
JP 6053178 B2 2016.12.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入射した光を伝播させる導光体と、
　前記導光体の内部を伝播する光を受光する太陽電池素子と、を備え、
　前記導光体は、少なくとも一部に曲面を有し、内部が中空となった殻状の透光性基材の
構造体からなり、
　前記構造体が、中空の球体であり、
　前記太陽電池素子が、前記球体の中心を通る平面と前記球体の表面とが交差してできる
円の円周の１／２にあたる部分に配置された太陽電池モジュール。
【請求項２】
　入射した光を伝播させる導光体と、
　前記導光体の内部を伝播する光を受光する太陽電池素子と、を備え、
　前記導光体は、少なくとも一部に曲面を有し、内部が中空となった殻状の透光性基材の
構造体からなり、
　前記構造体が、中空の楕円体である太陽電池モジュール。
【請求項３】
　入射した光を伝播させる導光体と、
　前記導光体の内部を伝播する光を受光する太陽電池素子と、を備え、
　前記導光体は、少なくとも一部に曲面を有し、内部が中空となった殻状の透光性基材の
構造体からなり、
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　前記導光体の内部が密閉空間とされ、前記導光体に、前記密閉空間に気体を注入もしく
は前記密閉空間から気体を排出するための気体出入口が設けられた太陽電池モジュール。
【請求項４】
　前記密閉空間に、空気よりも比重が軽い気体が封入された請求項３に記載の太陽電池モ
ジュール。
【請求項５】
　入射した光を伝播させる導光体と、
　前記導光体の内部を伝播する光を受光する太陽電池素子と、を備え、
　前記導光体は、少なくとも一部に曲面を有し、内部が開放空間となった開口部を有する
透光性基材の構造体からなり、
　前記構造体が、半球体である太陽電池モジュール。
【請求項６】
　前記太陽電池素子が、前記開口部の縁にあたる前記構造体の端面に配置された請求項５
に記載の太陽電池モジュール。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽電池モジュールおよび太陽光発電装置に関する。
　本願は、２０１１年４月２２日に、日本に出願された特願２０１１－０９５９７７号に
基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の太陽光発電装置は、複数の太陽電池パネルを太陽に向けて一面に敷き詰めた形態
のものが一般的であった。一例として、建物の屋根に複数の太陽電池パネルを敷き詰めた
形態の太陽光発電装置が知られている。一般に、太陽電池パネルは不透明な半導体で構成
されており、積層して配置することができない。そのため、電力量を確保するためには大
面積の太陽電池パネルが必要となる。一方、屋根のような限られた場所に装置を設置しな
ければならないという制約がある。その結果、得られる電力量に限界があった。また、太
陽電池パネルに付帯する保護ガラスや配線等で重量が重くなるため、強度の高い屋根にし
か設置できない。
【０００３】
　そこで、建物で広い面積を占める窓の部分に太陽電池を設置する「窓面太陽電池発電シ
ステム」が提案されている（下記の特許文献１参照）。この窓面太陽電池発電システムは
、内部に蛍光体を分散させた吸光－発光板と太陽電池とを備え、吸光－発光板の採光面と
垂直な側面に太陽電池を貼付することで窓枠が構成されている。この窓面太陽電池発電シ
ステムでは、吸光－発光板に入射した太陽光によって内部の蛍光体が励起され、蛍光体か
らの放射光が太陽電池に照射されて発電が行われる。
【０００４】
　また、入射した太陽光を太陽電池に導くための集光装置を備えた太陽電池が提案されて
いる（下記の特許文献２参照）。特許文献２に記載された太陽電池の集光装置は、平面状
の入射面と、入射面から漸次離間するように入射面と対向し、入射面から入射された光を
散乱する散乱面と、を有する集光部材を備えている。集光部材の端面に太陽電池が設置さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開昭６１－１３６５５９号公報
【特許文献２】特開平７－１２２７７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載された窓面太陽電池発電システムの場合、一般的な窓
の平面形状である長方形は面積に対して辺の長さが長い。そのため、窓に入射した光が太
陽電池に至るまでの反射回数が多くなる場合がある。そのため、反射時に光の吸収による
損失が生じる。また、一般的に窓は地面に対して略垂直に設置されるものであり、太陽の
向きに合わせて動くわけではない。したがって、このシステムは、窓が広い設置面積を持
っていたとしても、太陽の位置に対して設置面積を十分に活用できていない。また、この
システムの大きさは建物の大きさに制限され、建物の大きさ以上に大きくすることができ
ない。
【０００７】
　特許文献２に記載された太陽電池の集光装置の場合、集光部材がいわゆる楔状の形状を
有しているため、集光部材の一端側の厚みがかなり厚くなる。その結果、装置全体の重量
が重くなる。
【０００８】
　特許文献１，２に共通の現象として、太陽の動きに伴って集光部の投影面積が変化する
ため、１日の中で集光部の受光量が変化する。それに伴って発電量が大きく変動する。こ
の現象は、集光部が太陽を追尾するシステムを併設すれば、改善することができる。しか
しながら、その場合、システム全体が複雑で高価になり、保守が大規模になる。
【０００９】
　本発明の態様は、上記の課題を解決するためになされたものであって、設置面積に対す
る発電効率の高い太陽電池モジュールの提供を目的とする。また、太陽の動きに伴う発電
量の変動が少ない太陽電池モジュールの提供を目的とする。また、軽量で設置が容易な太
陽電池モジュールの提供を目的とする。また、コストの安い太陽電池モジュールの提供を
目的とする。また、このような利点を有する太陽電池モジュールを備えた太陽光発電装置
の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するために、本発明の一態様における太陽電池モジュールは、入射し
た光を伝播させる導光体と、前記導光体の内部を伝播する光を受光する太陽電池素子と、
を備え、前記導光体が、透光性基材からなり、少なくとも一部に曲面を有している。
【００１１】
　本発明の一態様における太陽電池モジュールは、前記導光体が、内部が中空となった殻
状の前記透光性基材の構造体からなっていてもよい。
【００１２】
　本発明の一態様における太陽電池モジュールは、前記構造体が、中空の球体であっても
よい。
【００１３】
　本発明の一態様における太陽電池モジュールは、前記太陽電池素子が、前記球体の中心
を通る平面と前記球体の表面とが交差してできる円の円周の１／２にあたる部分に配置さ
れていてもよい。
【００１４】
　本発明の一態様における太陽電池モジュールは、前記構造体が、中空の楕円体であって
もよい。
【００１５】
　本発明の一態様における太陽電池モジュールは、前記導光体が、前記楕円体の回転対称
軸を除く、前記楕円体の中心を通る軸を中心に回転可能とされていてもよい。
【００１６】
　本発明の一態様における太陽電池モジュールは、前記導光体の内部が密閉空間とされ、
前記導光体に、前記密閉空間に気体を注入もしくは前記密閉空間から気体を排出するため
の気体出入口が設けられていてもよい。
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【００１７】
　本発明の一態様における太陽電池モジュールは、前記密閉空間に、前記導光体の外部の
空気よりも比重が軽い気体が封入されていてもよい。
【００１８】
　本発明の一態様における太陽電池モジュールは、前記導光体が、内部が開放空間となっ
た開口部を有する前記透光性基材の構造体からなっていてもよい。
【００１９】
　本発明の一態様における太陽電池モジュールは、前記構造体が半球体であってもよい。
【００２０】
　本発明の一態様における太陽電池モジュールは、前記太陽電池素子が、前記開口部の縁
にあたる前記構造体の端面に配置されていてもよい。
【００２１】
　本発明の一態様における太陽電池モジュールは、前記導光体を構成する前記透光性基材
が、可撓性を有していてもよい。
【００２２】
　本発明の一態様における太陽電池モジュールは、前記導光体が、前記入射した光により
励起されて蛍光を発生する蛍光体を含み、前記太陽電池素子が、前記光の入射によって前
記導光体の内部で発生し、前記導光体の内部を伝播する前記蛍光を受光してもよい。
【００２３】
　本発明の一態様における太陽電池モジュールは、前記導光体に含まれる前記蛍光体の密
度が不均一であってもよい。
【００２４】
　本発明の一態様における太陽電池モジュールは、前記導光体の第１部分での前記蛍光体
の密度が相対的に大きく、前記第１部分と反対側に位置する前記導光体の第２部分での前
記蛍光体の密度が相対的に小さくてもよい。
【００２５】
　本発明の一態様における太陽電池モジュールは、前記導光体には、前記導光体の一面か
ら入射した光を反射させて前記光の進行方向を変更する反射面を有する凹凸部が設けられ
、前記太陽電池素子が、前記導光体に入射した後、前記反射面で反射して前記導光体の内
部を伝播する前記外光を受光してもよい。
【００２６】
　本発明の一態様における太陽電池モジュールは、前記導光体に、前記導光体の内部を伝
播する光を前記太陽電池素子に向けて反射させる反射部が設けられていてもよい。
【００２７】
　本発明の一態様における太陽電池モジュールは、前記太陽電池素子が、前記導光体の内
部に埋め込まれていてもよい。
【００２８】
　本発明の一態様における太陽電池モジュールは、前記太陽電池素子が、前記導光体の表
面に配置されていてもよい。
【００２９】
　本発明の一態様における太陽電池モジュールは、前記導光体の外側に、前記導光体から
離間して前記導光体を覆うように保護部材が設けられていてもよい。
【００３０】
　本発明の他の態様における太陽光発電装置は、上記の太陽電池モジュールを備える。
【００３１】
　本発明の他の態様における太陽光発電装置は、前記太陽電池モジュールを複数備え、前
記複数の太陽電池モジュールが平面状に配列されていてもよい。
【００３２】
本発明のさらに他の態様における太陽電池モジュールを設置する方法は、入射した光を伝
播させる導光体と、前記導光体の内部を伝播する光を受光する太陽電池素子と、を備え、
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前記導光体は、透光性基材からなり、少なくとも一部に曲面を有しており、前記導光体は
、前記入射した光により励起されて蛍光を発生する蛍光体を含み、前記太陽電池素子は、
前記光の入射によって前記導光体の内部で発生し、前記導光体の内部を伝播する前記蛍光
を受光する、太陽電池モジュールを設置する方法であって、前記導光体の太陽に近い部分
での前記蛍光体の密度が相対的に大きい前記導光体の第１の部分が太陽に近く、前記第１
部分と反対側に位置すると共に前記蛍光体の密度が相対的に小さい第２の部分が太陽から
遠くなるように前記太陽電池モジュールを設置する。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明の態様によれば、設置面積に対する発電効率の高い太陽電池モジュールを提供す
ることができる。太陽の動きに伴う発電量の変動が少ない太陽電池モジュールを提供する
ことができる。軽量で設置が容易な太陽電池モジュールを提供することができる。コスト
の安い太陽電池モジュールを提供することができる。このような種々の利点を有する太陽
電池モジュールを備えた太陽光発電装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の第１実施形態の太陽電池モジュールを示す斜視図である。
【図２】本発明の第１実施形態の太陽電池モジュールの断面図である。
【図３】図２の一部の拡大図である。
【図４】本発明の第１実施形態の太陽電池モジュールの第１変形例を示す断面図である。
【図５】本発明の第１実施形態の太陽電池モジュールの第２変形例を示す断面図である。
【図６】本発明の第１実施形態の太陽電池モジュールの第３変形例を示す断面図である。
【図７】本発明の第２実施形態の太陽電池モジュールを示す斜視図である。
【図８】本発明の第２実施形態の太陽電池モジュールの第１変形例を示す断面図である。
【図９】本発明の第３実施形態の太陽電池モジュールを示す斜視図である。
【図１０】本発明の第３実施形態の太陽電池モジュールの第１変形例を示す断面図である
。
【図１１】本発明の第３実施形態の太陽電池モジュールの第２変形例を示す断面図である
。
【図１２】本発明の第４実施形態の太陽電池モジュールを示す斜視図である。
【図１３】本発明の第５実施形態の太陽電池モジュールを示す斜視図である。
【図１４Ａ】本発明の第５実施形態の太陽電池モジュールの使用形態を示す図である。
【図１４Ｂ】本発明の第５実施形態の太陽電池モジュールの使用形態を示す図である。
【図１５】本発明の第６実施形態の太陽電池モジュールを示す斜視図である。
【図１６】本発明の第６実施形態の太陽電池モジュールの一部の断面図である。
【図１７】本発明の第６実施形態の太陽電池モジュールの第１変形例を示す斜視図である
。
【図１８】比較例の太陽電池モジュールを示す斜視図である。
【図１９】本発明の第７実施形態の太陽電池モジュールを示す斜視図である。
【図２０】本発明の第７実施形態の太陽電池モジュールの断面図である。
【図２１】図２０の一部の拡大図である。
【図２２】本発明の第７実施形態の太陽電池モジュールの第１変形例を示す断面図である
。
【図２３】本発明の第７実施形態の太陽電池モジュールの第２変形例を示す断面図である
。
【図２４】本発明の第７実施形態の太陽電池モジュールの第３変形例を示す断面図である
。
【図２５】本発明の第８実施形態の太陽電池モジュールを示す断面図である。
【図２６】本発明の第９実施形態の太陽電池モジュールを示す断面図である。
【図２７】本発明の第１０実施形態の太陽電池モジュールを示す断面図である。
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【図２８】本発明の第１０実施形態の太陽電池モジュールの使用形態を示す図である。
【図２９】本発明の第１１実施形態の太陽電池モジュールを示す断面図である。
【図３０】本発明の太陽光発電装置の概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
［第１実施形態］
　以下、本発明の第１の実施形態について、図１～図３を用いて説明する。
　本実施形態では、内部が中空の球状の導光体を備えた太陽電池モジュールの例を挙げる
。
　図１は、本実施形態の太陽電池モジュールの構成を示す斜視図である。図２は、太陽電
池モジュールの断面図である。図３は、図２の一部の拡大図である。
　なお、以下の全ての図面においては各構成要素を見やすくするため、構成要素によって
寸法の縮尺を異ならせて示すことがある。
【００３６】
　本実施形態の太陽電池モジュール１は、図１に示すように、導光体２と、太陽電池素子
３と、を備えている。導光体２は、透光性を有する基材からなり、内部が密閉空間となっ
た殻状の球体（構造体）で構成されている。本実施形態の例では、球体の内部が密閉され
た空間であるとしたが、必ずしも密閉された空間でなくても良い。例えば球体の一部が開
口しており、球体の内部が開放された空間であっても良い。透光性を有する基材として、
例えばアクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂、シクロオレフィンポリ
マー樹脂等の透明性の高い有機材料を用いることができる。あるいは、ガラスなどの透明
性の高い無機材料を用いることもできる。ただし、透光性を有する基材は、これらに限定
されるものではない。導光体２の寸法の一例として、球体の半径が例えば２５０ｍｍ程度
、導光体２の厚さが例えば１ｍｍ程度、である。なお、図１に示すように、球体の中心を
通り、互いに直交する３つの軸をｘ軸、ｙ軸、ｚ軸として以下、説明する。
【００３７】
　導光体２は、外光Ｌ０（太陽光）により励起されて蛍光Ｌ１を発光する蛍光体を内部に
含んでいる。導光体２は、入射した外光Ｌ０が励起光となって蛍光体から発せられた蛍光
Ｌ１を太陽電池素子３に導く機能を果たす。太陽電池素子３は、外光Ｌ０の入射によって
蛍光体から発せられ、導光体２の内部を伝播する蛍光Ｌ１を受光して電力を発生する機能
を果たす。本実施形態の場合、導光体２は、図２に示すように、蛍光体を含む蛍光体層４
を両側から上記の透光性基材５、例えばアクリル樹脂で挟んだ構成を有している。すなわ
ち、導光体２は、透光性基材５／蛍光体層４／透光性基材５の３層構造を有している。
【００３８】
　上記構成の導光体２を作製する際には、例えばアクリル樹脂で内側の球体を作製した後
、球体に太陽電池素子３を固定した状態でその外側に蛍光体材料、アクリル樹脂を順次コ
ーティングし、蛍光体層４、外側の球体を形成すれば良い。以下の説明では、導光体２の
内部空間に面する面を「内面」と称し、導光体２の外部空間に面する面を「外面」と称す
る。
【００３９】
　蛍光体層４は、例えば可視光や赤外光を吸収して可視光や赤外光を放出する蛍光体、あ
るいは、紫外光を吸収して可視光を放出する蛍光体を含んでいる。一例として、ＢＡＳＦ
社製Ｌｕｍｏｇｅｎ　Ｆ　Ｖｉｏｌｅｔ　５７０（商品名）を０．０２％、ＢＡＳＦ社製
Ｌｕｍｏｇｅｎ　Ｆ　Ｙｅｌｌｏｗ　０８３（商品名）を０．０２％、ＢＡＳＦ社製Ｌｕ
ｍｏｇｅｎ　Ｆ　Ｏｒａｎｇｅ　２４０（商品名）を０．０２％、ＢＡＳＦ社製Ｌｕｍｏ
ｇｅｎ　Ｆ　Ｒｅｄ　３０５（商品名）を０．０２％、ＮＩＬＥ　ＢＬＵＥ　Ａ（ＣＡＳ
登録番号３６２５－５７－８）を０．５％、Ｉｒ-１４０（ＣＡＳ登録番号５３６５５－
１７－７）を０．５％、Ｉｒ-１４４（ＣＡＳ登録番号５４８４９－６９－３）を０．５
％、量子ドットＰｂＳ（硫化鉛）を３％からなる複数種の蛍光体を含有したものを用いる
ことができる。上記複数種の蛍光体を含む蛍光体層４からは、４００ｎｍ～１５００ｎｍ
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程度の広い波長領域を持つ蛍光が放射される。
【００４０】
　太陽電池素子３は、図１に示すように、導光体２を構成する球体の中心Ｏを通る平面（
ｘｙ平面）と球体の表面とが交差してできる円の円周の１／２にあたる部分に配置されて
いる。すなわち、太陽電池素子３は、円環を半分に割った形状を有している。太陽電池素
子３は、図２に示すように、球体の中心を通る平面（ｘｙ平面）上において導光体２の内
部に埋め込まれている。太陽電池素子３は、導光体２に接する２つの面３ａ，３ｂ（図２
における上面３ａおよび下面３ｂ）がともに受光面となっている。したがって、実際には
、太陽電池素子３として、２つの太陽電池素子を受光面と反対側の面を背中合わせにして
貼り合わせたものを用いるのが好ましい。ただし、本実施形態ではこれを１つの太陽電池
素子とみなして説明する。太陽電池素子３には、シリコン系太陽電池、化合物系太陽電池
、有機系太陽電池などの公知の太陽電池を用いることができる。
【００４１】
　上述の太陽電池の中でも、化合物半導体を用いた化合物系太陽電池は、高効率の発電が
可能であることから本実施形態に好適に用いられる。化合物系太陽電池の一例としては、
半導体基板上にＩｎＧａＡｓ層とＧａＡｓ層とＩｎＧａＰ層とを積層したものが用いられ
る。この化合物系太陽電池は、例えば４００ｎｍ～１２００ｎｍの波長領域で８０％以上
、５００ｎｍ～９５０ｎｍの波長領域で９５％以上といった高い発電効率を持っている。
　そのため、上記の蛍光体と上記の化合物系太陽電池とを組み合わせることにより、幅広
い波長領域で効率の高い発電が可能となる。
【００４２】
　上記構成の太陽電池モジュール１においては、外光Ｌ０（太陽光）が導光体２に照射さ
れると、外光Ｌ０が励起光となって蛍光体層４中の蛍光体が発光する。発せられた蛍光Ｌ
１の多くは、図３に示すように、導光体２の内面２ａと外面２ｂとの間で全反射を繰り返
しながら導光体２の内部に閉じこめられた状態で導光する。導光体２の球体がある程度の
曲率半径を有していれば、吸収損失がない限り、導光を続けることができる。発せられた
蛍光Ｌ１は、あらゆる方向に導光するが、常に外光Ｌ０の入射点と球体の中心とを通る任
意の平面と球体の表面とが交差してできる円の円周に沿って導光する。したがって、太陽
電池素子３が、球体の中心を通る平面と球体の表面とが交差した円の円周の１／２にあた
る部分に配置されていれば、図１に示すように、蛍光体層４から発せられた蛍光Ｌ１のほ
とんど全てが１周以下の経路で確実に太陽電池素子３に到達する。
【００４３】
　本実施形態の導光体２は球体であるから、球体を任意の方向からその方向に垂直な平面
上に投影した図形である円の面積が導光体２の受光面積に相当する。この受光面積（円の
面積）に対して照射された光を、円周×１／２×導光体２の厚さに相当する面積の太陽電
池素子３に集光することができる。面積に対して周囲の長さが最も短い図形は円であるか
ら、原理的に最も集光効率が高い太陽電池モジュール１を実現することができる。先の寸
法の例で言えば、導光体２の受光面積が２５０×２５０×π（ｍｍ２）、太陽電池素子３
の面積が２５０×２×π×１／２×１（ｍｍ２）であるから、太陽電池素子３の面積に対
する導光体２の受光面積の比は２５０となる。この値は、例えば長方形状の導光体では得
られない値である。
【００４４】
　また、いずれの方向においても球体を平面上に射影した図形は常に円であり、円の面積
は変わらない。したがって、球体状の導光体２を備えた本実施形態の太陽電池モジュール
１の場合、時間変動や季節変動により太陽の位置が変わっても、太陽光の強度自体が大き
く変わらない限り、発電量が大きく変動することはない。さらに、球体状の導光体２は、
太陽から直接到達する光だけでなく、雲、地面、建築物等で反射、散乱され、あらゆる方
向から到達する光を受光することができる。その観点からも、本実施形態の太陽電池モジ
ュール１は高い発電効率を得ることができる。
【００４５】
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　蛍光体層４を用いる場合、蛍光体層４が導光体２の外面に露出していたとすると、蛍光
体層４から発せられた蛍光Ｌ１の一部が外部空間に放出され、導光体２の内部を導光する
成分が少なくなる。これに対して、本実施形態の導光体２の場合、蛍光体層４の両側を透
光性基材５で挟んだ構成であるから、蛍光体層４から発せられた蛍光Ｌ１のほとんど全て
が導光体２の内部を導光する。その結果、集光効率が高い太陽電池モジュール１を実現す
ることができる。
【００４６】
　また、導光体２が所定の体積を有していても、導光体２の内部が中空であるため、太陽
電池モジュール１を軽量化することができる。また、導光体２の体積に対して太陽電池モ
ジュール１の設置面積が小さくて済む。これらの効果により、土台の強度がそれ程高くな
い場所、もしくは面積が限られた場所に本実施形態の太陽電池モジュール１を設置するこ
とができ、設置場所の自由度が向上する。さらに、太陽電池モジュール１のコストの低減
を図ることができる。
【００４７】
［第１実施形態の第１変形例］
　第１実施形態では、蛍光体層４の両側を透光性基材５で挟んだ構成の導光体２を用いた
。この導光体２に代えて、本変形例の太陽電池モジュール７では、図４に示すように、透
光性を有する基材８の内部に粒子状の蛍光体９を分散させた導光体１０を用いている。こ
の導光体１０を作製する際には、例えば予め蛍光体９を分散させたアクリル樹脂を準備し
ておき、このアクリル樹脂を射出成型して球体を形成し、導光体１０とすれば良い。
【００４８】
［第１実施形態の第２変形例］
　第１実施形態では、太陽電池素子３は導光体２の内部に埋め込まれていた。この構成に
代えて、本変形例の太陽電池モジュール１２では、図５に示すように、太陽電池素子１３
が導光体２の外面２ｂに貼り付けられている。この構成においては、太陽電池素子１３の
受光面１３ａを導光体２に向けて配置する。上述したように、蛍光体層４から発せられた
蛍光Ｌ１は、導光体２の内部で全反射を繰り返しながら導光する。したがって、導光体２
の厚さが極端に厚くない限り、太陽電池素子１３が導光体２の外面２ｂに配置されていて
も、太陽電池素子１３は蛍光Ｌ１を十分に受光することができる。この太陽電池モジュー
ル１２は、太陽電池素子１３を導光体２の内部に埋め込むよりも構造が簡単であり、製造
も容易である。図５では、太陽電池素子１３を導光体２の外面２ｂに貼り付けた例を示し
たが、この他、太陽電池素子１３を導光体２の内面２ａに貼り付けても良いし、導光体２
の外面２ｂと内面２ａの両方に貼り付けても良い。
【００４９】
［第１実施形態の第３変形例］
　第２変形例においても、太陽電池素子１３は蛍光Ｌ１を十分に受光できるが、蛍光Ｌ１
が太陽電池素子１３の設置された位置を通り抜け、導光体２をさらに１周導光すると、光
損失が生じる虞があり、無駄である。そこで、本変形例の太陽電池モジュール１５では、
図６に示すように、太陽電池素子１３の設置位置に略対向する位置にあたる導光体２の内
面２ａに、凹凸部２ｄが設けられ、凹凸部２ｄの表面に反射層１６が設けられている。凹
凸部２ｄは、導光体２の内面が凹凸加工されたものである。反射層１６は、凹凸部２ｄの
表面に金属膜や誘電体多層膜が形成されたものである。図６では凹凸部２ｄの断面形状を
三角形状に示したが、入射した光を散乱させる作用を持つものであれば、必ずしも断面形
状が三角形状である必要はない。
【００５０】
　導光体２の内面２ａに凹凸部２ｄが設けられていなかったとすると、太陽電池素子１３
の設置位置に比較的近い導光体２の内面２ａで反射する蛍光Ｌ１は、図６に破線の矢印Ｌ
２で示すように、太陽電池素子１３の位置を通り抜ける場合がある。これに対して、導光
体２の内面２ａに凹凸部２ｄと反射層１６とが設けられている場合、凹凸部２ｄおよび反
射層１６に入射した蛍光Ｌ１は反射、散乱し、蛍光Ｌ１の一部が太陽電池素子１３に入射
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する。すなわち、太陽電池素子１３の位置を通り抜けていた蛍光Ｌ１の一部を凹凸部２ｄ
と反射層１６とによって太陽電池素子１３に導くことができる。これにより、太陽電池素
子１３を導光体２の外面２ｂに貼り付けた構成において、発電効率を高めることができる
。
【００５１】
　なお、導光体２の内面に太陽電池素子１３を設置した場合には、導光体２の外面２ｂに
凹凸部２ｄを設ければよい。また、凹凸部２ｄと反射層１６とを設けることに代えて、太
陽電池素子１３を設置する箇所もしくはその近傍の箇所の導光体２の厚さを部分的に薄く
しても良い。その場合、導光体２の厚さを薄くした箇所ではそれ以外の箇所に比べて光が
全反射する回数が増える。その結果、太陽電池素子１３に入射する光の割合が増え、発電
効率を高めることができる。
【００５２】
［第２実施形態］
　以下、本発明の第２実施形態について、図７を用いて説明する。
　本実施形態の太陽電池モジュールの基本構成は第１実施形態と同様であり、導光体の構
成が第１実施形態と異なる。
　図７は、本実施形態の太陽電池モジュールを示す斜視図である。
【００５３】
　第１実施形態では、導光体２の全体が一体となった継ぎ目のない構成を想定した。とこ
ろが、導光体２の全ての表面が滑らかな球面となるように導光体２を成型するのは困難で
ある。導光体２の球体の表面が滑らかでない場合、光の全反射が阻害されるため、光の損
失が生じて太陽電池素子３への集光効率が低下する。
【００５４】
　そこで、本実施形態の太陽電池モジュール１８は、図７に示すように、内部が中空の半
球体１９ａ，１９ｂを２つ貼り合わせた構成の導光体２０を有している。球体を成型する
場合に比べれば、半球体を成型する方が表面を滑らかに形成し易い。ただし、２つの半球
体１９ａ，１９ｂの接合面は導光時に光の損失が生じやすい。その観点から、発光点から
太陽電池素子に至る光の経路が半球体１９ａ，１９ｂの接合面を跨がないようにすること
が望ましい。したがって、一方の半球体１９ａの縁にあたる端面の全周に太陽電池素子２
１を配置し、この太陽電池素子２１を挟み込むようにして他方の半球体１９ｂを貼り合わ
せれば良い。
【００５５】
　したがって、本実施形態の場合、太陽電池素子２１は、導光体２０の中心を通る平面と
導光体２０の表面とが交差してできる円の全周にわたって配置されている。したがって、
蛍光体層（図示略）から発せられた蛍光は、いずれの方向に導光した光についても１／２
周以下の経路で太陽電池素子２１に到達する。本実施形態の場合、光が太陽電池素子２１
に至る経路の途中に半球体１９ａ，１９ｂ接合面が存在しないため、接合面での光の損失
が生じにくく、太陽電池素子２１への集光効率を確保することができる。
【００５６】
　本実施形態においても、集光効率が高い太陽電池モジュールを実現できる、発電量の変
動を抑えられる、太陽電池モジュールの軽量化、低コスト化が図れる、設置場所の自由度
が向上する、等の第１実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００５７】
［第２実施形態の第１変形例］
　第２実施形態では、半球状の導光体の端面の全周に太陽電池素子を配置した。この構成
に代えて、半球状の導光体の端面の一部に太陽電池素子を配置しても良い。例えば図８に
示す太陽電池モジュール２３では、導光体２０を構成する半球体１９ａ，１９ｂの端面の
うち、１／２に相当する部分に太陽電池素子２４が配置され、残りの１／２に相当する部
分には反射部２５が形成されている。反射部２５は、半球体１９ａ，１９ｂの端面に光反
射率の高い金属膜等が形成されたものである。具体的には、反射部２５は、半球体１９ａ
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，１９ｂの端面に蒸着法等によりアルミニウム、銀等の金属膜を成膜したものでも良いし
、酸化シリコン／酸化チタン等からなる誘電体多層膜を成膜したものでも良い。また、反
射部２５の表面は滑らかな面であっても良いし、凹凸がある面であっても良い。ただし、
反射部２５に凹凸がある場合、導光体２０から光が漏れ出さないように、導光体２０の内
面および外面と平行な方向に沿って延在する凹凸はない方が望ましい。
【００５８】
　本変形例の太陽電池モジュール２３においては、蛍光体層（図示略）から発せられた蛍
光Ｌ１のうち、発光点Ｔから太陽電池素子２４の方向に向けて伝播した蛍光Ｌ１は、その
まま太陽電池素子２４に受光される。一方、発光点Ｔから反射部２５の方向に向けて伝播
した蛍光Ｌ３は、反射部２５で反射した後、太陽電池素子２４の方向に向けて進行し、太
陽電池素子２４に受光される。このようにして、発光点Ｔからいずれの方向に進行した蛍
光Ｌ１，Ｌ３も、最終的には略全てが太陽電池素子２４に受光される。本変形例の太陽電
池モジュール２３によれば、太陽電池素子２４の使用量が少なくて済み、コストの低減を
図ることができる。
【００５９】
［第３実施形態］
　以下、本発明の第３実施形態について、図９を用いて説明する。
　本実施形態の太陽電池モジュールの基本構成は第１実施形態と同様であり、導光体の形
状が第１実施形態と異なるのみである。
　図９は、本実施形態の太陽電池モジュールを示す斜視図である。
【００６０】
　本実施形態の太陽電池モジュール２６は、図９に示すように、内部が中空の半球状の導
光体２７と、太陽電池素子２８と、を備えている。導光体２７は、ｘｙ平面側が開口部２
７ａとなっており、内部が開放空間となった半球状の透光性基材で構成されている。太陽
電池素子２８は、半球状の導光体２７の端面の全周にわたって設置されている。すなわち
、本実施形態の太陽電池モジュール２６は、図７に示した第２実施形態の太陽電池モジュ
ール１８を構成する２つの導光体１９ａ，１９ｂのうち、上半分の導光体１９ａと太陽電
池素子２１とで構成されたものと言える。
【００６１】
　本実施形態の太陽電池モジュール２６は、太陽電池素子２８が配置された導光体２７の
端面側（開口部２７ａ側）を下方に向けた姿勢で、例えば建築物の屋上や地上等の水平面
に設置される。この太陽電池モジュール２６を水平面上に設置した場合、導光体２７が半
球状であるから、鉛直方向上方から導光体２７を水平面上に射影した図形は円であるが、
任意の方向から平面上に射影した図形が常に円になるわけではない。例えば、斜め上方か
ら導光体２７を射影した図形は円がつぶれたような形状となる。したがって、本実施形態
の導光体２７は、見る方向によって射影した図形の形状が変化し、それに伴って図形の面
積が変化する。すなわち、本実施形態の導光体２７は、太陽の位置によって受光面積が変
化する。
【００６２】
　そのため、本実施形態の太陽電池モジュール２６は、球状の導光体を備えた第１、第２
実施形態の太陽電池モジュールに比べて、太陽の位置による発電量の変動が大きくなる。
　例えば朝や夕方など、太陽の傾きが大きいときに導光体２７の受光面積が減り、発電量
が低下する傾向にある。しかしながら、平面状の導光体を備えた従来の太陽電池モジュー
ルに比べれば、発電量の変動を抑えることができる。また、本実施形態の太陽電池モジュ
ール２６は、第２実施形態の太陽電池モジュール１８のように２つの導光体を接合する工
程が不要であるため、製造が容易である。また、本実施形態の太陽電池モジュール２６は
、導光体２７の端面側（開口部２７ａ側）を下方に向けた姿勢で設置されるため、設置後
の安定性に優れたものとなる。
【００６３】
　本実施形態においても、集光効率が高い太陽電池モジュールを実現できる、発電量の変
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動を抑えられる、太陽電池モジュールの軽量化、低コスト化が図れる、設置場所の自由度
が向上する、等の第１実施形態と同様の効果を得ることができる。なお、導光体２７の形
状は必ずしも完全な半球状でなくても良く、球体を任意の平面で分割した形状としても良
い。
【００６４】
［第３実施形態の第１変形例］
　第３実施形態では、半球状の導光体２７の端面の全周に太陽電池素子２８を配置した。
　この構成に代えて、半球状の導光体の端面の一部に太陽電池素子を配置しても良い。例
えば図１０に示す太陽電池モジュール３０では、半球状の導光体２７の端面のうち、１／
２に相当する部分に太陽電池素子３１が配置され、残りの１／２に相当する部分には反射
部３２が形成されている。反射部３２は、導光体２７の端面に光反射率の高い金属膜等が
形成されたものである。具体的には、反射部３２は、導光体２７の端面に蒸着法等により
アルミニウム、銀等の金属膜を成膜したものでも良いし、酸化シリコン／酸化チタン等か
らなる誘電体多層膜を成膜したものでも良い。また、反射部３２の表面は滑らかな面であ
っても良いし、凹凸がある面であっても良い。ただし、反射部３２に凹凸がある場合、導
光体２７から光が漏れ出さないように、導光体２７の内面および外面と平行な方向に沿っ
て延在する凹凸はない方が望ましい。
【００６５】
　本変形例の太陽電池モジュール３０においては、蛍光体層（図示略）から発せられた蛍
光のうち、発光点Ｔから太陽電池素子３１の方向に向けて伝播した蛍光Ｌ１は、そのまま
太陽電池素子３１に受光される。一方、発光点Ｔから反射部３２の方向に向けて伝播した
蛍光Ｌ３は、反射部３２で反射した後、太陽電池素子３１の方向に向けて進行し、太陽電
池素子３１に受光される。このようにして、発光点Ｔからいずれの方向に進行した蛍光も
、最終的には略全てが太陽電池素子３１に受光される。本変形例の太陽電池モジュール３
０によれば、太陽電池素子３１の使用量が少なくて済み、コストの低減を図ることができ
る。
【００６６】
［第３実施形態の第２変形例］
　先の第１変形例では、図１０に示したように、半球状の導光体２７の端面のうち、１／
２に相当する部分に太陽電池素子３１が配置され、残りの１／２に相当する部分には反射
部３２が形成されていた。この構成に代えて、図１１に示す太陽電池モジュール３９では
、半球状の導光体２７の端面の全周にわたって反射部４０が形成されている。反射部４０
は、上述の第１変形例と同様、金属膜や誘電体多層膜を用いることができる。図１１にお
いて、反射部４０は図１１のｘｙ平面上に位置している。また、ｘｚ平面で導光体２７を
切断したときの断面形状である半円のうち、半円の１／２に相当する部分に太陽電池素子
４４が配置されている。太陽電池素子４４は、上述した例と同様、導光体２７の内部に埋
め込まれていても良いし、導光体２７の外面もしくは内面に設置されていても良い。
【００６７】
　本変形例においても、発光点Ｔから太陽電池素子４４に向けて伝播した蛍光Ｌ１は、太
陽電池素子４４に直接受光される。発光点Ｔから反射部４０に向けて伝播した蛍光Ｌ３は
、反射部４０で反射した後、太陽電池素子４４に受光される。本変形例の太陽電池モジュ
ール３９によれば、第１変形例の太陽電池モジュール３０に比べ、太陽電池素子４４の大
きさが略１／２になるため、集光効率がより高められ、更なるコストの低減を図ることが
できる。
【００６８】
［第４実施形態］
　以下、本発明の第４実施形態について、図１２を用いて説明する。
　本実施形態の太陽電池モジュールの基本構成は第３実施形態と同様であり、導光体を複
数個備えた点が第３実施形態と異なるのみである。
　図１２は、本実施形態の太陽電池モジュールを示す斜視図である。
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【００６９】
　本実施形態の太陽電池モジュールアレイ３４は、図１２に示すように、半球状の導光体
２７の端面に太陽電池素子２８を備えた太陽電池モジュール２６が、複数個アレイ状に配
列されたものである。複数個の太陽電池モジュール２６の配置は、格子上に配列しても良
いし、１列毎に半ピッチずつずらして配置しても良い。
【００７０】
　本実施形態においても、個々の太陽電池モジュール２６については、集光効率が高い太
陽電池モジュールを実現できる、発電量の変動を抑えられる、太陽電池モジュールの軽量
化、低コスト化が図れる、設置場所の自由度が向上する、等の第１～第３実施形態と同様
の効果を得ることができる。また、太陽電池モジュールアレイ３４としては、複数個の太
陽電池モジュール２６を集積したことで全体の発電量を増大させることができる。
【００７１】
［第５実施形態］
　以下、本発明の第５実施形態について、図１３、図１４Ａ及び図１４Ｂを用いて説明す
る。
　本実施形態の太陽電池モジュールの基本構成は第１実施形態と同様であり、導光体の形
状が第１実施形態と異なるのみである。
　図１３は、本実施形態の太陽電池モジュールを示す斜視図である。図１４Ａ、１４Ｂは
、本実施形態の太陽電池モジュールの使用形態を示す図である。
【００７２】
　本実施形態の太陽電池モジュール３６は、図１３に示すように、導光体３７と、太陽電
池素子３８と、を備えている。導光体３７は、透光性を有する基材からなり、内部が密閉
空間となった殻状の楕円体（構造体）で構成されている。導光体３７を構成する楕円体は
、ｘ軸を長軸とする楕円を、ｘ軸を中心として回転したときに得られる回転楕円体である
。したがって、図１３において、導光体３７をｘｙ平面もしくはｘｚ平面で切断したとき
の断面形状は楕円であり、導光体３７をｙｚ平面で切断したときの断面形状は円である。
　ただし、楕円体は必ずしも回転楕円体である必要はなく、導光体３７を上記の３つの平
面で切断したときの全ての断面形状が楕円であっても良い。
【００７３】
　太陽電池素子３８は、導光体３７を構成する楕円体の中心Ｏを通り、回転対称軸に垂直
な平面（ｙｚ平面）と楕円体の表面とが交差してできる円の円周の１／２にあたる部分に
配置されている。すなわち、太陽電池素子３８は、円環を半分に割った形状を有している
。言い換えると、太陽電池素子３８は、楕円体の中心Ｏを通る様々な平面で導光体３７を
切断した断面のうち、導光体３７の断面積が最小となる平面に沿って配置されている。太
陽電池素子３８は、楕円体の中心を通る平面（ｙｚ平面）上において導光体３７の内部に
埋め込まれている。その他の構成については、第１実施形態と同様である。
【００７４】
　導光体３７を楕円体とした場合、太陽電池素子３８の面積が同じであっても、導光体が
球体である場合よりも受光面積がさらに増加する。そのため、低コストで発電量が大きな
太陽電池モジュール３６を実現することができる。
【００７５】
　球状の導光体２を備えた第１実施形態の太陽電池モジュール１の場合、方向によらずに
導光体２を射影した図形の形状は常に円であり、円の面積は変化しなかった。これに対し
て、本実施形態の太陽電池モジュール３６の場合、方向によって導光体３７を射影した図
形の形状が楕円と円との間で変化し、それに伴って図形の面積が変化する。そのため、本
実施形態の太陽電池モジュール３６は、球状の導光体２を備えた第１、第２実施形態の太
陽電池モジュールに比べて、太陽の位置による発電量の変動が大きくなる。
【００７６】
　ところが、逆に考えれば、太陽電池モジュール３６を太陽の位置に対してどのような姿
勢で設置するかにより、１日のうちの朝夕で発電量を変えることができる。例えば北半球
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の場合、図１４Ａに示すように、導光体３７の長軸を概ね東西の方位に向け（導光体３７
の長軸の各端部を、それぞれ東西の方位に概ね一致させ）、導光体３７の長軸を水平にし
た姿勢で太陽電池モジュールを設置したとする。この場合、昼に太陽が南中したとき、導
光体３７の受光面積が最大になり、朝夕に太陽が傾くと、導光体３７の受光面積が小さく
なる。よって、昼に最大の発電量を得ることができる。
【００７７】
　一方、図１４Ｂに示すように、導光体３７の長軸を概ね南の方位に向け（導光体３７の
長軸の各端部を、それぞれ南北の方位に概ね一致させ）、水平方向から所定の角度（例え
ば３０度～８０度）だけ立てた姿勢で太陽電池モジュール３６を設置したとする。この場
合、昼に太陽が南中したとき、導光体３７の受光面積が最小になり、朝夕に太陽が傾いた
とき、導光体３７の受光面積が大きくなる。したがって、朝夕に発電量を増大させること
ができる。このように、１日の電力の利用状況等に応じて、太陽電池モジュール３６の発
電量を最適化することができる。
【００７８】
　あるいは、導光体３７を構成する楕円体の回転対称軸（図１３のｘ軸）を除く、楕円体
の中心を通る軸（例えば図１３のｙ軸やｚ軸）を中心として導光体３７を回転可能に構成
しても良い。その場合、太陽電池モジュール３６を設置する際には、導光体３７の回転軸
を南北の方位に向け、導光体３７の長軸（図１３のｘ軸）が東西方向に回転できるように
する。さらに、太陽電池モジュール３６に追尾装置を付加することにより、導光体３７の
射影形状である楕円のうち、最も面積の大きい楕円が常に太陽の方向を向くように、導光
体３７を太陽の動きに追尾させることができる。この構成によれば、導光体３７の受光面
積が常に最大になるため、１日を通した総発電量を最も高めることができる。また、導光
体３７を１つの回転軸でのみ回転させれば良く、導光体３７が軽量であるため、低コスト
の追尾装置を用いることができる。
【００７９】
［第６実施形態］
　以下、本発明の第６実施形態について、図１５、図１６を用いて説明する。
　本実施形態の太陽電池モジュールの基本構成は第１実施形態と同様であり、導光体の形
状が第１実施形態と異なる。
　図１５は、本実施形態の太陽電池モジュールを示す斜視図である。図１６は、図１５に
示す太陽電池モジュールの一部の拡大図である。
【００８０】
　本実施形態の太陽電池モジュール４１は、図１５に示すように、導光体４２と、太陽電
池素子４３と、を備えている。第１実施形態では球体状の導光体２の例を挙げ、第５実施
形態では楕円体状の導光体３７の例を挙げた。これに対して、本実施形態の導光体４２は
、内部が密閉空間となった立方体（構造体）で構成されている。図１５では、立方体の互
いに直交する３つの辺をそれぞれｘ軸、ｙ軸、ｚ軸に一致させて描いている。ただし、立
方体を構成する６つの面のうち、互いに直交する２つの面が接する全ての辺、および互い
に直交する３つの面が接する全ての角は、尖っておらず、所定の曲率で丸められている。
　なお、導光体４２の形状は内部が中空の立方体に限ることなく、内部が中空の直方体で
あっても良い。
【００８１】
　太陽電池素子４３は、導光体４２を構成する立方体の６つの面のうち、互いに対向する
２つの面のそれぞれの対角線とこれら対角線の端部同士を結ぶ辺とに沿って配置されてい
る。したがって、太陽電池素子４３は、矩形環状の形状を有している。また、太陽電池素
子４３は、上記の２本の対角線を含む平面内において導光体４２の内部に埋め込まれてい
る。その他の構成については、第１実施形態と同様である。
【００８２】
　本実施形態の太陽電池モジュール４１においても、第１～第５実施形態の太陽電池モジ
ュールと同様、図１６に示すように、蛍光体層４から発せられた蛍光Ｌ１は、導光体４２
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の内面４２ａと外面４２ｂとの間で全反射を繰り返しながら導光体４２の内部を導光する
。ところが、導光体４２が立方体、直方体等の角を有する立体である場合、仮に角が尖っ
ていたとすると、角の部分に入射した光は全反射条件を満たさず、導光体４２の外部に漏
れる虞がある。そのため、導光体４２の角は、全反射による光の導光が保たれる程度の曲
率を持っていることが必要である。
【００８３】
　本実施形態においても、集光効率が高い太陽電池モジュールを実現できる、発電量の変
動を抑えられる、太陽電池モジュールの軽量化、低コスト化が図れる、設置場所の自由度
が向上する、等の第１～第５実施形態と同様の効果を得ることができる。なお、導光体４
２の形状は、内部が中空の立方体や直方体に限ることなく、上述したように、角の部分が
ある程度の曲率を持ったものであれば、内部が中空の他の立体形状であっても良い。例え
ば、導光体に広告効果のあるデザインを持たせても良い。また、この種の太陽電池モジュ
ールを複数個アレイ状に配列しても良い。
【００８４】
［第６実施形態の第１変形例］
　第６実施形態において、太陽電池素子４３は、導光体４２を構成する立方体の６つの面
のうち、必ずしも対向する２つの面の対角線に沿って配置する必要はない。太陽電池素子
の配置には種々の形態が考えられる。しかしながら、図１８に示す太陽電池モジュール４
６のように、例えば導光体４２を構成する立方体の一辺に対して太陽電池素子４５を平行
に配置した場合、蛍光体層の発光点Ｔから立方体の一辺に対して平行に導光する蛍光Ｌ１
は太陽電池素子４５に到達することができない。そのため、集光効率が低下する。
【００８５】
　そこで、図１７に示す太陽電池モジュール４７のように、導光体４２を構成する立方体
の一辺に対して太陽電池素子４５を平行に配置した場合、反射部４８を、太陽電池素子４
５と交差するように一つの面の対角線上に配置すれば良い。反射部４８は、第２実施形態
の第１変形例（図８参照）に示した反射部２５と同様、金属膜や誘電体多層膜から構成さ
れるものである。反射部４８を太陽電池素子４５に交差するように設けた場合、立方体の
一辺に対して平行に導光する蛍光Ｌ１は反射部４８に対して斜めに入射するため、進行方
向が立方体の一辺と交差する方向に変わる。その結果、蛍光Ｌ１は太陽電池素子４５に到
達することができる。このように、太陽電池素子４５を図１８のように配置した際の集光
効率の低下を、図１７のような反射部４８を設けることで補うことができる。
【００８６】
［第７実施形態］
　以下、本発明の第７実施形態について、図１９～図２１を用いて説明する。
　第１～第６実施形態の太陽電池モジュールは全て導光体中に蛍光体を含んでいたのに対
し、本実施形態の太陽電池モジュールは導光体中に蛍光体を含まない点が異なっている。
　図１９は、本実施形態の太陽電池モジュールを示す斜視図である。図２０は、図１９の
Ａ－Ａ’線に沿う断面図である。図２１は、図２０に示す太陽電池モジュールの一部の拡
大図である。
【００８７】
　本実施形態の太陽電池モジュール５０は、図１９に示すように、導光体５１と、太陽電
池素子５２と、を備えている。導光体５１は、内部が密閉空間となった殻状の球体（構造
体）で構成されている。図１９に示すように、球体の中心Ｏを通り、互いに直交する３つ
の軸をｘ軸、ｙ軸、ｚ軸として以下、説明する。また、説明をし易くするため、球体の中
心Ｏを含むｘｙ平面と球体の表面とが交差してできる円Ｃを「最大円」と称する。ｚ軸上
において球体の中心から最も遠い球体上の２つの点のうち、上側（＋ｚ側）の点Ｚ１を「
最上点」と称し、下側（－ｚ側）の点Ｚ２を「最下点」と称する。球体のうち、ｘｙ平面
よりも上側の部分を「上半球」と称し、ｘｙ平面よりも下側の部分を「下半球」と称する
。
【００８８】
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　導光体５１を構成する球体のうち、上半球には、導光体５１の外面から入射した外光Ｌ
０を反射させて光の進行方向を変更する反射面を有する凹凸部５３が設けられている。凹
凸部５３は、図２０、図２１に示すように、導光体５１の外面５１ｂに形成された断面形
状が三角形の複数の凸条５４と、導光体５１の内面５１ａに形成された断面形状が三角形
の複数の溝５５と、から構成されている。凸条５４および溝５５は、ｘｙ平面に対して平
行に設けられている。全ての凸条５４および溝５５は、ｚ軸を中心として同心円状に設け
られている。
【００８９】
　凹凸部５３は、例えば導光体５１の内面５１ａおよび外面５１ｂを切削加工することに
よって形成することができる。あるいは、凸条５４の形状を反転させた凹形状と溝５５の
形状を反転させた凸形状とを有する金型を用いて、樹脂の射出成形を行うなどの方法によ
っても凹凸部５３を形成することができる。
【００９０】
　導光体５１を構成する球体のうち、下半球には、上記の凹凸部５３は形成されておらず
、滑らかな曲面となっている。球体の最下点Ｚ２には、例えば円柱状の太陽電池素子５２
が設けられている。太陽電池素子５２は、図２０に示すように、球体の中心Ｏを通るｚ軸
上において導光体５１の内部に埋め込まれている。太陽電池素子５２は、導光体５１に接
する側面５２ａが受光面となっている。
【００９１】
　凹凸部５３を構成する凸条５４や溝５５の断面形状は三角形状であると説明したが、図
２１に示すように、凸条５４や溝５５を構成する各面の角度は導光体５１上の位置によっ
て異なっている。今、太陽が導光体５１の上半球側に位置しているとする。その場合、外
光Ｌ０は、導光体５１の上半球の外面５１ｂの入射点Ｓから入射した後、導光体５１の内
面５１ａに設けられた溝５５の一面で全反射し、その進行方向を斜め下向きに変えて導光
体５１の外面５１ｂもしくは凸条５４の一面と内面５１ａとの間で全反射を繰り返しつつ
、上半球から下半球に向けて導光する。その後、外光Ｌ０は、最下点Ｚ２にある太陽電池
素子５２に到達して受光面５２ａから受光される。すなわち、外光Ｌ０は、導光体５１上
の入射点Ｓと最下点Ｚ２とを通る平面と導光体５１の表面とが交差してできる円の円周に
ほぼ沿った経路を導光し、太陽電池素子５２に受光される。
【００９２】
　第１～第６実施形態の太陽電池モジュールにおいて、太陽電池素子は、導光体に入射し
た太陽光を励起光として蛍光体から発せられた蛍光を受光し、この蛍光を電気エネルギー
に変換していた。これに対して、本実施形態の太陽電池モジュール５０において、太陽電
池素子５２は、導光体５１に入射し、導光体５１中を導光してきた外光Ｌ０（太陽光）を
受光し、この外光を電気エネルギーに変換する。
【００９３】
　本実施形態においても、集光効率が高い太陽電池モジュールを実現できる、太陽電池モ
ジュールの軽量化、低コスト化が図れる、設置場所の自由度が向上する、等の第１～第６
実施形態と同様の効果を得ることができる。特に本実施形態の場合、太陽電池素子５２を
最下点Ｚ２に点状に配置すれば良く、第１～第５実施形態のように線状に長く配置する必
要がない。そのため、太陽電池素子５２の単位面積あたりの集光率を高めることができる
。
【００９４】
［第７実施形態の第１変形例］
　第７実施形態においては、導光体５１を構成する球体の最下点に太陽電池素子５２が設
けられていた。この場合、導光体５１に対する太陽の位置が変わると、太陽光が導光体５
１に入射した後の集光位置が変化するため、太陽電池素子５２の集光効率が低下する。こ
れに対して、本変形例の太陽電池モジュール５７では、図２２に示すように、太陽電池素
子５８は、導光体５１の最大円Ｃの全周にわたって配置されている。
【００９５】
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　この構成によれば、太陽電池素子５８が導光体５１の最大円Ｃに沿って配置されている
ため、太陽の位置の変動に応じた集光効率の変動をある程度抑えることができる。なお、
本変形例の太陽電池モジュール５７の場合、上半球に入射された光が導光体５１の最大円
Ｃに沿った太陽電池素子５８で受光されるため、下半球側の導光体はなくても良い。
【００９６】
［第７実施形態の第２変形例］
　上記の第１変形例の太陽電池モジュール５７においては、第７実施形態に比べて太陽電
池素子５８の面積が増えるため、製造コストが上がる。そこで、本変形例の太陽電池モジ
ュール６０においては、図２３に示すように、太陽電池素子６１は、ｘｙ平面に平行な平
面であって導光体５１の最大円Ｃと最下点Ｚ２との間に位置する平面と球体の表面とが交
差してできる円の円周上に配置されている。
【００９７】
　この構成によれば、太陽の位置の変動に応じた集光効率の変動を抑えつつ、太陽電池素
子の面積の増加も抑えることができる。
【００９８】
［第７実施形態の第３変形例］
　本変形例の太陽電池モジュール６３は、図２４に示すように、導光体５１を構成する球
体の中心Ｏを通るｘｚ平面と球体の表面とが交差してできる円の円周のうち、下半球側に
相当する部分に太陽電池素子６４が配置されている。本変形例の太陽電池モジュール６３
においても、第７実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００９９】
［第８実施形態］
　以下、本発明の第８実施形態について、図２５を用いて説明する。
　本実施形態の太陽電池モジュールの基本構成は第１実施形態と同様であり、保護部材を
備えた点が異なるものである。
　図２５は、本実施形態の太陽電池モジュールを示す断面図である。なお、図２５におい
て、第１実施形態の図２と共通の構成要素には同一の符号を付し、説明は省略する。
【０１００】
　本実施形態の太陽電池モジュール６６は、図２５に示すように、太陽電池モジュール本
体６７と、保護部材６８と、を備えている。太陽電池モジュール本体６７は、第１実施形
態の太陽電池モジュール１と同一のものである。保護部材６８は、透光性を有する基材か
らなり、太陽電池モジュール本体６７よりも直径が大きく、内部が中空の球体（構造体）
で構成されている。保護部材６８は、太陽電池モジュール本体６７の導光体２の外側に、
導光体２から間隔をおいて導光体２を覆うように配置されている。
【０１０１】
　導光体２と保護部材６８との間の空間には、導光体２よりも屈折率が低い材料が充填さ
れている必要がある。そこで、本実施形態では、導光体２と保護部材６８との間の空間に
、空気６９が充填されている。もしくは、導光体２と保護部材６８との間の空間が真空状
態であっても良い。
【０１０２】
　本実施形態においても、集光効率が高い太陽電池モジュールを実現できる、太陽電池モ
ジュールの軽量化、低コスト化が図れる、設置場所の自由度が向上する、等の第１～第７
実施形態と同様の効果を得ることができる。特に本実施形態の場合、例えば太陽電池モジ
ュール６６を屋外に設置したときに、太陽電池モジュール本体６７が保護部材６８で覆わ
れていることで雨や砂塵等の汚染から導光体２を保護することができる。導光体２の表面
が汚染されると、汚染された部分が光の全反射の妨げとなるため、発電量が低下する。そ
の点、本実施形態によれば、雨や砂塵等の汚染に強く、発電量の低下が生じにくい太陽電
池モジュール６６を提供することができる。
【０１０３】
［第９実施形態］
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　以下、本発明の第９実施形態について、図２６を用いて説明する。
　本実施形態の太陽電池モジュールは、第１実施形態の太陽電池モジュールと第７実施形
態の太陽電池モジュールとを組み合わせ、２重構造としたものである。
　図２６は、本実施形態の太陽電池モジュールを示す断面図である。なお、図２６におい
て、第１実施形態の図２および第７実施形態の図２０と共通の構成要素には同一の符号を
付し、説明は省略する。
【０１０４】
　本実施形態の太陽電池モジュール７１は、図２６に示すように、第１の太陽電池モジュ
ール７２と、第２の太陽電池モジュール７３と、を備えている。第１の太陽電池モジュー
ル７２は、第１実施形態の太陽電池モジュール１と同一のものである。第２の太陽電池モ
ジュール７３は、第７実施形態の太陽電池モジュール５０と同一のものである。第２の太
陽電池モジュール７３は、第１の太陽電池モジュール７２よりも直径が大きく、第１の太
陽電池モジュール７２の導光体２の外側に導光体２から一定の間隔をおいて配置されてい
る。第１の太陽電池モジュール７２と第２の太陽電池モジュール７３とは球体の中心が一
致している。また、第１の太陽電池モジュール７２と第２の太陽電池モジュール７３との
間には空気６９が充填されている。
【０１０５】
　本実施形態の太陽電池モジュール７１において、外光Ｌ０は、最初に外側に配置された
第２の太陽電池モジュール７３に入射し、導光体５１を介して太陽電池素子５２に受光さ
れる。ところが、第２の太陽電池モジュール７３に入射した光のうち、導光体５１上の入
射位置もしくは入射角によっては導光体５１の内部に取り込めず、導光体５１を透過する
外光Ｌ４も存在する。ここで、本実施形態の場合、第２の太陽電池モジュール７３の内側
に第１の太陽電池モジュール７２が備えられているので、第２の太陽電池モジュール７３
を透過した光が、第１の太陽電池モジュール７２に入射し、導光体２を介して太陽電池素
子３に受光される。第１の太陽電池モジュール７２には導光体２の全面にわたって蛍光体
層４が設けられているため、第２の太陽電池モジュール７３で取り込めなかった光を励起
光として効率良く利用することができる。
【０１０６】
　このように、本実施形態においては、第１の太陽電池モジュール７２と第２の太陽電池
モジュール７３とを総合すると、第２の太陽電池モジュール７３で取り込めなかった光を
利用できる分、第７実施形態の太陽電池モジュールに比べて集光効率を高め、発電量を増
やすことができる。
【０１０７】
［第１０実施形態］
　以下、本発明の第１０実施形態について、図２７、図２８を用いて説明する。
　図２７は、本実施形態の太陽電池モジュールを示す断面図である。図２８は、本実施形
態の太陽電池モジュールの使用形態の一例を示す図である。
【０１０８】
　本実施形態の太陽電池モジュール７５は、図２７に示すように、導光体７６と、太陽電
池素子７７と、気体出入口７８と、を備えている。導光体７６は、透光性を有する基材で
形成されており、内部が中空の球体である。第１～第９実施形態の導光体は剛性を有して
いたのに対し、本実施形態の導光体７６は可撓性を有している。したがって、本実施形態
の導光体７６は変形が可能である。導光体７６の構成材料の一例としては、ポリビニルア
ルコール、ポリ塩化ビニル等を挙げることができる。導光体７６の内部には、粒子状の蛍
光体７９が分散されている。
【０１０９】
　導光体７６には、円環を半分に割った形状を有する太陽電池素子７７が設けられている
。また、導光体７６には、内部空間に気体を注入する、もしくは内部空間から気体を排出
するための気体出入口７８が設けられている。気体出入口７８には、気体出入口７８を開
閉するための弁８０が設けられている。
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【０１１０】
　本実施形態の太陽電池モジュール７５を使用する際には、気体出入口７８の弁８０を開
き、例えば水素、ヘリウム等の導光体７６の外部の空気よりも比重が軽い気体を内部空間
に注入した後、弁８０を閉じる。このようにして、この種の気体を導光体７６の内部空間
に封入すると、太陽電池モジュール７５に浮力が生じ、太陽電池モジュール７５が空中に
浮き上がる。そこで、例えば図２８に示すように、紐８１等を用いて太陽電池モジュール
７５を建物Ｋの屋上に係留すれば、太陽電池モジュール７５を建物Ｋの上空に浮かび上が
らせることができる。太陽電池モジュール７５の使用を止める場合には、気体出入口７８
の弁８０を開いて導光体７６の内部の気体を排出すれば、導光体７６を折り畳むことがで
きる。
【０１１１】
　本実施形態によれば、導光体７６の内部空間に比重が軽い気体を封入できるので、太陽
電池モジュール７５の全体の重量を軽減できる。その結果、太陽電池モジュール７５を設
置する際の土台とする箇所の強度がそれ程高くなくても良く、強度設計時の負担を軽減で
きる。また、例えば従来の太陽電池モジュールでは強度不足であった建物の屋根等にも太
陽電池モジュール７５を設置できるようになり、設置場所の選択肢が広がる。
【０１１２】
　また、導光体７６の内外で気体を出し入れできるため、例えば雨天や曇天のときや不要
なときには導光体７６を折り畳み、晴天のときや必要なときに導光体７６を広げることが
できる。これにより、従来にはない携帯性や収納性を有する太陽電池モジュール７５を実
現することができる。さらに、導光体７６の内部空間から気体が漏れた場合には気体出入
口７８から気体を補充すれば良いため、長期的な使用にも耐えることができる。
【０１１３】
　図２８に示したように、太陽電池モジュール７５を建物Ｋの上空に浮かべることができ
るため、周囲に高い建物があったとしても、周囲の建物によって太陽光が遮られることが
ない。そのため、特に太陽が低い位置にある朝夕の発電量を増やすことができ、１日を通
して安定した発電量を得ることができる。なお、導光体７６の形状は球状に限ることなく
、種々の形状を採用することができる。また、導光体７６の内部空間に空気を封入し、導
光体７６にさらにヘリウム等を封入した気球を連結し、気球の浮力を利用して導光体７６
を浮かべる構成としても良い。このとき、例えばアドバルーンのように、太陽電池モジュ
ール７５に広告効果を持たせることもできる。
【０１１４】
［第１１実施形態］
　以下、本発明の第１１実施形態について、図２９を用いて説明する。
　本実施形態の太陽電池モジュールの基本構成は第１実施形態と同様であり、導光体の一
部に蛍光体を含まない部分がある点が異なっている。
　図２９は、本実施形態の太陽電池モジュールを示す断面図である。なお、図２９におい
て、第１実施形態の図２と共通の構成要素には同一の符号を付し、説明は省略する。
【０１１５】
　上記第１～第６実施形態では、導光体の内部全体に蛍光体が含まれていた。これに対し
て、本実施形態の太陽電池モジュール８３では、図２９に示すように、導光体２を構成す
る球体のうち、上半球のみに蛍光体層４が設けられている。下半球は、蛍光体層４を含ま
ない透光性基材５のみで構成されている。なお、本実施形態の例では、球体のうち、蛍光
体層４が設けられた部分と蛍光体層４が設けられていない部分とを１／２ずつに分けたが
、必ずしも１／２ずつに分ける必要はなく、場合によって適切な割合とすれば良い。また
、ここでは層状の蛍光体を含有する例を挙げたが、図４に示したように、透光性基材中に
粒子状の蛍光体を分散させる構成においても、導光体の一部に蛍光体を含まない部分を設
けても良い。
【０１１６】
　一般に、蛍光体は自己吸収性を有しており、蛍光体の存在は導光にとって阻害要因とな
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る。また、多くの場合、太陽光は導光体の上方から照射される。このような観点に立てば
、球体の下半球側に蛍光体を含有させない方が有利である。本実施形態はこのような思想
によるものである。本実施形態の導光体２では、上半球が蛍光発光と導光を担い、下半球
が専ら導光を担っている。
【０１１７】
　本実施形態においても、集光効率が高い太陽電池モジュールを実現できる、発電量の変
動を抑えられる、太陽電池モジュールの軽量化、低コスト化が図れる、設置場所の自由度
が向上する、等の第１～第５実施形態と同様の効果を得ることができる。本実施形態の太
陽電池モジュール８３が半球状導光体を用いた第３実施形態の太陽電池モジュール（図９
）と異なる点は、導光体２の内部が密閉空間とできるため、第１０実施形態のように、太
陽電池モジュールを空中に浮かせる等の応用が利く点である。
【０１１８】
　なお、導光体を、蛍光体を含む部分と蛍光体を含まない部分とに分けるのではなく、導
光体に含まれる蛍光体の密度が分布を有する構成としても良い。すなわち、導光体に含ま
れる蛍光体の密度が不均一であっても良い。その場合、導光体の第１部分での蛍光体の密
度が相対的に大きく、第１部分と反対側に位置する導光体の第２部分での蛍光体の密度が
相対的に小さくてもよい。例えば、太陽電池モジュールを設置したときに、導光体のうち
、太陽に近い部分での蛍光体の密度を相対的に大きくし、太陽から遠い部分（例えば地面
に近い部分）での蛍光体の密度を相対的に小さくすることが望ましい。
【０１１９】
［太陽光発電装置］
　以下、本発明の一実施形態である太陽光発電装置について、図３０を用いて説明する。
　図３０は本実施形態の太陽光発電装置を示すブロック図である。
【０１２０】
　本実施形態の太陽光発電装置１００は、図３０に示すように、上記第１～第１１実施形
態の導光体１０１と太陽電池素子１０２とからなる太陽電池モジュール１０３と、インバ
ータ１０４と、蓄電池１０５と、を有している。太陽電池モジュール１０３によって得ら
れた電力はインバータ１０４によって直流－交流変換され、外部の負荷１０６に出力され
る。また、他の電力源１０７が外部の負荷１０６に接続されている。太陽電池モジュール
１０３によって得られた電力は蓄電池１０５に充電され、必要に応じて蓄電池１０５から
放電される構成となっている。
【０１２１】
　本実施形態によれば、上記第１～第１１実施形態の太陽電池モジュール１０３を備えて
いるので、高い発電効率が得られ、軽量で設置が容易であり、安価な太陽光発電装置１０
０を実現することができる。
【０１２２】
　なお、本発明の態様における技術範囲は上記実施形態に限定されるものではなく、本発
明の態様における趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
　例えば上記実施形態では、導光体の形状として球体、半球体、楕円体、立方体等の定形
的な立体の例を示したが、不定形の形状を有する立体であっても良い。また、必ずしも導
光体の全体が立体でなくても良く、例えば平面の一部が立体的に盛り上がった形状でも良
い。ただし、その場合でも、平面部分と立体部分との境界は全反射による導光が保たれる
程度の曲率を持っている必要がある。
【０１２３】
　その他、上記実施形態の太陽電池モジュールにおける各種構成要素の形状、寸法、数、
配置、構成材料、製造方法等については、上記実施形態で例示したものに限らず、適宜変
更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１２４】
　本発明の態様は、太陽電池モジュール、もしくは太陽光発電装置に利用可能である。



(20) JP 6053178 B2 2016.12.27

10

【符号の説明】
【０１２５】
　１，７，１２，１５，１８，２３，２６，３０，３６，４１，４６，４７，５０，５７
，６０，６３，６６，７１，７５，１０３，８３…太陽電池モジュール、２，１０，２０
，２７，３７，４２，５１，７６，１０１…導光体、３，１３，２１，２４，２８，３１
，３８，３９，４３，４４，４５，５２，５８，６１，６４，７７，１０２…太陽電池素
子、４…蛍光体層、５…透光性基材、９，７９…蛍光体、２５，３２，４０，４８…反射
部、３４…太陽電池モジュールアレイ、５３…凹凸部、６７…太陽電池モジュール本体、
６８…保護部材、７２…第１の太陽電池モジュール、７３…第２の太陽電池モジュール、
７８…気体出入口、１００…太陽光発電装置。

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４Ａ】

【図１４Ｂ】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】

【図２８】

【図２９】
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