射束[W] 1134.6
吸収放射束 1012.1
放射率 0.892

外部量子効率 0.718
外部エネルギー変換効率 0.132

内部量子効率 0.805
内部エネルギー変換効率 0.148

セル1個の面積[m2] 0.007

セル1個の外部エネルギー変換効率 0.147
セル1個の外部量子効率 0.647

入射放射束(セル1個あたり) 7.320
セル１個の内部量子効率 0.725

セル１個の内部エネルギー変換効率 0.134
吸収放射束(セル１個あたり) 6.529
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