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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チタンおよびタングステンを含有する酸化インジウムからなる酸化物透明電極膜におい
て、酸化インジウムのインジウムが、チタンおよびタングステンに、チタン／インジウム
の原子数比をｘ、タングステン／インジウムの原子数比をｙとすると、式（１）を満たす
割合で、置換され、
　０．０１９－１．９０ｘ≦ｙ≦０．０３４－０．２８ｘ （１）
かつ、酸化インジウムは結晶質であり、比抵抗が５．７・１０-4Ωｃｍ以下であることを
特徴とする酸化物透明電極膜。
【請求項２】
　チタン／インジウムの原子数比をｘ、タングステン／インジウムの原子数比をｙとする
と、式（２）
　０．０１９－１．２７ｘ≦ｙ≦０．０３４－０．６８ｘ （２）
を満たす割合であり、かつ比抵抗が３．８・１０-4Ωｃｍ以下であることを特徴とする請
求項１に記載の酸化物透明電極膜。
【請求項３】
　波長１０００～１４００ｎｍにおける平均光透過率が６０％以上であることを特徴とす
る請求項１または２に記載の酸化物透明電極膜。
【請求項４】
　ホール効果測定によるキャリア電子濃度が５．５・１０20ｃｍ-3以下であることを特徴
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とする請求項１～３のいずれかに記載の酸化物透明電極膜。
【請求項５】
　ホール効果測定によるキャリア電子濃度が４．０・１０20ｃｍ-3以下であることを特徴
とする請求項４に記載の酸化物透明電極膜。
【請求項６】
　ホール効果測定によるキャリア電子の移動度が４０ｃｍ2／Ｖｓｅｃ以上であることを
特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の酸化物透明電極膜。
【請求項７】
　ホール効果測定によるキャリア電子の移動度が６０ｃｍ2／Ｖｓｅｃ以上であることを
特徴とする請求項６に記載の酸化物透明電極膜。
【請求項８】
　ホール効果測定によるキャリア電子の移動度が７０ｃｍ2／Ｖｓｅｃ以上であることを
特徴とする請求項７に記載の酸化物透明電極膜。
【請求項９】
　構成元素がインジウム、チタン、タングステン、酸素である酸化物焼結体から作製され
たスパッタリングターゲットを使って、基板温度を１５０℃以上３５０℃以下とし、スパ
ッタガスに酸素を０．２５％以上４％以下含むアルゴンと酸素の混合ガスを使用して、ス
パッタリング法で成膜することを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の酸化物透明
電極膜の製造方法。
【請求項１０】
　透明基板の上に請求項１～８のいずれかに記載の酸化物透明電極膜を形成した透明導電
性基材。
【請求項１１】
　波長１０００～１４００ｎｍにおける平均光透過率が６０％以上であり、表面抵抗が３
０Ω／□以下であることを特徴とする請求項１０に記載の透明導電性基材。
【請求項１２】
　請求項１～８のいずれかに記載の酸化物透明電極膜を用いたことを特徴とする太陽電池
。
【請求項１３】
　電極層を設けた基板または電極性を備えた金属基板上に、ｐ型半導体の光吸収層、その
上にｎ型半導体の中間層、その上に半導体の窓層、その上にｎ型の透明電極層を順次積層
した構造の太陽電池において、該透明電極層に請求項１～８のいずれかに記載の酸化物透
明電極膜を用いることを特徴とする太陽電池。
【請求項１４】
　透明性基板上に透明電極層、その上に半導体の窓層、その上にｎ型の半導体の中間層、
その上にｐ型の半導体の光吸収層を順次積層した構造の太陽電池において、該透明電極層
に請求項１～８のいずれかに記載の酸化物透明電極膜を用いることを特徴とする太陽電池
。
【請求項１５】
　光吸収層が、ＣｕＩｎＳｅ2、ＣｕＩｎＳ2、ＣｕＧａＳｅ2、ＣｕＧａＳ2およびこれら
の固溶体、およびＣｄＴｅから選ばれる少なくとも一つである請求項１３または１４に記
載の太陽電池。
【請求項１６】
　中間層が、溶液析出のＣｄＳ層または（Ｃｄ，Ｚｎ）Ｓ層である請求項１３～１５のい
ずれかに記載の太陽電池。
【請求項１７】
　窓層が、ＺｎＯあるいは（Ｚｎ，Ｍｇ）Ｏである請求項１３～１６のいずれかに記載の
太陽電池。
【請求項１８】
　一対の電極と、該電極間に狭持された光検知材料層とを有する光検出素子において、該



(3) JP 4556407 B2 2010.10.6

10

20

30

40

50

電極のうち少なくとも一方に、請求項１～８のいずれかに記載の酸化物透明電極膜を用い
ることを特徴とする光検出素子。
【請求項１９】
　前記光検知材料層が赤外線検知材料層であることを特徴とする請求項１８に記載の光検
出素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、低抵抗で、可視域から赤外域の透過率の高い酸化物透明電極膜と、それを用
いた透明導電性基材、太陽電池および光検出素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　酸化物透明電極膜は、高い導電性と可視光領域での高い透過率とを有する。このため、
酸化物透明電極膜は太陽電池、液晶表示素子、その他各種受光素子等の電極として利用さ
れている。特に、低抵抗で、透過率の高い酸化物透明電極膜を形成できるスパッタリング
ターゲットあるいはイオンプレーティングタブレットを用いて形成される酸化物透明電極
膜は、太陽光エネルギーを十分利用することができ、太陽電池に好適である。
【０００３】
　酸化物透明電極膜には、アンチモンやフッ素がドーピングされた酸化錫（ＳｎＯ2）膜
や、アルミニウムやガリウムがドーピングされた酸化亜鉛（ＺｎＯ）膜や、錫がドーピン
グされた酸化インジウム（Ｉｎ2Ｏ3）膜などが広範に利用されている。特に錫がドーピン
グされた酸化インジウム膜、すなわちＩｎ2Ｏ3：Ｓｎ膜はＩＴＯ（Indium tin oxide）膜
と称され、低抵抗の膜が容易に得られることから良く用いられている。
【０００４】
　これらの膜は、キャリア電子濃度の高い酸化物透明電極膜であり、近赤外域の波長での
反射吸収特性に優れているため、自動車窓ガラスや建築物の窓ガラス等に用いる熱線反射
膜や、各種の帯電防止膜、冷凍ショーケースなどの防曇用の透明発熱体としても利用され
ている。
【０００５】
　上記の酸化物透明電極膜の製造方法としては、スパッタリング法や蒸着法、イオンプレ
ーティング法、透明導電層形成用塗液を塗布する方法が良く用いられている。特に、スパ
ッタリング法やイオンプレーティング法は、蒸気圧の低い材料を用いて被成膜物質（以下
、単に「基板」と示す。）上に膜を形成する場合や、精密な膜厚制御が必要とされる際に
有効な手法であり、操作が非常に簡便であることから広範に利用されている。
【０００６】
　スパッタリング法では、一般に、約１０Ｐａ以下のアルゴンガス圧のもとで、基板を陽
極とし、ターゲットを陰極としてこれらの間にグロー放電を起こしてアルゴンプラズマを
発生させ、プラズマ中のアルゴン陽イオンを陰極のターゲットに衝突させ、これによって
ターゲット成分の粒子をはじき飛ばし、該粒子を基板上に堆積させて成膜するというもの
である。
【０００７】
　スパッタリング法は、アルゴンプラズマの発生方法で分類され、高周波プラズマを用い
るものは高周波スパッタリング法、直流プラズマを用いるものは直流スパッタリング法と
いう。また、ターゲットの裏側にマグネットを配置してアルゴンプラズマをターゲット直
上に集中させ、低ガス圧でもアルゴンイオンの衝突効率を上げて成膜する方法をマグネト
ロンスパッタ法という。通常、上記の酸化物透明電極膜の製造法には直流マグネトロンス
パッタ法が採用されている。また、直流プラズマをベースにして高周波を重畳させたプラ
ズマを用いる場合もある。これは高周波重畳直流スパッタリングとよび、放電電圧を下げ
ることができる。高周波重畳直流スパッタリングは、酸化物ターゲットを用いて酸化物膜
を作製する場合によく利用される。低放電電圧でスパッタリングを行えるため、ターゲッ
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トから発生した酸素イオンによる膜への衝撃を少なくして良質の膜を得ることができる。
【０００８】
　ここで、太陽電池はｐ型とｎ型の半導体を積層したものであり、半導体の種類によって
大別される。もっとも多く使用されている太陽電池は、安全で資源量の豊富なシリコンを
用いたものである。シリコンを用いた太陽電池の中には、単結晶シリコン、多結晶シリコ
ン、アモルファスシリコンの３種類がある。また、化合物薄膜系太陽電池とよばれるＣｕ
ＩｎＳｅ2、ＧａＡｓ、ＣｄＴｅなどの化合物半導体の薄膜を用いた太陽電池も開発が行
われている。その例として、特開平５－２１８４７９号公報、特開平９－５５５２６号公
報、特開平１１－１４５４９３号公報などに記されている。何れのタイプの太陽電池でも
、太陽電池の太陽光が入射する側の電極には酸化物透明電極膜が不可欠であり、従来、Ｉ
ＴＯ膜や、アルミニウムやガリウムがドーピングされた酸化亜鉛（ＺｎＯ）膜が利用され
てきた。
【０００９】
　次に、上記の化合物薄膜系太陽電池について詳説する。化合物薄膜を用いた太陽電池は
、通常は広いバンドギャップを持つ化合物半導体薄膜（ｎ型半導体の中間層）と狭いバン
ドギャップを持つ化合物薄膜（ｐ型半導体の光吸収層）のヘテロ接合で構成されている。
中間層としてｎ型半導体を、吸収層としてｐ型半導体を用いるのは、太陽電池の中間層に
適した広いバンドギャップ（＞２．４ｅＶ）を持つｐ型半導体薄膜があまり存在しないこ
とや少数キャリアの拡散長が電子のほうが長いからである。光吸収層のｐ型半導体として
は、ＣｕＩｎＳｅ2、ＣｕＩｎＳ2、ＣｕＧａＳｅ2、ＣｕＧａＳ2およびこれらの固溶体や
ＣｄＴｅが利用可能である。より高いエネルギー変換効率を得るために必要とされる条件
は、より多くの光電流を得るための光学的な最適設計と、界面または特に吸収層において
キャリアの再結合のない高品質なヘテロ接合および薄膜を作ることである。高品質なヘテ
ロ界面は、中間層と吸収層の組合せと関係が深く、ＣｄＳ／ＣｄＴｅ系やＣｄＳ／ＣｕＩ
ｎＳｅ2系、ＣｄＳ／Ｃｕ（Ｉｎ，Ｇａ）Ｓｅ2系などにおいて有用なヘテロ接合が得られ
ている。また、太陽電池の高効率化の試みとして、より広いバンドギャップをもつ半導体
、たとえば、中間層の半導体薄膜としてＣｄＺｎＳ等の試みによって、太陽光の短波長光
の感度向上がはかられている。さらに、ＣｄＳや（Ｃｄ，Ｚｎ）Ｓの入射光側には、それ
らの薄膜よりバンドギャップの大きな半導体、たとえば、ＺｎＯや（Ｚｎ，Ｍｇ）Ｏ薄膜
などを窓層として配することにより、再現性の高い高性能な太陽電池が提案されている。
太陽光が入射する側の電極として利用されている酸化物透明電極膜としては、従来、ＩＴ
Ｏ膜や、アルミニウムやガリウムがドーピングされた酸化亜鉛（ＺｎＯ）膜が利用されて
いる。
【００１０】
　ここで用いられる酸化物透明電極膜に要求される特性には、低抵抗であることと、太陽
光の透過率が高いことがある。太陽光のスペクトルは３５０ｎｍの紫外線から２５００ｎ
ｍの赤外線までを含み、これらの光エネルギーを有効に電気エネルギーに変換できるよう
、なるべく広い波長範囲の光を透過できる酸化物透明電極膜が必要とされる。
【００１１】
　次に、可視光および赤外光の領域における光検出素子について詳述する。光通信技術や
医療診断、環境計測の高度化に向けて、微弱光の計測が必要となっている。微弱光の計測
は、精密な分光分析や天体観測だけでなく、生体発光の検出や血中微量物質の光化学的分
析などの分野でも必要である。従来、微弱光計測は主に可視領域付近において利用されて
きたが、より長波長の近赤外領域においても需要が高まっている。生体内での動きが注目
される活性酸素の発光（波長１．３μｍ）、光ファイバーの低損失領域（波長１．３μｍ
または１．５５μｍ帯）、眼に安全なレーザーの領域（１．４μｍ以上）は何れも赤外領
域であるため、微弱赤外線の検出素子の開発が活発に行われている。
【００１２】
　光ファイバー通信で用いられる波長は赤外域であり、１．３μｍ帯や１．５５μｍ帯赤
外線源が主に用いられることが多く、同時にこれらの波長の赤外線を検出するための高性
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能の光検出素子が必要となる。光検出素子は一般に、一対の電極の間に光検知材料層が挟
まれた構造をとっている。赤外線を検出するための光検知材料層には、ＧｅやＩｎＧｅＡ
ｓをベースとした半導体材料を用いたタイプ（フォトダイオード（ＰＤ）やアバランシェ
フォトダイオード（ＡＰＤ））、アルカリ土類金属元素の硫化物或いはセレン化物に、Ｅ
ｕ、Ｃｅ、Ｍｎ、Ｃｕの中から選ばれる１種類以上の元素と、Ｓｍ、Ｂｉ、Ｐｂの中から
選ばれる１種類以上の元素とを添加した材料（特開平５－１０２４９９）などがある。非
晶質珪素ゲルマニウムと非晶質珪素との積層体（特開２００１－１２７３３６号公報）を
用いたＡＰＤも知られている。光検出素子の光入射側の電極には透光性の電極が用いられ
、ＩＴＯが利用される（例えば特開平５－１０２４９９号公報、特開平１１－２１４７３
７号公報、特開２００１－１２７３３６号公報など）。
【００１３】
　一般に、物質に光が入射すると、一部は反射され、残りの一部は物質内に吸収され、さ
らにその残りが透過される。Ｉｎ2Ｏ3系やＺｎＯ系の透明導電材料はｎ型半導体であり、
キャリア電子が存在して、その移動が電気伝導に寄与する。このような酸化物透明電極膜
中のキャリア電子は赤外線を反射したり吸収したりする。膜中のキャリア電子濃度が多く
なると赤外線の反射と吸収は多くなる（「透明導電膜の技術」、日本学術振興会編、オー
ム社、ｐ.５５～５７に記載）。つまり、キャリア電子濃度が高くなると赤外線の透過を
低下させる。赤外線の透過を低下させないためのキャリア電子濃度は５．５×１０20ｃｍ
-3以下、好ましくは４．０×１０20ｃｍ-3以下である。
【００１４】
　従来用いられていた前記ＩＴＯ膜や酸化亜鉛（ＺｎＯ）膜は、キャリア電子濃度が１×
１０21ｃｍ-3以上であるから、低抵抗であるが、１０００ｎｍ以上の赤外線を吸収したり
反射したりして、ほとんど通さない。
【００１５】
　また、一般に、物質の比抵抗ρは、キャリア電子濃度ｎとキャリア電子の移動度μの積
に依存する（１／ρ＝ｅｎμ、ｅ：電荷素量）。赤外線透過率を上げるためには、キャリ
ア電子をなるべく少なくすればよいが、比抵抗ρを小さくするために移動度μを大きくす
る必要がある。
【００１６】
　従来材料の低抵抗の酸化物電極膜におけるキャリア電子の移動度は、例えばＩＴＯ膜で
は約２０～３０ｃｍ2／Ｖｓｅｃである。酸化インジウム（Ｉｎ2Ｏ3）系などのｎ型半導
体のキャリア電子の移動度は、主に、イオン化不純物散乱や中性不純物散乱などに支配さ
れていると言われている（不純物は、イオンの状態で含まれる不純物をイオン化不純物、
周囲に余分な酸素が吸着して中性の状態で含まれる不純物を中性不純物と呼んでいる）。
キャリア電子を増大させるために添加する不純物元素の量が多くなると、キャリア電子は
、散乱され、その移動度は低下する。
【００１７】
　ＩＴＯのような材料でも酸素欠損を少なくするような成膜、つまり、スパッタ時に酸素
の導入量を増やすことによって、キャリア電子を少なくして赤外線透過率を上げることが
可能である。しかし、この方法では中性不純物が増大してしまい、それによる移動度の著
しい低下が生じ、電気抵抗率が上がってしまう。
【００１８】
　酸化物透明電極膜としては、チタンを添加した酸化インジウム膜も、従来から知られて
いる。例えば、最も古いものでは、J. L. Vossen の記した文献（RCA Review、１９７１
年３２巻、ｐ．２８９～２９６）がある。この文献は、ＲＦスパッタリングによるＩＴＯ
膜の特性の記述が中心であるが、スズ以外の不純物としてＴｉＯ2を２０モル％添加した
Ｉｎ2Ｏ3膜の作製例が記されている。しかし、この膜の組成は、本発明の膜組成と著しく
異なり、当該膜の電気抵抗率（比抵抗）は７．５×１０-1Ωｃｍと著しく高い。
【００１９】
　また、特開昭５９－２０４６２５号公報には、酸化チタンを５質量％含む酸化インジウ
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ムターゲットを用いて、スパッタリング法で、ポリエチレンテレフタレートフィルム上に
、チタンを含む酸化インジウム膜を製造する方法が記載されている。しかし、ポリエチレ
ンテレフタレート（polyethylene terephthalate）のような有機高分子物質は、ガラス転
移温度が約７０℃である（理化学辞典第３版、ｐ．１２８４、岩波書店）ため、７０℃以
上に加熱すると溶融してしまうため、７０℃以下の基板温度でしかスパッタリングによる
成膜が行えず、このような条件で作られた膜の構造は非晶質か、一部に結晶相が混在した
非晶質である。膜中に非晶質部分が存在すれば移動度が低い膜であると判断されるが、こ
の公報には、キャリア電子濃度や移動度、赤外線透過率に関する記載がない。
【００２０】
　特開平９－２０９１３４号公報には、チタンを含む酸化インジウムターゲットと、それ
からスパッタリング法で作製した膜の特性について記載されている。この公報では、タッ
チパネル用の高い比抵抗の酸化物電極膜を狙っており、実施例では１．０×１０-3～９．
４×１０-3Ωｃｍの高い比抵抗のチタンを含む酸化インジウム膜が記されている。また比
較例のチタンを含む酸化インジウム膜も、最も比抵抗の低いもので０．６×１０-3Ωｃｍ
の比抵抗である。何れもかなり高い比抵抗を有している。
【００２１】
　ＩＴＯをベースにしてこれにチタンを添加した膜材料に関する特許公報もいくつかある
。しかし、スズを含んでいるために本発明の膜とは明らかに区別される。すなわち、酸化
インジウム膜中にスズが含まれると、従来から知られているように大量のキャリア電子を
放出するため、キャリア電子濃度が高くて、赤外線領域の透過率の低い膜しか得られない
。たとえば、特開平９－１６１５４２号公報には、タッチパネル用のチタンとスズを添加
した酸化インジウム膜が記載されている。しかしこの公報で記されている比抵抗は９．６
×１０-4Ωｃｍ以上と高くなっている。
【００２２】
　また、特開平６－３４９３３８号公報においても、ＩＴＯもしくは酸化インジウムにチ
タンを添加した膜が記載されている。しかし基板としてポリエチレンテレフタレートの有
機高分子成形物を用いているため、加熱しながらのスパッタ成膜は困難である。有機高分
子の溶融しない低温（７０℃以下）でスパッタ成膜を行うと、通常、膜構造は完全に非晶
質もしくは結晶相を一部で含む非晶質しか得られず、結晶膜とは明らかに異なっている。
また、シート抵抗と膜厚が記載されているが、それらから計算した比抵抗（比抵抗＝シー
ト抵抗×膜厚）は高い値を示している。
【００２３】
　特開平７―５４１３２号公報には、焼結体の密度を上げるために５０～５００ｐｐｍの
Ｔｉを添加したＩＴＯ焼結体ターゲット（ＳｎＯ2量１０質量％）が記されており、この
ターゲットを用い、１００～３００℃の基板加熱を行いながらスパッタリングで作製した
１．７～２．９×１０-4Ωｃｍの低抵抗の酸化物電極膜が記されている。しかし、この膜
のキャリア電子濃度と移動度、赤外線領域の透過特性についての記載はなく、ＩＴＯベー
スの材料であるため、キャリア電子発生に寄与する添加元素のほとんどはスズであり、従
来のＩＴＯ並に高いキャリア電子濃度のため、赤外線の透過率は低いものと判断される。
【００２４】
　一方、赤外線透過率の高い酸化インジウム系の酸化物透明電極膜として、本発明者らは
特願２００２－２００５３４号にて、タングステンを含有する酸化インジウム材料を提案
した。この特許出願の明細書には、基板温度を２００～３００℃にして赤外線透過率の高
い低抵抗の酸化物透明電極を作製している例を記載してある。この明細書記載の酸化物透
明電極膜は、たとえば、１００℃や１５０℃という低温で成膜すると比抵抗が上がること
を示している。酸化物透明電極膜のスパッタリングによる製造では、基板温度が低いほど
、加熱時間の短縮と基板加熱電力の軽減が実現できるため、この発明では、製造コストと
生産性の点で課題を残していた。
【００２５】
　なお、チタンとタングステンを共に含有する低抵抗の酸化インジウムについては、これ
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までに報告されていない。
【特許文献１】特開昭５９－２０４６２５号公報
【特許文献２】特開平９－２０９１３４号公報
【特許文献３】特開平９－１６１５４２号公報
【特許文献４】特開平６－３４９３３８号公報
【特許文献５】特開平７－５４１３２号公報
【特許文献６】特願２００２－２００５３４号公報
【特許文献７】特開平５－２１８４７９号公報
【特許文献８】特開平９－５５５２６号公報
【特許文献９】特開平１１－１４５４９３号公報
【特許文献１０】特開平５－１０２４９９号公報
【特許文献１１】特開平１１－２１４７３７号公報
【特許文献１２】特開２００１－１２７３３６号公報
【非特許文献１】透明導電膜の技術、日本学術振興会編、オーム社、ｐ.５５～５７
【非特許文献２】J. L. Vossen ： RCA Review、１９７１年３２巻、ｐ．２８９～２９６
【非特許文献３】理化学辞典第３版、岩波書店、ｐ．１２８４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２６】
　上記ＩＴＯ膜や酸化亜鉛（ＺｎＯ）膜は、低抵抗で可視光領域での透過率が高いが、赤
外領域での透過率が低く、これらの膜を光入射側に用いた太陽電池は赤外領域の太陽光エ
ネルギーを十分利用することができなかった。また、ＩＴＯ膜や酸化亜鉛膜を光入射側の
電極に用いた光検出素子では、赤外線を光検知材料層に入射させる割合が小さく、赤外光
検出の感度が悪かった。酸化物透明電極膜による赤外線の反射や吸収はキャリア電子濃度
が大きいほど大きくなるから、これらのＩＴＯ膜や酸化亜鉛（ＺｎＯ）膜で赤外領域での
透過率が低いのは、低抵抗の裏返しとしてキャリア電子濃度が高いためと考えられる。
【００２７】
　本発明は、上記課題を克服することを目的に提案された材料であり、可視光領域だけで
なく赤外線領域においても透過性に優れ、しかも低抵抗値を有する酸化物透明電極膜を提
供することを目的としている。また、本発明の酸化物透明電極膜を太陽電池に用いること
によって、従来では不可能であった赤外線領域の太陽光エネルギーの高効率利用を可能に
する。さらに、本発明の酸化物透明電極膜を光検出素子の光入射側に用いることによって
、電極の役割を担いながら、赤外線を入射電極内で減衰することなく赤外線検知材料層ま
で効率よく届かせることができ、従来よりも微弱な赤外線を検出できる光検出素子を実現
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２８】
　上記の目的を達成するために、本発明に係る酸化物透明電極膜は、次のような構成とし
たものである。
【００２９】
　本発明の酸化物透明電極膜は、酸化インジウムを主成分とし、チタンおよびタングステ
ンを含有し、該酸化インジウムは結晶質であり、該酸化インジウムのインジウムが、チタ
ンおよびタングステンに、チタン／インジウムの原子数比をｘ、タングステン／インジウ
ムの原子数比をｙとすると、式（１）
　０．０１９－１．９０ｘ≦ｙ≦０．０３４－０．２８ｘ （１）
を満たす割合で、置換され、かつ比抵抗が５．７×１０-4Ωｃｍ以下であることを特徴と
する。
【００３０】
　チタン／インジウムの原子数比をｘ、タングステン／インジウムの原子数比をｙとする
と、式（２）



(8) JP 4556407 B2 2010.10.6

10

20

30

40

50

　０．０１９－１．２７ｘ≦ｙ≦０．０３４－０．６８ｘ （２）
を満たす割合で、かつ比抵抗が３．８×１０-4Ωｃｍ以下であることがさらに好ましい。
なお、当該酸化物透明電極膜は、チタンおよびタングステンを含有する酸化インジウムか
らなるということもできる。
【００３１】
　本発明の酸化物透明電極膜は、波長１０００～１４００ｎｍにおける平均光透過率が６
０％以上であることが好ましい。
【００３２】
　本発明の酸化物透明電極膜は、ホール効果測定によるキャリア電子濃度が５．５×１０
20ｃｍ-3以下、さらには４．０×１０20ｃｍ-3以下であることが好ましい。
【００３３】
　本発明の酸化物透明電極膜は、ホール効果測定によるキャリア電子の移動度が４０ｃｍ
2／Ｖｓｅｃ以上、さらには６０ｃｍ2／Ｖｓｅｃ以上、さらには７０ｃｍ2／Ｖｓｅｃ以
上であることが好ましい。
【００３４】
　また、構成元素が実質的にインジウム、チタン、タングステン、酸素である酸化物焼結
体から作製されたスパッタリングターゲットを使って、基板温度を１５０℃以上３５０℃
以下とし、スパッタガスに酸素を０．２５％以上４％以下含むアルゴンと酸素の混合ガス
を使用して、スパッタリング法で成膜することが好ましい。
【００３５】
　また、本発明の透明導電性基材は、透明基板の上に前記酸化物透明電極膜を形成したも
ので、波長１０００～１４００ｎｍにおける平均光透過率が６０％以上であり、表面抵抗
が３０Ω／□以下であることが好ましい。
【００３６】
　本発明は、また可視域だけでなく赤外域の透過率に優れ、かつ、低抵抗である前記酸化
物透明電極膜を電極に用いた高効率の太陽電池を提供する。ここで言う太陽電池とは、例
えば、単結晶シリコン、多結晶シリコン、アモルファスシリコンを用いたシリコン系太陽
電池、ＣｕＩｎＳｅ2、Ｃｕ（Ｇａ，Ｉｎ）Ｓｅ2、ＧａＡｓ、ＣｄＴｅなどの化合物半導
体を用いた太陽電池、さらに色素増感型太陽電池などが含まれるが、これらに限定したも
のではない。
【００３７】
　本発明は、可視域だけでなく赤外域の透過率に優れ、かつ、低抵抗である前記酸化物透
明電極膜を用いた光検知素子を提供する。すなわち、一対の電極と、該電極間に挟持され
た光検知材料層とを有する光検出素子において、該電極のうち少なくとも一方が前記酸化
物透明電極膜を用いる。なお、光検出素子は、光検知材料層を赤外線検知材料層として設
けて、赤外線検出用とすることもできる。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明に従えば、可視光領域だけでなく赤外線領域も透過性に優れ、しかも低抵抗値を
有する酸化物透明電極膜を提供することができる。また、本発明の酸化物透明電極膜は、
１５０℃以上３５０℃以下の基板加熱のスパッタリング成膜でも製造することが可能であ
るため、製造コストの大幅な軽減と生産性を上げることが可能となり、産業上極めて有用
な発明といえる。本発明の酸化物透明電極膜を各種の太陽電池の光入射側の透明電極に用
いることによって、従来では不可能であった赤外線領域の太陽光エネルギーを高効率に利
用することができる。また、本発明の酸化物透明電極膜を光入射側の電極に用いた光検出
素子は、従来材料（ＩＴＯ）を用いた同じ構造の光検出素子と比べて、微弱な赤外線を検
出でき、感度も高く、特に光通信の分野で極めて有用である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　本発明に係る酸化物透明電極膜は、スパッタリング法あるいはイオンプレーティング法



(9) JP 4556407 B2 2010.10.6

10

20

30

40

50

により成膜することができる。すなわち、スパッタリング法では、原料であるスパッタリ
ングターゲットとしてチタンおよびタングステンを含む酸化インジウム焼結体ターゲット
を用い、スパッタリング装置内に基板と前記ターゲットを配置し、酸素ガスを含むアルゴ
ン不活性ガス雰囲気中で、前記基板を所定の温度加熱し、この基板と前記ターゲットとの
間に電界を印加してターゲット基板間にプラズマを発生させることによって、酸化インジ
ウムのインジウムの一部をチタンおよびタングステンで置換した酸化物透明電極膜を基板
上に作製する。
【００４０】
　一方、イオンプレーティング法では、原料であるイオンプレーティング用タブレットと
して、チタンおよびタングステンを含む酸化インジウム焼結体タブレットを用い、イオン
プレーティング装置内に基板と、前記タブレットを銅ハース内に配置し、酸素ガスを含む
アルゴン不活性ガス雰囲気中で、前記基板を所定の温度加熱し、前記銅ハースから電子銃
を用いてタブレットを蒸発させ、基板付近でプラズマを発生させることによって、タブレ
ット蒸気をイオン化し、酸化インジウムのインジウムの一部をチタンおよびタングステン
で置換した酸化物透明電極膜を基板上に作製する。
【００４１】
　なお、上記ターゲットあるいはタブレット中のチタンおよびタングステンの含有量を変
えることにより、膜中のチタンおよびタングステンの含有量を変化させることができる。
この時、作製される酸化物透明電極膜の構造や結晶性は、膜中のチタンおよびタングステ
ンの含有量、基板加熱温度、不活性ガス雰囲気中の酸素分圧、成膜速度等の成膜条件に依
存する。
【００４２】
　本発明の結晶性の酸化物透明電極膜を作製するには、基板温度を加熱（例えば１５０℃
～３５０℃）する必要がある。
【００４３】
　このような方法は一例であるが、こうして、酸化インジウムを主成分としてチタンおよ
びタングステンを含有する結晶質の酸化物透明電極膜、すなわち本発明の酸化物透明電極
膜を得ることができる。
【００４４】
　本発明者等は、上記方法に基づくスパッタリング法あるいはイオンプレーティング法に
より、種々の組成の酸化物透明電極膜を形成し、その組成、構造、電気特性、光学特性を
調べた。
【００４５】
　その結果、酸化インジウムを主成分とし、該酸化インジウムのインジウムをチタンある
いはタングステンに、チタン／インジウムの原子数比をｘ、タングステン／インジウムの
原子数比をｙとすると、０．０１９－１．９０ｘ≦ｙ≦０．０３４－０．２８ｘの式を満
たす割合で置換した結晶性の酸化物透明電極膜を作製すると、キャリア電子濃度が５．５
×１０20ｃｍ-3以下と従来のＩＴＯ膜より低く、かつ比抵抗が１．９～５．７×１０-4Ω
ｃｍの低電気抵抗率を実現できる。
【００４６】
　さらに好ましくは、酸化インジウムを主成分とし、該酸化インジウムのインジウムをチ
タンおよびタングステンに、チタン／インジウムの原子数比をｘ、タングステン／インジ
ウムの原子数比をｙとすると、０．０１９－１．２７ｘ≦ｙ≦０．０３４－０．６８ｘの
式を満たす割合で置換した結晶性の酸化物透明電極膜を作製すると、キャリア電子濃度が
５．５×１０20ｃｍ-3以下と従来のＩＴＯ膜より低く、かつ、比抵抗が１．９～３．８×
１０-4Ωｃｍの低電気抵抗率を実現できる。
【００４７】
　これらの膜は、キャリア電子濃度が５．５×１０20ｃｍ-3以下、好ましくは４．０×１
０20ｃｍ-3以下と低いため、赤外線透過率が高く、波長１０００～１４００ｎｍにおける
平均光透過率が６０％以上であり、しかもキャリア電子の移動度が高いため低抵抗であり
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、従来の材料にはない酸化物電極膜であることがわかる。
【００４８】
　上記特性を有する膜は、赤外領域での透過率が極めて高く、低抵抗であるため太陽電池
の透明電極として有用である。
【００４９】
　上記したように、Ｉｎ2Ｏ3系やＺｎＯ系の透明導電材料はｎ型半導体であり、キャリア
電子が存在してその移動が電気伝導に寄与する。このような酸化物透明電極膜中のキャリ
ア電子は赤外線を反射したり吸収したりする。つまり、キャリア電子濃度が高くなると赤
外線の透過を低下させることになる。赤外線の透過を低下させないためには、キャリア電
子濃度は５．５×１０20ｃｍ-3以下、好ましくは４．０×１０20ｃｍ-3以下であることが
求められる。
【００５０】
　従来用いられていた低抵抗のＩＴＯ膜やアルミニウムやガリウムがドーピングされた酸
化亜鉛（ＺｎＯ）膜は、キャリア電子濃度が１×１０21ｃｍ-3以上であるのに対して、本
発明の上記の酸化物透明電極膜は、キャリア電子濃度が５．５×１０20ｃｍ-3以下と低く
赤外線の透過が良いため、１０００ｎｍ以上の赤外線が、膜に吸収されたり反射されたり
することなく、膜を通過する。
【００５１】
　また、本発明の酸化物電極膜は、キャリア電子濃度が従来の酸化物電極膜より低いが、
キャリア電子の移動度が４０ｃｍ2／Ｖｓｅｃ以上であり、作製条件によっては６０ｃｍ2

／Ｖｓｅｃ以上や７０ｃｍ2／Ｖｓｅｃ以上の膜も実現でき、従来の低抵抗酸化物電極膜
の移動度（例えばＩＴＯ膜では約２０～３０ｃｍ2／Ｖｓｅｃ）と比べて極めて大きいた
め、電気抵抗率は従来の低抵抗酸化物電極膜と同程度に低くなる。したがって、本発明の
酸化物透明電極膜は、低いキャリア電子濃度の状態で、高い移動度を示す材料であるため
、可視光のみならず赤外線の透過率も高く、かつ、前述のような低電気伝導率を実現でき
るのである。
【００５２】
　ところで、J. L. Vossen の記した文献（RCA Review、１９７１年３２巻、ｐ．２８９
～２９６）におけるＴｉＯ2を２０モル％添加したＩｎ2Ｏ3膜の組成は、本発明の組成と
大きく異なるし、当該膜の電気抵抗率は７．５×１０-1Ωｃｍと著しく高く、本発明の膜
の電気抵抗率とは明らかに異なる。
【００５３】
　また、特開昭５９－２０４６２５号公報におけるポリエチレンテレフタレートフィルム
のような耐熱性に劣る（ガラス転移点：約７０℃）有機高分子物質上に作られた膜は、本
発明のような１００℃以上の基板加熱を行いながらスパッタリング成膜で作製した完全に
結晶質の膜とは明らかに異なる。
【００５４】
　さらに、特開平９－２０９１３４号公報における膜の比抵抗は、１．０×１０-3～９．
４×１０-3Ωｃｍと高く、その比較例に０．６×１０-3Ωｃｍの比抵抗があるが、何れも
本発明の膜の比抵抗より高い。
【００５５】
　さらに、特開平９－１６１５４２号公報の酸化インジウム膜の比抵抗は９．６×１０-4

以上と高く、本発明における５．８×１０-4以下の膜とは明らかに異なる。
【００５６】
　さらに、特開平６－３４９３３８号公報における膜は、基板としてポリエチレンテレフ
タレートの耐熱性に劣る有機高分子成形物を用いているため、本発明の結晶膜とは明らか
に異なる。また、そのシート抵抗と膜厚から計算した比抵抗（比抵抗＝シート抵抗×膜厚
）は本発明のものより明らかに高い。
【００５７】
　さらに、特開平７―５４１３２号公報に記載された１．７～２．９×１０-4Ωｃｍの低
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抵抗の酸化物電極膜は、ＩＴＯベースの材料であるためキャリア電子発生に寄与する添加
元素のほとんどはスズであり、赤外線の透過率は低いものと判断され、本発明の膜とは特
性が明らかに異なる。
【００５８】
　さらに、特願２００２－２００５３４号公報における酸化物透明電極膜は、例えば１５
０℃という低温で成膜すると結晶性のよい膜が作製できず比抵抗は高い。それに対して、
本発明の酸化物透明電極膜は、スパッタリングにおける基板加熱温度を１００℃や１５０
℃という低温に設定しても結晶性のよい膜の作製が可能であり低い抵抗の膜が得られる。
酸化物透明電極膜のスパッタリングによる製造では、基板温度が低いほど、加熱時間の短
縮と基板加熱電力の軽減が実現できるため、製造コストの低減と生産性を上げることがで
きる。よって、本発明の酸化物透明電極膜は産業上極めて有用である。
【００５９】
　以上に述べたように、可視光領域だけでなく赤外線領域でも透過率が高く、しかも５．
７×１０-4Ωｃｍ以下の低抵抗の酸化物透明電極膜は、酸化インジウムにチタンとタング
ステンを、本発明の組成範囲で含有させることによって容易に実現することが可能となっ
たが、それだけでは難しく、適当なスパッタリング条件で成膜して作製する必要がある。
特に、スパッタリング成膜中の成膜ガス中酸素量や、ガス圧、基板温度を最適にすること
が必要不可欠である。
【００６０】
　たとえば、ターゲット－基板間距離が５０～８０ｍｍで、スパッタリング成膜中の成膜
ガス中酸素量はアルゴンガス量に対して０．２５～４％であることが好ましい。また、成
膜ガス圧は０．３～１．０Ｐａであることが好ましい。成膜ガス中酸素量が０．２５％以
下であると、酸化インジウム相の酸素欠損量が多く、それによるキャリア電子の発生が多
くなりすぎて、赤外線領域の透過率の低い膜しか得られない。また、酸素量が４％より多
くなると、酸化インジウム中のチタンもしくはタングステンの不純物元素の周囲に余分な
酸素が導入されて中性不純物が増大し、キャリア電子の移動度が低下してしまい、本発明
のような低抵抗の膜が得られなくなってしまう。
【００６１】
　成膜ガス圧は、スパッタリング中の基板に到達するスパッタ粒子の運動エネルギーに影
響を与える。成膜ガス圧０．３Ｐａより低いと、スパッタ粒子の運動エネルギーが高すぎ
てスパッタ粒子による膜の再スパッタが行われ、表面の荒れた膜しかできない。また１．
０Ｐａより高いと、スパッタ粒子の運動エネルギーが低すぎて、基板に到達したスパッタ
粒子が基板上でマイグレーションされず、ガサガサで密度の低い膜しか得られない。この
ような膜は、キャリア電子の粒界散乱が大きく、比抵抗が高い。よって好ましくは０．３
～１．０Ｐａの成膜ガス圧でスパッタリング成膜を実施する必要がある。
【００６２】
　基板温度については、上記したように１５０～３５０℃にすることが必要である。スパ
ッタリング中に基板を１５０～３５０℃に加熱することによって、完全に結晶質の膜が作
製でき、チタン、もしくは、チタンおよびタングステンが酸化インジウム内のインジウム
の一部と置き換わって、固溶し、移動度の高くて比抵抗の低い膜が得られる。基板温度が
１５０℃より低いと、一部に非晶質部分が生成し完全な結晶質の膜が作製できず、また、
チタン、もしくは、チタンとタングステンが酸化インジウムに固溶しないため、本発明の
ような移動度の高い低抵抗の膜が得られない。また、３５０℃を超えた加熱でも本発明の
酸化物透明電極膜は作製可能であるが、加熱（昇温）時間に時間がかかってしまい実用的
でない。
【実施例】
【００６３】
酸化物透明電極膜の作製
（参考例１～１２）
　所定量のＩｎ2Ｏ3粉末とＴｉＯ2粉末を様々な割合で混合し、その混合体を成形した後
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、加熱焼結して、チタンを含有する酸化インジウム焼結体を作製した。種々のチタン含有
量の酸化インジウム焼結体ターゲットから、スパッタリング法でチタンを含む酸化インジ
ウム薄膜を作製した。すなわち、これらの焼結体を６インチΦ×５ｍｍｔに加工し、Ｉｎ
系合金を用いて無酸素銅製のバッキングプレートに貼り合わせてスパッタリング用ターゲ
ットとした。
【００６４】
　直流マグネトロンスパッタリング装置の非磁性体ターゲット用カソードに上記スパッタ
リング用ターゲットを取り付け、該ターゲットの対向面に厚み１ｍｍの石英ガラス基板を
取り付けた。該ターゲットと基板との距離を５０～８０ｍｍとし、チャンバ内の真空度が
１×１０-4Ｐａ以下に達した時点で、純度９９．９９９９質量％のＡｒガスをチャンバ内
に導入してガス圧０．３～０．８Ｐａとし、酸素を０．２５～４％成膜ガス中に導入させ
て、直流電力３５０Ｗをターゲット－基板間に投入して、直流プラズマを発生させてスパ
ッタリングを行い、ガラス基板を２００～３５０℃に加熱して、２００～４００ｎｍの膜
厚の酸化物透明電極膜を形成した。
【００６５】
　得られた酸化物透明電極膜の組成をＩＣＰ発光分析およびＥＰＭＡで定量分析した。膜
の結晶性をＣｕＫα線を利用したＸ線回折測定で調べた。また各酸化物透明電極膜の比抵
抗、キャリア電子濃度、キャリア電子移動度をホール効果測定装置（東陽テクニカ社製）
を用いてファンデルパウ法（例えば、文献、物理工学実験２ 半導体技術（上） 庄野克房
著 東京大学出版会、ｐ．１０５に記載）によるホール効果測定で求めた。更に基板を含
めた光透過率を分光光度計（日立製作所社製）で測定した。
【００６６】
　本発明の参考例１～１２で使用したガラス基板自体の可視光波長領域での平均光透過率
は９２％である。
【００６７】
　酸化物透明電極膜の成膜条件、酸化物透明電極膜の組成、および比抵抗値とキャリア電
子濃度、キャリア電子移動度の測定結果を表１に合わせて示した。
【００６８】
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【表１】

【００６９】
（電気特性）
　表１から明らかなように、本発明のＴｉ／Ｉｎ原子数比が０．００３～０．１２０のチ
タンを含む酸化インジウムの酸化物透明電極膜は、キャリア電子濃度が５．５×１０20ｃ
ｍ-3以下と低いが、比抵抗が５．７×１０-4Ωｃｍ以下と非常に低い電気抵抗率を有して
いた。キャリア電子の移動度は４１ｃｍ2／Ｖｓｅｃ以上と高く、これによって低電気抵
抗率が実現しているといえる。
【００７０】
　また、本発明のＴｉ／Ｉｎ原子数比が０．００３～０．０５０のチタンを含む酸化イン
ジウムの酸化物透明電極膜（参考例１～９）は、キャリア電子濃度が４．５×１０20ｃｍ
-3以下と低いが、比抵抗が４．０×１０-4Ωｃｍ以下の低電気抵抗率を有していた。表１
には記していないが、Ｔｉ／Ｉｎ原子数比が、０．００３から０．０５０のチタンを含む
酸化インジウムの酸化物透明電極膜でも成膜ガス中酸素量を２～３％に増加させることに
よって比抵抗が４．０×１０-4～５．５×１０-4Ωｃｍの酸化物透明電極膜が作製できる
ことがわかった。これらの膜は同様にキャリア電子濃度が低いため赤外域の透過率が高か
った。
【００７１】
（結晶性）
　参考例１～１２の酸化物透明電極膜は全て結晶性の良い膜であることがＸ線回折測定か
ら明らかとなった。参考例６のＸ線回折パターンを図１に示す。参考例１～５、参考例７
～１２の酸化物透明電極膜も図１と同様に酸化インジウムの結晶構造に対応した強い回折
ピークがみられ、結晶性の良い酸化インジウムのビックスバイト型構造の膜であることが
わり、また酸化インジウム相以外の結晶相に起因するピークは観察されなかったことから
、チタンは、酸化インジウム相のインジウムに置き換わって、固溶していることがわかっ
た。
【００７２】
（光透過性）
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　また参考例６の酸化物透明電極膜の光透過特性を図２に示す。図２から明らかなように
、可視光領域だけでなく赤外線領域における光透過率は非常に高かった。この酸化物透明
電極膜の１０００～１４００ｎｍの膜自体の平均光透過率は８８％であった。この傾向は
、参考例１～５および参考例７～１２の酸化物透明電極膜についても同じであり、可視光
領域のみならず赤外線領域での光透過率は極めて高かった。１０００～１４００ｎｍの膜
自体の平均光透過率は、何れも７２％以上であった。
【００７３】
　また、本発明の参考例１～１２の酸化物透明電極膜を透明基材であるガラス基板上に形
成すると、膜厚と基材の種類を最適化することによって、表面抵抗値が３０Ω／□以下で
、波長１０００～１４００ｎｍにおける平均光透過率が６０％以上の透明導電性基材を実
現することができた。
【００７４】
　よって、このような酸化物透明電極膜を、例えば図６に示すような太陽電池の受光部側
の表面透明電極膜（２）および／あるいはｐｎ接合部の裏側の透明電極膜（６）に用いる
と、赤外線領域の太陽エネルギーを有効に電気エネルギーに変換することができる。
【００７５】
（実施例１３～３７）
　Ｉｎ2Ｏ3粉末とＴｉＯ2粉末およびＷＯ3粉末を原料として、参考例１～１２と同じ条件
で、ＴiとＷを共に含む酸化インジウム焼結体を得た。この焼結体を６インチΦ×５ｍｍ
ｔに加工し、Ｉｎ系合金を用いて無酸素銅製のバッキングプレートに貼り合わせてスパッ
タリング用ターゲットとした。参考例１～１２と同様の方法で、酸化物透明電極膜をガラ
ス基板上に作製し、同様の手順で特性を評価した。その結果を表２に示す。
【００７６】
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【表２】

【００７７】
（電気特性）
　表２から明らかなように本発明のＴｉ／Ｉｎ原子数比が０．０１０～０．１２０の割合
でチタンを含み、かつ、タングステン／インジウム原子数比が０．０１９～０．０３４の
割合でタングステンを含む酸化インジウムの酸化物透明電極膜（実施例１８、２６、２７
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、３０）は、キャリア電子濃度が４．８×１０20ｃｍ-3以下と低く、かつ比抵抗が５．１
×１０-4Ωｃｍ以下の低電気抵抗率を有していた。キャリア濃度が低いにも関わらずこの
ような低電気抵抗率を示すのは、表２に示すようにキャリア電子の移動度が非常に高いか
らである。
【００７８】
（結晶性）
　実施例１３～３７の酸化物透明電極膜は、Ｘ線回折測定から参考例６の図１と同様の回
折パターンを示し、結晶性の良い酸化インジウムのビックスバイト型構造の膜であること
がわかる。また、酸化インジウム相以外の結晶相に起因するピークは観察されなかったこ
とから、チタンおよびタングステンは、酸化インジウム相のインジウムに置き換わって、
固溶していることがわかる。
【００７９】
（光透過性）
　また、実施例１７の酸化物透明電極膜の光透過特性を図３に示す。可視光領域のみなら
ず赤外領域でも透過率が極めて高いことがわかる。このような傾向は実施例１３～１６お
よび実施例１８～３７においても見られ、可視光領域のみならず赤外領域でも透過率が極
めて高かい。
【００８０】
　実施例１３～３７の酸化物透明電極膜について、基板の透過率を差し引いた膜自体の１
０００～１４００ｎｍにおける平均光透過率を求めたところ、６６～８９％であった。よ
って、このような膜を例えば図６に示すような太陽電池の受光部側の表面透明電極および
／あるいはｐｎ接合の裏側の透明電極に用いると、赤外線領域の太陽エネルギーを有効に
電気エネルギーに変換することができる。
【００８１】
（比較例１～３）
　従来よく用いられているスズを含む酸化インジウム（ＩＴＯ）焼結体ターゲット（１０
質量％ＳｎＯ2含有）を用いて、参考例１～７と同様の方法でＩＴＯ酸化物透明電極膜を
製造した。また、実施例と同様の方法で特性の評価を実施した。その結果を表３に示す。
【００８２】
【表３】

【００８３】
（結晶性）
　比較例１～３の酸化物透明電極膜は全て結晶性の良い膜であることがＸ線回折測定から
明らかである。
【００８４】
（電気特性）
　表３から明らかなように、従来のＩＴＯ膜では比抵抗は２．４×１０-4Ωｃｍ以下で低
いが、キャリア電子濃度が１．１×１０21ｃｍ-3以上と高い。
【００８５】
（光透過性）
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　また、比較例１～３の膜の光透過特性を図４に示す。図４から明らかなように、キャリ
ア電子濃度が高いために１０００ｎｍ以上の波長の赤外領域で透過率の激しい減少がみら
れる。従って、このような膜を太陽電池の透明電極に用いると、赤外領域の太陽光エネル
ギーを有効に利用することができない。
【００８６】
　比較例１～３のＩＴＯ膜を用いた透明基材は、膜厚と基材の種類を検討したが、表面抵
抗値が３０Ω／□以下で、波長１０００～１４００ｎｍにおける平均光透過率が６０％以
上の透明導電性基材を実現することができなかった。
【００８７】
（比較例４）
　同様に、従来よく用いられているガリウムを３％含む酸化亜鉛焼結体ターゲットを用い
て、成膜ガスをＡｒガスのみにして、基板温度を１５０℃にした以外は参考例１～８と同
じ方法で、ガリウム含有酸化亜鉛透明電極膜を製造した。
【００８８】
（電気特性）
　実施例と同様の評価を実施したところ、比抵抗は２．２×１０-4Ωｃｍで、キャリア電
子濃度は１．２×１０21ｃｍ-3でキャリア移動度は２３ｃｍ2／Ｖｓｅｃである。
【００８９】
（光透過性）
　また、膜の透過特性を図５に示すが、図から明らかなように１０００ｎｍ以上の波長の
赤外線領域の光透過率は著しく低いことがわかる。
【００９０】
　よって、このような膜を太陽電池の光入射側の透明電極に用いると、赤外領域の太陽光
エネルギーを有効に利用することができない。
【００９１】
（参考例３８～４０、実施例４１～４６、比較例５～７）
　参考例１～１２と同様の手順で作製したチタンを含む酸化インジウム、および、チタン
とタングステンを含む酸化インジウムの焼結体ターゲットを用い、基板温度を１５０℃と
低温に設定したスパッタリングによる酸化物透明電極膜の作製を実施した（参考例３８～
４０、実施例４１～４６）。基板温度以外は参考例１～１２と同様のスパッタリング条件
でガラス基板上に成膜し、同様の手順で作製した酸化物透明電極膜の評価を実施した結果
を表４に示す。
【００９２】
　また、比較例５～７として、参考例１～１２と同様の手順で作製したタングステンを含
みチタンを含まない酸化インジウムの焼結体ターゲットを用い、参考例３８～４０、実施
例４１～４６と全く同じスパッタリング条件による成膜を実施し、特願２００２－２００
５３４号記載のタングステンを含む酸化インジウム膜を作製した。基板温度以外は参考例
１～１２と同様のスパッタリング条件でガラス基板上に成膜し、同様の手順で評価を実施
した結果を表４に示す。
【００９３】



(18) JP 4556407 B2 2010.10.6

10

20

30

40

50

【表４】

【００９４】
（電気特性）
　表４から明らかなように、本発明の参考例３８～４０のチタンを含む酸化インジウムの
酸化物透明電極膜、実施例４１～４６のチタンおよびタングステンを含む酸化インジウム
の酸化物透明電極膜は、基板温度を１５０℃の低温加熱でスパッタリング成膜したにも関
わらず、比抵抗が４．５×１０-4Ωｃｍ以下の低電気抵抗率を有している。これは、表４
に示すように電子移動度が高いからである。
【００９５】
（結晶性）
　参考例３８～４０、実施例４１～４６の酸化物透明電極膜は、Ｘ線回折測定から参考例
６の図１と同様の回折パターンを示し、結晶性の良い酸化インジウムのビックスバイト型
構造の膜であることがわかる。また、酸化インジウム相以外の結晶相に起因するピークは
観察されないことから、チタンおよびタングステンは酸化インジウム相に置換して固溶し
ていることがわかる。
【００９６】
（光透過性）
　また、膜自体の光透過率は、可視光のみならず赤外線領域でも高く、１０００～１４０
０ｎｍの平均光透過率は６７％以上である。
【００９７】
　よって、本発明の酸化物透明電極膜は、基板を１５０℃の低温に加熱したスパッタリン
グでも作製することができ、この膜を、太陽電池の受光部側の電極に用いても赤外線領域
の太陽エネルギーを有効に電気エネルギーに変換することができる。
【００９８】
　また、表４の比較例５～７には、参考例３８～４０と同様のスパッタリング条件、すな
わち基板温度を１５０℃の低温に加熱したスパッタリングで作製した、チタンを含まない
でタングステンを含む酸化インジウム薄膜の電気特性を示す。
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【００９９】
　比較例５～７の膜は、キャリア電子の濃度が低く、赤外線領域でも透過率の高いが、比
抵抗が５．３～５．９×１０-4Ωｃｍと、参考例３８～４０、実施例４１～４６の膜と比
べて高い。この原因は、キャリア電子の移動度が、２８～３２ｃｍ2／Ｖｓｅｃと、参考
例３８～４０、実施例４１～４６の膜と比べて低いことによる。膜の結晶性をＸ線回折測
定と走査型電子顕微鏡による膜組織観察から評価したところ、参考例３８～４０、実施例
４１～４６の膜は比較例５～７の膜と較べて、グレインサイズが大きく、Ｘ線回折ピーク
の半値幅が小さいことから、タングステンのみドープされた比較例５～７の膜より結晶性
が優れていることがわかった。このように参考例３８～４０、実施例４１～４６の膜は結
晶性が優れているので、移動度が高いと考えられる。よって、従来のタングステンを含む
酸化インジウム薄膜に比べて、本発明のチタンを含む酸化インジウム薄膜あるいはタング
ステンおよびチタンを含む酸化インジウム薄膜は、１５０℃の低温基板加熱成膜でも、低
抵抗で可視光および赤外線の透過率の高い膜が得られる。酸化物透明電極膜のスパッタリ
ングによる製造では、基板温度が低いほど、加熱時間の短縮、基板加熱電力の軽減が実現
でき、製造コストの低減と生産性を上げることができる。よって産業上極めて有用な材料
といえる。
【０１００】
　基板温度を１００℃に設定した以外は膜の作製条件を参考例３８～４０、実施例４１～
４６、比較例５～７と同様に膜を作製し、電気特性と結晶性の比較を行ったところ、全く
同様の傾向を示した。基板温度が１００℃のような低温でも本発明の膜は、低抵抗で移動
度が高く、可視域から赤外域での光透過率が良好な膜が得られることがわかった。
【０１０１】
　参考例１～１２、実施例１３～３７、参考例３８～４０、実施例４１～４６の本発明の
酸化物透明電極膜は、例えば図６に示すように太陽電池の受光部側の電極および／または
ｐｎ接合の裏側の透明電極として用いると、可視光だけでなく赤外線も通すため、幅広い
波長領域の太陽光エネルギーを有効に電気エネルギーに変換することが可能となる。
【０１０２】
（比較例８）
　参考例１と同様の製造条件で、原料の配合比のみ変えて作製したターゲットから、参考
例１と同じ条件で、チタン／インジウムの原子数比が０．１３０の割合の酸化物透明電極
膜を得た。その結果、６．５×１０-4～７．５×１０-4Ωｃｍの比抵抗を示し、５．７×
１０-4Ωｃｍ以下の比抵抗の膜は実現しなかった。
【０１０３】
（比較例９）
　参考例１と同様の製造条件で、原料の配合比のみ変えて作製したターゲットから、参考
例１と同じ条件で、チタン／インジウムの原子数比が０．００２の割合の酸化物透明電極
膜を得た。その結果、６．０×１０-4～１．２×１０-3Ωｃｍの比抵抗を示し、５．７×
１０-4Ωｃｍ以下の比抵抗の膜は実現しなかった。
【０１０４】
（比較例１０～１３）
　比較例１０～１３として、参考例１～１２と同様の手順で作製したチタンを含む酸化イ
ンジウムの焼結体ターゲットを用い、参考例３８～４０、実施例４１～４６とスパッタリ
ング条件を変えて成膜を実施した。比較例１０では、チタンを含む酸化インジウム焼結体
ターゲットを用い、基板温度を室温にして、成膜ガス中の酸素量を１％にして成膜を実施
した。また比較例１１では、チタンを含む酸化インジウム焼結体ターゲットを用い、基板
温度を８０℃にて、成膜ガス中の酸素量を１％にして成膜を行った。さらに比較例１２で
は、チタンを含む酸化インジウム焼結体ターゲットを用い、基板温度を２００℃にして、
成膜ガス中の酸素量を０％にして成膜を実施した。また比較例１３では、チタンを含む酸
化インジウム焼結体ターゲットを用い、基板温度を２００℃にて、成膜ガス中の酸素量を
０．１％にして成膜を行った。ガラス基板上に成膜した膜を、同様の手順で評価を実施し
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た結果を表５に示す。
【０１０５】
【表５】

【０１０６】
　比較例１０と比較例１１は、酸化インジウムにチタンが含有した組成の膜であるが、成
膜時の基板温度が本発明で規定した温度（１００℃以上）よりも低い温度にて作製したと
きの膜である。表５に示すように、これらの膜の比抵抗は本発明の膜と較べて著しく高く
、太陽電池の透明電極としては利用することができない。また表５から、この比抵抗が高
い原因として、キャリア電子の濃度と移動度が本発明の膜と較べて共に小さいことがあげ
られる。これらの膜のＸ線回折および透過型電子顕微鏡による組織観察と電子線回折測定
を行ったところ、比較例１０および比較例１１の膜は非晶質相を含んでおり、結晶性の低
いことに起因してキャリア電子の移動度が小さかったものと考えられる。基板をポリエチ
レンテレフタレートフィルムに替えて同様の実験を行ったが、同様の結果であった。
【０１０７】
　比較例１２と比較例１３は、酸化インジウムにチタンが含有した組成の膜であるが、ス
パッタリング成膜時のスパッタガス中の酸素量が本発明で規定した割合（０．２５％以上
）よりも少ない条件下で作製した膜である。表５に示すように、これらの膜の比抵抗は本
発明の膜と較べて高かった。これらの膜はキャリア電子濃度は大きいが、移動度が極めて
小さい。キャリア電子濃度が大きいため、赤外線透過率はＩＴＯ膜並に低かった。よって
、太陽電池の透明電極として利用することはできない。これらの膜は、スパッタガス中の
酸素量が少なかったため膜中の酸素欠損量が多く、キャリア電子が多く発生したのである
と思われる。
【０１０８】
　このことから、本発明の酸化物透明電極膜は、酸化インジウムにチタンが含まれるだけ
でなく、膜作製時の基板温度とスパッタガス中の酸素量が重要であるといえる。
【０１０９】
太陽電池の作製
（参考例４７）
　以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。図７は本発明の一実施例を示
す略示断面図である。ガラス基板（１２）上に直流マグネトロンスパッタ法で、参考例５
の酸化物透明電極膜（１１）を、参考例５と同じ成膜条件で５００ｎｍ程度の厚さに形成
した。その上に直流マグネトロンスパッタ法で、ＺｎＯターゲットを使用し、スパッタガ
スとしてＡｒを用い、窓層（１０）としてＺｎＯ薄膜を膜厚１５０ｎｍ程度の厚さに形成
した。その上にヘテロｐｎ接合を形成するため、半導体中間層（９）としてＣｄＳ薄膜を
溶液析出法で、ＣｄＩ2、ＮＨ4Ｃｌ2、ＮＨ3、チオ尿素の混合溶液を用いて、５０ｎｍ程
度の厚さに形成した。その上にｐ型半導体の光吸収層（８）としてＣｕＩｎＳｅ2薄膜を
真空蒸着法で２～３μｍの厚さに形成した。その上に裏側金属電極（７）としてＡｕ膜を
真空蒸着法で１μｍ程度の厚さに形成した。これらの太陽電池のＡＭ１．５（１００ｍＷ
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／ｃｍ2）の照射光を酸化物透明電極膜側から照射して特性を調べたところ、変換効率は
１２％であった。
【０１１０】
（実施例４８）
　酸化物透明電極膜に実施例１５の膜を用いた以外は、参考例４７と同様の手順、同様の
方法で図７の構造の太陽電池を作製した。参考例４７と同様の条件、同様の方法で太陽電
池のＡＭ１．５（１００ｍＷ／ｃｍ2）の照射光に対する特性を調べたところ、変換効率
は１３％であった。
【０１１１】
（実施例４９）
　参考例４７、実施例４８では、参考例５および実施例１５の膜を用いて太陽電池の特性
を調べた例を示したが、参考例１～４、参考例６～１２、実施例１３～１４、１６～３７
、参考例３８～４０、実施例４１～４６の他の膜を用いて作製した図７の構造の太陽電池
も同様に変換効率は高く、１１％以上であった。
【０１１２】
（比較例１４）
　酸化物透明電極膜に比較例２のＩＴＯ膜を用いた以外は参考例４７と同様の条件、手順
で、図７の構造の太陽電池を作製し、同様の条件で太陽電池の特性を調べたところ、変換
効率は５％であり本発明の参考例４７および実施例４８、４９の太陽電池と較べて極めて
低かった。また、成膜時のスパッタガス中の酸素量を０～１０％まで変化させて作製した
比較例２と同じ組成のＩＴＯ膜を酸化物透明電極膜に用いて、同様に特性を調べたところ
、変換効率は６％以下であった。
【０１１３】
（比較例１５）
　酸化物透明電極膜に比較例４のガリウムドープ酸化亜鉛膜を用いた以外は参考例４７と
同様の条件、手順で、図７の構造の太陽電池を作製し、同様の条件で特性を調べたところ
、変換効率は７％であり、本発明の参考例４７および実施例４８、４９の太陽電池と較べ
て低かった。また、成膜時のスパッタガス中の酸素量を０～１０％まで変化させて作製し
た比較例４と同じ組成のガリウムドープ酸化亜鉛膜を酸化物透明電極膜に用いて、同様に
特性を調べたところ、変換効率は７％以下であり、本発明の参考例４７および実施例４８
、４９よりも高い変換効率のものは得られなかった。
【０１１４】
（参考例５０）
　本発明の一実施例である図８に示すような構造の太陽電池を以下の手順で作製した。ガ
ラス基板（１２）上に下部電極（１３）であるＭｏ電極を直流マグネトロンスパッタ法で
１～２μｍの厚さに作製した。その後、所定領域にｐ型半導体の光吸収層（８）としてＣ
ｕＩｎＳｅ2薄膜を真空蒸着法で２～３μｍの厚さに形成した。その上にヘテロｐｎ接合
を形成するため、半導体の中間層（９）であるＣｄＳ薄膜を溶液析出法で、ＣｄＩ2、Ｎ
Ｈ4Ｃｌ2、ＮＨ3、およびチオ尿素の混合溶液を用いて、５０ｎｍ程度の厚さに形成した
。その上に直流マグネトロンスパッタ法で、ＺｎＯターゲットを使用し、スパッタガスと
してＡｒを用い、窓層（１０）として導電率がＣｄＳ薄膜と同程度のＺｎＯ薄膜を膜厚が
１５０ｎｍ程度の厚さに形成した。さらにその上に同じく直流マグネトロンスパッタ法で
、参考例３９のチタンを含む酸化インジウムの酸化物透明電極膜（１１）を参考例３９と
同様の条件で５００ｎｍ程度厚さに形成した。この太陽電池のＡＭ１．５（１００ｍＷ／
ｃｍ2）の照射光をガラス基板側から照射して特性を調べたところ、変換効率は１３％で
あった。
【０１１５】
（実施例５１）
　酸化物透明電極膜に実施例４２のチタンとタングステンを含む酸化インジウムの酸化物
透明電極膜を用いた以外は参考例５０と同様の条件、手順で図８の構造の太陽電池を作製
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し、同様の条件で特性を調べたところ、変換効率は１２％であった。
【０１１６】
（実施例５２）
　参考例５０、実施例５１では、参考例３９および実施例４２の膜を用いて図８の構造の
太陽電池の特性を調べた例を示したが、参考例３８、４０、実施例４１、４３～４６の他
の膜を用いて作製した太陽電池も同様に変換効率は高く、１１％以上であった。
【０１１７】
（比較例１６）
　酸化物透明電極膜に比較例３のＩＴＯ膜を用いた以外は参考例５０と同様の条件、手順
で、図８の構造の太陽電池を作製し、同様の条件で太陽電池の特性を調べたところ、変換
効率は６％であり本発明の参考例５０および実施例５１、５２の太陽電池と較べて極めて
低かった。また、成膜時のスパッタガス中の酸素量を０～１０％まで変化させた以外は同
じ条件で作製した比較例３と同じ組成のＩＴＯ膜を酸化物透明電極膜に用いて、同様に特
性を調べたところ、変換効率は６％以下であった。
【０１１８】
（比較例１７）
　酸化物透明電極膜に比較例４のガリウムドープ酸化亜鉛膜を用いた以外は参考例５０と
同様の条件、手順で、図８の構造の太陽電池を作製し、同様の条件で特性を調べたところ
、変換効率は８％であり、本発明の参考例４７および実施例４８～４９の太陽電池と較べ
て低かった。また、成膜時のスパッタガス中の酸素量を０～１０％まで変化させて作製し
た比較例４と同じ組成のガリウムドープ酸化亜鉛膜を酸化物透明電極膜に用いて、同様に
特性を調べた。その結果、いずれも変換効率は７％以下であり、本発明の参考例５０およ
び実施例５１～５２よりも変換効率が低かった。
【０１１９】
　参考例４７、実施例４８～４９は、光吸収層にＣｕＩｎＳｅ2薄膜を用いた太陽電池の
例を示したが、光吸収層にＣｕＩｎＳ2、ＣｕＧａＳｅ2、Ｃｕ（Ｉｎ，Ｇａ）Ｓｅ2、Ｃ
ｕ（Ｉｎ，Ｇａ）（Ｓ，Ｓｅ）2、ＣｄＴｅの薄膜を用いても同じ結果であり、本発明の
酸化物透明電極膜を用いた方が、従来の酸化物透明電極膜を用いた場合よりも、明らかに
高い変換効率の太陽電池を製造できることがわかった。
【０１２０】
　以上のように、本実施例で得られた太陽電池の特性は、従来の構成で得られる太陽電池
の特性よりはるかに優れていることが確認できた。このことは、本発明の酸化物透明電極
膜が、可視光だけでなく赤外線の透過率も高いため、太陽光エネルギーを高効率に電気エ
ネルギーに変換できたからであると考えられる。
【０１２１】
光検出素子の作製
（参考例５５、比較例１８）
　光検知材料層として、ＥｕとＳｍをドープしたＣａＳ材料を用いた光検出素子の作製例
を以下に記す。図９は、参考例５５の光検出素子の構成を示す模式断面図である。ガラス
基板上に参考例５のチタンをドープした酸化インジウム薄膜を、光入射側の透明電極とし
て、スパッタリング法で２００ｎｍほど形成する。その上にＥｕ2Ｏ3とＳｍ2Ｏ3を２００
ｐｐｍ添加したＣａＳの焼結体ペレットを用いて、電子ビーム蒸着法により基板温度５０
０℃にて、１μｍほどのＥｕとＳｍをドープしたＣａＳの光検知材料層を形成した。最後
に、光検知材料層の上に裏面電極としてアルミニウム膜をスパッタリング法で形成した。
【０１２２】
　また、比較例１８では、光入射側の電極に比較例１～３の膜厚２００ｎｍのＩＴＯ膜を
用いた以外は、参考例５５と同様の条件、方法、寸法で光検出素子を作製した。
【０１２３】
　一定の波長・強度の赤外線を入射したときの透明電極と裏面電極間の電気容量の変化を
測定して比較したところ、比較例１８の光検出素子よりも参考例５５の光検出素子のほう
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が著しく大きく、本発明の光検出素子の赤外線感度が良好であることがわかった。
【０１２４】
　以上のように、本実施例で得られた光検出素子の特性は、従来のＩＴＯ膜を用いた光検
出素子の特性よりはるかに優れていることが確認できた。このことは、本発明の酸化物透
明電極膜が、可視光だけでなく赤外線の透過率も高いため、太陽光エネルギーを高効率に
電気エネルギーに変換できたからであると考えられる。
【０１２５】
　（実施例５６）
　参考例５５では、参考例５の酸化物透明電極膜を用いたが、参考例１～４、参考例６～
１２、実施例１３～３７の酸化物透明電極膜を用いても同じ結果が得られた。
【０１２６】
　本発明の酸化物透明電極膜は、赤外線だけでなく可視光領域での透明度が高いため、可
視光検知素子と組み合わせることで、可視光の光検出素子も実現できる。また、アバラン
シェフォトダイオードやフォトダイオードを用いた光検知材料層を用いた光検出素子の場
合でも、赤外線入射側の電極に本発明の酸化物透明電極膜を用いると、同様に赤外線感度
を改善できる。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】参考例６の酸化物透明電極膜のＸ線回折パターンを示すグラフである。
【図２】参考例６の酸化物透明電極膜をガラス基板上に形成したときの透過率の波長依存
性を示すグラフである。
【図３】実施例１７の酸化物透明電極膜をガラス基板上に形成したときの透過率の波長依
存性を示すグラフである。
【図４】比較例１～３の酸化物透明電極膜をガラス基板上に形成したときの透過率の波長
依存性を示すグラフである。
【図５】比較例４の酸化物透明電極膜をガラス基板上に形成したときの透過率の波長依存
性を示すグラフである。
【図６】本発明の酸化物透明電極膜が適用される一例となる太陽電池の概略構成を示す説
明図である。
【図７】本発明の酸化物透明電極膜を適用した参考例４７および実施例４８、４９の太陽
電池の概略構成を示す説明図である。
【図８】本発明の酸化物透明電極膜を適用した参考例５０および実施例５１、５２の太陽
電池の概略構成を示す説明図である。
【図９】本発明の酸化物透明電極膜を適用した参考例５５の光検出素子の概略構成を示す
説明図である。
【符号の説明】
【０１２８】
１ ガラス基板
２ 表側（受光部側）透明電極膜
３ ｐ型アモルファスシリコン膜
４ 不純物を含まないアモルファスシリコン膜
５ ｎ型アモルファスシリコン膜
６ 裏側透明電極膜
７ 裏側金属電極
８ 光吸収層
９ 半導体の中間層
１０ 窓層
１１ 酸化物透明電極膜
１２ ガラス基板
１３ 下部電極
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１４ ガラス電極
１５ 光入射側の透明電極
１６ 光検知材料層
１７ 裏面電極

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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