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太陽光励起レーザ(Solar Pumped Laser :SPL)とは
太陽光を励起源として用いるレーザ発振器と、

そのエネルギーの利用技術

総合エネルギー効率で最新太陽電池に匹敵する可能性

通常のﾗﾝﾌﾟ励起YAGﾚｰｻﾞ

電力

光

太陽光励起レーザ概念図

レーザ光

太陽光

集光レンズ

SPLの基本要素
①集光系 ②レーザ媒質 ② レーザ構造
③アプリケーション



- 集光パワー密度の比較 -

レーザ媒質
Nd/Cr:YAG, 1×5mm

レーザ光

太陽 理想集光系

実用集光系

NA>0.5

4.62 kW/cm2

（理論限界）

1000～10000 kW/cm2

なぜ太陽光励起レーザ？ 太陽光 と 比較

・超高パワー密度 ・単一波長 ・集光性/指向性



太陽光

集光ミラー

全反射ミラー 部分反射ミラー
レーザ媒質 レーザ光

無尽蔵のコヒーレント光エネルギーの利用

太陽光

レーザ光

理論変換効率40%

・単一波長

・超高パワー密度

・集光性・指向性

宇宙太陽光励起レーザで
エネルギー伝送（JAXA)

人工光合成 光触媒による水素発生 単色光太陽電池

効率60%以上

波長

光
強
度

太陽光励起レーザ（Solar Pumped Laser :SPL）



従来技術とその問題点

従来の太陽光励起レーザは大型なため、限られた用途（宇宙太陽
光発電、酸化金属の還元 等）にしか使用できなかった。

東工大(2008) Univ. NOVA(2013) 

フレネルレンズ 2m x 2m + CPC
レーザー媒質:直径10mmx長さ100mm 
集光度：2,500 倍 （水冷）

放物面反射鏡 直径 2m
レーザー媒質:φ7mmx30mm
集光度：？倍 （水冷）

JAXA構想

集光鏡 ： 直径10km×2
太陽光励起レーザ出力：100万kW

地上プラント：直径400m、
InGaAs太陽電池アレイ

従来のソーラープラントでは、過酷な環境
下での太陽電池パネルの劣化の問題が
あり、耐環境性が弱点の低コストな次世代
太陽電池の使用も制限されている。

出典：JAXAホームページ

（2008年千歳にて公開時）

2 m dia. Paraboric mirror

出典：D. Liang, et al., Appl. Phys. B 111, 305 (2013)



新技術の特徴・従来技術との比較

•従来よりも大幅に小型化した太陽光励起レー
ザと単色レーザ光を高効率で電気に変換する
光電変換素子を開発した。

•この組み合わせによる発電システムは、太陽
光をレーザ光に変換する部分と電気に変換す
る部分を分離することができるため、柔軟な配
置やシステム構成を実現できる。



新技術の特徴・従来技術との比較 1-1
超小型太陽光直接励起固体レーザ（μロッドSPL）

共振器ミラー

R=99.3%＠1064nm

1064nmレーザ光

(マルチモード発振）

ﾊﾟﾜｰﾒｰﾀ、光ｽﾍﾟｱﾅ

光ﾌｧｲﾊﾞ

軸外し放物面鏡

φ50.8mm,NA0.5,
R=92% Alコート

直達太陽光

端面蒸着共振器ミラー

R=0.9995＠1064nm
T=0.95@400～850nm

Aｌ放熱板

マイクロロッド（1×1×5mm）型レーザ媒質

（Nd1%,Cr0.1% YAGセラミクス）

手のひらサイズの超小型、自然空冷で安定な連続発振

従来



新技術の特徴・従来技術との比較 1-2

超小型太陽光励起レーザ・アレイの同調追尾機構
（ Cooperative solar tracking system ）

Solution A

Solution B

(a)

(b)

Solution A’

太陽光励起レーザアレイを太陽の動きに追尾させる２方法；
Solution A：一体型（従来方式） ，Solution B：同調追尾型）

・A,Bとも占有面積は同じ
・Bは強風などの悪環境に強い

Solution B
ワイヤフレーム模型



新技術の特徴・従来技術との比較 2
太陽光励起レーザ・単色光型太陽電池結合発電

太陽光 → 電力
(従来形式）

PV

太陽光 → 単色光 → 電力
（新技術：ALCA提案形式）

SPL-PV

レーザ光に特化した「単色光型太陽電池」

太陽光のスペクトル
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Si太陽電池の
単色光変換効率

Nd：ガラスレーザーの発振波長Nd:YAGレーザの発振波長

バンドギャップ ≒ レーザ光子エネルギー

・高量子効率
・発熱≒0
・単色光、コヒーレント光
→理想的な光学フィルタ特性

（Band pass filter , Anti-reflection，etc.）
・高パワー密度で高効率

・高量子効率
・発熱≒0
・単色光、コヒーレント光
→理想的な光学フィルタ特性

（Band pass filter , Anti-reflection，etc.）
・高パワー密度で高効率

極小径
太陽電池

室内



新技術の特徴・従来技術との比較 2-1
単色レーザ光に特化した太陽電池 1：

高強度単色光照射用シリコン太陽電池

Bandpass filter

50
mm

Diffuse reflector

Si

単色光 垂直入射

Anti-
reflection

⇒ Yablonovitch limit
（光路長4n2倍） Y. Takeda, et al., J. Appl. Phys. 116, 014501 (2014)
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シミュレーション結果
1064 nm, 1 kW/cm2照射

一般の太陽電池

単色光型太陽電池の光閉じ込め

表面バンドパスフィルター
＋裏面拡散反射面による
光閉じ込め

Diffuse
reflector

Texture

20
0
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Si

Diffuse 
reflector

Si

レーザヘッド
（ファイバコリメータ）

Nd:YAG
レーザ

光ファイバー
（コア径50μm，
NA0.2）

5 mm

測定結果

高強度単色光型太陽電池
受光部（直径100μm）

レーザ光電変換効率：
30%＠21.3W/cm2

光ファイバークラッド
コア

100μm

高強度光用
太陽電池



新技術の特徴・従来技術との比較 2-2
単色レーザ光に特化した太陽電池 2：

光ファイバー直結型非平面太陽電池



新技術の特徴・従来技術との比較 2-3

－

＋

－
＋

－
＋

管理環境

拡散板

塗布型太陽電池

μSPL 光ファイバー μSPL

単色レーザ光に特化した太陽電池 3：
光ファイバー直結型管理環境下塗布型太陽電池



想定される用途

•本技術は、太陽エネルギーの収集部と光電変
換部を離して設置できる特長を生かすシステム
構成がキーとなる

•中間のエネルギー伝送部には光ファイバ伝送、
空間伝送の使用も特徴となる。

•上記特徴を生かす用途
○自動車へのビーム給電
○洋上太陽光励起レーザプラント

等々



自動車天井設置太陽電池は
単色光なので、電気変換効率が高い（80%）

天井型ソーラーカー
広い面積で受光するのが鍵
安全性も確保される。

940nm LDアレイ
(>10kW出力)

バンドギャップと整合
1.1-1.2eV <1 m

道路上面太陽電池
設置面積は約100km2

→ 都内全自動車の
エネルギーをまかなえる

道路は巨大な太陽光発電所
道路を太陽電池でカバーすれば、充分な電力が供給できる

区分 面積（km2） 道路延長（km） 道路面積（km2） 道路率（％）
区部 621.81 11,863 99.50 16%（約100km2）

東京都建設局資料 http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/douro/gaiyo/07.html

想定される用途 1： 道路上太陽光発電，レーザビーム給電への応用
2009/1 電気通信大・植田「移動体ビーム給電」提案

（太陽光「間接」励起レーザー）

太陽電池（20%）→電気2重層蓄電（100%）
→ＬＤ（50%）→太陽電池（80%）

必要なレーザは
太陽電池駆動ＬＤアレイ（>10kW出力）

太陽光直接励起レーザ（40%）

→ 太陽電池（80%）



（単色太陽電池は室内の管理環境下に設置）

想定される用途 2： 洋上太陽光励起レーザプラント

68module/unit
（40MWｐ）

800m

浮漁礁
集光/送光
海底資源採掘

１GWave10km

moduleあたり
・SPL×100＝1ｋW ×600 計0.6MW

100km２/GWとして100GWはEEZの0.2％

平行四辺形4節リンクモジュール

1つの追尾機構に複数ユ
ニットが連動する、
新規な追尾機構



実用化に向けた課題

•現状の性能は、太陽光励起レーザの効率2％
（目標35％）、光電変換効率30％（目標60％）で
ある。レーザの効率向上が最大の課題

•今後、レーザ媒質の改良等により、効率向上を
実現していく。

•実用化に向けては、システム開発のパートナー
が必要である。



企業への期待

•最大課題のレーザ効率向上については、
Nd/Cr:YAGセラミクスの新構造ロッド作製技術
により克服できると考えている。

•半導体レーザの技術を持つ、企業との共同研
究を希望。

•有用な用途である自動車へのビーム給電には
自動車メーカとフォトニクス・システム技術を得
意とする企業等の共同開発が必要



本技術に関する知的財産権

•発明の名称 ：レーザ発振装置

• ：太陽光追尾装置

• ：太陽光発電装置

• ：ほか



産学連携の経歴

•2007-2016 豊田中央研究所と共同研究



お問い合わせ先

科学技術振興機構

環境エネルギー研究開発推進部

ＴＥＬ ０３－３５１２ － ３５４３

ＦＡＸ ０３－３５１２ － ３５３３

e-mail alca＠jst.go.jp


