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研研究究のの背背景景	 	 

太陽電池	 

　これまで紫外線領域の光を有効に利用する
技術が少なかった．	 

→	 半導体バンドギャップの関係	 

これまで発電に使えなかった紫外線を太陽電
池素子の吸収波長へ変換し，より多くの発電
量をパネルから得られるようにする	 
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研研究究のの背背景景	 	 

水上式太陽光発電システム（富山県射水市）Wikipediaより	 

従来の太陽電池あるいは開発中の 
太陽電池に組み込めることが望ましい	 
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最最近近のの技技術術事事例例 1	 	 

http://www.nitto.com/jp/ja/press/2014/0223.jsp	 

日東電工：レイクレア	 

紫外領域の光を	 ９５％以上の効率で可視光に変換． 
モジュール出力を２％程度向上	 
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最最近近のの技技術術事事例例 2	 	 

http://www.hitachi-chem.co.jp/japanese/information/2014/n_140626.html	 

日立化成：波長変換粒子	 太陽光発電効率を2.2%上昇	 
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発発光光型型集集光光器器（（LSC））	 	 

LSC: luminescent solar concentrator	 

LSCの模式図 
http://ggsoku.com/tech/transparent-solar-concentrator-developed/	 

波長変換：発光体を太陽電池に最適な光源として利用する	 

光捕集：素子の光学系設計により光を捕集，導波する	 

最近の技術動向：波長変換に特化	 

波長変換された太陽
光は，導波構造に
よって側面の発電部
に到達する．	 

特徴	 

本技術シーズ：発光型集光器に着目	 

プラス	 
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従従来来技技術術ととそそのの問問題題点点	 	 

既に実用化されている発光型集光器には，以
下のような発光体が検討されている．	 

　　1.レーザー色素 
　　2.量子ドット 
　　3.会合誘起増強型色素	 
いずれの色素も，固体中での発光効率の低下，
コスト，毒性，ならびに光に対する耐久性等 
の問題があり，広く利用されるまでには至っ
ていない．	 
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従従来来技技術術ととのの比比較較：：1. レレーーザザーー色色素素	 	 
ü  特徴・利点 

  高蛍光量子収率，現存の蛍光性色素を適用可	 

濃度消光，固体化にともなう蛍光量子収率の低下 
小さなストークスシフト（吸収と蛍光の差）による再吸収の影響	 

Sol. Energy Mater. Sol. Cells 105, 287–292.	 

ü  課題・問題点	 
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従従来来技技術術ととのの比比較較：：2. 量量子子ドドッットト	 	 

媒体中での量子収率の低下，媒体との相溶性，コスト，毒性	 

J. Mater. Chem., 2012, 22, 16687-16697.	 

CdS, 350–470 nm，  CdSe, 450–640 nm， 
InP, 550–650 nm，  PbS, 800–3000 nm	 

ü  特徴・利点 
  ストークスシフト大，サイズによる発光波長制御	 

ü  課題・問題点	 
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従従来来技技術術ととのの比比較較：：3. 会会合合誘誘起起発発光光分分子子	 	 

蛍光量子収率 
40%程度 
合成が煩雑 
光耐久性が低い 
（光化学反応）	 

 Scientific Reports, 4, Article number: 4635 doi:10.1038/srep04635	 

ü  特徴・利点 
  濃度増加にともなう消光を抑制	 

ü  課題・問題点	 
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新新技技術術のの特特徴徴・・従従来来技技術術ととのの比比較較	 	 

  従来技術の問題点であった、固体発光体の
蛍光消光の問題を改良することに成功した．	 

  本技術の適用により、安価な蛍光分子を合
成できるため、製造コストが1/3程度まで
削減されることが期待される． 
  光耐久性の観点からも従来型の発光材料に
比べて向上している．	 
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新新技技術術	 	 物物質質名名（（・・・・・・））のの特特徴徴	 	 

Cassandra L. Fraser et. al., J. Am. Chem. Soc., 132, 2160-2162(2010).	 

b-diketonate boron complex 
(avobenzone)  

O O
B
FF

O

樹枝状結晶	 針状結晶	 角柱結晶	 アモルファス	

459 nm	 470 nm	 505 nm	 530 nm	

特許出願準備中 
詳細は説明会当日ご紹介致します。	 
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新新技技術術のの特特徴徴	 	 

1.  安価な原料 

2.  合成の簡便さ 

3.  優れた発光特性 

4.  発光色制御 

5.  高い光耐久性	 
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新新技技術術のの特特徴徴　　1. 安安価価なな原原料料	 	 

http://www.makingcosmetics.com/	 

ü  アボベンゾン：8,000円 
ü  フッ化ホウ素：3,500円	 

アボベンゾン	 サンスクリーン	 

価格（100g）	 

参考：レーザー色素（クマリン）：1g      15,000円 
　　　量子ドット（CdSe/ZnS）：10mg 28,000円	 

特許出願準備中 
詳細は説明会当日ご紹介致します。	 
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新新技技術術のの特特徴徴 2. 合合成成のの簡簡便便ささ	 	 
合成	 1段階（ワンポット）加熱還流のみ！	 

還流 1時間	 BF3�OEt2	 

精製 
　再結晶，カラムクロマトグラフィー	 

特許出願準備中 
詳細は説明会当日ご紹介致します。	 
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新新技技術術のの特特徴徴 3. 優優れれたた発発光光特特性性	 	 
吸収特性	 

高い蛍光量子収率 

発光特性	 

1.5

1.0

0.5

0.0

A
bs

or
ba

nc
e

440400360320
Wavelength / nm

 0.01 mol%
 0.05 mol%
 0.1 mol%
 0.2 mol%
 0.3 mol%
 0.4 mol%
 0.5 mol%
 0.6 mol%
 0.7 mol%

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0Fl
uo

re
sc

en
ce

 In
te

ns
ity

 / 
a.

u.

650600550500450400
Wavelength / nm

 0.01 mol%
 0.1 mol%
 0.5 mol%
 1.4 mol%
 1.8 mol%
 2.0 mol%
 2.2 mol%
 2.4 mol%
 2.8 mol%
 3.4 mol%
 4.0 mol%

0.05 mol%  1.0 mol%  4.0 mol%  Powder 
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薄膜では50%以上，結晶粉末であっても40%程度	 

分散濃度に応じた波長選択性	 自家蛍光により測定不能	 

室内光でも発光を目視できる	 
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新新技技術術のの特特徴徴 4. 発発光光色色制制御御	 	 
高分子媒体への分散濃度に依存した発光色制御	 

0.05$mol% 0.1$mol%

2.8$mol% 3.0$mol% 3.2$mol% 3.4$mol% 3.6$mol% 3.8$mol%

1.6$mol% 1.8$mol% 2.0$mol% 2.2$mol% 2.4$mol% 2.6$mol%

1.4$mol%1.2$mol%1.0$mol%0.5$mol%

紫色（400 nm）から黄緑色（600 nm）まで 
　カバー可能	 
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新新技技術術のの特特徴徴 5. 高高いい光光耐耐久久性性	 	 
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40 分間のレーザー照射 
（顕微鏡下） 

再測定後も，劣化せず	 

よく光り，壊れない蛍光分子	 

http://www.wired.com/2008/07/see-
through-sol/ より引用 

プラスチック板の例	 
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従従来来技技術術のの比比較較（（ままととめめ））	 	 

価
格	 

波長 
選択性	 

量子
収率	 

再吸収 
損失の有無	 

耐久
性	 

開発コス
ト・時間	 

1. レーザー色素	 ○	 ○	 ○	 △	 ○	 ◎	 

2. 量子ドット 
（無機）	 

△	 ◎	 △	 ◎	 ○	 ○	 

3. 会合誘起蛍光 
色素	 

△	 △	 ○	 ◎	 △	 △	 

本技術シーズ 
	 

◎	 ◎	 ◎	 ○（作成
条件で向
上可能）	 

◎	 ◎	 

発光型集光器技術に関する従来技術との比較	 
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想想定定さされれるる用用途途	 	 

  本技術の特徴を生かすためには，太陽電池
製造分野に適用することが最適である．	 

http://samwilton.com/lsc-simulation/	 
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想想定定さされれるる用用途途	 	 

  光捕集発光体のプラスチック板としての各
種利用も期待される．	 

http://samwilton.com/lsc-simulation/	 



22 

想想定定さされれるる用用途途	 	 

  太陽電池関連の需要は増加傾向にあり，既
存の設備にも導入可能であることが最大の
メリットであり，本技術シーズの市場性は
十分過ぎるほどあると言える．	 

http://en.wikipedia.org/wiki/Luminescent_solar_concentrator	 



23 

実実用用化化にに向向けけたた課課題題	 	 

  現在，波長変換の量子収率，色素分散濃度
と発光波長の関係については開発（検討）
済み．しかし，素子化の点について実験・
シミュレーションとも未解決である．	 

  今後，変換効率について実験データならび
に数値シミュレーションを行い，適用して
いく場合の条件設定を検討する．	 

  実用化に向けて，素子化した際の耐久性試
験など実用に耐えうるような技術を確立す
る必要もある．	 
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企企業業へへのの期期待待	 	 

  未解決の集光効率の評価については，集光
器を開発中の企業の光学設計技術により克
服できると考えている．	 

  薄膜，プラスチック板の技術を持つ，企業
との共同研究を希望．	 

  また，太陽電池用集光器を開発中の企業，
太陽電池分野への展開を考えている企業に
は，本技術の導入が有効と思われる．	 
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本本技技術術にに関関すするる知知的的財財産産権権	 	 

 発明の名称	 ：新規集光器用色素（仮） 
 出願番号 	 ：特願0000-000000 
 出願人	 	 ：国立大学法人信州大学	 

 発明者	 	 ：伊藤　冬樹	 

現在出願準備中 
詳細は説明会当日ご紹介致します。	 
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産産学学連連携携のの経経歴歴	 	 

  2007年-2008年　 
 九州大学-日産化学工業(株) 

 組織対応型包括連携の補助	 
  2012年　 
 （株）豊田中研と共同研究	 
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おお問問いい合合わわせせ先先（（必必須須））	 	 

信州大学	 

産学官・社会連携推進機構 
ﾘｻｰﾁ・ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝ・ｾﾝﾀｰ　 

村上　昭義	 

ＴＥＬ	 ０２６３－３７	 －	 ３５３０	 

ＦＡＸ	 ０２６３－３７	 －	 ３０４９	 

e-mail  akiyoshi＠shinshu-u.ac.jp	 


