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(57)【要約】
【課題】諸特性に優れるカルコパイライト型太陽電池を
効率よく生産する。
【解決手段】バッファ層上に透明電極層を形成するに際
しては、ＤＣスパッタ法を採用する。この際、ターゲッ
トから蒸発する粒子中に１０ｅＶ以上のエネルギを有す
るものが占める割合を７％以上とするべく、前記ターゲ
ットとガラス基板との間の距離（離間距離）と、供給ガ
スの圧力との積が４．８ｃｍ・Ｐａ以下となるように、
離間距離及び圧力を設定する。さらに、透明電極層を形
成した後に熱処理を施し、バッファ層ないし光吸収層、
又は透明電極層の結晶構造中に存在する点欠陥等の欠陥
を修復して元の結晶構造に復元する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カルコパイライト型光吸収層を備えるカルコパイライト型太陽電池の製造方法であって
、
　基板の上方に第１電極を形成する工程と、
　前記第１電極の上方にカルコパイライト型光吸収層を形成する工程と、
　前記カルコパイライト型光吸収層の上方にバッファ層を形成する工程と、
　前記バッファ層の上方に第２電極をスパッタリングによって形成する工程と、
　前記第２電極を形成した後に熱処理を行う工程と、
　を有することを特徴とするカルコパイライト型太陽電池の製造方法。
【請求項２】
　請求項１記載の製造方法において、前記第２電極を形成する際のスパッタリングを、タ
ーゲットと前記基板の離間距離と、供給ガスの圧力との積が４．８ｃｍ・Ｐａ以下の値と
なる条件で行うことを特徴とするカルコパイライト型太陽電池の製造方法。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の製造方法において、前記バッファ層としてＩｎＳ層を形成するこ
とを特徴とするカルコパイライト型太陽電池の製造方法。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の製造方法において、前記熱処理を、真空雰囲気、
不活性ガス雰囲気、又は還元ガス雰囲気下で行うことを特徴とするカルコパイライト型太
陽電池の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カルコパイライト型光吸収層を備えるカルコパイライト型太陽電池の製造方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図５は、一般的なカルコパイライト型太陽電池の縦断面を模式的に示した構造説明図で
ある。この場合、カルコパイライト型太陽電池１０は、ガラス基板１２上に形成された下
部電極層１４と、Ｃｕ（Ｉｎ，Ｇａ）Ｓｅ等のカルコパイライト化合物からなりｐ型半導
体である光吸収層１６と、ｎ型半導体からなるバッファ層１８と、ｎ型半導体からなる透
明電極層２０とがこの順序で積層された積層体として構成される。なお、図５中、参照符
号２２、２４は集電電極を示す。
【０００３】
　下部電極層１４の好適な材質としてはＭｏ又はＷ等が挙げられ、バッファ層１８の好適
な材質としてはＣｄＳやＺｎＳ、ＩｎＳ等が挙げられる。
【０００４】
　一方、透明電極層２０は、太陽光等を透過する透明体である。従って、透明電極層２０
の材質には、光透過性に優れ、且つ集電効率が高いものが選定される。この種の物質とし
ては、ＺｎＯにＡｌをドープしたＺｎＯ：Ａｌ等が知られている。
【０００５】
　ここで、バッファ層１８上に透明電極層２０を形成するに際しては、ＭＯＣＶＤ法やＲ
Ｆスパッタ法が多く採用される。この理由は、これらの手法によれば、バッファ層１８な
いし光吸収層１６が損傷する懸念が払拭され、従って、バッファ層１８ないし光吸収層１
６が損傷することに起因してカルコパイライト型太陽電池１０の諸特性が低下することを
回避することが可能となるからである。
【０００６】
　しかしながら、ＭＯＣＶＤ法やＲＦスパッタ法には成膜速度が低いという難点があり、
このためにカルコパイライト型太陽電池１０を効率よく量産することが困難である。しか
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も、これらの手法には、面積が大きな膜を設ける際に該膜の厚みを略均等にすること等が
容易ではないという不具合が顕在化している。
【０００７】
　この不具合を解消するべく、特許文献１には、先ず、ＲＦスパッタ法を行って小膜厚の
透明電極層を成膜した後、成膜速度が比較的高いＤＣスパッタ法を行って透明電極層を所
定の厚みに形成することが提案されている。この場合、最初に成膜された小膜厚の透明電
極層が、ＤＣスパッタが行われる間、バッファ層ないし光吸収層を保護する保護層として
機能する、とされている。
【０００８】
　また、特許文献２には、ＤＣスパッタ法を採用した上で、透明電極層の成膜を開始した
当初は出力電圧を小さくし、透明電極層の厚みが大きくなるにつれて出力電力を大きくし
ていくことが提案されている。
【０００９】
【特許文献１】特開平１１－２８４２１１号公報
【特許文献２】国際公開第ＷＯ２００３／００９３９４号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　特許文献１記載の従来技術には、ＲＦスパッタ機構とＤＣスパッタ機構の２機構を付設
する必要がある。勿論、ＲＦ電源及びＤＣ電源や、該電源の制御を行うための制御系統も
必要であるため、装置構成が複雑となるとともに、設備投資が高騰してしまう。
【００１１】
　また、ＤＣスパッタ法も成膜速度が十分な手法であるとは言い難く、従って、特許文献
１、２記載の従来技術をそのまま採用した場合、カルコパイライト型太陽電池を効率よく
量産することは容易ではないと推察される。
【００１２】
　本発明は上記した問題を解決するためになされたもので、バッファ層ないし光吸収層等
に生じた欠陥を容易に修復することが可能であるとともに、簡素な設備で透明電極層の成
膜速度を大きくすることも可能なカルコパイライト型太陽電池の製造方法を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記の目的を達成するために、本発明は、カルコパイライト型光吸収層を備えるカルコ
パイライト型太陽電池の製造方法であって、
　基板の上方に第１電極を形成する工程と、
　前記第１電極の上方にカルコパイライト型光吸収層を形成する工程と、
　前記カルコパイライト型光吸収層の上方にバッファ層を形成する工程と、
　前記バッファ層の上方に第２電極をスパッタリングによって形成する工程と、
　前記第２電極を形成した後に熱処理を行う工程と、
　を有することを特徴とする。
【００１４】
　熱処理が施されることにより、バッファ層ないし光吸収層、又は第２電極の結晶構造中
に存在する点欠陥等の欠陥が修復される。すなわち、これらの層を形成する結晶が、元の
結晶構造に復元する。
【００１５】
　要するに、本発明によれば、第２電極を形成する際にバッファ層や光吸収層が損傷を受
けた場合であっても、その損傷を回復することができる。従って、変換効率等の諸特性に
優れたカルコパイライト型太陽電池を得ることができる。
【００１６】
　しかも、第２電極をスパッタリングで形成するようにしているので、第２電極を効率よ
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く形成することができる。すなわち、カルコパイライト型太陽電池の生産効率が向上する
。
【００１７】
　以上から諒解されるように、本発明によれば、諸特性に優れたカルコパイライト型太陽
電池を効率よく量産することができる。しかも、既存の簡便な設備を使用することができ
るので、設備投資が高騰することもない。
【００１８】
　なお、第２電極の形成時は、成膜速度が比較的大きいＤＣスパッタ法を採用することが
好ましい。勿論、この場合においても、バッファ層や光吸収層に生じた欠陥が熱処理によ
って修復される。
【００１９】
　ここで、第２電極を形成する際のスパッタリングは、ターゲットと前記基板の離間距離
と、供給ガスの圧力との積が４．８ｃｍ・Ｐａ以下の値となる条件で行うことが好ましい
。このような条件下で第２電極を形成すると、該第２電極が緻密になるとともに、その成
膜速度が大きくなる。しかも、カバレッジが良好となる。その上、この場合、第２電極を
構成する結晶同士の間の結晶粒界が不明確となる。すなわち、結晶同士が良好に融合する
。従って結晶粒界での界面抵抗が低減する。
【００２０】
　以上の理由が相俟って第２電極の抵抗が低減するので、変換効率が大きなカルコパイラ
イト型太陽電池を得ることができる。
【００２１】
　前記バッファ層の材質は、ＩｎＳであることが好ましい。ＩｎＳは融点が比較的低いの
で、熱処理による欠陥修復が比較的容易であるからである。
【００２２】
　また、熱処理は、大気中で行ってもよいが、真空雰囲気、不活性ガス雰囲気、又は還元
ガス雰囲気下で行うことが好ましい。この場合、カルコパイライト型太陽電池を構成する
各層が酸化することを確実に回避することができる。従って、カルコパイライト型太陽電
池の抵抗が上昇することを防止することができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、第２電極を形成した後に熱処理を行うようにしているので、第２電極
形成時にスパッタリングを行ったことに伴ってバッファ層ないし光吸収層を構成する結晶
構造中に点欠陥等の欠陥が生じる等、バッファ層ないし光吸収層が損傷を受けた場合であ
っても、その損傷が回復される。従って、変換効率等の諸特性に優れたカルコパイライト
型太陽電池を容易に得ることができる。
【００２４】
　しかも、第２電極を形成する際に成膜速度が大きいスパッタリングを採用するので、カ
ルコパイライト型太陽電池の生産効率も向上する。結局、諸特性に優れたカルコパイライ
ト型太陽電池を効率よく大量生産することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明に係るカルコパイライト型太陽電池の製造方法につき好適な実施の形態を
挙げ、添付の図面を参照して詳細に説明する。なお、図５に示される構成要素と同一の構
成要素については同一の参照符号を付し、その詳細な説明を省略する。
【００２６】
　図１Ａ～図１Ｅは、カルコパイライト型太陽電池１０の製造過程を模式的に示した工程
フロー説明図である。カルコパイライト型太陽電池１０を作製するに際しては、先ず、図
１Ａに示すように、例えば、スパッタリング成膜を行うことにより、ガラス基板１２上に
Ｍｏ等からなる下部電極層１４（第１電極）を成膜する。
【００２７】
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　次に、スパッタリング成膜等により、図１Ｂに示すように、Ｃｕ、Ｉｎ、Ｇａを含むプ
リカーサ層３０を設ける。
【００２８】
　そして、このプリカーサ層３０の上端面に、例えば、塩化ナトリウム水溶液をはじめと
するナトリウム塩水溶液等のアルカリ溶液を塗布した後、該溶液を乾燥することにより、
図１Ｃに示すように、プリカーサ層３０上にアルカリ層３２を形成する。なお、前記溶液
の塗布は、スピンコート等によって行われる。又は、プリカーサ層３０までが形成された
半製品を前記溶液内に浸漬するようにしてもよい。
【００２９】
　次に、アルカリ層３２が形成された半製品を熱処理炉に収容し、プレヒートを行った後
、熱処理炉内にＨ2Ｓｅガスを導入して前記プリカーサ層３０をセレン化し、図１Ｄに示
すように、カルコパイライト化合物であるＣｕ（Ｉｎ，Ｇａ）Ｓｅ、すなわち、いわゆる
ＣＩＧＳからなる光吸収層１６を設ける。この際、前記アルカリ層３２に含まれるＮａ等
のアルカリ成分がＣｕ（Ｉｎ，Ｇａ）Ｓｅの結晶化を促進する。アルカリ層３２は、最終
的に光吸収層１６に拡散して消滅し、その結果、光吸収層１６の上端面が露呈する。
【００３０】
　その後、ケミカルバスデポジション法等によってｎ型半導体であるＣｄＳ、ＺｎＳ、Ｉ
ｎＳ等からなるバッファ層１８を形成する。なお、この中、最も融点が低いＩｎＳが好ま
しい。この場合、バッファ層１８に欠陥が生じたとしても、後述する熱処理時に欠陥が容
易に修復されるからである。
【００３１】
　さらに、メカスクライブを行った後、図１Ｅに示すように、ｎ型の透明電極層２０（第
２電極）を形成する。本実施の形態においては、この際、ターゲットをスパッタすること
によって前記バッファ層１８上に透明電極層２０を成膜する、ＤＣスパッタ法を採用する
。
【００３２】
　ここで、ターゲットと前記ガラス基板１２の離間距離と、供給ガスの圧力とを種々変化
させてＤＣスパッタ法を実施してターゲット表面から粒子を蒸発させ、該粒子中に存在す
る１０ｅＶ以上のエネルギを有するものの割合を調べた結果を図２に示す。この図２から
、ターゲットと前記ガラス基板１２の離間距離と、供給ガスの圧力との積（以下、「離間
距離・圧力積」とも表記する）が４．８ｃｍ・Ｐａ以下であるときに、１０ｅＶ以上のエ
ネルギを有する粒子の割合が７％以上となることが諒解される。
【００３３】
　ターゲット表面から蒸発した粒子は、エネルギが大きいほど散乱し難い。すなわち、タ
ーゲット－ガラス基板１２間の距離を短くし、且つ供給ガスの圧力を小さくするほど、透
明電極層２０の成膜速度を大きくすることができる。
【００３４】
　また、供給ガスの圧力が０．１Ｐａ、２．０Ｐａであるときの粒子のターゲット出発時
の角度分布と、バッファ層１８到達時の角度分布のシミュレーション結果を図３、図４に
それぞれ示す。図３と図４を比較し、ターゲット出発時の粒子の角度分布は互いに略同等
であるが、バッファ層１８到達時の粒子の角度分布における低角度域、高角度域の粒子の
頻度は、供給ガスの圧力が低くなると低下していることが分かる。このように、低角度域
、高角度域の粒子の頻度が低下することは、透明電極層２０を形成する際、バッファ層１
８に凹凸があったとしても、カバレッジが良好になることを表す。
【００３５】
　以上の結果から、本実施の形態においては、離間距離・圧力積が４．８ｃｍ・Ｐａ以下
となるように、ターゲット－ガラス基板１２間の距離と、供給ガスの圧力を設定する。こ
れにより、ターゲット表面から蒸発した粒子中、１０ｅＶ以上のエネルギを有するものの
割合が比較的多くなり、その結果、ターゲット表面から蒸発した粒子や、ターゲット表面
で反跳した供給ガス原子が気相中で散乱する確率が低減する。すなわち、ターゲットが供



(6) JP 2009-206348 A 2009.9.10

10

20

30

40

50

給ガス原子によって効率よくスパッタされるとともに、スパッタによって生成した透明電
極の粒子が効率よくバッファ層１８上に到達する。
【００３６】
　すなわち、離間距離・圧力積を４．８ｃｍ・Ｐａ以下に設定することにより、ＤＣスパ
ッタ法によって透明電極層２０を所定厚みとなるまで効率よく成膜することができる。し
かも、透明電極層２０が緻密となるので、その膜密度が大きくなるために該透明電極層２
０の抵抗が小さくなる。
【００３７】
　その上、この場合、透明電極の粒子が効率よくバッファ層１８上に到達することに伴っ
てカバレッジが良好となるので、バッファ層１８に微細な凹凸が存在する場合であっても
、該凹凸を被覆して略平坦な透明電極層２０が形成される。このような透明電極層２０で
は、成膜方向（厚み方向）に対して略直交する方向、すなわち、いわゆる面内方向におけ
る抵抗も小さくなる。
【００３８】
　加えて、透明電極層２０を構成する結晶同士の間の結晶粒界が不明確となる。すなわち
、結晶同士が良好に融合するので一層緻密な層となる。これにより抵抗が一層低減するの
で、変換効率がさらに向上したカルコパイライト型太陽電池１０を得ることができる。
【００３９】
　なお、以上の傾向は、離間距離・圧力積が３．２ｃｍ・Ｐａ以下であるときに一層顕著
となる。
【００４０】
　このように、本実施の形態によれば、低抵抗の透明電極層２０を短時間で得ることがで
きるので、発電特性に優れたカルコパイライト型太陽電池１０を効率よく大量生産するこ
とができる。
【００４１】
　以上のようにして透明電極層２０を形成することに伴い、バッファ層１８が若干の損傷
を受け、その結晶構造中に、例えば、点欠陥等の欠陥が生じる懸念がある。場合によって
は、透明電極層２０も欠陥が生じたものであることもある。これらの欠陥がバッファ層１
８や透明電極層２０に残留したままであると、カルコパイライト型太陽電池１０における
抵抗が大きくなってしまう。
【００４２】
　そこで、次に、元の結晶構造に復元するためのアニールを行う。具体的には、透明電極
層２０を形成した後、全体に対して熱処理を施す。
【００４３】
　熱処理は、大気中で行ってもよいが、カルコパイライト型太陽電池１０を熱処理炉に収
容し、且つ雰囲気を真空、不活性ガス又は還元ガスとすることが好ましい。このような雰
囲気を選定することにより、カルコパイライト型太陽電池１０を構成する各層が化学変化
（特に酸化）を起こして高抵抗を示す別物質となることを確実に回避することができる。
なお、不活性ガスとしては窒素やアルゴン等が例示され、一方、還元ガスとしては、水素
や、水素と不活性ガスの混合ガスが例示される。
【００４４】
　熱処理を施すことにより、バッファ層１８の微細構造中で原子拡散や部分的な溶融・再
固化が生じ、その結果、欠陥が修復されてバッファ層１８が回復するに至る。この欠陥修
復は、バッファ層１８の材質が低融点のものであるほど容易に進行する。従って、バッフ
ァ層１８の材質としては、上記したように、ＩｎＳが好適である。
【００４５】
　熱処理時の温度を過度に低くすると、バッファ層１８の欠陥を修復することが困難とな
る。一方、２２５℃を超えると、カルコパイライト型太陽電池１０に熱応力が加わること
があり、また、光吸収層１６の材質であるＣＩＧＳ中のＣｕがバッファ層１８に拡散して
しまう原因ともなる。このような事態が生じると、カルコパイライト型太陽電池１０とし
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ては、変換効率が低いものとなってしまう。
【００４６】
　従って、熱処理時の温度は、１５０～２２５℃の範囲内であることが好ましい。この場
合、保持時間は２０～１８０分とすれば十分である。
【００４７】
　勿論、仮に光吸収層１６に欠陥が生じていた場合であっても、上記の熱処理によって同
時に修復される。
【００４８】
　このように、透明電極層２０をＤＣスパッタ法によって形成する際にバッファ層１８な
いし光吸収層１６が損傷を受けたとしても、熱処理を施すことによってこれらバッファ層
１８ないし光吸収層１６の欠陥が修復されるので、カルコパイライト型太陽電池１０の諸
特性が低下することを回避することができる。例えば、熱処理が施されていないカルコパ
イライト型太陽電池１０における透明電極層２０の抵抗を１とした場合、熱処理が施され
たものでは、大気中で処理されたものであっても０．８を下回り、真空雰囲気、不活性ガ
ス雰囲気、還元ガス雰囲気下で処理されたものでは０．７を下回る。
【００４９】
　結局、本実施の形態によれば、発電特性に優れたカルコパイライト型太陽電池１０を容
易に量産することが可能となる。
【００５０】
　なお、熱処理は、透明電極層２０を形成した後に行ってもよいし、集電電極２２、２４
（図５参照）を形成した後に行ってもよい。
【００５１】
　また、上記した実施の形態においては、プリカーサ層３０上にアルカリ層３２を設ける
ようにしているが、アルカリ層３２を下部電極層１４上に設けるようにしてもよい。そし
て、アルカリ層３２はＮａを含むものに特に限定されるものではなく、Ｋ等の別種のアル
カリ元素を含むものであってもよい。勿論、アルカリ層３２を設けるための原材料もナト
リウム塩水溶液に特に限定されるものではなく、カリウム塩水溶液であってもよい。
【００５２】
　さらに、下部電極層１４の材質は、Ｍｏ以外の他の金属、例えば、Ｗであってもよい。
【００５３】
　さらにまた、例えば、ガラス基板１２と下部電極層１４との間に他の層を介装するよう
にしてもよい。この種の層としては、熱膨張係数の不整合を緩和するための層が例示され
る。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】図１Ａ～図１Ｅは、カルコパイライト型太陽電池の製造過程を模式的に示した工
程フロー説明図である。
【図２】ターゲットとガラス基板の離間距離と、供給ガスの圧力とを種々変化させてＤＣ
スパッタ法を実施したとき、ターゲット表面から蒸発させた粒子中に存在する１０ｅＶ以
上のエネルギを有するものの割合を示す図表である。
【図３】供給ガスの圧力が０．１Ｐａであるときの粒子のターゲット出発時の角度分布と
、バッファ層到達時の角度分布のシミュレーション結果である。
【図４】供給ガスの圧力が２．０Ｐａであるときの粒子のターゲット出発時の角度分布と
、バッファ層到達時の角度分布のシミュレーション結果である。
【図５】一般的なカルコパイライト型太陽電池の縦断面を模式的に示した構造説明図であ
る。
【符号の説明】
【００５５】
１０…カルコパイライト型太陽電池　　　　１２…ガラス基板
１４…下部電極層　　　　　　　　　　　　１６…光吸収層
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１８…バッファ層　　　　　　　　　　　　２０…透明電極層
３０…プリカーサ層　　　　　　　　　　　３２…アルカリ層

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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