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(57)【要約】
　本明細書では、スペクトルコンセントレータを含むソ
ーラーモジュールが説明される。一実施形態では、ソー
ラーモジュールは、１組の太陽電池セルと、この１組の
太陽電池セルに光学的に結合されたスペクトルコンセン
トレータとを含む。スペクトルコンセントレータは、（
１）入射太陽放射を収集し、（２）この入射太陽放射を
実質的に単色の放出放射に変換し、さらに（３）この実
質的に単色の放出放射を前記１組の太陽電池セルに伝え
るように構成されている。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１組の太陽電池セルと、
　前記１組の太陽電池セルに光学的に結合されたスペクトルコンセントレータと
を備えるソーラーモジュールであって、
　前記スペクトルコンセントレータが、
　　入射太陽放射を収集し、
　　前記入射太陽放射を実質的に単色の放出放射に変換し、さらに、
　　前記実質的に単色の放出放射を前記１組の太陽電池セルに伝える
ように構成されている、ソーラーモジュール。
【請求項２】
　前記スペクトルコンセントレータが、
　第１の表面及び第２の表面を有するルミネセンス層と、
　前記第１の表面に隣接する第１の反射器と、
　前記第２の表面に隣接する第２の反射器と、を含むルミネセンススタックを備える、請
求項１に記載のソーラーモジュール。
【請求項３】
　前記ルミネセンス層が、（ａ）少なくとも５０パーセントの内部量子効率、（ｂ）半値
全幅が１００ｎｍ以下のスペクトル幅、及び（ｃ）近赤外範囲のピーク発光波長を有する
フォトルミネセンスを示すルミネセンス材料を含む、請求項２に記載のソーラーモジュー
ル。
【請求項４】
　前記ルミネセンス層が、次式を有するルミネセンス材料を含み、
　　［ＡａＢｂＸｘ］
式中、
ＡがＩＡ族の元素から選ばれ、
ＢがＶＡ族の元素から選ばれ、
ＸがＶＩＩＢ族の元素から選ばれ、
ａが１～９の範囲にあり、
ｂが１～５の範囲にあり、さらに、
ｘが１～９の範囲にある、請求項２に記載のソーラーモジュール。
【請求項５】
　前記ルミネセンス層が、ＩｎＰ、Ｚｎ３Ｐ２、Ｃｕ２Ｏ、ＣｕＯ、ＣｕＩｎＧａＳ、及
びＣｕＩｎＧａＳｅから選ばれたルミネセンス材料を含む、請求項２に記載のソーラーモ
ジュール。
【請求項６】
　前記第１の反射器及び前記第２の反射器の少なくとも一方が誘電体スタックを含む、請
求項２に記載のソーラーモジュール。
【請求項７】
　前記１組の太陽電池セルのうちの少なくとも１つが、前記スペクトルコンセントレータ
に対して垂直な接合の向きを有する、請求項１に記載のソーラーモジュール。
【請求項８】
　前記１組の太陽電池セルのうちの少なくとも２つが、直列に接続されている、請求項１
に記載のソーラーモジュール。
【請求項９】
　前記スペクトルコンセントレータが、複数の溝を画定し、前記１組の太陽電池セルのう
ちの複数のものが前記溝の対応のものに配置されている、請求項１に記載のソーラーモジ
ュール。
【請求項１０】
　前記スペクトルコンセントレータが、共振空洞構造を含む、請求項１に記載のソーラー
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モジュール。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　[0001]この出願は、２００７年６月２２日に出願された米国特許仮出願第６０／９４５
，８６９号明細書及び２００７年１０月２日に出願された米国特許仮出願第６０／９７７
，０６７号明細書の優先権を主張し、これらの出願の開示は、その全体が参照により本明
細書に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　[0002]本発明は、一般にソーラーモジュールに関する。より詳細には、本発明は、スペ
クトルコンセントレータ（spectral concentrator）を含むソーラーモジュールに関する
。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ソーラーモジュールは、太陽放射からのエネルギーを電気に変換するように動作
し、この電気は外部負荷に供給されて有用な仕事を行う。ソーラーモジュールは、一般に
、１組の太陽電池（「ＰＶ」）セルを含み、これらの太陽電池セルは、並列、直列、又は
これらの組合せで接続されることがある。最も一般的な型のＰＶセルは、結晶シリコンに
基づいたｐ－ｎ接合デバイスである。他の型のＰＶセルは、非晶質シリコン、多結晶シリ
コン、ゲルマニウム、有機材料、及びガリウム砒素などのＩＩＩ－Ｖ族半導体材料に基づ
くことがある。
【０００４】
　[0004]既存のソーラーモジュールの動作中に、入射太陽放射は、ＰＶセルの表面より下
に入り込み、ＰＶセルの中で吸収される。太陽放射が表面より下に入り込む深さは、ＰＶ
セルの吸収係数に依存することがある。シリコンに基づいたＰＶセルの場合、シリコンの
吸収係数は太陽放射の波長で変わる。例えば、９００ｎｍの太陽放射に対して、シリコン
は約１００ｃｍ－１の吸収係数を有し、この太陽放射は、約１００μｍの深さまで入り込
むことができる。それに比べて、４５０ｎｍの太陽放射に対して、吸収係数は約１０４ｃ
ｍ－１でより大きく、太陽放射は約１μｍの深さまで入り込むことができる。ＰＶセル内
の特定の深さで、太陽放射の吸収は電子－正孔対の形をした電荷担体を生成する。電子は
１つの電極を通ってＰＶセルから出るが、一方で、正孔は別の電極を通ってＰＶセルから
出る。正味の効果は、入射太陽放射によって駆動されたＰＶセルを通り抜ける電流の流れ
である。全入射太陽放射を有用な電気エネルギーに変換できないことは、ソーラーモジュ
ールの損失又は非能率を表す。
【０００５】
　[0005]現在のソーラーモジュールは、一般に、入射太陽放射を有用な電気エネルギーに
効率よく変換する能力に関していくつかの技術的限界に苦しんでいる。１つの重要な損失
メカニズムは、一般に、入射太陽スペクトルとＰＶセルの吸収スペクトルの間の不整合か
ら派生している。シリコンに基づいたＰＶセルの場合、シリコンのバンドギャップエネル
ギーよりも大きなエネルギーを有する光子は、過剰エネルギーを有する光励起電子－正孔
対の生成を引き起こすことがある。そのような過剰エネルギーは、一般に、電気エネルギ
ーに変換されず、むしろ一般に、熱い電荷担体の緩和又は熱化を介して熱として失われる
。この熱はＰＶセルの温度を上昇させることができ、結果として、電子－正孔対を生成す
る能力の点でＰＶセルの効率を低下させることがある。いくつかの例で、ＰＶセルの効率
は、温度が１度上昇するごとに約０．５％減少することがある。この熱化損失と共に、シ
リコンのバンドギャップエネルギーよりも小さなエネルギーを有する光子は一般に吸収さ
れず、したがって一般に電気エネルギーへの変換に貢献しない。その結果として、シリコ
ンのバンドギャップエネルギーに近い小さな範囲の入射太陽スペクトルが、有用な電気エ
ネルギーに効率よく変換され得る。
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【０００６】
　[0006]また、ＰＶセルの接合設計に従って、電子－正孔対の電荷分離は、一般に空乏領
域に限られ、この空乏領域は約１μｍの厚さに限定されることがある。空乏領域から拡散
長又はドリフト長よりも遠く離れたところで生成された電子－正孔対は、一般に電荷分離
しないので、一般に、電気エネルギーへの変換に寄与しない。空乏領域は、一般に、ＰＶ
セルの中でＰＶセルの表面より下の特定の深さのところに位置付けされる。入射太陽スペ
クトルにわたってシリコンの吸収係数が変化することは、ＰＶセルの効率を低下させる妥
協を、空乏領域の深さ及び他の特性に関して強制的に押し付けることがある。例えば、特
定の深さの空乏領域が１つの波長の太陽放射には望ましいことがあるが、この同じ深さが
より短い波長の太陽放射には望ましくないことがある。特に、より短い波長の太陽放射は
、より少ない程度まで表面の下に入り込むことができるので、生成される電子－正孔対は
、空乏領域から遠く離れすぎていて電流に貢献することができないことがある。
【０００７】
　[0007]本明細書で説明されるソーラーモジュール及び関連した方法を開発する必要が生
じたのは、この背景に対抗してである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　[0008]本発明の実施形態は、入射太陽放射の有用な電気エネルギーへの変換に関して高
められた効率を有するソーラーモジュールに関する。一実施形態では、ソーラーモジュー
ルは、１組の太陽電池セルと、この１組の太陽電池セルに光学的に結合されたスペクトル
コンセントレータとを含む。スペクトルコンセントレータは、（１）入射太陽放射を収集
し、（２）入射太陽放射を実質的に単色の放出放射に変換し、さらに（３）実質的に単色
の放出放射を前記１組の太陽電池セルに伝えるように構成されている。
【０００９】
　[0009]本発明の他の態様及び実施形態も考えられる。上記の概要及び以下の詳細な説明
は、本発明をどんな特定の実施形態にも限定する意図でなく、ただ本発明のいくつかの実
施形態を説明する意図だけである。
【００１０】
　[0010]本発明のいくつかの実施形態の本質及び目的をより適切に理解するために、添付
の図面に関連して行われる以下の詳細な説明を参照すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の様々な実施形態に従って実現されたソーラーモジュールを示す図である
。
【図２】本発明の他の実施形態に従って実現されたソーラーモジュールを示す図である。
【図３】本発明の他の実施形態に従って実現されたソーラーモジュールを示す図である。
【図４】本発明の他の実施形態に従って実現されたルミネセンススタックの態様及び可能
性のある損失メカニズムを示す図である。
【図５】本発明の様々な実施形態に従った、ソーラーモジュールの光学的、電気的、及び
機械的構造に関係した特徴を示す図である。
【図６】本発明の様々な実施形態に従った、ソーラーモジュールの光学的、電気的、及び
機械的構造に関係した特徴を示す図である。
【図７】本発明の様々な実施形態に従った、ソーラーモジュールの光学的、電気的、及び
機械的構造に関係した特徴を示す図である。
【図８】本発明の実施形態に従ったＵＤ－９３０の入射太陽スペクトルと測定された吸収
及び発光スペクトルとを示す組合せ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　概要
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　[0017]本発明の実施形態は、入射太陽放射の有用な電気エネルギーへの変換に関して高
められた効率を有するソーラーモジュールに関する。いくつかの実施形態では、ソーラー
モジュールは、スペクトルコンセントレータと、このスペクトルコンセントレータに光学
的に結合された１組のＰＶセルとを含む。スペクトルコンセントレータは、（１）入射太
陽放射を収集すること、（２）入射太陽放射を、ＰＶセルのバンドギャップエネルギーに
近い実質的に単色の放射に変換すること、及び（３）変換された放射をＰＶセルに伝える
ことを含めていくつかの動作を行うことができ、その変換された放射は有用な電気エネル
ギーに変換されることがある。入射太陽放射の広い範囲のエネルギーを、ＰＶセルのバン
ドギャップエネルギーに合わされた狭帯域のエネルギーに変換することによって、効率の
著しい改善を達成することができる。その上、ＰＶセルの設計は、この狭帯域のエネルギ
ーに基づいて最適化可能であり、又は、そうでなければ調整可能である。
【００１３】
　[0018]本明細書で説明されるように、ソーラーモジュールの効率のさらなる改善は、ス
ペクトルコンセントレータの中に適切なルミネセンス材料を組み込むことによって、さら
にスペクトルコンセントレータの設計において共振空洞効果を利用することによって達成
することができる。また、本明細書では、ソーラーモジュールの光学的、電気的、及び機
械的構造に関係した特有の特徴が説明される。これらの特徴には、二面又は両面照明を有
する垂直接合ＰＶセル並びに一体化ダイオード及び他の電気回路がある。これらの特徴は
、低抵抗損失の電気接続及びＰＶセルに対する低熱負荷と共に、容易に組み立てられるソ
ーラーモジュールに一体化することができる。
【００１４】
　定義
　[0019]以下の定義は、本発明のいくつかの実施形態に関して説明される要素のいくつか
に当てはまる。これらの定義は、同様に本明細書でさらに詳しく述べられることがある。
【００１５】
　[0020]本明細書で使用されるときに、「ある１つの（ａ、ａｎ）」及び「その（ｔｈｅ
）」は、背景が違った風に明確に指示しない限り、複数の指示対象を含む。したがって、
例えば、ある１つのルミネセンス材料についての言及は、背景が違った風に明確に指示し
ない限り、複数のルミネセンス材料を含むことができる。
【００１６】
　[0021]本明細書で使用されるときに、「１組」という用語は、１つ又は複数の要素の集
まりを意味する。したがって、例えば、層の１組は、単一の層又は複数の層を含むことが
できる。１組の要素は、その１組の構成要素と言われることがある。１組の要素は、同じ
であることがあり、又は違っていることがある。いくつかの例では、１組の要素は、１つ
又は複数の共通の特性を共有することがある。
【００１７】
　[0022]本明細書で使用されるときに、「随意の」又は「随意に」という用語は、後で記
述される事象又は状況が起こることがあり又は起こらないことがあること、及び、その記
述はその事象又は状況が起こる場合と起こらない場合とを含むことを意味する。
【００１８】
　[0023]本明細書で使用されるときに、「紫外範囲」という用語は、約５ナノメートル（
「ｎｍ」）から約４００ｎｍまでの波長の範囲を意味する。
【００１９】
　[0024]本明細書で使用されるときに、「可視範囲」という用語は、約４００ｎｍから約
７００ｎｍまでの波長の範囲を意味する。
【００２０】
　[0025]本明細書で使用されるときに、「赤外範囲」という用語は、約７００ｎｍから約
２ミリメートル（「ｍｍ」）までの波長の範囲を意味する。赤外範囲は、約７００ｎｍか
ら約５マイクロメートル（「μｍ」）までの波長の範囲を意味する「近赤外範囲」と、約
５μｍから約３０μｍまでの波長の範囲を意味する「中間赤外範囲」と、約３０μｍから
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約２ｍｍまでの波長の範囲を意味する「遠赤外範囲」とを含む。
【００２１】
　[0026]本明細書で使用されるときに、「反射」、「反射する」及び「反射性の」という
用語は、光の「曲がり」又は「偏向」を意味し、「反射器」は、そのような曲がり又は偏
向を引き起こすか誘起するか、又は、そうではなくてそのような曲がり又は偏向に関与す
る物体を意味する。光の曲がり又は偏向は、鏡面反射の場合などで実質的に単一方向であ
ることがあり、又は、拡散反射又は散乱の場合などで複数方向であることがある。一般に
、材料に入射する光と材料から反射される光は、同じか異なる波長を有することがある。
【００２２】
　[0027]本明細書で使用されるときに、「ルミネセンス」、「ルミネセンスを示す」及び
「ルミネセンスの」という用語は、エネルギー励起に応答した光の放出を意味する。ルミ
ネセンスは、原子又は分子の励起電子状態からの緩和に基づいて起こることがあり、例え
ば、化学ルミネセンス、エレクトロルミネセンス、フォトルミネセンス、熱ルミネセンス
、摩擦ルミネセンス、及びこれらの組合せを含むことがある。例えば、蛍光と燐光を含む
ことができるフォトルミネセンスの場合には、励起電子状態は、光の吸収などの光励起に
基づいて生成されることがある。一般に、材料に入射した光と材料によって放出された光
とは、同じか違った波長を有することがある。
【００２３】
　[0028]フォトルミネセンスに関して本明細書で使用されるときに、「量子効率」という
用語は、入力光子の数に対する出力光子の数の比を意味する。フォトルミネセンス材料の
量子効率は、その材料の「内部量子効率」に関して特徴付けられることがあり、この内部
量子効率は、フォトルミネセンス材料によって吸収される光子の数に対するフォトルミネ
センス材料によって放出される光子の数の比を意味する。いくつか例では、フォトルミネ
センス材料は、太陽放射にさらされる構造の中に含まれることがあり、その構造は、放出
された光をＰＶセルの方へ向け、誘導し、又は伝播することができる。そのような例では
、量子効率の他の特徴付けは、その構造の「外部量子効率」であることがあり、外部量子
効率は、構造内のフォトルミネセンス材料によって吸収される太陽光子の数に対するＰＶ
セルに到達する光子の数の比を意味する。代わりに、構造の量子効率は、その構造の「総
合外部量子効率」に関して特徴付けられることがあり、この総合外部量子効率は、構造に
入射する太陽光子の数に対するＰＶセルに到達する光子の数の比を意味する。理解するこ
とができるように、構造の総合外部量子効率は、フォトルミネセンス材料に到達すること
ができる入射太陽光子の割合を減少させる反射などの可能性のある損失を説明することが
できる。量子効率のさらに他の特徴付けは、「エネルギー量子効率」であることがあり、
エネルギー量子効率では、上で述べられた様々な比が光子の数の比ではなくエネルギーの
比によって表されることがある。ダウン－コンバージョンの場合には、すなわち、より高
いエネルギーの光子が吸収されてより低いエネルギーの放出光子に変換される場合には、
エネルギーをベースにした量子効率は、光子数をベースにした対応する量子効率よりも小
さいことがある。
【００２４】
　[0029]本明細書で使用されるときに、「吸収スペクトル」という用語は、ある範囲の波
長にわたって光の吸収を表現したものを意味する。いくつかの例では、吸収スペクトルは
、材料に入射する光の波長の関数としての材料の吸光度（又は透過率）のプロットを意味
することがある。
【００２５】
　[0030]本明細書で使用されるときに、「発光スペクトル」という用語は、ある範囲の波
長にわたって光の放出を表現したものを意味する。いくつかの例では、発光スペクトルは
、材料によって放出される光の強度を、放出された光の波長の関数としてプロットしたも
のを意味することがある。
【００２６】
　[0031]本明細書で使用されるときに、「励起スペクトル」という用語は、ある範囲の波
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長にわたった光の放出の別の表現を意味する。いくつかの例では、励起スペクトルは、材
料によって放出される光の強度を、材料に入射する光の波長の関数としてプロットしたも
のを意味することがある。
【００２７】
　[0032]本明細書で使用されるときに、「半値全幅」又は「ＦＷＨＭ」という用語は、ス
ペクトル幅の大きさを意味する。発光スペクトルの場合には、ＦＷＨＭは、ピーク強度値
の半分での発光スペクトルの幅を意味することがある。
【００２８】
　[0033]吸収スペクトル又は励起スペクトルに関して本明細書で使用されるときに、「実
質的に一様な」という用語は、波長の変化に対して実質的に変化しないことを意味する。
いくつかの例では、ある範囲の波長の範囲内で吸光度又は強度値が、１０パーセント未満
又は５パーセント未満など、平均強度値に対して２０パーセント未満の標準偏差を示す場
合に、スペクトルは、その範囲の波長にわたって実質的に一様であると言われることがあ
る。
【００２９】
　[0034]発光スペクトルに関して本明細書で使用されるときに、「実質的に単色の」とい
う用語は、波長の狭い範囲にわたった光の放出を意味する。いくつかの例では、スペクト
ル幅が、ＦＷＨＭで１００ｎｍ以下、ＦＷＨＭで８０ｎｍ以下、又はＦＷＨＭで５０ｎｍ
以下など、ＦＷＨＭで１２０ｎｍ以下である場合には、発光スペクトルは実質的に単色で
あると言われることがある。
【００３０】
　[0035]本明細書で使用されるときに、「ナノメートル範囲」又は「ｎｍ範囲」という用
語は、約１ｎｍから約１μｍまでの寸法の範囲を意味する。ｎｍ範囲は、約１ｎｍから約
１０ｎｍまでの寸法の範囲を意味する「下ｎｍ範囲」、約１０ｎｍから約１００ｎｍまで
の寸法の範囲を意味する「中間ｎｍ範囲」、及び約１００ｎｍから約１μｍまでの寸法の
範囲を意味する「上ｎｍ範囲」を含む。
【００３１】
　[0036]本明細書で使用されるときに、「マイクロメートル範囲」又は「μｍ範囲」とい
う用語は、約１μｍから約１ｍｍまでの寸法の範囲を意味する。μｍ範囲は、約１μｍか
ら約１０μｍまでの寸法の範囲を意味する「下μｍ範囲」、約１０μｍから約１００μｍ
までの寸法の範囲を意味する「中間μｍ範囲」、及び約１００μｍから約１ｍｍまでの寸
法の範囲を意味する「上μｍ範囲」を含む。
【００３２】
　[0037]本明細書で使用されるときに、「サイズ」という用語は、物体の特徴的な寸法を
意味する。球形の粒子の場合、粒子のサイズは、粒子の直径を意味することがある。非球
形の粒子の場合、粒子のサイズは、粒子の様々な直交寸法の平均を意味することがある。
したがって、例えば、回転楕円体である粒子のサイズは、粒子の長軸と短軸の平均を意味
することがある。１組の粒子を特定のサイズを有すると言うとき、粒子はそのサイズを中
心としたサイズの分布を有することがあると考えられる。したがって、本明細書で使用さ
れるときに、１組の粒子のサイズは、平均のサイズ、中間のサイズ、又はピークのサイズ
などの、サイズの分布の代表的なサイズを意味することがある。
【００３３】
　[0038]本明細書で使用されるときに、「ナノ粒子」という用語は、ｎｍ範囲のサイズを
有する粒子を意味する。ナノ粒子は、箱状、立方体状、円柱状、平円盤状、球状、回転楕
円体状、四面体状、三脚状、管状、ピラミッド状、又は任意の他の規則的な又は不規則な
形などの様々な形のどれかであることがあり、さらに、様々な材料のどれかから形成され
ることがある。いくつかの例では、ナノ粒子は、第１の材料から形成されたコアを含むこ
とがあり、このコアは、随意に、第２の材料から形成されたコーティング又はシェルによ
って囲繞されていることがある。第１の材料及び第２の材料は、同じか異なることがある
。ナノ粒子の外形に依存して、ナノ粒子は、量子閉じ込めに関連したサイズ依存特性を示
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すことがある。しかし、ナノ粒子が量子閉じ込めに関連したサイズ依存特性を実質的に欠
いていることがあり、又はそのようなサイズ依存特性を低い程度で示すことがあることも
考えられる。
【００３４】
　[0039]本明細書で使用されるときに、「ドーパント」という用語は、添加物又は不純物
として材料中に存在する化学的な存在物を意味する。いくつかの例では、材料中のドーパ
ントの存在は、化学的、磁気的、電子的、又は光学的特性などの、材料の１組の特性を変
えることがある。
【００３５】
　ソーラーモジュール
　[0040]図１は、本発明の様々な実施形態に従って実現されたソーラーモジュール１００
、１０２、及び１０４を示す。
【００３６】
　[0041]図１に示されるように、ソーラーモジュール１００はＰＶセル１０６を含み、こ
のＰＶセル１０６は単結晶シリコンから形成されたｐ－ｎ接合デバイスである。しかし、
ＰＶセル１０６は、また、他の適切な光活性材料から形成されることがある。図１に示さ
れるように、ＰＶセル１０６は、ＰＶセル１０６の側面１０８に入射する放射を受け取り
、吸収するように構成されている。とは言っても、ＰＶセル１０６の他の表面もまた関与
することがある。
【００３７】
　[0042]図示の実施形態では、ソーラーモジュール１００はまたスペクトルコンセントレ
ータ１１０を含み、スペクトルコンセントレータ１１０は、ＰＶセル１０６の側面１０８
に隣接する側面１１２を有するスラブとして形成されている。スペクトルコンセントレー
タ１１０は、太陽放射の比較的広い範囲のエネルギーを、ＰＶセル１０６を形成するシリ
コン又は他の光活性材料のバンドギャップエネルギーに近い狭帯域のエネルギーに変換す
ることによって、スペクトルコンセントレ－ション（spectral concentration）を行う。
今度は、スペクトルコンセントレータ１１０から放出される狭帯域放射は、ＰＶセル１０
６の空乏領域の中で効率よく吸収されることがある。その放出される放射のエネルギーを
ＰＶセル１０６のバンドギャップエネルギーに合わせることによって、９０パーセント以
上の効率を含めて遥かに高い太陽エネルギー変換効率を達成することができる。
【００３８】
　[0043]ソーラーモジュール１００の動作中に、入射太陽放射がスペクトルコンセントレ
ータ１１０に当たり、スペクトルコンセントレータ１１０がこの太陽放射を吸収し、実質
的に単色のエネルギー帯域の放射を放出する。特に、スペクトルコンセントレータ１１０
は、ＰＶセル１０６のバンドギャップエネルギーに近いバンドギャップエネルギーＥｇに
対してダウンコンバージョンを行うように構成されている。バンドギャップエネルギーＥ
ｇ以上のエネルギーを有する太陽放射は吸収され、ＰＶセル１０６のバンドギャップエネ
ルギーに適合するより低いエネルギーを有する放出放射に変換される。このやり方で、熱
化は、ＰＶセル１０６の中ではなくスペクトルコンセントレータ１１０の中でほとんど起
こることがある。スペクトルコンセントレータ１１０からの放出放射は、スペクトルコン
セントレータ１１０の中で誘導されて、ＰＶセル１０６の側面１０８の方へ向けられ、Ｐ
Ｖセル１０６がこの放出放射を吸収して電気に変換する。図示の実施形態では、ＰＶセル
１０６は、実質的に単色の放出放射に対して動作するように最適化されるが、入射太陽放
射に対しても効率よく動作することができる。
【００３９】
　[0044]さらに図１を参照すると、ソーラーモジュール１０２はＰＶセル１１４を含み、
ＰＶセル１１４は結晶シリコンから形成されたｐ－ｎ接合デバイスである。しかし、ＰＶ
セル１１４は、また、他の適切な光活性材料から形成されることがある。図１に示される
ように、ＰＶセル１１４は、ＰＶセル１１４の上面１１６に入射する放射を受け取り、吸
収するように構成されている。とは言っても、ＰＶセル１１４の他の表面も関与すること
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がある。図示の実施形態では、ソーラーモジュール１０２は、また、スペクトルコンセン
トレータ１１８を含み、スペクトルコンセントレータ１１８は、ＰＶセル１１４の上面１
１６に隣接するコーティング、膜、又は層として形成されている。ソーラーモジュール１
０２のある態様は、ソーラーモジュール１００に関して上で説明されたのと同様なやり方
で実現することができ、したがって、ここではこれ以上説明しない。
【００４０】
　[0045]ソーラーモジュール１０２の動作中に、入射太陽放射がスペクトルコンセントレ
ータ１１８に当たり、スペクトルコンセントレータ１１８がこの太陽放射を吸収し、実質
的に単色のエネルギー帯域の放射を放出する。特に、スペクトルコンセントレータ１１８
は、ＰＶセル１１４のバンドギャップエネルギーに近いバンドギャップエネルギーＥｇに
対してダウンコンバージョンを行うように構成されている。バンドギャップエネルギーＥ
ｇ以上のエネルギーを有する太陽放射は吸収され、ＰＶセル１１４のバンドギャップエネ
ルギーに適合するより低いエネルギーを有する放出放射に変換される。このやり方で、熱
化は、ＰＶセル１１４の中ではなくスペクトルコンセントレータ１１８の中でほとんど起
こることがある。スペクトルコンセントレータ１１８からの放出放射は、下向きにＰＶセ
ル１１４の上面１１６に向けられ、ＰＶセル１１４がこの放出放射を吸収して電気に変換
する。図示の実施形態では、ＰＶセル１１４は、実質的に単色の放出放射に対して動作す
るように最適化されるが、入射太陽放射に対しても効率よく動作することができる。
【００４１】
　[0046]図１に示されるように、ソーラーモジュール１０４は多接合デバイスであり、異
なるバンドギャップエネルギーを有するそれぞれのＰＶセル１２２Ａ、１２２Ｂ、及び１
２２Ｃに光学的に結合されたスペクトルコンセントレータ１２０Ａ、１２０Ｂ、及び１２
０Ｃの複数の層を含んでいる。例えば、ＰＶセル１２２Ａ、１２２Ｂ、及び１２２Ｃは、
ＩＩＩ族材料、ＩＶ族材料、Ｖ族材料、又はこれらの組合せから形成されることがあり、
その結果、バンドギャップエネルギーが約２．５ｅＶから約１．３ｅＶまでの範囲又は約
２．５ｅＶから約０．７ｅＶまでの範囲にある。例えば、シリコンは約１．１ｅＶのバン
ドギャップエネルギーを有し、ゲルマニウムは約０．７ｅＶのバンドギャップエネルギー
を有する。ソーラーモジュール１０４のある態様は、ソーラーモジュール１００について
上で説明されたのと同様なやり方で実現することができるので、ここではこれ以上説明し
ない。
【００４２】
　[0047]ソーラーモジュール１０４の動作中に、入射太陽放射がスペクトルコンセントレ
ータ１２０Ａに当たり、スペクトルコンセントレータ１２０Ａは、ＰＶセル１２２Ａのバ
ンドギャップエネルギーに近いバンドギャップエネルギーＥｇＡに対してダウンコンバー
ジョンを行うように構成されている。バンドギャップエネルギーＥｇＡ以上のエネルギー
を有する太陽放射は吸収され、ＰＶセル１２２Ａの方へ誘導される実質的に単色の放出放
射に変換され、ＰＶセル１２２Ａがこの放出放射を吸収して電気に変換する。バンドギャ
ップエネルギーＥｇＡよりも低いエネルギーを有する太陽放射はスペクトルコンセントレ
ータ１２０Ａを通過してスペクトルコンセントレータ１２０Ｂに当たり、スペクトルコン
セントレータ１２０Ｂは、ＰＶセル１２２Ｂのバンドギャップエネルギーに近いバンドギ
ャップエネルギーＥｇＢに対してダウンコンバージョンを行うように構成されている。バ
ンドギャップエネルギーＥｇＢ以上の（且つバンドギャップエネルギーＥｇＡよりも低い
）エネルギーを有する太陽放射は吸収され、ＰＶセル１２２Ｂの方へ誘導される実質的に
単色の放出放射に変換され、ＰＶセル１２２Ｂがこの放出放射を吸収して電気に変換する
。バンドギャップエネルギーＥｇＢよりも低いエネルギーを有する太陽放射はスペクトル
コンセントレータ１２０Ｂを通過してスペクトルコンセントレータ１２０Ｃに当たり、ス
ペクトルコンセントレータ１２０Ｃは、ＰＶセル１２２Ｃのバンドギャップエネルギーに
近いバンドギャップエネルギーＥｇＣに対してダウンコンバージョンを行うように構成さ
れている。バンドギャップエネルギーＥｇＣ以上の（且つバンドギャップエネルギーＥｇ

Ｂよりも低い）エネルギーを有する太陽放射は吸収され、ＰＶセル１２２Ｃの方へ誘導さ
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れる実質的に単色の放出放射に変換され、ＰＶセル１２２Ｃがこの放出放射を吸収して電
気に変換する。図示の実施形態では、バンドギャップエネルギーＥｇＡ、ＥｇＢ、及びＥ

ｇＣは次のように関係付けられている。ＥｇＡ＞ＥｇＢ＞ＥｇＣ。
【００４３】
　[0048]そのようなやり方で動作することによって、ソーラーモジュール１０４は、太陽
スペクトル内の異なるエネルギー帯域を収集して電気に変換するようにして、ソーラース
ペクトルの高められた利用を実現する。３つの層が図１に示されているが、ソーラーモジ
ュール１０４は、特定の実施に依存してもっと多くの又はもっと少ない層を含むことがで
きる。いくつかの例では、太陽エネルギー変換効率は、１つのＰＶセルが使用されるとき
の約３１パーセントの値から３つのＰＶセルが使用されるときの約５０パーセントの値に
、さらに実質的に無限の数のＰＶセルが使用されるときの約８５パーセントの値に向けて
高められることがある。
【００４４】
　[0049]スペクトルコンセントレ－ションの追加の態様及び利点は、本発明の他の実施形
態に従って実現されたソーラーモジュール２００を示す図２を参照して理解することがで
きる。ソーラーモジュール２００はＰＶセル２０２を含み、ＰＶセル２０２は、結晶シリ
コンの薄いスライス又はストリップから形成されたｐ－ｎ接合デバイスである。シリコン
の薄いスライスを使用することで、シリコン消費の減少が可能になり、このことで、今度
は、製造コストの低減が可能になる。シリコンウェーハに対して微細機械加工作業を行っ
て非常に多くのシリコンスライスを形成することができ、シリコンスライスの各々をさら
に処理して、ＰＶセル２０２などのＰＶセルを形成することができる。ＰＶセル２０２は
、約３００μｍ×約３００μｍ×長さ数センチメートルの寸法又は約２５０μｍ×約２５
０μｍ×長さ約３インチの寸法を有することがある。図２に示されるように、ＰＶセル２
０２は、ＰＶセル２０２の側面２０４に入射する放射を受け取り吸収するように構成され
ている。とは言っても、ＰＶセル２０２の他の表面も関与することがある。
【００４５】
　[0050]図示の実施形態では、ソーラーモジュール２００はスペクトルコンセントレータ
２０６を含み、スペクトルコンセントレータ２０６は、ＰＶセル２０２の側面２０４に隣
接する側面２０８を有するスラブとして形成されている。スペクトルコンセントレータ２
０６は、太陽放射の比較的広い範囲のエネルギーを、ＰＶセル２０２の吸収スペクトルに
合った比較的狭い実質的に単色のエネルギー帯域に変換する１組のルミネセンス材料を含
む。ソーラーモジュール２００の動作中に、入射太陽放射がスペクトルコンセントレータ
２０６の上面２１０に当たり、この入射太陽放射のある部分が上面２１０の下に入り込み
、吸収されて実質的に単色の放出放射に変換される。この放出放射はスペクトルコンセン
トレータ２０６の中で横方向に誘導され、この放出放射のある部分がＰＶセル２０２の側
面２０４に到達し、ＰＶセル２０２がこの放出放射を吸収して電気に変換する。
【００４６】
　[0051]実際上、スペクトルコンセントレータ２０６は、（１）入射太陽放射を収集する
こと、（２）入射太陽放射を、ＰＶセル２０２のバンドギャップエネルギーに近い実質的
に単色の放出放射に変換すること、及び（３）放出放射をＰＶセル２０２に伝えることを
含んだ１組の動作を行い、ここで、放出放射は有用な電気エネルギーに変換されることが
ある。スペクトルコンセントレータ２０６は、これらの収集、変換及び伝達動作のそれぞ
れの１つのために最適化された、又はそうでなければ調整された別個の構造を含むことが
できる。代わりに、これらの動作の中のいくつかは、共通構造の中で実現されることがあ
る。スペクトルコンセントレータ２０６によって行われるこれらの動作は、以下でさらに
説明される。
【００４７】
　[0052]収集は、放出放射への変換に備えて入射太陽放射を捕獲すること、又は途中で捕
らえることを意味する。スペクトルコンセントレータ２０６の収集効率は、スペクトルコ
ンセントレータ２０６内のルミネセンス材料の量及び分布に依存することがある。いくつ
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かの例では、ルミネセンス材料は、入射太陽放射を途中で捕らえることができる１組のル
ミネセンス中心と見なされることがあり、一般により多くのルミネセンス中心が収集効率
を高める。ルミネセンス中心の分布に依存して、入射太陽放射の収集は、スペクトルコン
セントレータ２０６の全体にわたって分布したやり方で起こることがあり、又は、スペク
トルコンセントレータ２０６の１つ又は複数の領域内で起こることがある。収集効率は、
また、入射太陽放射がルミネセンス材料に到達できることを含めてスペクトルコンセント
レータ２０６の他の態様に依存することがある。特に、収集効率は、一般に、入射太陽放
射の反射を減少させるための反射防止コーティングなどによって、入射太陽放射をルミネ
センス材料に適切に光学的に結合することによって改善される。
【００４８】
　[0053]変換は、入射太陽放射に応答して放射を放出することを意味し、そのような変換
の効率は、吸収された太陽光子が放出される光子に変換される確率を意味する。スペクト
ルコンセントレータ２０６の変換効率は、内部量子効率を含めてルミネセンス材料のフォ
トルミネセンス特性に依存することがあるが、また、本明細書でさらに説明されるような
共振空洞効果などによる局所的な光学環境とルミネセンス中心の相互作用にも依存するこ
とがある。ルミネセンス中心の分布に依存して、入射太陽放射の変換は、スペクトルコン
セントレータ２０６の全体にわたって分布したやり方で起こることがあり、又は、スペク
トルコンセントレータ２０６の１つ又は複数の領域内で起こることがある。また、使用さ
れる特定のルミネセンス材料に依存して、変換効率は、ルミネセンス材料によって吸収さ
れる入射太陽放射の波長に依存することがある。
【００４９】
　[0054]伝達は、ＰＶセル２０２に向かっての放出放射の誘導又は伝播を意味し、そのよ
うな伝達の効率は、放出された光子がＰＶセル２０２に到達する確率を意味する。スペク
トルコンセントレータ２０６の伝達効率は、放出スペクトルと吸収スペクトルの間の重な
りの程度を含めてルミネセンス材料のフォトルミネセンス特性に依存することがあるが、
また、本明細書でさらに説明されるような共振空洞効果などによる局所的な光学環境とル
ミネセンス中心の相互作用にも依存することがある。
【００５０】
　[0055]これらの動作を行うことによって、スペクトルコンセントレータ２０６は、いく
つかの利点を実現する。特に、ＰＶセル２０２の代わりに収集動作を行うことによって、
スペクトルコンセントレータ２０６は、シリコン消費の著しい減少を可能にし、このこと
が、今度は、製造コストの著しい低減を可能にする。いくつかの例では、シリコン消費の
量は、約１０から約１０００分の１に減少されることがある。また、スペクトルコンセン
トレータ２０６は、少なくとも２つの効果、すなわち（１）コンセントレ－ション効果及
び（２）単色効果、に基づいて太陽エネルギー変換効率を高める。
【００５１】
　[0056]コンセントレ－ション効果に関して、スペクトルコンセントレータ２０６は、入
射太陽放射の比較的広い範囲のエネルギーをＰＶセル２０２のバンドギャップエネルギー
に近い狭帯域のエネルギーに変換することによって、スペクトルコンセントレ－ションを
行う。入射太陽放射はスペクトルコンセントレータ２０６の上面２１０を介して収集され
、放出放射はＰＶセル２０２の側面２０４の方へ誘導される。例えば、スペクトルコンセ
ントレータ２０６の上面２１０の面積によって表されるような太陽放射収集面積は、例え
ば、ＰＶセル２０２の側面２０４の面積によって表されるようなＰＶセル２０２の面積よ
りも著しく大きいことがある。結果として得られるＰＶセル２０２へのコンセントレ－シ
ョン係数は、約１０から約１００の範囲にあることがあり、さらに最高約１０００以上で
あることがある。今度は、コンセントレ－ション係数は、ソーラーモジュール２００の開
放電圧すなわちＶｏｃを大きくすることができ、さらに、ＰＶセル２０２に到達する放出
放射のコンセントレ－ション係数の１０ごとに約２パーセント（絶対的）又は１０パーセ
ント（相対的）の太陽エネルギー変換効率の向上をもたらすことができる。一般的な太陽
放射エネルギー束は約１００ｍＷｃｍ－２であり、いくつかの例では、収集、変換、及び
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伝達動作についてスペクトルコンセントレータ２０６を最適化することによって、最高１
０６（又は、もっと大きい）のコンセントレ－ション係数が達成されることがある。
【００５２】
　[0057]単色効果に関して、スペクトルコンセントレータ２０６から放出される狭帯域放
射は、ＰＶセル２０２によって効率よく吸収されることがあり、ＰＶセル２０２は、この
狭帯域の放出放射で動作するように接合設計の点から最適化することができる。その上、
放出放射のエネルギーをＰＶセル２０２のバンドギャップエネルギーに合わせることによ
って、熱化は、ＰＶセル２０２の中ではなくスペクトルコンセントレータ２０６の中でほ
とんど起こることがある。
【００５３】
　[0058]次に注意は図３に向き、図３は、本発明の他の実施形態に従って実現されたソー
ラーモジュール３００を示す。ソーラーモジュール３００は、ＰＶセルの複数の列３０２
Ａ、３０２Ｂ、及び３０２Ｃを含み、これらの列は、ｘ方向に沿って約２ｃｍから約１０
ｃｍだけ互いに間隔をあけて配置されている。３つの列３０２Ａ、３０２Ｂ、及び３０２
Ｃが図３に示されているが、特定の実施に依存して、もっと多くの又はもっと少ない列が
含まれることがある。図示の実施形態では、列３０２Ａ、３０２Ｂ、及び３０２Ｃの各々
は、直列に接続された複数のＰＶセルを含む。とは言っても、並列接続も考えられる。直
列でのＰＶセルの接続は、出力電圧を大きくするのに役立つことができ、一方で、並列で
のＰＶセルの接続は、出力電流を大きくするのに役立つことができる。列３０２Ａなどの
特定の列の中のＰＶセルはｐ－ｎ接合デバイスであることがあり、ＰＶセルのｐ－ｎの向
きは、その列のｙ方向に沿って交互になることがある。図３に示されるように、列３０２
Ａ、３０２Ｂ、及び３０２Ｃの各々は、２面のあるものであり、したがって、２つの側面
に入射する放射を受け取り吸収することができる。
【００５４】
　[0059]図示の実施形態では、ソーラーモジュール３００は、また、スペクトルコンセン
トレータ３０４を含み、スペクトルコンセントレータ３０４は、スペクトルコンセントレ
ータ３０４が収集、変換、及び伝達動作を行うことができるようにする複数の構造を含む
。特に、スペクトルコンセントレータ３０４は基板３０６を含み、基板３０６は、光学的
に透明又は半透明なガラス、重合体、又は他の適切な材料から形成されている。反射防止
層３０８が、基板３０６の上面に形成されて入射太陽放射の反射を減少させている。図３
に示されるように、スペクトルコンセントレータ３０４はまたルミネセンススタック３１
０を含み、ルミネセンススタック３１０は、入射太陽放射を、ＰＶセルの列３０２Ａ、３
０２Ｂ、及び３０２Ｃの吸収スペクトルに合った比較的狭い実質的に単色のエネルギー帯
域に変換する１組のルミネセンス材料を含む。ルミネセンススタック３１０は接着層３１
２と保護層３１４によってサンドイッチ状に挟まれており、これらの接着層３１２及び保
護層３１４は、ルミネセンススタック３１０の上面及び底面にそれぞれ隣接している。接
着層３１２は、光学的に透明又は半透明な重合体又は他の適切な接着材料から形成され、
ルミネセンススタック３１０を基板３０６に結合するのに役立ち、さらにＰＶセルの列３
０２Ａ、３０２Ｂ、及び３０２Ｃに対するルミネセンススタック３１０の適切な光学的位
置合せを実現するのに役立つ。いくつかの例では、接着層３１２は、また、ＰＶセルの列
３０２Ａ、３０２Ｂ、及び３０２Ｃをスペクトルコンセントレータ３０４から熱的に分離
し、したがって加熱の結果としての効率損失を減少させるのに役立つことができる。また
、ルミネセンススタック３１０が基板３０６の底面に形成されるような具合に、ある実施
のために、接着層３１２が省略可能であることも考えられる。図示の実施形態では、保護
層３１４は、環境条件からルミネセンススタック３１０を保護するのに役立ち、重合体又
は他の適切な材料から形成される。図３に示されないが、放射の伝達に関与しない、スペ
クトルコンセントレータ３０４の側端及び表面には、白色塗料又は他の適切な反射材料な
どのランベルト反射器が形成されることがある。
【００５５】
　[0060]さらに図３を参照すると、スペクトルコンセントレータ３０４は、ＰＶセルの列
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３０２Ａ、３０２Ｂ、及び３０２Ｃのそれぞれの１つを収容するために複数の溝３１６Ａ
、３１６Ｂ、及び３１６Ｃを含む。スペクトルコンセントレータ３０４の製造中に、基板
３０６の上面及び底面に隣接して様々な層が形成されることがあり、基板３０６及びそれ
の底面に隣接する層のある部分が、溝３１６Ａ、３１６Ｂ、及び３１６Ｃを形成するため
に除去されることがある。代わりに、溝３１６Ａ、３１６Ｂ、及び３１６Ｃを形成するた
めに、選択的なコーティング、パターニング、又は堆積技術が実施されることがある。
【００５６】
　[0061]ソーラーモジュール３００の動作中に、入射太陽放射がスペクトルコンセントレ
ータ３０４の上面に当たり、この入射太陽放射のある部分が基板３０６及び接着層３１２
を通過し、ルミネセンススタック３１０に到達する。今度は、ルミネセンススタック３１
０がこの太陽放射を吸収して実質的に単色の放出放射に変換する。この放出放射は、次に
、ルミネセンススタック３１０の中で誘導され、この放出放射のある部分がＰＶセルの列
３０２Ａ、３０２Ｂ、及び３０２Ｃに到達し、ＰＶセルのこれらの列がこの放出放射を吸
収して電気に変換する。図３に関して理解できるように、放出放射の誘導は、ＰＶセルの
列３０２Ａ、３０２Ｂ、及び３０２Ｃの各々が２つの側面から照らされるようなものであ
り、それによって太陽エネルギー変換効率を高める。
【００５７】
　[0062]図４は、本発明の他の実施形態に従って実現されたルミネセンススタック４００
の態様及び可能性のある損失メカニズムを示す。ルミネセンススタック４００はルミネセ
ンス層４０２を含み、ルミネセンス層４０２は１組のルミネセンス材料を含む。太陽放射
に対して高い吸収係数を有するルミネセンス材料を選ぶことによって、ルミネセンス層４
０２の厚さは、約０．１μｍから約２μｍまでの範囲、約０．２μｍから約１μｍまでの
範囲、又は約０．２μｍから約０．５μｍまでの範囲などに減少されることがある。
【００５８】
　[0063]図４に示されるように、ルミネセンス層４０２は上部反射器４０４と下部反射器
４０６によってサンドイッチ状に挟まれており、上部反射器４０４及び下部反射器４０６
は、ルミネセンス層４０２の上面及び底面にそれぞれ隣接している。この対の反射器４０
４及び４０６は、放出放射がＰＶセルの方へ誘導されるときにルミネセンススタック４０
０から外へ出る放出放射の損失を減少させるのに役立つ。上部反射器４０４は、入射太陽
放射の関連した波長が通過してルミネセンス層４０２に当たるようにしながら、放出波長
全体にわたって全反射的である。下部反射器４０６は、実質的に全ての波長にわたって全
反射的であり、したがって、２路太陽照射を可能にする。特に、ルミネセンス層４０２を
通過する太陽放射のどの残り部分も下部反射器４０６に当たり、反射器４０６が太陽放射
を反射する。反射された放射は上の方へ向けられてルミネセンス層４０２に当たり、ルミ
ネセンス層４０２がこの反射放射を吸収して放出放射に変換することができる。
【００５９】
　[0064]図示の実施形態では、上部反射器４０４及び下部反射器４０６の各々は、複数の
誘電体層を含む誘電体スタックとして実現され、誘電体層の数は４から８までの範囲など
、２から１０までの範囲にある。各誘電体層は、約０．１μｍから約０．１５μｍまでの
範囲など、約０．１μｍから約０．２μｍまでの範囲の厚さを有することができる。ある
実施では、誘電体スタックは、異なる誘電体層から形成された交互になる層を含むことが
ある。上部反射器４０４及び下部反射器４０６を形成するために使用されることがある誘
電体の例には、シリカ（例えば、ＳｉＯ２又はα－ＳｉＯ２）、アルミナ（例えば、Ａｌ

２Ｏ３）、ＴｉＯ２、ＳｉＯｘＮ２－ｘ、及び他の適切な薄膜誘電体材料がある。上部反
射器４０４及び下部反射器４０６は、約５から約１００までの範囲又は約５から約１０ま
での範囲などの、最高１０８以上の許容誤差（Ｑ値に関して）を有することができる。
【００６０】
　[0065]上部反射器４０４及び下部反射器４０６を形成する誘電体層の数に依存して、ル
ミネセンススタック４００の全厚さは、約１μｍから約２μｍまでの範囲又は約１μｍか
ら約１．５μｍまでの範囲など、約０．４μｍから約４μｍまでの範囲にあることがある
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。図４に単一ルミネセンス層４０２が示されているが、他の実施では複数のルミネセンス
層が含まれることがあることは考えられる。これらの複数のルミネセンス層は、互い重な
って形成されることがあり、又は複数の誘電体層の間の所々に入れられることがある。
【００６１】
　[0066]ルミネセンススタック４００は、いくつかの製造技術のどれかに従って形成され
ることがある。例えば、ロールツーロール技術を使用して複数の誘電体層と共にルミネセ
ンス材料を堆積させることができ、これらの誘電体層は連続して堆積されている。代わり
に、様々な層は、基板上へ堆積されるのではなく、基板上に積層されることがある。例え
ば、ルミネセンススタック４００は重合体膜から形成されることがあり、ルミネセンス材
料が１つの組の膜の上にコーティングされ、それから完全なルミネセンススタック４００
を形成するように第２の組の膜が積層される。これらの膜は、紫外線適合重合体から形成
されることがあり、さらに、屈折率を調整するために、ＴｉＯ２から形成されたものなど
のナノ粒子が加えられることがある。これらの膜は、多層の形で押し出し成形され、次に
積層されることがあり、又は、連続してコーティングされることがある。また、ルミネセ
ンススタック４００を形成するときこれらの膜の１つ又は複数に、ルミネセンス材料が加
えられることがある。
【００６２】
　[0067]さらに他の例として、単一堆積ランでルミネセンススタック４００を形成するた
めに、原子層堆積（「ＡＬＤ」）が使用されることがある。ＡＬＤは、一般に、表面上に
交互の飽和化学反応を生成するように１組の化学薬品を使用し、結果として、一致性、一
様性、再現性、及び厚さの精密な制御のような望ましい特徴を有する自己限定成長を生じ
させる。ＡＬＤは、一般に、反応物を表面にガス相で連続して導入して連続した単分子層
を形成することを含む。例えば、ＡＬＤは、ＣｄＳ又はＵＤ－９３０を堆積させるために
使用されることがある（例えば、セシウムアセタート（又はホルメート）、カーボンテト
ラヨージド（又は、ヨードホルム）、メチレンヨージド（又は、メチルヨージド）を使用
し、さらに塩化第一錫又は有機錫化合物と結合される）。ＡＬＤのある態様は、www.scie
ncedirect.comからオンラインで入手可能なNanu et al., "CuInS2-TiO2 Heterojunctions
Solar Cells Obtained by Atomic Layer Deposition," Thin Solid Films,Vol.431-432, 
pp.492-496 (2003)、Spiering et al., "Stability Behaviour of Cd-free Cu (In, Ga) 
Se2Solar Modules with In2S3 Buffer Layer Prepared by AtomicLayer Deposition," Th
in Solid Films, Vol. 480-481, pp.195-198 (2005)、及びKlepper et al.,"Growth of T
hin Films of Co3O4 by Atomic LayerDeposition," Thin Solid Films (2007)に説明され
ており、これらの文献の開示は、それらの全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【００６３】
　[0068]さらに図４を参照すると、ルミネセンススタック４００の動作が、「通常」動作
の場合で示されている。「通常」動作の場合で、且つ共振空洞効果のない場合には、入射
太陽放射はルミネセンス中心によって途中で捕らえられ、結果として生じた放射放出は実
質的に等方性である。全内部反射角より上の方向に放出された放射は、ルミネセンススタ
ック４００の中にとどまり、ルミネセンススタック４００に沿って横方向に誘導される。
【００６４】
　[0069]また、図４には、ルミネセンススタック４００の動作中の可能性のある損失の事
例が示されている。
　（１）非発光再結合：これは、入射太陽放射がルミネセンス中心によって途中で捕らえ
られるが、放出放射につながらない例を意味する。非発光再結合損失は、高い内部量子効
率を有するルミネセンス材料を選ぶことによって、また欠陥又は界面再結合サイトを減少
させることによって、減少させることができる。
　（２）残留損失円錐：全内部反射角よりも上の方向に放出された放射はルミネセンスス
タック４００の中にとどまるが、全内部反射角より下の方向に放出された放射はルミネセ
ンススタック４００を出て行き、放出放射の損失円錐を画定する。全方向性又は等方性放
出の場合の放出損失は、損失円錐による最高２０パーセントであることがある。ルミネセ
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ンス層４０２の上又は下の誘電体層の数を増加すること、又はルミネセンス層４０２とそ
れの周囲の間の屈折率の差異を大きくすることで、損失円錐を小さくすることができる。
さらに、本明細書でさらに説明されるように、放出放射の方向を制御し、したがってルミ
ネセンススタック４００を出て行く放出放射の部分を減少させるために、共振空洞効果を
利用することができる。
　（３）散乱：これは、放出放射が散乱中心に当たりルミネセンススタック４００を出て
行く例を意味する。散乱損失は、ルミネセンススタック４００内の材料一様性を高めるこ
とによって、及び欠陥又は散乱サイトを減少させることによって、減少させることができ
る。
　（４）自己吸収：ルミネセンススタック４００の中にとどまる放出放射は、自己吸収損
失を受けることがある。特に、放出放射は、吸収された放射よりも長波長であることがあ
る。すなわち、放出放射はストークスシフトされている。ストークスシフトの大きさが比
較的小さい場合には、放出スペクトルと吸収スペクトルの重なりがあることがあり、この
ことが自己吸収につながることがある。自己吸収損失は、大きなストークスシフトを有す
るルミネセンス材料を選ぶことによって減少させることができる。また、本明細書でさら
に説明されるように、フォトルミネセンス特性を制御しルミネセンス材料の固有ストーク
スシフトを高めるために、共振空洞効果を利用することができる。
【００６５】
　[0070]ソーラーモジュールの光学的、電気的、及び機械的構造に関連した追加の特徴は
、本発明の様々な実施形態に従って図５、図６、及び図７を参照して説明される。
【００６６】
　[0071]図５は、ルミネセンススタック５０４を含むスペクトルコンセントレータ５０２
に対するＰＶセル５００の２つの異なる向きを示す。１つの向きは、水平接合向きと呼ば
れ、この向きでは、ＰＶセル５００の空乏領域は、スペクトルコンセントレータ５０２に
垂直に入射する太陽放射に対して実質的に一直線に並べられているが、ルミネセンススタ
ック５０４に沿って誘導される放出放射に対して実質的に垂直である。水平接合向きを有
するＰＶセル５００の場合には、一対の電極５０６及び５０８は、ＰＶセル５００によっ
て生成される電荷担体を引き出すように、空乏領域のそれぞれの側に結合されている。図
５に示されるように、電極５０６及び５０８は、両方とも、ＰＶセル５００の底面に隣接
して位置付けされ、ＰＶセル５００から熱を放散するようにフィン構造を有している。
【００６７】
　[0072]ＰＶセル５００の他の向きは、垂直接合向きと呼ばれ、この向きでは、ＰＶセル
５００の空乏領域は、スペクトルコンセントレータ５０２に垂直に入射する太陽放射に対
して実質的に垂直であるが、ルミネセンススタック５０４に沿って誘導される放出放射に
対して実質的に一直線に並べられている。垂直接合向きを有するＰＶセル５００の場合に
は、一対の電極５１０及び５１２は、ＰＶセル５００によって生成される電荷担体を引き
出すように空乏領域のそれぞれの側に結合されている。図５に示されるように、電極５１
０はＰＶセル５００の上面に隣接して位置付けされ、一方で、電極５１２はＰＶセル５０
０の底面に隣接して位置付けされている。電極５１２は、ＰＶセル５００から熱を放散さ
せるためにフィン構造を有している。ＰＶセル５００の垂直接合向きはいくつかの利点を
実現することができる。特に、放出放射に対する空乏領域の配列は、空乏領域全体にわた
って光励起の一様性を高め、太陽エネルギー変換効率を高めることができる。また、ＰＶ
セル５００に対する電極５１０及び５１２の位置付けは、空乏領域の光励起に関して可能
性のある妨害を減少させることができる。さらに、電極５１０と５１２が互いに間隔をあ
けて配置されるようにすることによって、垂直接合向きは、改善された熱放散並びに外部
回路への低損失伝導のために電極５１０及び５１２の少なくとも１つがより大きな断面積
を有するようにすることができる。さらに、垂直接合向きは、ＰＶセルのｐ－ｎの向きが
その列に沿って１つのＰＶセルから次のＰＶセルへと互い違いになるように列の中でＰＶ
セルを接続することを容易にすることができる。
【００６８】
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　[0073]改善された電気的動作のために、追加の電気回路をＰＶセルに一体化するために
集積回路技術が使用されることがある。そのような追加の電気回路の例には、電圧ステッ
プアップ回路、電圧制御回路、インバータ、直流（「ＤＣ」）－交流（「ＡＣ」）変換器
、電圧調整器、バイパスダイオード、ブロッキングダイオード、分路ダイオード、及び他
の電気保護及び電気処理回路がある。
【００６９】
　[0074]例えば、電圧ステップアップ回路は、電気接触及び伝導損失を減少させるために
ＰＶセルに一体化されることがある。また、ソーラーモジュールからのより大きな出力電
圧は、ＡＣライン電圧のための外部インバータ及びインタフェース回路のより簡単でより
低コストの実現につながることがある。外部インバータ及び関連したインタフェース回路
は、全システムコストの最高約１０パーセントから約２０パーセントに相当することがあ
り、出力パワーの約１０パーセントを消費することがある。したがって、ある実施では、
ＤＣ－ＡＣ変換器及び電圧調整器がＰＶセルに一体化されることがあり、それによって外
部インバータの必要性をなくす。他の例として、ＰＶセルは、１日の間の太陽光パワーの
変化する間に電池充電を行うために電圧制御回路を含むことができる。
【００７０】
　[0075]図６及び図７は、遮光及び欠陥に関連した問題に対処するためのダイオードの一
体化を示す。特に、図６は、ＰＶセル６０２を含んで直列接続されたＰＶセルの列６００
を示す。列６００を通過する全出力電流は、直列接続されたＰＶセルのどれか１つによっ
て引き起こされた電流の減少の影響を受けることがある。例えば、ＰＶセル６０２が遮光
又は欠陥の影響を受けた場合、全出力電流は著しい減少を受けることがあり、残りのＰＶ
セルによって生成された電流は、影響を受けたＰＶセル６０２の中で実質的に消費される
。図示の実施形態では、ダイオード６０４が、影響を受けたＰＶセル６０２と並列に一体
化され、残りのＰＶセルによって生成された電流のバイパスとして働くことができる。
【００７１】
　[0076]図７は、ＰＶセルの並列接続された列７０２Ａ、７０２Ｂ、７０２Ｃ、及び７０
２Ｄのアレイ７００を示し、列７０２Ａ、７０２Ｂ、７０２Ｃ、及び７０２Ｄの各々は、
直列に接続された複数のＰＶセルを含んでいる。列７０２Ａ、７０２Ｂ、７０２Ｃ、及び
７０２Ｄの各々の上端の出力電圧は、実質的に同じであることがあり、直列接続されたＰ
Ｖセルのどれか１つによって引き起こされた電圧の低下の影響を受けることがある。例え
ば、列７０２Ｂの中に含まれたＰＶセル７０４が遮光又は欠陥の影響を受けた場合、列７
０２Ｂの出力電圧は著しい低下を受けることがあり、残りの列７０２Ａ、７０２Ｃ、及び
７０２Ｄによって生成されたパワーは、影響を受けた列７０２Ｂの中で実質的に消費され
ている。図示の実施形態では、ブロッキングダイオード７０６Ａ、７０６Ｂ、７０６Ｃ、
及び７０６Ｄが、列７０２Ａ、７０２Ｂ、７０２Ｃ、及び７０２Ｄのそれぞれの１つと一
体化されて、影響を受けた列７０２Ｂの中でのパワー消費を減少させるように働くことが
できる。
【００７２】
　ルミネセンス材料
　[0077]本明細書で説明されたソーラーモジュールを形成するために、様々なルミネセン
ス材料が使用されることがある。例には、有機蛍光体、無機蛍光体及び燐光体、ナノ粒子
、及び半導体材料がある。
【００７３】
　[0078]約９００ｎｍから約９８０ｎｍまでの範囲に光学遷移を有する無機蛍光体は、シ
リコンに基づいたＰＶセルと共に使用するのに適していることがある。適切な発光波長を
有する無機蛍光体は、関連する原子部分に基づいて選ばれることがある。例えば、遷移原
子又は希土類原子からルミネセンスが得られる無機蛍光体が使用されることがある。無機
蛍光体の他の例には、結晶中の欠陥状態からルミネセンスが得られる酸化物（又は、他の
カルコゲニド）がある。
【００７４】
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　[0079]シリコン又はゲルマニウムから形成されたナノ粒子などのナノ粒子は、スペクト
ルコンセントレ－ションのために有用であることがある。ナノ粒子は、真空蒸着などによ
って自己集合ナノ粒子として形成されることがあり、又はコロイド溶液中などで個別ナノ
粒子として形成されることがある。ナノ粒子は、欠陥密度を一般に１ナノ粒子当たり１欠
陥未満まで減少させることによって、フォトルミネセンスに対して高内部量子効率を有す
る状態で形成されることがある。その上、ナノ粒子の表面は、フォトルミネセンスを高め
るように適切に終端されることがある。ナノ粒子の発光波長は、ナノ粒子のサイズに依存
することがあり、又はナノ粒子のサイズによって制御されることがある。結果として得ら
れるスペクトル幅が狭くなり、さらに、より小さなサイズのナノ粒子から放出された光の
、より大きなサイズのナノ粒子による自己吸収が減少するように、サイズの狭い分布が望
ましいことがある。
【００７５】
　[0080]ＰＶセルのバンドギャップエネルギーに近く且つ僅かに大きいバンドギャップエ
ネルギーを有する、インジウム燐すなわちＩｎＰなどの半導体材料が、また使用されるこ
とがある。特に、３００Ｋで、約１．２ｅＶから約１．４ｅＶまでなどの約１．１ｅＶか
ら約１．５ｅＶまでの範囲のバンドギャップエネルギーを有する半導体材料は、シリコン
に基づいたＰＶセルのスペクトルコンセントレータとして適切であることがある。
【００７６】
　[0081]例えば、インジウム燐は、約１．３５ｅＶの直接許容バンドギャップエネルギー
及び約１０５ｃｍ－１の吸収係数を有している。インジウム燐は、スパッタ堆積、金属有
機化学気相成長（「ＭＯＣＶＤ」）、有機金属化学気相成長（「ＯＭＣＶＤ」）、大気中
化学気相成長、ＡＬＤ、分子ビームエピタキシ（「ＭＢＥ」）成長などの様々なプロセス
によって堆積されることがある。インジウム燐又は他の半導体材料は、単一層又は他の層
が挟まれた複数層の膜として堆積されることがある。この他の層は、光学的目的及び効率
目的のために、及び気密封止材としてシリカ及びアルミナなど化学的環境保護のために、
含まれることがある。太陽スペクトルの光波長におけるインジウム燐又は他の半導体材料
の吸収係数は、バンドギャップ端よりも大きなエネルギーで約１０４ｃｍ－１以上の範囲
にあることがある。入射太陽放射の少なくとも約９９％が吸収されるようにするために、
数マイクロメートル以下などのマイクロメートル範囲の膜厚は、２以上の光学密度を有す
ることがある。インジウム燐又は他の半導体材料は、また、多孔性マトリックスに堆積さ
れることがあり、又は、ナノ粒子として堆積されることがある。例えば、インジウム燐は
、ナノ粒子として形成され、光学的に安定な重合体のようなマトリックス又は無機ガラス
中に分散されることがある。入射太陽放射の少なくとも約９９％が吸収されるようにする
ために、吸収半導体材料の総量は、２以上の光学密度と同等であることがある。共振空洞
構造を使用することによって、薄膜の形の半導体材料の効率のよい使用が可能になる。さ
らに、共振空洞構造は、放射マトリックスを修正することによって、所望の波長範囲に禁
制光学遷移及び間接光学遷移を有する半導体材料をスペクトルコンセントレ－ションのた
めに使用することができるようにする。また、より低いバンドギャップエネルギーの材料
は、薄膜の状態かナノ粒子の形成によるかのいずれかで、量子閉じ込めによってルミネセ
ンスを示すようにすることができる。
【００７７】
　[0082]ルミネセンス材料の新しい部類が、２００７年３月２１日に出願された「Lumine
scent Materials that Emit Light in the Visible Range or theNear Infrared Range」
という名称の同時係属共有米国特許出願第１１／６８９，３８１号明細書に開示されてお
り、この出願の開示は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。ルミネセンス材
料のこの部類には、次式に関連して表現できる半導体材料がある。
【００７８】
　　　　［ＡａＢｂＸｘ］［ドーパント］　　　　　　　（Ｉ）
　[0083]式（Ｉ）において、Ａは、ナトリウム（例えば、Ｎａ（Ｉ）又はＮａ１＋として
）、カリウム（例えば、Ｋ（Ｉ）又はＫ１＋として）、ルビジウム（例えば、Ｒｂ（Ｉ）
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又はＲｂ１＋として）、及びセシウム（例えば、Ｃｓ（Ｉ）又はＣｓ１＋として）などの
ＩＡ族の元素と選ばれ、Ｂは、バナジウム（例えば、Ｖ（ＩＩＩ）又はＶ＋３として）な
どのＶＡ族の元素、銅（例えば、Ｃｕ（Ｉ）又はＣｕ＋１として）、銀（例えば、Ａｇ（
Ｉ）又はＡｇ＋１として）、及び金（例えば、Ａｕ（Ｉ）又はＡｕ＋１として）などのＩ
Ｂ族の元素、亜鉛（例えば、Ｚｎ（ＩＩ）又はＺｎ＋２として）、カドミウム（例えば、
Ｃｄ（ＩＩ）又はＣｄ＋２として）、及び水銀（例えば、Ｈｇ（ＩＩ）又はＨｇ＋２とし
て）などのＩＩＢ族の元素、ガリウム（例えば、Ｇａ（Ｉ）又はＧａ＋１として）、イン
ジウム（例えば、Ｉｎ（Ｉ）又はＩｎ＋１として）、及びタリウム（例えば、Ｔｌ（Ｉ）
又はＴｌ＋１として）などのＩＩＩＢ族の元素、ゲルマニウム（例えば、Ｇｅ（ＩＩ）又
はＧｅ＋２として、又はＧｅ（ＩＶ）又はＧｅ＋４として）、錫（例えば、Ｓｎ（ＩＩ）
又はＳｎ＋２として、又はＳｎ（ＩＶ）又はＳｎ＋４として）、及び鉛（例えば、Ｐｂ（
ＩＩ）又はＰｂ＋２として、又はＰｂ（ＩＶ）又はＰｂ＋４として）などのＩＶＢ族の元
素、及びビスマス（例えば、Ｂｉ（ＩＩＩ）又はＢｉ＋３として）などのＶＢ族の元素か
ら選ばれ、さらにＸは、フッ素（例えば、Ｆ－１として）、塩素（例えば、Ｃｌ－１とし
て）、臭素（例えば、Ｂｒ－１として）、及びヨウ素（例えば、Ｉ－１として）などのＶ
ＩＩＢ族の元素から選ばれる。さらに式（Ｉ）を参照して、ａは、１から５までなどの、
１から９までの範囲にあり得る整数であり、ｂは、１から３までなどの、１から５までの
範囲にあり得る整数であり、さらに、ｘは、１から５までなどの、１から９までの範囲に
あり得る整数である。いくつかの例では、ａは１に等しいことがあり、ｘは１＋２ｂに等
しいことがある。また、ａ、ｂ、及びｘのうちの１つ又は複数がそれぞれの範囲内の分数
値を有することがあることも考えられる。さらに、式（Ｉ）のＸｘがより一般的にＸｘＸ
’ｘ’Ｘ’’ｘ’’と表され得ることが考えられ、ここでＸ、Ｘ’、及びＸ’’は、ＶＩ
ＩＢ族の元素から独立に選ばれることがあり、さらに、ｘ、ｘ’、及びｘ’’の和は、１
から５までなどの、１から９までの範囲にあることがある。式（Ｉ）の一般化されたもの
に関して、ａは１に等しいことがあり、ｘ、ｘ’、及びｘ’’の和は１＋２ｂに等しいこ
とがある。式（Ｉ）で表されるルミネセンス材料に含まれるドーパントは、元素組成の点
で、約１パーセントなどの、約５パーセント未満の量で存在することがあり、ルミネセン
ス材料を形成するために使用される原料から派生することがある。特に、ドーパントは陽
イオン及び陰イオンを含むことがあり、これらのイオンは、ルミネセンス材料の微細構造
中に分散された電子受容体／電子供与体対を形成する。
【００７９】
　[0084]式（Ｉ）で表されるいくつかのルミネセンス材料は、スペクトルコンセントレ－
ションのために望ましい特性を有している。特に、このルミネセンス材料は、少なくとも
約１０パーセント、少なくとも約２０パーセント、少なくとも約３０パーセント、少なく
とも約４０パーセント、又は少なくとも約５０パーセントなどの、約６パーセントよりも
大きな、さらに最高で約９０パーセント以上になることがある高い内部量子効率でフォト
ルミネセンスを示すことができる。また、そのルミネセンス材料は、ＦＷＨＭで約１００
ｎｍ以下又は約８０ｎｍ以下などの、ＦＷＨＭで約１２０ｎｍ以下の狭いスペクトル幅を
有するフォトルミネセンスを示すことがある。したがって、例えば、スペクトル幅は、Ｆ
ＷＨＭで約５０ｎｍから約１２０ｎｍまで、約５０ｎｍから約１００ｎｍまで、又は約５
０ｎｍから約８０ｎｍまでなどの、ＦＷＨＭで約２０ｎｍから約１２０ｎｍまでの範囲に
あることがある。
【００８０】
　[0085]その上、ルミネセンス材料は、使用される原料及び処理条件を調節することによ
って望ましいレベルに同調可能なバンドギャップエネルギーを有することがある。例えば
、バンドギャップエネルギーはＡと関連することがあり、増加するバンドギャップエネル
ギーの程度は、例えば、セシウム、ルビジウム、カリウム、及びナトリウムに対応してい
る。他の例として、バンドギャップエネルギーはＸと関連することがあり、増加するバン
ドギャップエネルギーの程度は、例えば、ヨウ素、臭素、塩素、及びフッ素に対応してい
る。増加するバンドギャップエネルギーのこの程度は、減少するピーク発光波長の程度に



(19) JP 2010-531067 A 2010.9.16

10

20

30

40

50

相当することがある。したがって、例えば、ヨウ素を含むルミネセンス材料は、時には約
９００ｎｍから約１μｍまでの範囲のピーク発光波長を示すことがあるが、一方で、臭素
又は塩素を含むルミネセンス材料は、時には約７００ｎｍから約８００ｎｍまでの範囲の
ピーク発光波長を示すことがある。バンドギャップエネルギーを同調させることによって
、結果として得られるフォトルミネセンスは、可視範囲又は赤外範囲などの波長の望まし
い範囲内にあるピーク発光波長を有することができる。いくつかの例では、ピーク発光波
長は、約９００ｎｍから約１μｍまで、約９１０ｎｍから約１μｍまで、約９１０ｎｍか
ら約９８０ｎｍまで、又は約９３０ｎｍから約９８０ｎｍまでなどの近赤外範囲にあるこ
とがある。
【００８１】
　[0086]さらに、上で説明されたフォトルミネセンス特性は、励起波長の広い範囲にわた
って比較的敏感でないことがある。実際、この異常な特性は、ルミネセンス材料の励起ス
ペクトルに関連して理解することができ、この励起スペクトルは、紫外範囲、可視範囲、
及び赤外範囲の部分を含む励起波長の範囲にわたって実質的に一様であることがある。い
くつかの例では、励起スペクトルは、約２００ｎｍから約９８０ｎｍまで、又は約２００
ｎｍから約９５０ｎｍまでなどの、約２００ｎｍから約１μｍまでの励起波長の範囲にわ
たって実質的に一様であることがある。同様に、ルミネセンス材料の吸収スペクトルは、
紫外範囲、可視範囲、及び赤外範囲の部分を含む励起波長の範囲にわたって実質的に一様
であることがある。いくつかの例では、吸収スペクトルは、約２００ｎｍから約９８０ｎ
ｍまで、又は約２００ｎｍから約９５０ｎｍまでなどの、約２００ｎｍから約１μｍまで
の励起波長の範囲にわたって実質的に一様であることがある。
【００８２】
　[0087]望ましい特性を有する２つの半導体材料がＵＤ－７００及びＵＤ－９３０と呼ば
れる。これらの材料の組成はＣｓＳｎｂＸ１＋２ｂと表される。ＵＤ－７００の場合には
、Ｘは臭素であり、ＵＤ－９３０の場合には、Ｘはヨウ素である。ＵＤ－７００及びＵＤ
－９３０のスペクトル幅は狭く（例えば、ＦＷＨＭで約５０ｅＶ以下）、吸収スペクトル
は、吸収端から遠紫外まで実質的に一様である。ＵＤ－７００及びＵＤ－９３０のフォト
ルミネセンス発光は、ＵＤ－７００の場合には約７００ｎｍ、ＵＤ－９３０の場合には約
９５０ｎｍの、これらの材料の吸収端までの広い範囲の波長の太陽放射によって刺激され
る。
【００８３】
　[0088]ＵＤ－９３０の望ましい特性は、図８を参照してさらに理解することができ、図
８は、太陽スペクトルと、本発明の実施形態に従ったＵＤ－９３０の測定された吸収及び
発光スペクトルとの組み合わされた図を示す。特に、図８はＡＭ１．５Ｇ太陽スペクトル
（（Ａ）として参照される）を示し、ＡＭ１．５Ｇ太陽スペクトルは、地球の表面の入射
太陽放射を表す標準太陽スペクトルである。ＡＭ１．５Ｇ太陽スペクトルは、大気吸収の
ために９３０ｎｍの領域にギャップを有している。ＡＭ１．５Ｇ太陽スペクトル及びシリ
コンに基づいたＰＶセルの特性を考慮すると、ＵＤ－９３０の吸収スペクトル（（Ｂ）と
して参照される）及び発光スペクトル（（Ｃ）として参照される）が、この材料を、ルミ
ネセンス層の中に組み込まれたときスペクトルコンセントレ－ションのために特に有効な
ものにしている。特に、ＵＤ－９３０のフォトルミネセンスは、実質的に、ＡＭ１．５Ｇ
太陽スペクトルのギャップにあり、約９５０ｎｍのピーク発光波長はこのギャップの中に
入っている。今度は、このことで、放出放射を反射して逆にルミネセンス層の方へ戻すよ
うに同調された反射器を（例えば、ルミネセンス層の上又は下で）使用することが可能に
なり、反射器を通過してルミネセンス層に到達することができる入射太陽放射が著しく減
少することはない。また、ＵＤ－９３０の吸収スペクトルは、実質的に一様で、約９５０
ｎｍの吸収端から実質的に全ＡＭ１．５Ｇ太陽スペクトルを通って紫外に延びている。そ
の上、約９５０ｎｍ（又は約１．３ｅＶ）のピーク発光波長は、シリコンに基づいたＰＶ
セルの吸収端に合っており、スペクトル幅はＦＷＨＭで約５０ｍｅＶ（又はＦＷＨＭで約
３７ｎｍ）である。シリコンの吸収係数は、発光波長のこの範囲で約１０２ｃｍ－１であ
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り、さらに、ＰＶセル内の接合は、放出放射を効率よく吸収しこの放射を電子－正孔対に
変換するように設計することができる。その結果として、ＵＤ－９３０は、入射太陽放射
の電気への高変換効率を可能にするためにシリコンに合わされた狭い範囲の波長を放出し
ながら、入射太陽放射から広い範囲の波長を広く吸収することができる。さらに、ＵＤ－
９３０の吸収スペクトル及び発光スペクトルは小さい程度で重なり合い、それによって、
そうでなければ減少した変換効率につながるであろう自己吸収の事実を減少させる。
【００８４】
　[0089]スペクトルコンセントレータとしてシリコンに適している他のルミネセンス材料
には、Ｚｎ３Ｐ２、Ｃｕ２Ｏ、ＣｕＯ、ＣｕＩｎＧａＳ、ＣｕＩｎＧａＳｅなどがある。
下の表Ｉは、本明細書で説明される用途に使用することができる様々な半導体材料を列挙
する。
【表１】

【００８５】
　[0090]吸収及び発光特性は、一般に、間接光学遷移又は禁制光学遷移を有する半導体材
料では、直接光学遷移を有するそんな材料に比べて数桁低い。しかし、放射マトリックス
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の修正によって、共振空洞効果は、吸収及び発光特性を高め、間接又は禁制光学遷移を有
する半導体材料の使用を可能にすることができる。表Ｉを参照すると、ＣｕＯは、約１．
４ｅＶのバンドギャップエネルギーを有する間接バンドギャップ半導体材料であり、Ｃｕ

２Ｏは、約１．４ｅＶの直接であるがスピン禁制のバンドギャップエネルギーを有してい
る。どちらか又は両方を共振空洞構造の中に組み込むことによって、ＣｕＯ及びＣｕ２Ｏ
は、スペクトルコンセントレ－ションのために使用することができる。さらに表Ｉを参照
して、Ｚｎ３Ｐ２は、約１．４ｅＶの直接光学遷移よりも約５０ｍｅＶ下の間接光学遷移
を有している。空洞効果は、間接光学遷移をより高いエネルギーの直接光学繊維に結合す
ることを可能にし、それによって、スペクトルコンセントレータとして使用するために、
高められた吸収及び発光を実現する。
【００８６】
　[0091]上で指摘された特性のほかに、表Ｉに列挙された半導体材料は、一般に、約３よ
りも大きな屈折率を有する。例えば、ＩｎＰは、約３．２の屈折率を有する。内部反射の
ために、ルミネセンススタック内の光の約１８％未満が大気に出ることができる。いくつ
かの例では、ルミネセンススタックの表面に垂直な光は、大気に対して約２５％のフレネ
ル反射損失を有することがある。反射防止コーティングが、ルミネセンススタックからＰ
Ｖセルへの光の光学的結合を高めるために使用されることがある。
【００８７】
　[0092]ルミネセンススタック内での放出光の自己吸収を減少させるために、ルミネセン
スは励起子放出を介して起こることができる。励起子は電子－正孔対に相当し、この電子
－正孔対は光吸収の結果として形成されることがある。束縛又は自由励起子は、励起子結
合エネルギーに等しいストークスシフトを有することがある。大抵の半導体材料は、約２
０ｍｅＶ未満の励起子結合エネルギーを有する。室温は約２５ｍｅＶであり、それで、一
般にこれらの材料では室温で励起子は存在しない。ＣｄＴｅ及びＨｇＴｅなどのいくつか
の半導体材料は、高い結合エネルギーの励起子を有し、室温で存在している。しかし、こ
れらの半導体材料のいくつかは、有毒であるか、又は比較的高価であることがある。三ヨ
ウ化ビスマスすなわちＢｉＩ３などの他の半導体材料は、室温で真性励起子を有し、本明
細書で説明される用途に適していることがある。
【００８８】
　[0093]錫及び鉛ハロゲン化物などのある層状半導体材料は、有機構成要素で無機層を隔
てることによって同調されたバンドギャップエネルギー及び励起子エネルギーを有するこ
とができる。例には、有機－無機量子井戸材料、１１０配向ペロブスカイトシートを含む
導電性層状有機－無機ハロゲン化物、ハイブリッドヨウ化錫ペロブスカイト半導体材料、
及びハロゲン化鉛ベースのペロブスカイト型結晶がある。これらの半導体材料のある態様
は、Ema et al., "Huge Exchange Energy and Fine Structure ofExcitons in an Organi
c-Inorganic Quantum Well," Physical Review B, Vol.73, pp. 241310-1 to 241310-4 (
2006)、Mitzi et al., "Conducting Layered Organic-Inorganic HalidesContaining 110
-Oriented Perovskite Sheets," Science, Vol. 267, pp.1473-1476 (1995)、Kagan et a
l., "Organic-Inorganic Hybrid Materials asSemiconducting Channels in Thin-Film F
ield-Effect Transistors," Science,Vol. 286, pp. 945-947 (1999)、Mitzi, "Solution
-processed Inorganic Semiconductors," J.Mater. Chem., Vol. 14, pp. 2355-2365 (20
04)、Symonds et al., "Emission of HybridOrganic-Inorganic Exciton Plasmon Mixed 
States," Applied Physics Letters,Vol. 90, 091107 (2007)、Zoubi et al., "Polariza
tion Mixing in Hybrid Organic-InorganicMicrocavities," Organic Electronics, vol.
 8, pp. 127-135 (2007)、Knutson et al.,"Tuning the Bandgap in Hybrid Tin Iodide 
Perovskite Semiconductors UsingStructural Templating," Inorg. Chem., Vol. 44, pp
. 4699-4705 (2005)、及びTanaka et al.,"Comparative Study on the Excitons in Lead
-halide-based Perovskite-typecrystals CH3NH3PbBr3 CH3NH3PbI3,"Solid State Commun
ications, Vol. 127, pp. 619-623 (2003)に説明されており、これらの文献の開示は、そ
の全体が参照により本明細書に組み込まれる。
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【００８９】
　[0094]また、硫化錫、セレン化錫、硫化チタン、及び表Ｉに列挙された他のものなどの
他の層状材料は、層状材料と層状材料の間に他の材料を挿入することによって同調させる
ことができる。同調されたバンドギャップエネルギー及び同調された励起子結合エネルギ
ーを有する層状材料を作るために、ＡＬＤが使用されることがある。励起子をより高いエ
ネルギーに同調させることで、自己吸収を減少させ、レイジングの確率を高めることがで
きる。そのような材料処理の組合せは、同調された励起子ルミネセンス放出に基づいて低
自己吸収ルミネセンス材料を開発するために使用することができる。この低自己吸収ルミ
ネセンス材料が、さらに、弱結合型態か強結合型態かのどちらかで共振空洞構造と組み合
わされて、低損失高量子効率ダウンコンバージョン構造を生成することができる。熱消光
、すなわち温度の上昇に伴うルミネセンス強度の減少は、室温で約２５ｍｅＶであるボル
ツマン温度よりも大きな結合エネルギーを有する励起子を生成することによって軽減させ
るか、なくすことができる。ソーラー用途の場合、約３５ｍｅＶから約５０ｍｅＶまでの
範囲の結合エネルギーが望ましいことがある。より大きな結合エネルギーは、吸収ギャッ
プをもたらす、吸収端からのフォトルミネセンスのストークスシフトを引き起こすことが
あり、それによって、より低い太陽エネルギー変換効率につながる。
【００９０】
　[0095]自己吸収を減少させる他の方法は、配向複屈折の使用によっている。特に、単結
晶又は膜中の特定の方向で自己吸収を減少させる１つの方法は、複屈折材料を配向させる
ことである。複屈折は、材料の２以上の異なる方向に沿った異なる屈折率を意味する。半
導体材料などの複屈折材料は、異なる結晶軸に沿って２以上の異なるバンドギャップエネ
ルギーを有する。結晶異方性が光スペクトルの可視領域にバンドギャップを有する場合、
この材料は、複屈折ではなく二色性であると言われることがある。ＣｕＩｎＳｅ２－ｘＳ

ｘ、Ｚｎ３Ｎ２、及びＣｓＳｎ１＋ｘＩ３＋ｘのようなペロブスカイトなどの様々な複屈
折半導体材料をスペクトルコンセントレータとして使用することができる。複屈折材料に
は２以上の吸収端すなわちバンドギャップエネルギーがあるので、結果として得られる膜
は、ＰＶセルの方へ向く方向に沿ってより高いバンドギャップエネルギー（すなわち、よ
り短波長の吸収端）を有する配向状態で堆積されることがある。この場合、発光波長はこ
のより高エネルギーのバンドギャップよりも長いために、ＰＶセルの方へ向く方向の放出
光はより小さな吸光度を有することができる。共振空洞効果及びブラッグ反射器を使用す
ることで、より高い自己吸収の他の方向の発光を抑制することができる。
【００９１】
　[0096]熱消光及び自己吸収は、また、材料特性を修正することによって減少させること
ができる。半導体材料の場合、吸収端は、温度及びある型のドーピングの増加と共に傾斜
するようになることがある。この吸収端傾斜は、時には、増加された自己吸収につながる
ことがあり、エリオットの式によって記述することができる。この吸収端傾斜を制御して
熱消光及び自己吸収の事実を減少させるために、適切なドーピング及び界面又は表面改質
が使用されることがある。半導体材料から形成されたナノ粒子の場合、ナノ粒子に形成さ
れたコーティングが、「ブラッグオニオン（Ｂｒａｇｇ　Ｏｎｉｏｎ）」技術によって半
導体材料の発光特性を変えることができる。
【００９２】
　[0097]地球の表面の太陽スペクトルは、紫外から赤外までに及んでいる。紫外から約１
．３ｅＶまでの吸収される光子は、光子の総数の約４９．７パーセント及び総エネルギー
の約４６．０４パーセントである。１００パーセント内部量子効率で吸収される光子につ
いて、約１．３ｅＶの発光を有するルミネセンス材料は、約４６パーセントの太陽エネル
ギー変換効率を生じることができる（１光子－１光子メカニズムの場合）。複数光子生成
は、より高い太陽エネルギー変換効率を生じることができる。複数光子を放出する、シリ
コン量子ドットなどのシリコンナノ粒子は、本明細書で説明されるスペクトルコンセント
レータとして使用されて、より高い変換効率を実現することができる。シリコンナノ粒子
のある態様は、２００７年７月２４日にウェブ上で発表されたBeard et al., "Multiple 
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Exciton Generation in Colloidal SiliconNanocrystals," Nano Lettersに説明されてお
り、この開示は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【００９３】
　[0098]入射太陽放射の約２分の１は１．３ｅＶ（すなわち９５０ｎｍ）よりも低エネル
ギー、すなわち長波長であるので、アップコンバージョンによって変換効率が高められる
ことがある。アップコンバージョンは、２つの光子が吸収されて１つの光子がより高いエ
ネルギーで放出されるプロセスを含むことがある。希土類原子は、アップコンバージョン
を受ける点で比較的効率がよいことがあり、比較的高強度での第２高調波生成（「ＳＨＧ
」）などの他のプロセスが、太陽エネルギー変換効率を高めるために使用されることがあ
る。スペクトルコンセントレータで共振空洞効果を使用することで、アップコンバージョ
ン及びＳＨＧのような非直線プロセスを高めることができる。アップコンバージョンのあ
る態様は、Sark et al., "Enhancing Solar Cell Efficiency by Using SpectralConvert
ers," Solar Energy Materials & Solar Cells, Vol. 87, pp.395-409 (2005)、及びShal
av et al., "Luminescent Layers for Enhanced Silicon SolarCell Performance: Up-co
nversion," Solar Energy Materials & SolarCells, Vol. 91, pp. 829-842 (2007)に説
明されており、これらの文献の開示は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【００９４】
　共振空洞効果及び構造
　[0099]ここで、空洞量子電気力学（「ＣＱＥＤ」）と、スペクトルコンセントレ－ショ
ンのために有利に利用可能な共振空洞効果の形でのＣＱＥＤの具現とが説明される。例え
ば、空洞効果は、ＰＶセルの方に向けて放出光の方向を制御しその結果ＰＶセルに到達す
る放出光の部分を高めるために利用されることがある。その上、空洞効果は、共振光学モ
ードに関連した特定の組の波長の発光を強め且つ抑制光学モードに関連した他の波長の発
光を抑制することなどによって発光特性を修正するために利用されることがある。発光特
性のこの修正は、発光スペクトルと吸収スペクトルの間の重なりを減少させることができ
、さらに、自己吸収から生じる損失の減少をもたらすことができる。さらに、空洞効果は
、間接光学遷移又は禁制光学遷移を有する半導体材料の使用を、それの吸収及び発光特性
を高めることによって可能にすることができる。ＣＱＥＤのある態様は、Yablonovitch, 
Physical Review Letters, Vol. 58, pp. 2059-2062 (1987)に説明されており、この文献
の開示は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【００９５】
　[00100]ＣＱＥＤに従って、ルミネセンス中心は、それの局所光学的環境と相互作用す
ることができる。ルミネセンス中心は、光の放出を伴う任意の局在事象又は部分が可能で
ある。ルミネセンス中心を囲繞する光学的環境は、ルミネセンス中心から放出される光の
伝播並びにルミネセンス中心の内部自然発光特性に影響を及ぼすことができる。特に、光
学的環境の中にルミネセンス中心を位置付けすることで、放出光の指向性（例えば、特定
の範囲の方向における任意の特定の範囲の波長の強度）とルミネセンス中心の全スペクト
ル発光（全ての方向にわたって平均された、任意の特定の範囲の波長の強度）との両方を
修正することができる。したがって、適切な光学的環境内にルミネセンス中心を適切に位
置付けすることを使用して、特定の範囲の波長について発光が起こる方向の範囲を選ぶこ
とができる。また、光学的環境を適切に選ぶことで、ある範囲の波長の全ての方向での発
光を実質的に抑制することができる。いくつかの例では、ルミネセンス中心は、抑制され
た方向で放出された光子を再吸収することができ、又は、ルミネセンス中心は、抑制され
た方向での光子の放出が起こるのを防ぐように光学的環境と相互作用する。
【００９６】
　[00101]ルミネセンス中心及びそれの光学的環境の特性に依存して、一部の波長での発
光を抑制することは、他の波長での発光を強めることになることがある。実際上、空洞効
果は、固有のピーク発光波長を光学的環境によって修正されるような異なるピーク発光波
長に「引っ張る」ことができる。波長のシフトは、ルミネセンス中心の固有発光分布に依
存して、数１００ナノメートル程度（例えば、約５０ｎｍから約１００ｎｍ）であること
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がある。
【００９７】
　[00102]ある用途では、光学的環境内でのルミネセンス中心による光の放出は、フェル
ミの黄金律に関連して理解することができ、フェルミの黄金律は次式で表すことができる
。
【数１】

フェルミの黄金律は、ルミネセンス中心による自然発光の率と光学的状態の局所密度の間
の関係を表す。式（ＩＩ）において、
【数２】

は、次式
【数３】

の位置にあるルミネセンス中心による周波数ωでの自然発光の率を表し、

【数４】

は、ルミネセンス中心の可能な最終及び初期（電子）量子状態であり、
【数５】

は、光学遷移要素（例えば、ダイポール又はクワドラポールモーメント）と許容電場の間
の相互作用を表し、δはディラックのデルタ関数を表す。
【００９８】
　[00103]式（ＩＩ）は、修正された形で表すことができ、この修正形では、許容電場は
、周波数について積分することによって相互作用の項から分離される。この修正形は、次
式で表される。
【数６】

式（ＩＩＩ）に関連して理解することができるように、ルミネセンス中心による光の放出
は、量子状態間の遷移マトリックスであり光学遷移要素を含む「原子」部分と、光学的状
態の局所密度の原因でありＮｒａｄと表される「場」部分と、を含むものと見なすことが
できる。Ｎｒａｄは、光学的環境内での様々な可能な発光を含むことができ、直交する方
向に沿った可能な光学モードの点から見て考察することができる。これらの光学モードの
いくつかは、Ｎｒａｄに対して高められた貢献をする共振光学モードであることがあるが
、一方で、これらの光学モードの他のものは、Ｎｒａｄに対して減少した貢献をする抑制
光学モードであることがある。式（ＩＩＩ）を参照すると、「原子」部分及び「場」部分
が、相俟って、ルミネセンス中心による自然発光の率を指定する。
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【００９９】
　[00104]空洞効果がない場合には、放出光のコヒーレンス波長よりも十分に厚いルミネ
センススタックを備えた構造が実現されることがある。この場合、光の放出は実質的に等
方性であることがある。全内部反射角よりも上の方向の放出光はこの構造中にとどまるが
、全内部反射角よりも下の方向の放出光は構造を出て行き、放出光の損失円錐を画定する
。全方向発光の場合の発光損失は、損失円錐によって最高２０％であることがある。構造
中にとどまる放出光は、さらなる損失を受けることがある。特に、放出光は、吸収された
光よりも長波長であることがある。すなわち、放出光はストークスシフトしている。スト
ークスシフトの程度が比較的小さい場合には、発光スペクトルと吸収スペクトルの重なり
があることがあり、この重なりは、自己吸収を引き起こし、ＰＶセルに到達することがで
きる放出光の部分を減少させることがある。また、放出光は、再吸収（自己吸収による）
そして次に再発光を受けることがある。すなわち、放出光は、光子リサイクルにさらされ
る。各再発光事象は、関連した損失円錐のある状態で等方性であることがある。したがっ
て、ＰＶセルに到達する放出光は、全内部反射角よりも下の放出光の損失と一連の再吸収
及び再発光事象とによって減少することがある。ルミネセンススタックの内部量子効率が
１００パーセント未満である場合には、各再吸収及び再発光事象は、さらなる関連した損
失を与えることがある。
【０１００】
　[00105]ＣＱＥＤの態様は、共振空洞効果を示す微細空洞又は共振空洞構造を形成する
ために使用されることがある。これらの共振空洞構造は、（１）ＰＶセルの方への発光の
方向制御、したがって損失円錐による発光損失の減少と、（２）発光スペクトルと吸収ス
ペクトルの重なりを減少させ、したがって自己吸収を減少させることができるスペクトル
引張りと、を含めていくつかの利点を実現することができる。
【０１０１】
　[00106]共振空洞構造は、例えば、単一モード及び多モード導波路を含めた共振空洞導
波路、光子結晶、ポラリトンレーザ、及びプラズモン構造として実現されることがある。
例えば、共振空洞導波路は、ルミネセンス層の上面及び底面を一対の反射器（例えば、ブ
ラッグ又は全反射器）によってサンドイッチ状に挟まれたルミネセンス層を含んだ全内部
反射導波路として実現されることがある。この一対の反射器は、損失円錐を減少させ、し
たがって、放出光がＰＶセルの方へ誘導されるときに放出光の損失を減少させるのに役立
つ。また、上側すなわち太陽側反射器が、入射太陽放射とルミネセンス層の間の高められ
た重なりのために実現されることがある。空洞効果の結果として、導波路は、ＰＶセルの
方へ向かう誘導方向での発光を可能にしながら、又は強めながら、非誘導方向での発光を
抑制することができる。そのようなやり方で、ルミネセンス層の上面及び底面による放出
光の損失の著しい減少が可能である。
【０１０２】
　[00107]他の例として、共振空洞導波路は、反共振反射光導波路（「ＡＲＲＯＷ」）と
して実現されることがある。ＡＲＲＯＷは、誘導に関して全内部反射ではなくファブリ－
ペロ効果に基づき、いくつかの例では、より効率のよい構造であることがある。特に、Ａ
ＲＲＯＷは、高められたフォトルミネセンス及びＰＶセルへの低損失誘導を実現すること
ができる。ＡＲＲＯＷは、ある光学モードが低指数領域（例えば、非吸収材料）又は、実
施に依存して、高指数領域に実質的にコンセントレ－ションされることを可能にすること
ができる。そのようなやり方で、光の実質的な伝播は非吸収材料中で行われることがあり
、自己吸収が減少することがある。ＡＲＲＯＷ構造のある態様は、Huang et al., "The M
odal Characteristics of ARROWstructures," Journal of Lightwave Technology, Vol. 
10, No. 8, pp.1015-1022 (1992)、Litchinitser et al., "Application of an ARROW Mo
del forDesigning Tunable Photonic Devices," Optics Express, Vol. 12, No. 8, pp.1
540-1550 (2004)、及び Liu et al., "Characteristic Equations for Different ARROWS
tructures," Optical and Quantum Electronics, Vol. 31, pp. 1267-1276(1999)に説明
されており、これらの文献の開示は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
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【０１０３】
　[00108]光子結晶は、光の伝播、すなわち方向と放射周波数及び寿命との両方を制御す
るように実現されることがある。光子結晶は、一般に、実質的に周期的なやり方で配列さ
れた、異なる屈折率を有する２以上の材料の中間視的アレイとして実現される。可視及び
近赤外範囲の光の場合、アレイ内の間隔は、数１００ナノメートルからミクロンまでの範
囲かそのくらいであることがある。アレイは、１次元、２次元、又は３次元に延びること
がある。光子結晶の例には、ブラッグ反射器、２つの相対する誘電体干渉反射器によって
形成された平面空洞、及び全反射ミラーに基づいたものがある。３次元光子結晶の例は、
３次元ブラッグ格子に基づいたものである。
【０１０４】
　[00109]共振空洞構造は、１次元、２次元、又は３次元の構造として実現されることが
ある。共振空洞構造に関連した固有次元の数は、その構造の量子閉じ込め次元の数に対応
することがある。したがって、例えば、共振空洞構造は３次元に延びることがあるが、そ
れらの次元の部分集合が、量子が閉じ込められるものであることがある。
【０１０５】
　[00110]例えば、共振空洞導波路は、１次元閉じ込めを行うスラブ導波路として実現す
ることができる。例には、全内部反射スラブ導波路、多層ミラー又は他の層を含む全内部
反射スラブ導波路の発展したもの、及びスラブＡＲＲＯＷ構造がある。再吸収及び再発光
の場合には、光の伝播は、光子密度の２次元拡散としてモデル化することができる。いく
つかの例では、１次元閉じ込めは、例えば、より高次元の閉じ込めに比べてスペクトル引
張りの減少をもたらすことがある。
【０１０６】
　[00111]他の例として、共振空洞導波路は、２次元閉じ込めを行うように実現すること
ができる。そのような閉じ込めを受ける光の伝播は、閉じ込めの程度に依存して、２次元
光子拡散又は１次元光子拡散としてモデル化することができる。チャネル導波路、リッジ
導波路、及びストリップ装荷型導波路を含めて、様々な型の横方向閉じ込めが実現される
ことがある。例えば、リッジ導波路は、上側又は太陽側反射器か底面反射器かのどちらか
に平行なリッジをエッチングし、引っ掻き、又はプレスすることによってスラブ導波路に
基づいて形成することができる。代わりに、又は一緒に、底面反射器を付ける前に、リッ
ジがルミネセンス層に型押しされることがある。リッジ導波路は、また、コンフォーマル
コーティングによって基板に形成されることもある。リッジ間隔は、放出光の約２波長か
ら約１０波長までの範囲にあることがある。スペクトル引張りが起こることがあるが、閉
じ込めの程度及び個々の誘導下部構造間の結合に依存して時には減少することがある。他
の例として、ストリップ装荷型導波路が、深さが約０．５μｍから約１００ｎｍ以下のく
ぼみ又は浅い溝を基板に形成することによって、全体的に平面の基板から形成されること
がある。可撓性プラスチック基板をエンボス加工することなどの様々な技術が、くぼみを
形成するために使用されることがある。ルミネセンス材料は、結果として得られる表面全
体にコーティングされることがあり、その結果、平坦化によってストリップ装荷型導波路
が形成されるようになる。結果として得られた導波路は、１ミリメートルの何分の１から
数ミリメートルの結合長を有する結合モードを生成するのに十分なほど近接していること
がある。
【０１０７】
　[00112]共振空洞構造は、また、３次元閉じ込めも行うことができる。例えば、あるレ
ベルの歪み又は欠陥を含む光子結晶が使用されることがある。歪みは、他の方向の発光を
抑制しながら、ＰＶセルの方へ向けた発光の方向制御を実現することができる。この方向
制御は、光子結晶が１又は２次元で光を誘導するようにすることができる。歪みは、また
、他の方向で実質的に全スペクトル範囲にわたって発光を抑制しながら、伝播方向に沿っ
て発光のスペクトル引張りを引き起こすことができる。いくつかの例では、隣接する光子
結晶との残留相互作用によってスペクトル引張りが達成されることがある。
【０１０８】
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　[00113]次に述べるものは、スラブ導波路について追加の実施の詳細を提供する。とは
言っても、拡散又は分散ルミネセンス中心を含む他の共振空洞構造が同様に実現されるこ
とがある。
【０１０９】
　[00114]スラブ導波路に含まれるルミネセンス材料は、１組のルミネセンス中心として
表すことができる。吸収波長と発光波長の間の可能性のある重なりのために、導波路内の
光の伝播は、光子拡散プロセスとしてモデル化することができる。より小さな重なりはよ
り大きな光子拡散係数につながることがあるが、一方で、より大きな重なりはより小さな
光子拡散係数につながることがある。異なるルミネセンス材料及び関連したルミネセンス
中心が導波路中に含まれることがあり、これらの異なるルミネセンス材料は、異なる光子
拡散特性を有していることがある。空洞効果を有する導波路の中にルミネセンス材料を位
置付けすることによって、発光のスペクトルの方向を制御することができ、したがって光
子拡散係数の方向に影響を及ぼすことができる。
【０１１０】
　[00115]スラブ導波路の１つの実施は、ルミネセンス材料の単一の実質的に一様な層を
含むことがある。ＰＶセルに結合されないルミネセンス材料の端部又は表面は、その上に
反射器を備えることができ、その結果、スラブ導波路は全内部反射スラブ導波路として動
作することができる。反射器は、誘電体材料又は金属のコーティング、層、又は膜である
ことがある。ルミネセンス層は、周囲媒体よりも大きな屈折率を有することがあり、した
がって、全内部反射角より上の方向の放出光をＰＶセルの方へ誘導することができる。
【０１１１】
　[00116]スラブ導波路では、光学的状態の局所密度は、誘導光学モードと放射光学モー
ドの両方を含むことがある。誘導光学モードはルミネセンス層に沿った光の伝播に影響す
ることができるが、一方で、放射光学モードはルミネセンス層から外への光の伝播に影響
することができる。ルミネセンス層と周囲媒体の間の指数の差異が小さい場合、光学的状
態の局所密度は、自由空間の光学的状態の局所密度と僅かに異なることがあり、発光特性
は低い程度で修正される。指数の差異を増加させることなどによって閉じ込めを大きくす
ることで、より大きな歪みを光学的状態の局所密度に導入して、方向制御を含めた発光特
性の高められた修正をもたらすことができる。また、垂直共振から離れたところでルミネ
センス層の厚さを調整することによって、放射光学モードを抑制することができる。この
抑制は、ＰＶセルの方へ向かう方向でルミネセンス層に沿った横方向発光の確率を高めな
がら、ルミネセンス層からの外への発光損失を減少させることができる。
【０１１２】
　[00117]スラブ導波路の他の実施では、ルミネセンス層の相対する表面が反射器スタッ
クでサンドイッチ状に挟まれている。反射器スタックは、誘電体材料又は金属の複数のコ
ーティング、層、又は膜を含むことがあり、指数の差異の増加につれて同様なやり方で光
学的状態の局所密度を歪ませることができる。「完全」全反射薄膜コーティングの場合に
は、垂直方向閉じ込めは実質的に絶対的であることがあり、放射光学モードは実質的に抑
制されることがある。したがって、実質的に全ての発光が横方向に関して閉じ込められて
、ＰＶセルへの光の伝達の高められた確率を実現することができる。
【０１１３】
　[00118]さらに他の実施には、依然として高い垂直方向閉じ込めを維持しながら、光の
かなりの伝播をルミネセンス材料の外に持って動作する多スラブ又はＡＲＲＯＷ構造があ
る。発光波長全体にわたって全反射を維持しながら、太陽波長の比較的高い透過を維持す
ることが望ましいことがある。
【０１１４】
　[00119]垂直方向閉じ込めは、バルクルミネセンス材料の３次元光子拡散を２次元光子
拡散に変えることができる。そのような閉じ込めの下での光子拡散係数は、ルミネセンス
材料の吸収係数のような固有材料特性ではなく光学モード伝播係数の複素成分に基づいて
決定されることがある。拡散の次元の数を減少させることで、光子拡散係数を大きくする
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ＰＶセルの方向などでの光子拡散係数のさらなる増加は、追加の伝播構造を含めることで
達成することができる。例えば、ルミネセンス層の幅を調整することなどによる横方向閉
じ込めは、横方向での光学的状態の局所密度を減少させることができる。上で説明された
垂直方向閉じ込めの場合のように、横方向閉じ込めを強めることで、より大きな歪みを光
学的状態の局所密度に導入して、方向制御を含む発光特性の高められた修正をもたらすこ
とができる。その上、横方向閉じ込めを組み込むことは、また、ある程度のスペクトル引
張りを行うことができる。
【０１１５】
　[00120]共振空洞構造の性能は、低水準から高水準まで変化し得るその構造の質又はフ
ィネスに関連して特徴付けることができる。レーザなどのある光学デバイスは、比較的高
いフィネスを有して適切に動作することができる。スペクトルコンセントレータでは、効
率の改善をもたらすには比較的低いフィネスで十分であることがあり、より高いフィネス
は効率の余分な改善をもたらす。いくつかの例では、共振空洞構造中の放出光の高い強度
は、誘導放出及びスペクトルホールバーニングにつながることがあり、このことは、ＰＶ
セルに到達する放出光の量を増し効率のさらなる改善をもたらすことができる。
【０１１６】
　[00121]共振空洞構造は、弱結合型態又は強結合型態で動作することができる。弱結合
型態では、共振空洞構造は、ルミネセンス層の上面及び底面の一対の反射器によってサン
ドイッチ状に挟まれたルミネセンス層を含んだスラブ導波路として実現されることがある
。この対の反射器は、損失円錐を小さくし、したがって、放出光がＰＶセルの方へ誘導さ
れるときに放出光の損失を減少させるのに役立つ。空洞効果のために、導波路は発光波長
及び強度を修正し、導波路中の励起状態の寿命を減少させることができる。強結合型態で
は、共振空洞構造は、基板上に形成されたポラリトンレーザとして実現されることがある
。ポラリトンレーザは、実質的にゼロ損失及び最高約１００パーセントの効率を有するこ
とがある。ポラリトンレーザは、また、時には、閾値のないゼロ閾値レーザと呼ばれ、レ
イジングは、ポラリトンと呼ばれる結合励起子－光子準粒子によって発生する。ポラリト
ンレーザのある態様は、Christopoulos et al., "Room-Temperature Polariton Lasing i
nSemiconductor Microcavities," Physica Review Letters, Vol. 98, pp.126405-1 to 1
26405-4, (2007)、Houdre et al., "Strong Coupling Regime in SemiconductorMicrocav
ities," C. R. Physique, Vol. 3, pp. 15-27, (2002)、及びKavokin,"Exciton-Polarito
ns in Microcavities: Present and Future," Appl.Phys. A, Vol. 89, pp. 241-246 (20
07)に説明されており、これらの文献の開示は、その全体が参照により本明細書に組み込
まれる。
【０１１７】
　[00122]ルミネセンス材料の特性が、共振空洞構造の型、望ましい効果、及び結果とし
て得られる効率を決定することができる。下の表ＩＩは、本発明の実施形態に従った分類
表を示す。
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【表２】

【０１１８】
　[00123]事例１では、ルミネセンス材料の内部量子効率は、特定の組の発光波長λ発光

において１００パーセントである。シリコンＰＶセルの場合には、λ発光は、約９００ｎ
ｍから約１０００ｎｍまでの範囲にあることがある。ルミネセンス材料の固有ストークス
シフトは約５０ｍｅＶである。このストークスシフトのために、λ発光は、自己吸収を減
少させるようにルミネセンス材料の吸収端から十分に間隔をあけて配列されており、関連
した吸収係数は約１０－２ｃｍ－１未満である。共振空洞構造の、結果として得られる効
率は、ＰＶセルに到達する放出光の部分に相当することがある。事例１では、共振空洞構
造は、発光の方向をＰＶセルの方へ制御して、結果として得られる効率を最高１００パー
セントに高めることができる。
【０１１９】
　[00124]事例２では、ルミネセンス材料の内部量子効率は、特定の組の発光波長λ発光

において１００パーセント未満である。ルミネセンス材料の固有ストークスシフトは約５
０ｍｅＶである。このストークスシフトのために、λ発光は、自己吸収を減少させるよう
にルミネセンス材料の吸収端から十分に間隔をあけて配列されており、関連した吸収係数
は約１０－２ｃｍ－１未満である。共振空洞構造の、結果として得られる効率は、１００
パーセント未満であることがあり、ルミネセンス材料の内部量子効率で上限が制限される
ことがある。事例２では、共振空洞構造は、発光の方向をＰＶセルの方へ制御して、結果
として得られる効率を高めることができる。
【０１２０】
　[00125]事例３では、ルミネセンス材料の内部量子効率は、特定の組の発光波長λ発光

において１００パーセントである。ルミネセンス材料の固有ストークスシフトは約５０ｍ
ｅＶ未満であり、その結果として、放出放射のあるレベルの自己吸収があり、関連した吸
収係数は約１０－１ｃｍ－１以上、最高約１０３ｃｍ－１である。１００パーセントの効
率であろうとも、自己吸収は光子リサイクルにつながることがあり、すなわち、放出され
た光子が吸収され再放出される。自己吸収のために、共振空洞構造の結果して得られる効
率は１００パーセント未満であることがある。事例３では、共振空洞構造は、発光の方向
をＰＶセルの方へ制御して、結果として得られる効率を高めることができる。放出光子は
、吸収係数に関係した拡散長で拡散を受けることがある。この拡散はブラウン拡散として
モデル化することができ、定常状態では、吸収するＰＶセルから拡散長の範囲内を除いて
、発光の強度が共振空洞構造中で実質的に一様であることがある。いくつかの例では、発
光の強度は、誘導放出及びレイジングを引き起こすのに十分であることがある。
【０１２１】
　[00126]事例４では、ルミネセンス材料の内部量子効率は、特定の組の発光波長λ発光

において１００パーセント未満である。ルミネセンス材料の固有ストークスシフトは約５
０ｍｅＶ未満であり、その結果として、放出放射のあるレベルの自己吸収があり、関連し
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サイクルにつながることがあり、さらに、内部量子効率が１００パーセント未満であるた
めに、各吸収再放出サイクルは、ＰＶセルに到達することができる放出光の部分の減少を
もたらすことがある。自己吸収のために、共振空洞構造の結果して得られる効率は、１０
０パーセント未満であることがあり、ルミネセンス材料の内部量子効率によって上限が制
限されることがある。事例４では、共振空洞構造は、発光の方向をＰＶセルの方へ制御し
て、結果として得られる効率を高めることができる。その上、共振空洞構造は、発光波長
を共振にシフトすることができ、このことは、スペクトル引張り及び自己吸収減少をもた
らすことができる。ＡＲＲＯＷは、事例４に使用することができる共振空洞構造の１つの
型である。特に、ＡＲＲＯＷは、強度が低指数領域にコンセントレ－ションした状態で光
学モードが伝播できるようにし、それによって、自己吸収のレベルを減少させることがで
きる。
【０１２２】
　[00127]当業者は、本明細書で説明されたソーラーモジュールを開発することについて
追加の説明を必要としないが、それにもかかわらず、以下の参考文献を調べることによっ
て、ＰＶセルの形成及び処理に関してある有用な指導を見出すことができる。２００７年
６月３０日に発行された「Method of Making Thin Silicon Sheets for Solar Cells」と
いう名称の米国特許第７，１６９，６６９号明細書、及び２００５年１２月８日に公開さ
れた「Semiconductor Processing」という名称の米国特許出願公開第２００５／０２７２
２２５号明細書。これらの文献の開示は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる
。当業者は、また、以下の参考文献を調べることによって、スペクトルコンセントレ－シ
ョンに関してある有用な指導を見出すことができる。１９８０年１０月１４日に発行され
た「Luminescent Solar Energy Concentrator Devices」という名称の米国特許第４，２
２７，９３９号明細書及びA.H. Zewali, "Photon Trapping and Energy Transfer in Mul
tiple-Dye PlasticMatrices: an Efficient Solar-Energy Concentrator," Optics Lette
rs, Vol. 1,p. 73 (1977)。これらの文献の開示は、その全体が参照により本明細書に組
み込まれる。また、当業者は、Barnham et al., "Quantum-dot Concentrator and Thermo
dynamicModel for the Global Redshift," Applied Physics Letters, Vol. 76, No. 9,p
p. 1197-1199 (2000)を調べることによって、多接合ソーラーモジュールに関してある有
用な指導を見出すことができる。この文献の開示は、その全体が参照により本明細書に組
み込まれる。
【０１２３】
　[00128]本発明は、本発明の特定の実施形態に関連して説明されたが、添付の特許請求
の範囲によって定義されるような本発明の真の精神及び範囲から逸脱することなしに様々
な変化が加えられることがあり、同等物が代用されることがあることは、当業者が理解す
べきことである。その上、特定の状況、材料、物質の組成、方法、又はプロセスを本発明
の目的、精神及び範囲に適合させるために、多くの修正が加えられることがある。全ての
そのような修正は、本明細書に添付された特許請求の範囲内である意図である。特に、本
明細書で開示された方法は、特定の順序で行われる特定の作業に関連して説明されたが、
これらの作業は、本発明の教示から逸脱することなしに同等の方法を形成するために、組
み合わされ、さらに分割され、又は再配列されることがあることは理解されるであろう。
したがって、本明細書で具体的に示されない限り、作業の順序及びグループ化は、本発明
の限定でない。
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