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富士電機の太陽電池モジュールはプラスチックフィルム基板の上に作製した太陽電池を，ガラスを使用せず封止している。
軽量で柔軟性に富み，薄く，割れない特徴があり，建物の補強工事をしなくても設置ができる。 さまざまな材料や曲面を
持った鋼板と張り合わせることで，屋根材や壁材などの意匠性の高い建材と一体化できる。また，防水シートなどの非建材
との一体化や据付け方法を工夫すれば，設置箇所や利用方法などの可能性や付加価値の拡大ができる。集積型直列構造がセ
ルに作り込まれているので，簡単な配線のみでモジュール化が可能で，大面積化が容易であるという利点もある。
Fuji Electric’
s photovoltaic modules are formed by encapsulating solar cells fabricated on a plastic substrate without using glass. These
modules are lightweight, ﬂexible, thin and unbreakable, and can be installed on a building without requiring that the building structure be
reinforced. Laminating these modules to various materials such as a curved steel plate enables the modules to be integrally formed with advanced building materials such as rooﬁng materials or wall materials. Also, integrating with non-building materials, such as a waterproof sheet,
and improving the installation method will expand the range of possible installation sites and usage methods as well as increase the added value. The cells are formed with a series-connection structure that enables modularization of the cells with only simple wiring and facilitates the
fabrication of larger cells areas.
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まえがき

ができる。
⒝

受光面のガラスや固定のためのフレームなどを排除

太陽光発電は，ここ 10 年間で生産量が年率 30 〜 40 %

し，その表面を耐候性樹脂で覆うことで従来にはない，

と急拡大し，これをけん引したのが世界各国の環境 ･ エネ

軽い，曲がる，割れないモジュールを構成することが

ルギー政策である。背景には，温室効果ガス削減という地

できる。

球規模の課題がある。富士電機では温室効果ガス削減の一

⒞

さまざまな材料と張り合わせることで，従来の据置

つの答えとして，太陽電池の製造 ･ 販売 ･ 普及に取り組ん

型モジュールに加え，屋根材や壁材などの建材と一体

でいる。

化させた周囲と調和するモジュールが実現できる。

太陽電池には素材の違いによりさまざまな種類がある。
富士電機は 1978 年からアモルファスシリコン太陽電池の

₂.₁ 建材一体型

研究開発を行っている。アモルファスシリコン太陽電池

これまで市販されてきた建材一体型太陽電池モジュール

は，可視光領域での光吸収係数が大きいことから 1 µm 程

は，ガラスでカバーしたものが主体であった。ガラスでカ

度まで薄膜化が可能である。また，太陽電池の公称出力は

バーしたモジュールは，面積当たりの重量が重くなる。そ

基準温度 25 ℃での値である。実際に屋外で使用する場合

のため屋根の補強工事が必要となったり，サイズに制限が

の動作温度はそれよりも高いケースが多い。結晶シリコン

あったりした。富士電機では，建物，特に大型の公共 ･ 産

系に比べてエネルギーバンドギャップが大きいため，高温

業用建物の屋根への適用を目的として，フィルム型太陽電

時も出力が落ちにくい特性があるアモルファスシリコン
は，実用性の高い太陽電池といえる。このアモルファスシ

図₁

フレキシブル太陽電池モジュール

リコンをフレキシブルなプラスチックフィルム基板上に作
製し，樹脂で封止することで“軽い，曲がる（フレキシブ
ル）
，割れない”フィルム型モジュールとして，2004 年 10
月に販売を開始した。
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太陽電池モジュール

図 1 に示す富士電機の太陽電池モジュールの特徴は次の

とおりである。なお，モジュールのタイプとしては，建材
と一体化した“建材一体型”と“非建材型”に大別できる。
⒜

集積型直列接続構造が製造段階で作り込まれている。
そのため，モジュール化では簡単な配線のみで，大面
積化が容易であり，屋根や壁面全体をカバーすること
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横浜みなとみらい

図₃

防水シート型

図₄

ソーラー筏（いかだ）

図₅

熊本県庁の駐輪場屋根

特 集

図₂

既設の屋根をターゲットにした鋼板折り曲げ型のモ
池モジュールを直接鋼板にラミネートした軽量な建材一体

ジュールの販売も行っている。

型太陽電池モジュールを供給している。通常の鋼板屋根と

既設建物へ太陽電池を設置する場合，建物の耐荷重を超

同じ方法で施工できるため，低コストで意匠性に優れた太

え太陽電池を設置することはできない。耐荷重が小さい建

陽電池付き鋼板屋根が実現できる。また，フレキシブルで

物の場合は，補強を施す必要がある。鋼板折り曲げ型モ

あるため，図₂ に示すように鋼板を湾曲させて曲面に設置

ジュールは鋼板を含めた質量が 4 〜 8 kg/m2 程度と，他社

でき，ドーム上の屋根やデザイン性が要求されるような場

の据置型と比較して質量を約半分に抑えているので，建物

所において高い意匠性を発揮することができる。また建築

の補強を必要としない（図₅）
。

防水の分野では，防水シートを用いた工法が工期短縮・低
コストという点で伸びており，さらにシート状の太陽電池
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モジュールの設置技術

と一体化することで高い付加価値を得ることができる（図
₃）
。

太陽電池の設置場所として，建物の屋根もしくは専用の
架台が一般的である。しかし，設置可能面積の制約がある

₂.₂ 非建材型

ため，普及に制限がかかっている。その問題を解決するた

代表的な非建材型モジュールは，標準仕様で耐候性に優

め，より簡便に設置できるモジュールの開発，設置の実証

れたふっ素系樹脂材料によって封止している。フレキシブ

試験を行っている。フィルム型モジュールは樹脂のみで構

ル性を損なわず，耐久性にも優れた太陽電池モジュールで

成されているため，部分的固定には適さない。鋼板などの

ある。使用者のニーズに対応して，設置方法や端子取付け

構造物への面での固定が必要であった。しかしモジュール

の方法を提案している。また，さまざまな使い方の可能性

の中に固定用の金属を埋め込み，固定用の穴を設けること

を秘めている。自動販売機，浄水場被覆，省エネルギー対

で構造物へ容易に固定できるようにした。また約 2 kg/m2

応機器（環境家電など）
，高速道路の防音壁，防水シート

と非常に軽量化した。

など幅広い分野において検討を行っている（図₄）
。
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富士電機東京工場のエントランス

どの使用予定がない土地を有効に利用し，ワイヤや置き石
などでモジュールを設置し，別の用途に土地の利用が決ま
証を行っている。
樹脂のみを使用したフィルム型は，主に海外のシステム
インテグレータをターゲットにした商品である。表面の材
料には，耐候性に優れたふっ素系樹脂材料を使用していて
長期信頼性に優れたモジュールである。顧客が希望する被
着体に接着剤で固定できるよう，富士電機では接着剤に関
するノウハウを蓄積し，設置マニュアルを充実させ顧客に
提供している。
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あとがき

フィルム型アモルファス太陽電池モジュールとその適用
図₇

実証検証中の太陽電池モジュール

技術を紹介した。フィルム型アモルファス太陽電池の“軽
い，曲がる，割れない”という特長を生かし，お客さまの
要求にマッチした商品の開発，設置技術の提案を行うこと
により太陽電池の普及を促し，地球温暖化防止に貢献する
所存である。

（a）熊本大学屋上

（c）阿蘇ファームランド
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アモルファス太陽電池モジュールの開発に従事。
現在，富士電機システムズ株式会社エネルギーソ
リューション本部グリッドソリューション事業部
熊本工場設計部課長。

横山

尚伸

燃料電池発電装置の開発，アモルファス太陽電池
のモジュール化開発に従事。現在，富士電機シス
テムズ株式会社エネルギーソリューション本部グ
（b）熊本大学壁面

（d）阿蘇ファームランド据置型

ある。軽量でかつ薄いモジュールであるため壁と一体化で
き，周囲と調和した自然な外観になる。
東京工場での試験設置を受け，現在，国のプロジェクト
に参画し，くまもとテクノ産業財団や熊本大学と連携しな

リッドソリューション事業部熊本工場設計部課長。
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太陽電池モジュール樹脂材料の開発に従事。現在，
富士電機システムズ株式会社エネルギーソリュー
ション本部グリッドソリューション事業部熊本工
場設計部。

がら設置の実証検証中である（図₇）
。休田地，遊休地な
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ると移動させるという一時設置，簡易設置も視野に入れ検
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