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1. 背景と目的
現在、様々な種類の太陽電池があり、それらの
太陽電池を評価するうえで重要なものとしてエ
ネルギー変換効率がある。当研究室では、標準太
陽電池を必要とせず、内部変換効率を求められる
電力置換法という新しい測定方法を開発し、その
妥当性を検証した。当初は電力置換を手動で操作
していたが、測定に要する労力と時間が大きいと
いう問題があった。
本研究では、内部変換効率を直接求められる電
力置換法を負帰還回路によって測定を自動化し、
その原理的な実証を行うことを目的とする。
2. 定義
吸収放射束 Pa を入力とする内部変換効率 εint
は、発生電力を Pe すると以下のようになる。
εint = Pe / Pa
(1)
本研究ではパネルに発生した熱を、同じ温度上
昇をもたらす電力 Ps に置き換え、吸収放射束を次
式で決定する。
Pa = Pe + Ps
(2)
3. 電力置換負帰還回路
図１に測定に用いた回路を示す。本回路は次の
ように動作する。
受光部で光を吸収→受光部の温度上昇→受光部
と熱的に結合してある温度センサー(Pt1000)の
抵抗値増加→OP アンプ反転入力電位上昇→OP ア
ンプ出力電位低下→面ヒータ受光部の熱出力減
少。前実験と同様に始めの変化を打ち消す方向に
動作する。
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4. 実験方法
本実験では、電力置換負帰還回路等の受光部を
透明窓を持つ恒温槽（ペルチェ素子内臓）に入れ
たほか、さらに温度安定性を高めるために実験装
置の壁面を保冷剤で覆った。
吸収放射束の測定では、光吸収の結果生じる熱
パワーを、暗中の電力で置換することによって評
価する。光による加熱と電気的加熱の条件の差を
ちいさくするため、面ヒータとしてアモルファス
シリコン太陽電池(AM-1456CA)を使用した。当初、
太陽電池をそのまま使用する実験も行ったが、太
陽電池の消費電力は、印加電圧のほか、光強度に
よっても影響を受けるため、動作点の特定が困難
であることが判明したので、表面に黒色塗料を噴
霧して、その影響を受けないようにした。可視域
反射率はほぼ０であるので、電力置換で求まる吸
収放射束は入射放射束とほぼ等しくなる。
光源として緑色 LED を使用し測定した。
測定結果の妥当性を判定するため、入射放射束
測 定 用 に 標 準 の Si フ ォ ト ダ イ オ ー ド
S1337-1010BQ(ETL-G1)を用いた。測定対象太陽電
池への入射放射束 Pi は、次式で計算できる。
Pi = IsA/(sAs)
(1)
ここで、Is, s, As はそれぞれ標準フォトダイオ
ードの短絡電流、分光応答度、有効受光面積、 A
は測定対象太陽電池への有効受光面積である。
光源として使った緑色 LED のスペクトルを図 2 に
示す。ピーク波長が 520 nm で、この波長におけ
る標準フォトダイオードの分光応答度は約 0.27
A/W である。

図 2．緑色 LED のスペクトル

図 1．太陽電池 SC と温度センサーPt1000
を別個にし、熱的に結合した方式の負帰還
回路

5. 結果・考察
5.1. 吸収放射束の測定
光源に緑色 LED（ピーク波長 520 nm）を用いた
時の測定例を図 3 と表１に示す。
LED 消灯時の太陽電池(AM-1456CA)の電力が約

0.32 mW、
LED 点灯時の電力が約 0.0042 mW であり、
吸収放射束は約 0.31 mW という結果になった。
フ ォト ダイオ ード によっ て求 めた入 射放 射束
0.22 mW より約 0.09 mW 大きかった。電力置換法
の S/N が悪いので、この差 0.09 mW は誤差の可能
性が高い。しかし一度目の LED 点灯時は変化が表
れたものの、消灯時に小さな変化しか得られなか
った。温度の安定性に問題があった可能性が高い。
今後、原因を探り、改善を図る必要がある。

値を使い求めたところ、発生電力は 15.14 μW で
あった。したがって、その内部変換効率は 4.82 ％
と求まった。

図 4．標準フォトダイオードの
短絡電流と開放電圧と FF の関係

図 3．太陽電池を使用した時の経時変化グラフ
表 1．測定結果として計算に使用するデータ
時刻
15:53:33 15:55:21
LED off

LED on

太陽電池印加電圧【V】

3.458

1.389

太陽電池通電電流【μA】

92

3

0

0.0594

318.1

4.17

標準フォトダイオードの
光電流出力【mA】
太陽電池消費電力【μW】
電力置換法で求めた吸収
(=入射)放射束【μW】

313.9

表 2.標準フォトダイオードの変換効率の決定
短絡電流【mA】

0.0594

内挿した開放電圧【V】

0.364

FF

0.6959

発生電力【μW】

15.14

電力置換法で求めた入射放
射束【μW】
外部変換効率

313.9
4.82 %

5.2. 変換効率の測定
まずアモルファスシリコン太陽電池を使用す
るにあたっての電流電圧特性の測定結果を図 4 に
示す。5.1 で示した標準フォトダイオードの測定

6. 結論・今後の課題
今回得られた要点は以下の通りである。
 電力置換を負帰還回路により自動化できるこ
とを確認した。
 実験装置の壁面を保冷剤で覆うことで、装置を
操作する際の温度変化を最小限にすることに
成功した。このことで抵抗値を安定させ、デー
タのばらつきを少なくできた。
 結果の一例として緑 LED の放射束は、電力置換
法では 0.31 mW と求まったが、標準フォトダイ
オードでは 0.22 mW と、食い違いが見られた。
 Si フ ォ ト ダ イ オ ー ド の 変 換 効 率 と し て 、
4.82 %と求まった。
 今回の研究では、負帰還による電力置換動作に
ノイズが以前より大きいことが認められた。
 ノイズが増加した原因を探り、改善していく必
要がある。
 本実験では、緑色 LED による光源を使用したが、
他の色での実験も行っていきたい。
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