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(57)【要約】
【課題】簡易な方法にて必要な絶縁耐電圧性を確保した
信頼性の高い薄膜太陽電池およびその製造方法を提供す
ること。
【解決手段】透光性絶縁基板１の表面に第１電極層２、
光電変換層３および第２電極層４が順次積層されてなる
薄膜光電変換素子５が複数個互いに電気的に直列接続さ
れたストリングＳ１を形成するストリング形成工程と、
透光性絶縁基板１の表面の外周部に形成されている薄膜
光電変換素子部分を光ビームによって除去して非導電性
表面領域８を全周に形成する膜除去工程と、膜除去工程
で発生して非導電性表面領域８に付着した導電性付着物
を除去する清浄化工程とを含むことを特徴とする薄膜太
陽電池の製造方法。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性絶縁基板の表面に第１電極層、光電変換層および第２電極層が順次積層されてな
る薄膜光電変換素子が複数個互いに電気的に直列接続されたストリングを形成するストリ
ング形成工程と、
　前記透光性絶縁基板の表面の外周部に形成されている薄膜光電変換素子部分を光ビーム
によって除去して非導電性表面領域を全周に形成する膜除去工程と、
　前記膜除去工程で発生して前記非導電性表面領域に付着した導電性付着物を除去する清
浄化工程とを含むことを特徴とする薄膜太陽電池の製造方法。
【請求項２】
　前記清浄化工程が、拭取材を用いて前記非導電性表面領域に付着した導電性付着物を拭
き取ることにより行われる請求項１に記載の薄膜太陽電池の製造方法。
【請求項３】
　前記清浄化工程の後に、清浄化した前記非導電性表面領域の絶縁性を検査する検査工程
をさらに含む請求項１または２に記載の薄膜太陽電池の製造方法。
【請求項４】
　前記検査工程において、前記第２電極層を接地した状態で前記透光性絶縁基板の外周部
端面に所定の電圧を印加し、抵抗値が所定値以上であれば合格と判断する請求項３に記載
の薄膜太陽電池の製造方法。
【請求項５】
　前記検査工程において、抵抗値が所定値未満である場合、前記清浄化工程および検査工
程をこの順に１回以上繰り返す請求項４に記載の薄膜太陽電池の製造方法。
【請求項６】
　前記拭取材が、布、不織布またはスポンジからなる拭取基材に有機溶剤を染み込ませて
なる請求項２～５のいずれか１つに記載の薄膜太陽電池の製造方法。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１つに記載の薄膜太陽電池の製造方法によって製造された薄膜
太陽電池であって、
　前記透光性絶縁基板の表面に形成された前記ストリングと、透光性絶縁基板の表面の外
周部に形成された前記非導電性表面領域とを備え、
　非導電性表面領域は、透光性絶縁基板の外周部の端面から平面方向内側へシステム電圧
に応じた幅以上の幅で形成されている薄膜太陽電池。
【請求項８】
　前記複数個の薄膜光電変換素子が直列接続する方向と直交する方向に位置する前記非導
電性表面領域と前記ストリングとの境界から平面方向内側へ０．５～１０ｍｍ離れた位置
に、薄膜光電変換素子部分が除去されてなる絶縁分離ラインが１０～３００μｍの幅でさ
らに形成されている請求項７に記載の薄膜太陽電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、絶縁耐電圧性の信頼性が向上する薄膜太陽電池およびその製造方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来の薄膜太陽電池として、例えば特許文献１には、透光性絶縁基板の表面に透明電極
層、光電変換層および金属電極層が順次積層されてなる薄膜光電変換素子が複数個互いに
電気的に直列接続されたストリングを備え、ストリングを含む透光性絶縁基板の表面全面
を樹脂層および保護フィルムで封止した構造の薄膜太陽電池が開示されている。
【０００３】
　このような薄膜太陽電池は、外周縁に金属フレームが取り付けられて設置箇所に設置さ
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れるため、金属フレームへの落雷によって破壊されないような絶縁耐電圧性が要求されて
いる。
　特許文献１の薄膜太陽電池の場合、透光性絶縁基板の外周部端面から内側へ所定寸法離
れた位置に、透明電極層、光電変換層および金属電極層（以下、導電膜と称する場合があ
る）が除去されてなる絶縁分離線が０．５ｍｍ～１ｃｍ程度の幅で形成されており、この
絶縁分離線によって必要な絶縁耐電圧性を確保している。
　絶縁分離線の形成方法としては、レーザ光、研磨機または微粒子の吹付けを用いて導電
膜を除去する方法が提案されている。
【特許文献１】特開２０００－２６１０１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、研磨機を用いる研磨法や微粒子を吹付けるブラスト法によって機械的に
絶縁分離線を形成する場合、導電膜を機械的に除去するため、透光性絶縁基板にダメージ
を与えるため、好ましい加工方法とは言えない。また、加工後に研磨屑、砥粒、微粒子等
がストリング表面に付着するため水洗浄する工程が必要であり、さらに、洗浄に使用した
水の処理も必要となるため、製造工程およびコストが増加する。また、化学エッチングに
よって導電膜を除去することも考えられるが、このようなウェットプロセスの場合、洗浄
工程の追加に加え、薬液濃度、温度等の管理が必要であるため、加工装置が複雑となり、
結果的にコストアップを招くため好ましくない。
【０００５】
　また、レーザ加工により導電膜を除去する場合、薄膜太陽電池の封止前に、絶縁試験装
置で絶縁耐電圧性を評価すると、絶縁不良が生じる場合があることが本発明者らの実験に
よって明らかとなった。このとき、不良解析を行うと、レーザ加工時に発生する導電性加
工粉塵やこの導電性加工粉塵の焼付き物が、絶縁分離線における露出した透光性絶縁基板
表面に付着しており、これらが原因となって絶縁不良が発生することが判明した。また、
薄膜太陽電池のシステム電圧が高くなるのに伴って、絶縁耐圧試験での印加電圧が高くな
る場合は、絶縁不良の問題が顕著になった。
【０００６】
　本発明は、このような従来技術の課題を解決し、簡易な方法にて必要な絶縁耐電圧性を
確保した信頼性の高い薄膜太陽電池およびそ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】
【０００７】
　かくして、本発明によれば、透光性絶縁基板の表面に第１電極層、光電変換層および第
２電極層が順次積層されてなる薄膜光電変換素子が複数個互いに電気的に直列接続された
ストリングを形成するストリング形成工程と、前記透光性絶縁基板の表面の外周部に形成
されている薄膜光電変換素子部分を光ビームによって除去して非導電性表面領域を全周に
形成する膜除去工程と、前記膜除去工程で発生して前記非導電性表面領域に付着した導電
性付着物を除去する清浄化工程とを含む薄膜太陽電池の製造方法が提供される。
【０００８】
　また、本発明の別の観点によれば、前記薄膜太陽電池の製造方法によって製造された薄
膜太陽電池であって、前記透光性絶縁基板の表面に形成された前記ストリングと、透光性
絶縁基板の表面の外周部に形成された前記非導電性表面領域とを備え、非導電性表面領域
は、透光性絶縁基板の外周部の端面から内側へシステム電圧に応じた幅以上の幅で形成さ
れている薄膜太陽電池が提供される。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、非導電性表面領域を形成する膜除去工程において、光ビームによって
除去された第１電極層、光電変換層および第２電極層が導電性付着物として非導電性表面
領域に付着しても、非導電性表面領域を清浄化することにより、確実に付着物を除去する
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ことができるため、絶縁耐電圧性の信頼性が向上した薄膜太陽電池を高い歩留まりで得る
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の薄膜太陽電池の製造方法は、透光性絶縁基板の表面に第１電極層、光電変換層
および第２電極層が順次積層されてなる薄膜光電変換素子が複数個互いに電気的に直列接
続されたストリングを形成するストリング形成工程と、前記透光性絶縁基板の表面の外周
部に形成されている薄膜光電変換素子部分を光ビームによって除去して非導電性表面領域
を全周に形成する膜除去工程と、前記膜除去工程で発生して前記非導電性表面領域に付着
した導電性付着物を除去する清浄化工程とを含むことを特徴とする。
【００１１】
　本発明において、前記導電性付着物とは、前記膜除去工程において、光ビームを照射し
て透光性絶縁基板の表面の外周部に形成されている薄膜光電変換素子部分（第１電極層、
光電変換層および第２電極層からなる導電膜）を除去する際に発生して非導電性表面領域
に付着した導電性加工粉塵、およびこの導電性加工粉塵が光ビームによって非導電性表面
領域に焼き付いた導電性焼付物のうち、少なくとも一方が含まれる。以下、薄膜光電変換
素子部分を素子と称し、除去されるべき薄膜光電変換素子部分を導電膜と称する場合があ
る。
【００１２】
　導電性付着物が非導電性表面領域に付着していると、薄膜太陽電池に必要な絶縁耐電圧
性が得られない場合があり、薄膜太陽電池（主に薄膜太陽電池の外周部に取り付けた金属
製フレーム）に落雷した際の故障の原因となる。
　本発明は、非導電性表面領域に付着した導電性付着物を除去して清浄化することにより
、所望の絶縁耐電圧性を有する薄膜太陽電池を高い歩留まりで製造することができる。特
に、光ビーム照射による非導電性表面領域の形成は、光ビーム照射を平行移動させて複数
本の溝を形成することにより行われるため、この工程において上述のような付着物の発生
を回避することは困難であり、本発明では清浄化工程によって付着物を確実に除去するこ
とができる。
【００１３】
　ここで、絶縁耐電圧性とは、薄膜太陽電池の外周縁に取り付けられたフレームと薄膜太
陽電池との間に所定の高電圧を印加しても、フレームと薄膜太陽電池との間で放電しない
特性を意味し、例えば、国際規格（ＩＥＣ：６１７３０および６１６４６）で定められた
絶縁耐電圧試験によって所定の絶縁耐電圧性が得られているか調べることができる。シス
テム電圧が１０００Ｖの薄膜太陽電池モジュールの場合、国際規格では雷サージ耐圧６Ｋ
Ｖに対する絶縁耐電圧性が必要とされている。
【００１４】
　本発明では、拭取工程後の薄膜太陽電池が所望の絶縁耐電圧性を有しているか調べるた
めの検査工程を含んでいてもよい。この検査工程は、薄膜太陽電池１枚毎に行われ、第２
電極層を接地した状態で透光性絶縁基板の外周部端面に所定の電圧を印加し、抵抗値が所
定値以上（電流値が所定値以下）であれば合格と判断する。印加電圧は、薄膜太陽電池の
システム電圧に応じた電圧に設定され、例えば、システム電圧１０００Ｖの薄膜太陽電池
である場合は６０００Ｖの電圧を印加し、電流値が５０μA未満であれば合格と判断する
。
【００１５】
　本発明において、清浄化工程は、作業者（人力）によって行われても機械的に行われて
もどちらでもよいが、いずれにしても非導電性表面領域に存在する付着物が除去しきれず
に残留し、それによって検査工程で抵抗値が所定値未満となる場合を想定しておくことが
望ましい。
　そのため、本発明は、最初の検査工程での抵抗値が所定値未満（電流値が所定値超）で
ある場合、前記清浄化工程および検査工程をこの順に１回以上繰り返してもよい。このよ
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うにすれば、付着物の残留によって抵抗値が所定値未満となる不具合を皆無に近づけるこ
とができ、薄膜太陽電池が必要とする絶縁耐電圧性の信頼性をより高め、かつ歩留まりを
１００％に近づけることができる。
　なお、絶縁不良であった薄膜太陽電池は、導電性焼付物が剥離せず除去が困難であるか
、あるいは導電膜が完全に除去されずに残存している可能性があるため、目視検査等をす
ることによって非導電性表面領域の絶縁不良箇所を特定し、その部分のみを機械的な研磨
をして絶縁処理し、再度の絶縁検査によって合格させれば廃棄せずに済む。
【００１６】
　本発明において、清浄化工程は、薄膜太陽電池を傷付けることなく非導電性表面領域に
存在する導電性付着物を除去できれば、その手段は特に限定されるものではない。
　具体的には、拭取材を用いて非導電性表面領域の付着物を拭き取る方法、エアーを噴射
して非導電性表面領域の付着物を吹き飛ばす、エアーと共に非導電性表面領域の付着物を
吸引する等の方法が挙げられ、これらを組み合わせてもよい。これらの中でも、導電性加
工粉塵よりも除去し難い導電性焼付物を効果的に除去できる観点から、少なくとも拭取材
による除去方法が含まれていることが好ましい。
【００１７】
　本発明において、拭取材としては、拭取りの際に外部に露出している透光性絶縁基板お
よび第２電極層等を傷付けない拭取基材に有機溶剤を染み込ませてなるものを用いること
ができる。非導電性表面領域に焼き付いている導電性焼付物（付着物）であっても、拭取
基材との摩擦による物理的な作用により非導電性表面領域から剥がされ、かつ有機溶剤に
よって濡れた拭取基材にて付着物は再付着することなく拭き取られる。
　このような拭取基材としては、布、不織布またはスポンジが好適である。
　また、有機溶剤としては、拭取後すぐに非導電性表面領域から揮発する揮発性の高いも
のが好ましく、例えばエタノール、アセトン等が好適である。揮発性の高い有機溶剤を使
用することより、拭取り処理した非導電性表面領域に有機溶剤液が残りにくくなり、次の
検査工程での検査信頼性をより高めることができる。
【００１８】
　この製造方法によって得られる薄膜太陽電池は、透光性絶縁基板の表面に形成されたス
トリングと、透光性絶縁基板の表面の外周部に形成された非導電性表面領域とを備え、非
導電性表面領域は、透光性絶縁基板の外周部の端面から内側へシステム電圧に応じた幅以
上の幅で形成されている。
　例えば、薄膜太陽電池のシステム電圧が301～600Vでは6.4ｍｍ以上、システム電圧が60
1～1000Vでは8.4ｍｍ以上必要であると、国際規格（ＩＥＣ：６１７３０および６１６４
６）によって規定されている。
【００１９】
　ところで、非導電性表面領域を形成する際、非導電性表面領域に隣接する各薄膜光電変
換素子の端面部分に付着物が付着したり焼き付き、それらが拭き取られずに残存すること
で、第１電極層と第２電極層が付着物によって短絡してその素子が発電しなくなるおそれ
がある。また、拭取り動作によって発電セルを破壊してしまうおそれもある。この場合、
複数の素子のうち短絡によって発電しなくなるおそれがある素子は、素子直列接続方向の
両端に位置する素子以外の素子である。なお、直列接続方向の両端に位置する素子のうち
、電流取り出し側の素子は発電に寄与しない。
【００２０】
　そこで、本発明においては、複数個の薄膜光電変換素子が直列接続方向と直交する方向
に位置する非導電性表面領域とストリングとの境界から内側へ０．５～１０ｍｍ離れた位
置に、薄膜光電変換素子部分（第１電極層、光電変換層および第２電極層からなる導電膜
）が除去されてなる絶縁分離ラインが１０～３００μｍ程度の幅でさらに形成されていて
もよい。
　絶縁分離ラインを形成することで、直列接続方向の両端に位置する素子以外の各素子の
非導電性表面領域に隣接する端面を絶縁分離し、各素子の短絡を防止することができる。
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　なお、本発明においては、絶縁分離ラインによって切り離された部分を含めてストリン
グと称している。
　以下、図面を参照しながら本発明の薄膜太陽電池およびその製造方法について説明する
。
【００２１】
　（実施形態1）
　図１は本発明の薄膜太陽電池の実施形態１を示す平面図であり、図２は図１のＡ－Ａ線
断面図であり、図３は図１のＢ－Ｂ線断面図である。
　この薄膜太陽電池は、長方形の透光性絶縁基板１と、透光性絶縁基板１の表面上に第１
電極層２、光電変換層３および第２電極層４が順次積層されてなる薄膜光電変換素子５が
複数個互いに電気的に直列接続されたストリングＳ１を備えたスーパーストレート型の薄
膜太陽電池である。
【００２２】
〔透光性絶縁基板および第１電極層〕
　透光性絶縁基板１としては、以降の膜形成プロセスにおける耐熱性および透光性を有す
るガラス基板、ポリイミド等の樹脂基板等が使用可能である。
　また、第１電極層２は、透明導電膜からなり、好ましくは、ＺｎＯまたはＳｎＯ2を含
む材料からなる透明導電膜からなる。ＳｎＯ2を含む材料は、ＳｎＯ2自体であってもよく
、ＳｎＯ2と別の酸化物の混合物（例えば、ＳｎＯ2とＩｎ2Ｏ3の混合物であるＩＴＯ）で
あってもよい。
【００２３】
〔光電変換層〕
　光電変換層３を構成する各半導体層の材料は、特に限定されず、例えば、シリコン系半
導体、ＣＩＳ（ＣｕＩｎＳｅ2）化合物半導体、ＣＩＧＳ（Ｃｕ（Ｉｎ，Ｇａ）Ｓｅ2）化
合物半導体等からなる。以下、各半導体層がシリコン系半導体からなる場合を例にとって
説明を進める。「シリコン系半導体」とは、非晶質又は微結晶シリコン、又は非晶質又は
微結晶シリコンに炭素やゲルマニウム又はその他の不純物が添加された半導体（シリコン
カーバイド、シリコンゲルマニウム等）を意味する。また、「微結晶シリコン」とは、結
晶粒径が小さい（数十から千Å程度）結晶シリコンと、非晶質シリコンとの混合相の状態
のシリコンを意味する。微結晶シリコンは、例えば、結晶シリコン薄膜をプラズマＣＶＤ
法などの非平衡プロセスを用いて低温で作製した場合に形成される。
【００２４】
　光電変換層３は、第１電極２側から順にｐ型半導体層、ｉ型半導体層およびｎ型半導体
層が積層されてなる。
　ｐ型半導体層には、ボロン、アルミニウム等のｐ型不純物原子がドープされており、ｎ
型半導体層にはリン等のｎ型不純物原子がドープされている。ｉ型半導体層は、完全にノ
ンドープである半導体層であってもよく、微量の不純物を含む弱ｐ型または弱ｎ型で光電
変換機能を十分に備えている半導体層であってもよい。なお、本明細書において、「非晶
質層」及び「微結晶層」は、それぞれ、非晶質および微結晶の半導体層を意味する。
　また、光電変換層３は、ｐｉｎ構造が複数重ねられたタンデム型でもよく、例えば、第
１電極２上にa-Si:Ｈｐ層、a-Si:Ｈｉ層、a-Si:Ｈｎ層をこの順に積層した上部半導体層
と、上部半導体層上にμc-Si:Ｈｐ層、μc-Si:Ｈｉ層、μc-Si:Ｈｎ層をこの順に積層し
た下部半導体層とから構成されてもよい。また、ｐｉｎ構造を上部半導体層、中部半導体
層および下部半導体層からなる３層構造の光電変換層３としてもよく、例えば、上部およ
び中部半導体層にアモルファスシリコン（a-Si）、下部半導体層に微結晶シリコン（μc-
Si）を用いた３層構造でも構わない。光電変換層３の材料および積層構造の組み合わせは
、特に限定されるものではない。なお、本願の実施形態および実施例においては、薄膜太
陽電池の光入射側に位置する半導体層を上部半導体層とし、光入射側と反対側に位置する
半導体層を下部半導体層とした。
【００２５】



(7) JP 2009-206279 A 2009.9.10

10

20

30

40

50

〔第２電極層〕
　第２電極層４の構成や材料は、特に限定されないが、一例では、第２電極４は、透明導
電膜と金属膜とが光電変換層上に積層した積層構造を有する。透明導電膜は、ZnO、ITO、
SnO2などからなる。金属膜は、銀、アルミニウム等の金属からなる。なお、第２電極層４
はAg、Al等の金属膜のみでも良いが、ZnO、ITO、SnO2等の透明導電膜を光電変換層３側に
配置した方が、光電変換層３で吸収されなかった光を裏面電極層４で反射する反射率が向
上し、高い変換効率の薄膜太陽電池を得ることができる点で好ましい。
【００２６】
〔ストリング〕
　ストリングＳ１は、表面に複数の分離溝７が形成されている。この複数の分離溝７は、
一の薄膜光電変換素子５の第２電極４および光電変換層３と、隣接する他の薄膜光電変換
素子５の第２電極４および光電変換層３とを電気的に分離するよう、素子直列接続方向と
直交する方向（透光性絶縁基板１の長辺方向）に延びて形成されている。また、ストリン
グＳ１の素子直列接続方向の一端（図２における左端）の第１電極、光電変換層および第
２電極からなる積層膜５ａは、直列接続方向の幅が狭く形成されているため実質的に発電
に寄与しておらず、そのため、この積層膜５ａの第２電極は、隣接する薄膜光電変換層５
の第１電極２の引き出し電極４ａとして用いられている。また、図３に示すように、上述
の付着物が素子端面に付着することによるリークを防ぐために、各素子５における長手方
向両端の光電変換層１３および第２電極層１４を第１電極層１２よりも内側へ削っている
。
【００２７】
　また、ストリングＳ１は、透光性絶縁基板１の外周端面（四辺の端面）よりも内側に形
成されている。つまり、透光性絶縁基板１１１の表面の外周領域は、第１電極層２、光電
変換層３および第２電極層４が付着していない非導電性表面領域８とされている。
　この非導電性表面領域８は、ストリングＳ１の形成途中において基板外周部に存在する
第１電極層２、光電変換層３および第２電極層４を除去することにより形成され、かつ非
導電性表面領域８を形成する際に生じた上述の付着物が除去され清浄化された絶縁領域で
あり、その幅Ｗは上述のように薄膜太陽電池の出力電圧に応じた寸法範囲に設定されてい
る。
【００２８】
〔その他の構成〕
　ストリングＳ１における素子直列接続方向の両端に位置する第２電極４および引き出し
電極４ａの上には、それらの長手方向に沿ってバスバー１０がろう材９（例えば、銀ペー
スト）にて電気的に接続されている。なお、各バスバー１０には図示しない取り出し線（
例えば銅線）が電気的に接続されている。
　また、透光性絶縁基板１上にはストリングＳ１および非導電性表面領域８を完全に覆う
ように裏面封止材１８が接着層１７を介して積層されている。接着層１７としては、例え
ば、エチレン－酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ）からなる封止樹脂シートを用いることがで
きる。裏面封止材１８としては、例えば、ＰＥＴ／アルミニウム／ＰＥＴの積層フィルム
を用いることができる。なお、接着層１７および裏面封止材１８には、各取り出し線の先
端を外部へ導出するための小孔が予め形成されている。
　また、裏面封止材１８上には、各取り出し線と電気的に接続される出力線および端子を
有する端子ボックスが取り付けられる。
　また、裏面封止材１８および接着層１７にて封止された薄膜太陽電池の外周部にはフレ
ーム（例えば、アルミニウム製）が取り付けられる。
【００２９】
＜薄膜太陽電池の製造方法について＞
　上述の薄膜太陽電池は、透光性絶縁基板１の表面に第１電極層２、光電変換層３および
第２電極層４が順次積層されてなる薄膜光電変換素子５が複数個互いに電気的に直列接続
されたストリングＳ１を形成するストリング形成工程と、透光性絶縁基板１の表面の外周
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部に形成されている薄膜光電変換素子部分を光ビームによって除去して非導電性表面領域
８を全周に形成する膜除去工程と、膜除去工程で発生して非導電性表面領域８に付着した
導電性付着物を除去する清浄化工程とを少なくとも含み、好ましくは清浄化した非導電性
表面領域８の絶縁性を検査する検査工程も含む薄膜太陽電池の製造方法により製造するこ
とができる。
【００３０】
〔ストリング形成工程〕
　ストリング形成工程では、まず、透光性絶縁基板１の表面全面に、ＣＶＤ、スパッタ、
蒸着等の方法により膜厚600～1000ｎｍの透明導電膜を形成し、透明導電膜を部分的に光
ビームによって除去して分離ライン２ａを形成することにより所定パターンの第１電極層
２を形成する。この際、ＹＡＧレーザの基本波（波長：1064ｎｍ）を透光性絶縁基板１側
から照射することにより、透明導電膜は所定幅で短冊状に分離され、分離ライン２ａが所
定間隔で形成される。なお、図２において、最も左位置の第１電極層２は素子として機能
させない部分であるため幅を狭くしている。
【００３１】
　この後、得られた基板を純水で超音波洗浄し、その後、ｐ-ＣＶＤにより分離ライン２
ａを完全に埋め込むように光電変換膜を第１電極層２上に形成する。例えば、第１電極２
上にa-Si:Ｈｐ層、a-Si:Ｈｉ層（膜厚150nmから300nm程度）、a-Si:Ｈｎ層をこの順に積
層して上部半導体層を形成し、上部半導体層上にμc-Si:Ｈｐ層、μc-Si:Ｈｉ層（膜厚1.
5μmから3μｍ程度）、μc-Si:Ｈｎ層をこの順に積層して下部半導体層を形成する。
　その後、タンデム構造の光電変換膜を部分的に光ビームによって除去してコンタクトラ
イン２ａを形成することにより所定パターンの光電変換層３を形成する。この際、ＹＡＧ
レーザの第二高調波（波長：532nｍ）を透光性絶縁基板１側から照射することにより、光
電変換膜は所定幅で短冊状に分離され、第１電極層２と第２電極層４とを電気的に接続す
るためのコンタクトライン３ａが形成される。なお、レーザとしてＹＡＧレーザの第二高
調波の代りにＹＶＯ4レーザ（波長：532ｎｍ）を用いても構わない。
【００３２】
　次に、ＣＶＤ、スパッタ、蒸着等の方法によりコンタクトライン３ａを完全に埋め込む
ように導電膜を光電変換層３上に形成し、導電膜および光電変換層３を部分的に光ビーム
によって除去して分離ライン７を形成することにより所定パターンの第２電極層４を形成
する。これにより、透光性絶縁基板１上に複数の薄膜光電変換素子５が直列接続したスト
リングが形成される。
　この際、導電膜を透明導電膜（ZnO、ITO、SnO2等）と金属膜（Ag、Al等）の２層構造に
することができる。透明導電膜の膜厚としては10～100ｎｍ、金属膜の膜厚としては100～
500ｎｍとすることができる。
　また、裏面電極層４のパターニングでは、光ビームによる第１電極層２へのダメージを
避けるため、第１導電層２に対する透過性が高いＹＡＧレーザの第二高調波またはＹＶＯ

4レーザの第二高調波を透光性絶縁基板１側から照射することにより、導電膜は所定幅で
短冊状に分離され、分離ライン７が形成される。この際、第１電極層２へのダメージを最
小限に抑え、かつ、第２電極層４の加工後の銀電極のバリ発生を抑制する加工条件を選択
することが好ましい。
【００３３】
〔膜除去工程〕
　ストリング形成工程後、透光性絶縁基板１の外周端面から内側へ所定幅で、透光性絶縁
基板１の表面の外周部に形成されている薄膜光電変換素子部分である第１電極層２、光電
変換層３および第２電極層４をＹＡＧレーザの基本波を用いて除去して非導電性表面領域
８を全周に形成する。これによって、非導電性表面領域８に囲まれたストリングＳ１が形
成される。
　この際、絶縁分離領域８はレーザ光の幅よりも広いため、レーザ光の加工幅は150～150
0μｍであることが好ましく、400～1000μｍがより好ましい。また、加工状態を良好にす
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るために、ビーム分布は加工方向および及び加工幅方向に対してビームプロファイルが矩
形分布に近い形にすることが好ましい。ガウス分布のビームプロファイルより、加工性が
向上するためビームのオーバーラップが減らせることにより、レーザの加工本数が減少し
、装置のタクトアップが可能になる。
【００３４】
〔清浄化工程〕
　清浄化工程の一例として、拭取基材（例えば不織布）に有機溶剤（例えばエタノール）
を染み込ませた拭取材を用いて、ストリングＳ１の外周４辺である非導電性表面領域８を
拭くことにより、非導電性表面領域８に付着した付着物を拭き取って清浄化する。この際
、拭取基材に有機溶剤を染み込ませる量は、ここまでの工程で得られた薄膜太陽電池を次
の検査工程で使用する絶縁試験装置に設置するまでの間に、非導電性表面領域８に付着し
た有機溶剤が十分揮発する量であることが好ましい。
　この清浄化工程によって、薄膜太陽電池に必要な絶縁耐電圧性が得られることに加え、
非導電性表面領域８と前記接着層１７との接着力が向上する利点も得られる。
【００３５】
〔検査工程〕
　清浄化工程後、薄膜太陽電池を絶縁耐圧試験装置にセットし、第２電極層４の取り出し
電極の部分を接地した状態で透光性絶縁基板１の外周部端面に所定の電圧を印加し、電流
値が所定値（50μA）以下であれば合格と判断する。
　検査の結果、合格であれば次工程へ進み、不合格であれば清浄化工程と検査工程を１～
２回繰り返す。なお、不合格であったために清浄化工程と検査工程を２回繰り返しても不
合格であった場合は、絶縁不良とし、ライン上からはじき出し、目視等で不良箇所を確認
し、不良箇所のみに機械的研磨を行うリぺヤー工程を行う。
【００３６】
〔その他の工程〕
　検査工程に合格した薄膜太陽電池の素子直列方向両端の第２電極層４上に銀ペースト９
を塗布し、バスバー１０を加圧接着し、バスバーを電気的に接続して電流の取り出し部を
作製する。
　次に、薄膜太陽電池の裏面側（非受光面側）に接着層１７の材料として透明なＥＶＡシ
ートおよび裏面封止材１８を重ね、真空ラミネート装置を用いて接着層１７を介して裏面
封止材１８を薄膜太陽電池に接着して封止する。この時、裏面封止材１８として、ＰＥＴ
／Ａｌ／ＰＥＴの積層フィルムを用いることが好ましい。
　その後、前記取り出し線を前記端子ボックスの出力線と電気的に接続し、端子ボックス
を裏面封止材１８に接着し、シリコーン樹脂で端子ボックス内を充填する。そして、薄膜
太陽電池の外周部にアルミフレームを取り付けて製品化を完了させる。
　その後、第２電極層４を接地した状態でアルミフレームに所定電圧を印加し、電流値が
所定値以下であることを確認する。
【００３７】
（実施形態２）
　図４は本発明の薄膜太陽電池の実施形態２を示す平面図であり、図５は図４のＣ－Ｃ線
断面図である。なお、図４および図５において、図１および図３中の構成要素と同一の構
成要素には、同一の符号を付している。
　実施形態２が実施形態１と異なる点は、複数個の薄膜光電変換素子１５が直列接続する
方向と直交する方向（素子長手方向）に位置する非導電性表面領域８とストリングＳ２と
の境界から内側へ所定距離Ｌだけ離れた位置に、第１電極層１２、光電変換層１３および
第２電極層１４が除去されてなる絶縁分離ライン２０が１００～３００μｍの幅で形成さ
れたことである。
　実施形態２の薄膜太陽電池は、絶縁分離ライン２０を有していること以外は、基本的に
実施形態１の薄膜太陽電池と同様の構成である。
　なお、
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【００３８】
　前記距離Ｌは、ストリングＳ１の発電領域をできるだけ広く残し、かつ光ビームにて絶
縁分離ライン２０を容易に形成できる寸法が好ましく、具体的には0.5～10ｍｍ程度が好
ましい。
　絶縁分離ライン２０は、第１電極層１２部分に形成された細い幅（30～100μｍ程度）
の第１溝２０ａと、光電変換層１３部分および第２電極層１４部分に形成された太い幅（
100～300μｍ程度）の第２溝２０ｂとからなり、絶縁分離ライン２０の幅は、第２溝２０
ｂの幅である。
　なお、前記距離Ｌは、非導電性表面領域８とストリングＳ２との境界から絶縁分離ライ
ン２０における第２溝２０ｂまでの距離である。
【００３９】
　このように、絶縁分離ライン２０によってストリングＳ１の両端部分を切り離すことに
より、上述のように、非導電性表面領域８に臨む第１電極層１２と第２電極層１４とが導
電性付着物によって電気的に接続していた場合でも、その部分に対応する素子が短絡によ
って発電しなくなる不具合を防止することができる。なお、図４に示す実施形態２では、
直列接続方向の両端に位置する素子にも絶縁分離ライン２０が形成されているが、この両
端の素子には絶縁分離ライン２０を形成しなくてもよい。
【００４０】
　実施形態２の製造方法は、実施形態１の膜除去工程において、絶縁分離ライン２０を形
成する工程が含まれること以外は、実施形態１と同様である。
　絶縁分離ライン２０を形成するに際しては、第１電極層１２、光電変換層１３および第
２電極層１４をＹＡＧレーザの基本波で除去して第１溝２０ａを形成した後、その両側の
光電変換層１３および第２電極層１４を第二高調波で除去して第２分離溝２０ｂを形成す
る。あるいは、第二高調波で光電変換層１３および第２電極層１４を除去して第２分離溝
２０ｂを形成した後、その溝内の第１電極層１２をＹＡＧレーザの基本波で除去し第１分
離溝２０ａを形成する。
　この際、ＹＡＧレーザの基本波で同じ溝幅の第１溝２０ａと第２分離溝２０ｂからなる
絶縁分離ライン２０を形成すると、第１電極層１２の加工屑が第１電極層１２と第２電極
層１４の橋渡しをして短絡が生じたり、レーザのエネルギーにより光電変換層１３の端面
が結晶化して導電率が上がり第１電極層１２と第２電極層１４が短絡状態となったりする
といった問題がある。そこで、本実施形態のように第１溝２０ａと第２分離溝２０ｂの溝
幅を異ならせて短絡を防止している。
【実施例】
【００４１】
（実施例１）
　図１～図３で説明した実施形態１の構造の薄膜太陽電池をシステム電圧1000Vに対応し
た条件で10000個作製した。
　透光性絶縁基板上１として厚さ１．８mm、サイズ５６０ｍｍ×９２５ｍｍのガラス基板
を使用し、ガラス基板上に熱ＣＶＤ法で膜厚約800ｎｍのSnO2膜を成膜し、ＹＡＧレーザ
の基本波を用いてパターニングして第１電極２を形成した。
　この後、得られた基板を純水で超音波洗浄し、その後、a-Si:Ｈｐ層、a-Si:Ｈｉ層（膜
厚約200ｎｍ）、a-Si:Ｈｎ層からなる上部半導体層と、μc-Si:Ｈｐ層、μc-Si:Ｈｉ層（
膜厚約2μm）、μc-Si:Ｈｎ層からなる下部半導体層を成膜することにより光電変換膜を
形成し、次に、ＹＡＧレーザの第二高調波を用いて光電変換膜をパターニングすることに
より、光電変換層３を形成した。
【００４２】
　次に、マグネトロンスパッタ法により、ZnO膜（膜厚50ｎｍ）およびAg膜（膜厚125ｎｍ
）を成膜した後、ＹＡＧレーザの第二高調波等を用いて分離ライン７を形成することによ
り、所定パターンの第２電極層４を形成した。
　次に、ストリングＳ１の外周部の第１電極層２、光電変換層３および第２電極層４をＹ
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ＡＧレーザの基本波を用いて除去して、幅１０ｍｍの非導電性表面領域８を形成した。
　次に、不織布にエタノールを滴下した拭取材を用いて非導電性表面領域８を拭取った。
　その後、得られた薄膜太陽電池を絶縁試験装置にセットし、第２電極層４を接地した状
態で透光性絶縁基板１に6000Ｖを印可し、電流値を測定した。そして、実施例１の薄膜太
陽電池10000個について、電流値50μｍ以下の合格率を調べ、その結果を表１に示した。
【００４３】
（比較例１）
　実施例1において、非導電性表面領域を拭取らないこと以外は実施例１と同様に、比較
例１として300個の薄膜太陽電池を作製し、各薄膜太陽電池について実施例１と同様に電
流値を測定し、電流値50μｍ以下の合格率を調べ、その結果を表1に示した。
【００４４】
【表１】

【００４５】
　表１の結果から、実施例１では、拭取材を用いて非導電性表面領域を清浄化することに
より、ほぼ１００％の合格率が得られたが、拭取工程を省略した比較例１では大幅に合格
率が低下したことがわかった。このことから、非導電性表面領域を形成する膜除去工程に
おいて、光ビームによって除去された第１電極層、光電変換層および第２電極層が導電性
付着物として非導電性表面領域に付着しており、この付着物が薄膜太陽電池の絶縁耐電圧
性を低下させていること、および、付着物の除去は拭取材による拭き取りが簡単でありな
がら極めて有効であることが確認できた。
【００４６】
（実施例２）
　実施例１の10000個の薄膜太陽電池をアルミフレームまで取り付けて製品化し、それら
についても、前記絶縁試験装置を用い、第２電極層４を接地した状態でアルミフレームに
6000Ｖを印可し抵抗値を測定した。そして、実施例２の薄膜太陽電池10000個について、
電流値50μｍ以下の合格率を調べたところ、合格率は99.98％であった。
【００４７】
（実施例３）
　図４および図５で説明した実施形態２の構造の薄膜太陽電池を実施例１に準じて1000個
作製した。この際、非導電性表面領域８とストリングＳ２との境界から内側へ1ｍｍ離れ
た位置に、幅200μｍの絶縁分離ライン２０を形成した。
　そして、実施例３の薄膜太陽電池1000個について、実施例１と同様の条件で絶縁試験を
行ったところ、合格率は99.90％であった。
【００４８】
（実施例４）
　実施例３の1000個の薄膜太陽電池をアルミフレームまで取り付けて製品化し、それらに
ついても、実施例２と同様の条件で絶縁試験を行ったところ、合格率は99.90％であった
。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の薄膜太陽電池の実施形態１を示す平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】図１のＢ－Ｂ線断面図である。
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【図４】本発明の薄膜太陽電池の実施形態２を示す平面図である。
【図５】図４のＣ－Ｃ線断面図である。
【符号の説明】
【００５０】
　１　透光性絶縁基板
　２、１２　第１電極層
　３、１３　光電変換層
　４、１４　第２電極層
　５、１５　薄膜光電変換素子
　８　非導電性表面領域
　９　ろう材
　１０　バスバー
　１７　接着層
　１８　裏面封止材
　２０　絶縁分離ライン
　Ｓ１、Ｓ２　ストリング

【図１】 【図２】
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