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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電荷移送素材及び光吸収素材によるヘテロ構造と、このヘテロ構造の頂面上に配置され
た第１透明電極と、そのヘテロ構造の底面下に配置された第２電極と、を備え、
電荷移送素材及び光吸収素材が互いに同種の金属を含む互いに異種の化合物であり、
光吸収素材が約１．０〜約１．８ｅＶのバンドギャップを有し、
電荷移送素材及び光吸収素材のうち一方又はその双方に対し両者の伝導帯間のエッジオ
フセットが約０．４ｅＶ超となるようドーピングが施され、
前記電荷移送素材及び前記光吸収素材が、酸化タングステン及び硫化タングステンの組
合せ、又は、酸化鉄（Ｆｅ2Ｏ3）及び硫化鉄（ＦｅＳ2）の組合せである太陽電池デバイ
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ス。
【請求項２】
電荷移送素材及び光吸収素材によるヘテロ接合を有し、
電荷移送素材及び光吸収素材が互いに同種の金属を含む互いに異種の二成分化合物であ
り、
電荷移送素材及び上記光吸収素材のうち一方又はその双方に対し両者の伝導帯間のエッ
ジオフセットが約０．４ｅＶ超となるようドーピングが施され、
前記電荷移送素材及び前記光吸収素材が、酸化タングステン及び硫化タングステンの組
合せ、又は、酸化鉄（Ｆｅ2Ｏ3）及び硫化鉄（ＦｅＳ2）の組合せである太陽電池デバイ
ス用半導体層。
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【請求項３】
ある金属による層を成長させるステップと、
この金属層内のある深さにかけてその金属層と同種の金属を含む第１化合物を発生させ
るステップと、
第１化合物及び第２化合物によるヘテロ接合が形成されるようこの金属層内のある深さ
にかけてその金属層に含まれるものと同種の金属を含むが第１化合物とは異なる第２化合
物を発生させるステップと、
を有し、
前記第１化合物及び前記第２化合物が、酸化タングステン及び硫化タングステンの組合
せ、又は、酸化鉄（Ｆｅ2Ｏ3）及び硫化鉄（ＦｅＳ2）の組合せである太陽電池デバイス
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用無機半導体へテロ接合形成方法。
【請求項４】
ある金属を含む第１化合物の層を第１電極上に成長させるステップと、
第１及び第２化合物によるヘテロ接合が形成されるようこの第１化合物層内のある深さ
にかけてその第１化合物層に含まれるものと同種の金属を含むが第１化合物とは異なる第
２化合物を発生させるステップと、
第１及び第２化合物によるこのヘテロ接合上に第２電極を形成するステップと、
を有し、
前記第１化合物及び前記第２化合物が、酸化タングステン及び硫化タングステンの組合
せ、又は、酸化鉄（Ｆｅ2Ｏ3）及び硫化鉄（ＦｅＳ2）の組合せである太陽電池デバイス
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用無機半導体へテロ接合形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は半導体デバイスに関し、より詳細には太陽電池（太陽光起電力セル）に関する
。
【背景技術】
【０００２】
光電池（光起電力セル）は光を電気エネルギに直接変換する部品である。
【０００３】
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ヘテロ接合光電池は、その伝導帯間にエッジオフセットが生じるよう二種類の異種素材
を組合せ、発生した電子とホールとを電荷分離させるようにした光電池である。
【０００４】
ヘテロ接合光電池は、少なくとも一層の光吸収層と、電荷移送層と、２個の電極とを有
するものであり、変換対象とする光が太陽光である光電池は太陽電池と呼ばれている。
【０００５】
太陽電池に対し理想として求められることは、低コストで毒性がなくありふれた材料を
原材料としそれらの材料を安価な基板上で低温処理することによって、製造できるように
することである。しかしながら、そうした材料には大抵その移動度が低いという問題があ
る。例えば、薄膜化した酸化銅（ＣｕＯ）におけるバンドギャップは太陽電池デバイスと
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してはほぼ理想的な１．６ｅＶであるが、約４００〜５００°Ｃで酸化したときの移動度
は１０‑1ｃｍ2／Ｖ・ｓｅｃという低い値に留まる。
【０００６】
太陽電池を製作する際には異種半導体へテロ接合プロセスがしばしば使用されるが、異
種素材ヘテロ接合製造プロセスは普通は複雑なプロセスであり製造コスト的に高くつくも
のである。
【０００７】
この点について言うと、異種無機半導体によるヘテロ接合太陽電池を製造するには、従
来から、界面準位におけるキャリア再結合を回避するため非常に慎重なエンジニアリング
を行うことが必須とされている。例えば、こうしたデバイスを製造する際には、界面品質
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を確保するためエピタキシャル技術を使用せざるを得ないことがある。また、対をなして
いる電子とホールがそれぞれ対応する電極へと移動できるようにバルク内欠陥を最小に抑
えねばならず、またそれらの電極間を最短でも入射光子吸収長だけ隔てねばならない。
【０００８】
【非特許文献１】Patil et al., "Formation of textured WS2 thin films by van der W
aals rheotaxy process and their photoactivity," Indian Journal of Pure and Appli
ed Physics 41 (May 2003), pp.369‑73
【非特許文献２】Gong et al., "Titanium Oxide Arrays Prepared by Anodic Oxidation
," J.Mater.Res., Vol.16, No.12 (Dec. 2001)
【非特許文献３】Masuda et al., "Highly Ordered Nanochannel‑Array Architecture in
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Anodic Alumina," Appl.Phys.Lett. 71(19) (10 Nov. 1997)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
このように、電子及びホールがその光電池の電極へと移動できるよう異種無機半導体に
より形成した異種半導体へテロ接合を有する光電池に関しては、できる限り低コストで毒
性のないありふれた原材料から容易に製造できるようにすることが、求められている。
【００１０】
本発明は、太陽電池及び関連方法について新規な改善策を提案することにより、上述し
た問題点を含む幾つかの問題点の解消を図るものである。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明の一実施形態に係る太陽電池デバイスは、電荷移送素材及び光吸収素材によるヘ
テロ構造と、このヘテロ構造の頂面上に配置された第１透明電極と、そのヘテロ構造の底
面下に配置された第２電極と、を備える。電荷移送素材及び光吸収素材は互いに同種の金
属を含む互いに異種の化合物とし、光吸収素材は約１．０〜約１．８ｅＶのバンドギャッ
プを有するものとする。電荷移送素材及び光吸収素材のうち一方又はその双方に対しては
両者の伝導帯間のエッジオフセットが約０．４ｅＶ超となるようドーピングを施す。電荷
移送素材及び光吸収素材は、酸化タングステン及び硫化タングステンの組合せ、又は、酸
化鉄（Ｆｅ2Ｏ3）及び硫化鉄（ＦｅＳ2）の組合せである。
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【００１２】
本発明の他の実施形態に係る太陽電池デバイス用半導体層は、電荷移送素材及び光吸収
素材によるヘテロ接合である。電荷移送素材及び光吸収素材は互いに同種の金属を含む互
いに異種の二成分化合物とする。電荷移送素材及び光吸収素材のうち一方又はその双方に
対しては両者の伝導帯間のエッジオフセットが約０．４ｅＶ超となるようドーピングを施
す。電荷移送素材及び光吸収素材は、酸化タングステン及び硫化タングステンの組合せ、
又は、酸化鉄（Ｆｅ2Ｏ3）及び硫化鉄（ＦｅＳ2）の組合せである。
【００１３】
本発明の更に他の実施形態に係る太陽電池デバイス用無機半導体へテロ接合形成方法は
、ある金属による層を成長させるステップと、この金属層内のある深さにかけてその金属
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層と同種の金属を含む第１化合物を発生させるステップと、第１化合物及び第２化合物に
よるヘテロ接合が形成されるようこの金属層内のある深さにかけてその金属層と同種の金
属を含むが第１化合物とは異なる第２化合物を発生させるステップと、を有し、第１化合
物及び第２化合物が、酸化タングステン及び硫化タングステンの組合せ、又は、酸化鉄（
Ｆｅ2Ｏ3）及び硫化鉄（ＦｅＳ2）の組合せである。
【００１４】
本発明の更なる実施形態に係る太陽電池デバイス製造方法は、ある金属を含む第１化合
物の層を第１電極上に成長させるステップと、第１及び第２化合物によるヘテロ接合が形
成されるようこの第１化合物層内のある深さにかけてその第１化合物層に含まれるものと
同種の金属を含むが第１化合物とは異なる第２化合物を発生させるステップと、を有し、
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第１化合物及び第２化合物が、酸化タングステン及び硫化タングステンの組合せ、又は、
酸化鉄（Ｆｅ2Ｏ3）及び硫化鉄（ＦｅＳ2）の組合せである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
以下、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態に関し説明する。但し、図示し
た実施形態は一例に過ぎず、図示に基づき本発明を限定解釈することは認められるべきで
ない。本発明は、多種多様な構成要素乃至ステップにより、またそれらの多種多様な組合
せによって、実施し得るものである。
【００１６】
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まず、図１に示す太陽電池１０は平板状デバイスであり、透明基板１１及び透明導電膜
１２から構成された導電性支持体を有している。
【００１７】
基板１１を形成する素材については特に限定を要さない。各種の透明素材を使用できる
が、好ましいのはガラスであろう。
【００１８】
透明導電膜１２を形成する素材についても特に限定を要さない。使用するのが望ましい
のは透明な導電性の金属酸化物、例えば弗素ドープ酸化錫（ＳｎＯ2：Ｆ）、アンチモン
ドープ酸化錫（ＳｎＯ2：Ｓｂ）、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、アルミニウムドープ酸
化亜鉛（ＺｎＯ：Ａｌ）、ガリウムドープ酸化亜鉛（ＺｎＯ：Ｇａ）である。中でも透明
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導電膜１２として望ましいのはＩＴＯか弗素ドープ酸化錫であろう。
【００１９】
基板１１上に透明導電膜１２を形成する手法としては、例えば、真空気相成長、スパッ
タリング、形成すべき素材層の成分物質によるＣＶＤ（化学気相成長）、ゾルゲル法によ
る被覆等の手法がある。中でも導電性支持体形成手法として望ましいのは、ガラス基板上
にＩＴＯをスパッタリングして成長させる手法である。この手法は、本件技術分野におけ
る習熟者（いわゆる当業者）に周知の条件によるプロセスにて実施することができる。
【００２０】
透明導電膜１２の頂面上に位置しているのは、電荷移送素材１４及び光吸収素材１６に
よるヘテロ構造である。
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【００２１】
このヘテロ構造を作成するには、同種の金属を含む二成分化合物同士を組み合わせて使
用する。例えば、同種金属の酸化物と硫化物の組合せや、同種金属の酸化物と燐化物の組
合せである。なお、本願で言う金属とは、上に例示したアルミニウム、ガリウム、インジ
ウム及び錫の他、周期律表で２１〜２９番目（スカンジウム〜銅）、３９〜４７番目（イ
ットリウム〜銀）、５７〜７９番目（ランタン〜金）及び８９番目以降（アクチニウム以
降）にある全ての元素である。使用する金属として望ましいのは遷移金属である。
【００２２】
同種金属による二成分化合物同士の組合せの中には、電子とホールを分離させ外部電極
に電荷を伝搬させる異種無機半導体へテロ接合が生じるような、望ましいバンドギャップ
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幅、バンド配置及び多数キャリア種別を有する独特の組合せが何通りかある。
【００２３】
適当な金属さえ与えられれば、その金属の異種二成分化合物同士の組合せによりヘテロ
接合を形成することができる。その際には、そのヘテロ構造を構成している化合物のうち
一方を光学的に励起可能な半導体即ち光吸収素材１６として機能させ、他方を光吸収素材
１６より広いバンドギャップを有する電荷移送用の半導体即ち電荷移送素材１４として機
能させる。
【００２４】
図２に、本実施形態に係る変成型（inhomogeneous）太陽電池１０にて望ましいバンド
ギャップ構造を示す。太陽光ｈνを吸収する素材のバンドギャップは約１．０〜約１．８
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ｅＶの範囲内とするのが理想的であり、電子ホール対を電子ｅ‑とホールｈ+に分離させる
には両素材の伝導帯間のエッジオフセット｜φ１−φ２｜を０．４ｅＶ超にするのが望ま
しい。この図の例では前者がおよそ１．５ｅＶとされており、後者がおよそ０．５ｅＶと
されている。同種金属による異種二成分化合物同士の組合せは数あるが、その中でこれら
の条件を満足するものの一つに酸化タングステンと硫化タングステンの組合せがある。よ
り詳細には、硫化タングステンのバンドギャップは１．４ｅＶであり、適当にドーピング
してやれば、酸化タングステンをｎ型、硫化タングステンをｐ型にして両者の伝導帯間の
エッジオフセットを０．４ｅＶより大きくすることができる。
【００２５】
即ち、ｎ型半導体にしたＷＯ3とｐ型半導体にしたＷＳ2との間のバンド構造の関係やそ
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れらのバンドギャップは、図２に示した条件を満足するものとすることができ、従ってこ
れらを用いれば本実施形態に係る太陽電池デバイスを好適に作成できる。ｎ型ＷＯ3のバ
ンドギャップを約２．７ｅＶと広めにすれば、そのｎ型ＷＯ3を図１に示した太陽電池１
０における電荷移送素材１４として機能させることができ、ｐ型ＷＳ2のバンドギャップ
を約１．４ｅＶとすれば、そのｐ型ＷＳ2を同じく光吸収素材１６として機能させること
ができる。
【００２６】
同種金属による二成分化合物同士の組合せであって上述の条件を満足するものとしては
、この他に、金属として亜鉛を用いる組合せがある。即ち、酸化亜鉛（ＺｎＯ）は図１に
示した太陽電池１０における電荷移送素材１４（この場合は電子を移送する素材）として
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好適に機能させることができ、また燐化亜鉛（ＺｎＰ2）は同じく光吸収素材１６として
好適に機能させることができる。特筆すべきことに、燐化亜鉛のバンドギャップは約１．
３ｅＶである。
【００２７】
同種金属による二成分化合物同士の組合せであって上述の条件を満足するものとしては
、更に、金属として鉄を用いる組合せがある。即ち、酸化鉄（Ｆｅ2Ｏ3）は電荷移送素材
１４に、また約１．０ｅＶのバンドギャップを有する硫化鉄（ＦｅＳ2）は光吸収素材１
６に、それぞれ適している。
【００２８】
いわゆる当業者であれば理解できるように、電荷移送素材１４、光吸収素材１６又はそ
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の双方に対して適当なドーピングを施してやれば、それらの伝導帯の間のエッジオフセッ
ト（接合部における伝導帯下縁準位間の相違分）を約０．４ｅＶ超にすることができる。
例えば、ヘテロ接合を形成する電荷移送素材１４としてはｎ型ＺｎＯを、また光吸収素材
１６としてはｐ型ＺｎＰ2をそれぞれ配することとし、それらによるヘテロ構造に接する
透明導電膜１２としてｎ+ＩＴＯを、また逆側からヘテロ構造を裏打ちする電極１８をプ
ラチナ（Ｐｔ）から形成するものとする。これらのコンポーネントを用い適当にドーピン
グを施してやれば、例えば不平衡状態即ちヘテロ接合形成前の状態におけるバンドギャッ
プの関係が図３に例示するような関係になる。この図の例では、ＺｎＯにおけるフェルミ
準位がそのエネルギギャップの中心準位と伝導帯下縁準位Ｅｃとの中間になるようＺｎＯ
に対するドーピングが行われており、同様に、ＺｎＰ2におけるフェルミ準位がそのエネ
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ルギギャップの中心準位と価電子帯上縁準位ＥＶとの中間になるようＺｎＰ2に対するド
ーピングが行われている。いわゆる当業者にとっては明らかなように、一般に、ドーピン
グレベルは、素材堆積工程、アニーリングや水素化等の後処理工程、更には不純物の意図
的導入工程といった工程における処理条件を適宜設定することによって、広範に変化させ
ることができる。
【００２９】
図４に、これらの素材同士を接触させフェルミ準位を平衡させた状態におけるバンドエ
ッジ同士の準位関係を示す。この図に示したドーピングレベル例では、ＺｎＰ2の伝導帯
下縁準位とＺｎＯの伝導帯下縁準位との差が０．２ｅＶしかない。これでは、界面にて電
子ホール対を電子とホールに分離させる上で望ましいエッジオフセットに対し、不足して
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しまっている。
【００３０】
図５に、例えばアルミニウムを不純物として用い、ＺｎＯをよりヘビーなｎ型にドーピ
ングした例における不平衡状態を示す。そのドーピングレベルは、ＺｎＯにおけるフェル
ミ準位が伝導帯下縁準位から約０．４ｅＶ以内となるようにしてある。ＺｎＯにおけるド
ーピングレベルがこのようなレベルであれば、平衡状態は図６に示す如きものとなる。こ
の図においては、ＺｎＰ2の伝導帯下縁準位とＺｎＯの伝導帯下縁準位との差が今や０．
６ｅＶに広がっている。
【００３１】
いわゆる当業者であれば理解できるように、同種金属を含む二成分化合物の組合せ（例

10

えば同種金属の酸化物と硫化物の組合せや同種金属の酸化物と燐化物の組合せ）であって
図２に示した条件を満足するものであれば、ここで説明したもの以外も採用することがで
きる。
【００３２】
また、本実施形態にて形成される太陽電池１０内のヘテロ構造は、単一層内で素材から
素材への変成（convert）を発生させて形成することによって、機械的な面でも膜同士又
は他の膜との固着という面でも不足のないものとされている。即ち、金属としてタングス
テンを使用したものを例として言えば、酸化タングステン（ＷＯ3）層の表面からある深
さにかけて硫化タングステン（ＷＳ2）層への変成を引き起こし、そうして形成されたＷ
Ｓ2層を図１中の光吸収素材１６としてまた残りのＷＯ3層を同じく電荷移送素材１４とし

20

て使用すればよい。こうした処理手法を用いることによって得られるＷＯ3層及びＷＳ2層
は、そもそもが同じ層であるため良好に固着し合っている。
【００３３】
加えて、このようにして形成したヘテロ構造内では原子の内部拡散が取り立てて問題に
ならない。即ち、使用している金属成分がただの一種であるから、接合を跨いで一方の側
から他方の側へと異種金属原子が移動乃至拡散していく原子拡散という現象は生じるはず
がなく、従って接合を挟んだ拡散先の特性が変化してしまうこともない。
【００３４】
太陽電池１０用のＷＯ3／ＷＳ2ヘテロ構造作成プロセスは、基本的には、ＷＳ2膜の部
分酸化又はＷＯ3膜の部分硫化（スルフィド化）によるものである。なお、本願中、「部
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分」酸化、硫化又は燐化とは、膜乃至層の表面からある深さまでを酸化、硫化又は燐化す
る（例えば熱やプラズマにより酸化物、硫化物又は燐化物へと変成する）処理等を指して
いる。図７に、代表例として、ＷＯ3膜の部分硫化により太陽電池１０を作成するプロセ
スのフローを示す。勿論のことであるが、この図に示すフローを利用して太陽電池１０用
Ｆｅ2Ｏ3／ＦｅＳ2ヘテロ構造を作成することもできる。
【００３５】
この図に示すように、透明導電膜１２は基板１１（例えばガラス基板）上にスパッタリ
ングにより成長させることができる。そのやり方はいわゆる当業者にとり既知のやり方で
よく、またそのためのプロセスにて使用する条件も既知の条件でよい。
【００３６】
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更に、こうして形成された導電性支持体の上に、スパッタリングによって金属層１３を
成長させる。この例では金属層１３としてタングステンの層を成長させているが、これは
鉄や亜鉛等といった好適な金属に適宜置き換えることができる。形成する金属層１３の厚
みは約１００〜約１０００ｎｍとする。次に、ここではタングステンから形成されている
この金属層を加熱することによって、当該タングステン層内のある深さまで変成してＷＯ
3層を形成させる。この加熱は、ホットプレート上又は乾燥空気若しくは酸素雰囲気のオ

ーブン内にて５００°Ｃで約３０分間行えばよい。鉄から形成された金属層を酸化する際
にも、ホットプレート又は乾燥空気若しくは酸素雰囲気のオーブンを用い５００°Ｃで約
３０分間加熱するという概ね同様のやり方でよい。いわゆる当業者であれば理解できるよ
うに、酸化物層形成のために以上述べたものとは異なる長さの酸化時間、別の酸化環境又
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は別の酸化プロセスを用いることもできる。それらをどのようなものとするかは、どのよ
うなものを作成しようとしているかによる。
【００３７】
こうして形成されるＷＯ3膜は、続いて、部分硫化が生じるよう硫黄プラズマにさらさ
れる。これによってＷＯ3膜の表層部がある程度の厚みに亘ってＷＯ3からＷＳ2へと変成
される結果、ＷＯ3／ＷＳ2ヘテロ接合が生じる。このとき形成する硫化タングステン層の
厚みは光吸収素材内での光子吸収長の約１〜約３倍とするのが望ましい。
【００３８】
Ｗ、ＷＯ3等といった金属又は金属酸化物の表面をエネルギッシュな（即ち純粋な金属
又は金属酸化物の表面を硫化物に変成できる程にエネルギッシュな）硫黄分子にさらして

10

硫化できる手法であって、いわゆる当業者に知られているものには、大別して二種類があ
る。そのうち一つは金属又は金属酸化物の表面を炉内で硫黄蒸気にさらすという手法であ
る。例えば、図７に示す例で言えば、１０００°Ｃを超える硫黄蒸気にＷＯ3をさらすこ
とによって、そのＷＯ3層の表面からある深さにかけての部分をＷＳ2に変成することがで
きる。
【００３９】
本実施形態で採用できる二番目の既知手法は、純粋な硫黄又は硫化水素Ｈ2Ｓという形
態を採る硫黄を含むプラズマにＷＯ3の表面をさらして硫化する、という手順を含む手法
である。常温で気体の物質であるＨ2Ｓのプラズマを用いることによって、ＷＯ3の表面か
らある程度の深さまでにかけて硫化物層を発生させることができる。
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【００４０】
いわゆる当業者であれば理解できるように、これら二種類の手法及びそのプロセス条件
を使用し、Ｆｅ2Ｏ3をエネルギッシュな硫黄元素にさらすこともできる。
【００４１】
また、Ｈ2Ｓプラズマに毒性があることからすれば、純粋な硫黄のプラズマの方がよか
ろう。
【００４２】
硫黄プラズマを発生させるには、小さな高温壁反応装置例えばチューブ炉や加熱済ベル
ジャー（釣り鐘型容器）であって適当な電極が設けられているユニットの内部に、ある量
の硫黄を仕掛品と共に入れ、このユニットを加熱することによって１〜１０００ｍＴの圧
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力を有する硫黄蒸気を発生させ、更にいわゆる当業者に知られている通りそのユニットの
電極に対し十分なパワーのＲＦエネルギを供給して硫黄プラズマを持続発生させればよい
。
【００４３】
硫黄プラズマを発生させ高エネルギ化しまたその表面反応速度を高めるには、例えば、
硫黄蒸気に水素、アルゴンその他のプラズマ活性種を添加すればよい。プラズマ反応のよ
いところは、非常にエネルギッシュな硫黄原子及び分子を高温環境無しで発生させられる
ことである。プラズマ内の硫黄原子は素材層表面を金属硫化物に変成するのに十分なエネ
ルギを有しており、しかもこの変成を膜の表面から離れた部位に有害な影響を及ぼすこと
無しに達成することができる。また、プロセス温度が低いためこのプロセスはガラス基板
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上の薄膜にも適用できる。そして、いわゆる当業者であれば宜しく理解できるように、プ
ラズマのパワー又は基板温度を変化させることで硫化物層の厚みを制御することができる
。
【００４４】
図７に示したフローは基本的に金属酸化物膜の部分硫化によって太陽電池デバイス１０
を作成するプロセスのフローであるが、理解されるべきことに、まず金属膜（例えばタン
グステンや鉄の膜）を硫化しておいてからその金属硫化物膜を部分酸化することによって
も、太陽電池１０を作成できる。いわゆる当業者であれば理解できるように、金属層を部
分硫化した後部分酸化するプロセスにおける酸化処理条件は、金属膜を部分酸化した後部
分硫化するプロセスにおける酸化処理条件と、本質的に同じものとなろう。
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【００４５】
ＷＯ3／ＷＳ2ヘテロ接合形成方法としては、更に、導電性支持体を形成した上でその導
電性支持体上に化合物たるＷＳ2を熱蒸着して直に堆積させ、こうして直接成長させたＷ
Ｓ2膜を部分酸化させて光起電力のある接合を形成する、という方法がある。この硫化物
直接堆積法を用いれば、大抵は、金属から変成して得た金属硫化物薄膜に比べその内部応
力（内在歪み）が小さな膜を形成することができる。
【００４６】
Ｆｅ2Ｏ3／ＦｅＳ2ヘテロ構造を形成する際にも、導電性支持体を形成した上でその導
電性支持体上にＦｅＳ2を熱蒸着して直に堆積させ、そうして形成したＦｅＳ2膜を酸化さ
せて光起電力のあるヘテロ接合を発生させる、という手法を使用できる。熱蒸着プロセス

10

上の条件もまた酸化プロセス上の条件も、いわゆる当業者にとり既知又は周知の条件でよ
い。
【００４７】
ヘテロ接合形成方法としては、更に、導電性支持体を形成した上でその導電性支持体上
にＷＯ3又はＦｅ2Ｏ3を熱蒸着して直に堆積させ、そうして形成されたＷＯ3膜又はＦｅ2
Ｏ3膜を部分硫化する、という方法がある。この方法を用いれば、大抵は、金属薄膜の酸
化及び硫化による方法を用いた場合に比べ、その内部応力が小さな膜を得ることができる
。
【００４８】
これもまたいわゆる当業者であれば即座に理解できるように、太陽電池１０用酸化亜鉛

20

／燐化亜鉛ヘテロ構造を作成する際にも、図７に代表例として示したフローによるプロセ
スを変形適用することができる。その際には、導電性支持体を形成しその導電性支持体の
上に金属層１３（この場合亜鉛層）を約１００〜１０００ｎｍの厚みとなるまでスパッタ
リングにより成長させ、形成した金属亜鉛層をホットプレート上又は乾燥空気若しくは酸
素雰囲気のオーブン内にて５００°Ｃで約３０分間加熱することによってその亜鉛層内の
ある深さにかけて酸化亜鉛層を形成すればよい。但し、いわゆる当業者であれば理解でき
るように、酸化物層形成のためにここで例示したものとは異なる長さの酸化時間、別の酸
化環境及び別の酸化プロセスを用いてもよい。これらをどのようなものにするかはどのよ
うなものを得ようとしているかによる。
【００４９】
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こうして形成された酸化亜鉛膜を引き続いて燐プラズマにさらせば、その酸化亜鉛膜を
部分燐化することができる。即ち、酸化亜鉛膜の表面からある深さまでを燐化亜鉛に変成
することによって、酸化亜鉛／燐化亜鉛ヘテロ接合を形成することができる。燐化亜鉛層
の厚みは、光吸収素材における光子吸収長の約１〜約３倍にするのが望ましい。
【００５０】
燐プラズマを発生させるには、小さな高温壁反応装置例えばチューブ炉や加熱済ベルジ
ャーであって適当な電極が設けられているユニットの内部に、ある量の硫黄を仕掛品と共
に入れ、このユニットを加熱することによって１〜１０００ｍＴの圧力を有する燐蒸気を
発生させ、更にいわゆる当業者に知られている通りそのユニットの電極に対し十分なパワ
ーのＲＦエネルギを供給して燐プラズマを持続発生させればよい。
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【００５１】
燐プラズマを発生させ高エネルギ化しまたその表面反応速度を高めるには、例えば、燐
蒸気に水素、アルゴンその他のプラズマ活性種を添加すればよい。プラズマ反応のよいと
ころは、非常にエネルギッシュな燐原子及び分子を高温環境無しで発生させられることで
ある。プラズマ内の燐原子は素材層表面を金属燐化物に変成するのに十分なエネルギを有
しており、しかもこの変成を膜の表面から離れた部位に有害な影響を及ぼすこと無しに達
成することができる。また、いわゆる当業者であれば宜しく理解できるように、プラズマ
のパワー又は基板温度を変化させることで燐化物層の厚みを制御することができる。
【００５２】
ＺｎＯ／ＺｎＰ2ヘテロ接合形成方法としては、更に、導電性支持体を形成した上でそ
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の導電性支持体上に化合物たるＺｎＰ2を直に蒸着して堆積させ、こうして直接蒸着した
ＺｎＰ2膜を部分酸化させてＺｎＰ2及びＺｎＯにより光起電力のある接合を形成する、と
いう方法がある。こうした金属燐化物直接堆積法を用いれば、大抵は、金属から変成して
得た金属含有薄膜に比べその内部応力が小さな膜を形成することができる。
【００５３】
ヘテロ接合形成方法としては、更に、導電性支持体を形成した上で酸素雰囲気内でのＤ
Ｃマグネトロンスパッタリングによりその導電性支持体上にＺｎＯを堆積させ、そうして
形成されたＺｎＯ膜を部分燐化により燐化亜鉛に変成する、という方法がある。この酸化
物直接堆積法を用いた場合も、大抵は、金属薄膜の酸化及び燐化による方法を用いた場合
に比べ、その内部応力が小さな膜を得ることができる。

10

【００５４】
そして、図７に示すように太陽電池１０上に電極１８を成長させる。電極１８の素材と
しては例えばプラチナ、金、銀、銅、グラファイト、アルミニウム等を用いればよく、電
極１８を成長させるためのプロセスとしては周知のプロセス、例えば真空蒸着、スパッタ
リング、ＣＶＤ等の手法を用いることができる。外部への出力電圧Ｖｏｕｔは、この電極
１８と先に形成してある透明導電膜１２から取り出すことができる。
【００５５】
図８に、図１に示した実施形態とはまた別の実施形態に係る太陽電池２０を示す。前者
に対する後者の相違点は、太陽電池２０内に形成されているヘテロ接合が、電荷移送素材
２４と光吸収素材２６による指交差状ナノ構造を有していること等である。この種の光電
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池デバイスについては、本願と同名義の出願人による２００４年１０月４日付米国特許出
願第１０／９５７９４６号「ナノ構造複合光電池（Nanostructured Composite Photovolt
aic Cell）」（Ｅｌｒｏｄ

ｅｔ

ａｌ．）に記載されているので参照されたい。なお、

ここでの参照を以て当該出願の全内容を本願に繰り入れることとする。
【００５６】
太陽電池２０は、透明基板２１及び透明導電膜２２を含む導電性支持体を形成した上で
、その導電性支持体上に金属層をスパッタリングで成長させることにより、製造すること
ができる。
【００５７】
導電性支持体上に金属層を形成するには電解メッキ、ＣＶＤ、蒸着等の手法を用いても

30

よい。何れにせよその厚みが約１００〜約１０００ｎｍの金属層を得るようにする。
【００５８】
透明基板２１及び透明導電膜２２を形成するための素材は、図１に示した基板１１及び
導電膜１２を形成するための素材と同じでよい。導電性支持体を形成するためのプロセス
も、図１に基づき説明したものと同じでよい。
【００５９】
電荷移送素材２４による層を形成するには陽極酸化乃至化成法を用いればよい（以下「
陽極酸化」と総称する）。それによって生じる電荷移送素材２４内には、ほぼ中空円筒状
の孔が分散形成される。例えば、この参照を以てその全内容を本願に繰り入れるところの
非特許文献２又は３による開示に従い、周知プロセスによりフッ化水素（ＨＦ）溶液内で
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陽極酸化すれば、アレイ状に整列した複数個の孔を有する金属酸化物層を形成することが
できる。
【００６０】
こうして得られる孔は略直円筒状であり、またその直径が１０〜１００ｎｍの範囲内と
なるように形成プロセスを制御することができる。いわゆる当業者であれば理解できるよ
うに、この孔の直径をどのようにするかは光吸収特性をどのような特性とするか又はすべ
きかに応じて定めればよい。例えば、光吸収素材２６における再結合距離より短くなるよ
う孔直径を制御するとよかろう。また、こうして形成される孔の中にはそのアスペクト比
即ち深さ／幅の値が高いものが含まれる。即ち、孔のアスペクト比は例えば約３：１〜約
１０：１の範囲内の値となる。
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【００６１】
ＷＯ3による電荷移送素材２４を発生させるには、まず９９．９９％の高純度タングス
テンを導電膜１２上にスパッタリングにより堆積させる。或いは、いわゆる当業者にとり
周知の条件を用いた電解メッキ、ＣＶＤ、蒸着等のプロセスによって、タングステンを堆
積させてもよかろう。
【００６２】
その上で、磁気擾乱を加えつつ室温（１８°Ｃ）で陽極酸化を行う。その際には０．５
〜３．５ｗｔ％のＨＦを含む水溶液を使用する。いわゆる当業者であれば即座に理解でき
るように、ここで示したものとは異なる陽極酸化温度、ＨＦ濃度、化学溶液（溶媒）等を
用いて陽極酸化工程を実施することもできる。それらをどのようにするかはどのような結
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果を得ようとしているかにより決めればよい。
【００６３】
陽極酸化工程においては、各種陽極酸化電圧をプロセス実行中はずっと一定電圧に保つ
のが望ましいが、プロセス実行中に変化させてもよい。それらの電圧を高めに設定すれば
、酸化タングステン膜内に中空円筒状の孔が互いに略平行となるよう分散形成される。特
に、ＨＦ濃度に応じ１０〜４０Ｖの範囲内で陽極酸化電圧を設定すれば酸化タングステン
内に孔をアレイ状に形成することができる。例えばＨＦ溶液の濃度が低いなら、そうした
管状構造を得るにはやや高めの電圧が必要となる。
【００６４】
また、望むなら、酸化工程を複数回実施してもよい。図８に示すように全面に亘り酸化
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された電荷移送素材２４をより確実に得るには２回目以降の酸化工程を実施した方がよく
、それによってそのバンドギャップが広く大半の太陽光スペクトラムに対して透明な半導
体膜を形成することができる。
【００６５】
いわゆる当業者であれば理解できるように、他種の好適な金属（亜鉛や鉄等）からその
酸化物（酸化亜鉛や酸化鉄等）を発生させ電荷移送層２４として使用する際にも、同様の
陽極酸化法による陽極酸化を行えばよい。
【００６６】
そして、図８に示す如き規則的な構成においては、電荷収集距離に対してそのピッチを
最適化することができる。
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【００６７】
次に、電荷移送素材２４として使用される金属酸化物との反応によって、その金属酸化
物に含まれる金属と同種の金属を含む第２の二成分化合物を発生させる。これによって、
その金属酸化物とその金属の第２二成分化合物とによるヘテロ接合を形成することができ
る。
【００６８】
例えば図８においては、電荷移送素材２４たる酸化タングステン又は酸化鉄の表層部を
炉に入れ約１０００°Ｃを超える硫黄蒸気にさらして硫化することによって、その表層部
のうち表面から所定深さにかけてその金属（例えばタングステン）酸化物をその硫化物に
変成することができる。
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【００６９】
また、他の方法としては、純粋な硫黄又は硫化水素Ｈ2Ｓという形態を採る硫黄を含む
プラズマに、この構造をさらすという方法がある。Ｈ2Ｓは常温では気体の物質であり、
そのプラズマを用いて硫化タングステンを発生させることができるが、Ｈ2Ｓには毒性と
いう問題がある。
【００７０】
Ｈ2Ｓに代えて純粋な硫黄によるプラズマを用いることもできる。そうした硫黄プラズ
マは、小さな高温壁反応装置例えばチューブ炉や加熱済ベルジャーであって適当な電極が
設けられているユニットの内部にある量の硫黄を仕掛品と共に入れ、このユニットを加熱
することによって１〜１０００ｍＴの圧力を有する硫黄蒸気を発生させ、更にいわゆる当
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業者に知られている通りそのユニットの電極に対し十分なパワーのＲＦエネルギを供給す
れば、発生させることができる。
【００７１】
硫黄プラズマを発生させ高エネルギ化しまたその表面反応速度を高めるには、例えば、
硫黄蒸気に水素、アルゴンその他のプラズマ活性種を添加すればよい。プラズマ反応のよ
いところは、非常にエネルギッシュな硫黄原子及び分子を高温環境無しで発生させられる
ことである。プラズマ内の硫黄原子は素材層表面を金属硫化物に変成するのに十分なエネ
ルギを有しており、しかもこの変成を膜の表面から離れた部位に有害な影響を及ぼすこと
無しに達成することができる。そして、いわゆる当業者であれば宜しく理解できるように
、プラズマのパワー又は基板温度を変化させることで硫化物層の厚みを制御することがで

10

きる。
【００７２】
太陽電池デバイス２０にて使用する遷移金属が亜鉛である場合は、形成した指交差状ナ
ノ構造を燐プラズマにさらす。そのためのプロセス及び条件は、いわゆる当業者であれば
理解できるように、硫黄プラズマについて説明したものと同様のものとすることができる
。
【００７３】
電荷移送素材２４にあいている孔のうち光吸収素材２６によって埋められていない部分
は、透明導電膜２２と同じ素材によって隙間がないように埋め尽くすようにする。
20

【００７４】
また、図８中の電荷移送素材２４に開いた孔を、透明導電膜２２と同じ素材ではなく、
電荷移送素材２４を発生させるため透明導電膜２２上に堆積・成長させた金属、即ちヘテ
ロ接合形成に先立ちいわゆる当業者にとり周知且つ理解可能なプロセスにより堆積させた
金属と同種の金属によって、部分的に又は全面的に埋める（沿面被覆又は充填する）よう
にしてもよい。電荷移送素材２４（例えばＷＯ3、Ｆｅ2Ｏ3、ＺｎＯ等）にあいた孔を金
属で沿面被覆又は充填するためのプロセスとしては、スパッタリング、電解メッキ、無電
解メッキ、リフローＣＶＤ、蒸着等を使用できる。
【００７５】
例えば、タングステン、鉄、亜鉛等の遷移金属であれば容易にスパッタリングすること
ができる。また、周知のプラズマ化条件を用いてスパッタリングを行うこと、例えば基板
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に対し高いバイアスを加えつつＨＤＰ（high‑density plasma）スパッタリングを行うこ
とによって、プラズマ中の金属原子を入射面に対しその直交方向からぶつけることができ
る。こうしたスパッタリングを行えば、２：１乃至３：１といった中庸のアスペクト比或
いは更に高いアスペクト比を有する孔をも沿面被覆又は充填することができる。
【００７６】
ＨＤＰスパッタリングにおいては、アルゴンを含む作用気体乃至作動気体が励起されて
高密度プラズマとなる。高密度プラズマとは、プラズマシースを除く全プラズマ充填空間
に亘り最低１０

ｃｍ‑3のイオン密度を有するプラズマである。通常、ＨＤＰスパッタリ

ング用の反応装置においては、そのプラズマ存在領域に隣り合わせに誘導コイルが配置さ
れており、この誘導コイルにＲＦ電源を接続して高密度プラズマを発生させる。その際、
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アルゴン密度を高くすれば、スパッタリングする原子群の大部分がイオンになる。スパッ
タリングによる被覆の対象としているデバイスがペデスタル電極に載っているなら、この
ペデスタル電極を負に電気バイアスすることによって、イオン化されているスパッタリン
グ粒子をそのデバイス方向へと加速し指向性ビームを発生させることができる。この指向
性ビームは、入口が狭い孔の奥深くまで入り込む。
【００７７】
溝やビアホール等の内部にタングステン、鉄、亜鉛等の遷移金属を堆積させる製造方法
としては、電気化学的堆積／成長法乃至電解メッキも好適な手法である。こうした手法は
、電荷移送素材２４にあいた孔をタングステン、鉄、亜鉛等の金属で沿面被覆又は充填す
る際にも、使用することができる。高アスペクト比の孔を沿面被覆又は充填するには、い
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わゆる当業者にとり周知の通り、電解メッキ漕内に硫黄を含む化合物等の反応加速剤や窒
素を含む化合物等の界面活性剤を添加すればよい。このようにすれば、遷移金属の成長が
孔の奥深くでは進むが入口近くではさほど進まなくなる。また、いわゆる当業者にとり周
知の通り、電解メッキを行うには、その基板全体に亘り所要電圧を供給できるようひとつ
ながりになったシード層が必要である。
【００７８】
このシード層即ちタングステン、鉄、亜鉛等による金属層は、例えばＰＶＤ（物理気相
成長）法を用いて成長させることができる。このシード層の成長場所は、通常はバリア層
上とする。シード層を成長させるには、汚れを取るため事前に清掃工程を実施する必要が
あろう。この事前清掃工程は、例えばアルゴンプラズマを用いたスパッタエッチングとし
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て実施できる。このスパッタエッチングは、シード層を堆積させる際に使用するＰＶＤチ
ャンバとは別室のプロセスチャンバ内で実施するのが普通であろう。
【００７９】
また、無電解メッキ法を用いて電荷移送素材２４の孔を沿面被覆又は充填することもで
きる。そのための反応は、絶縁分離されている物体をメッキできるよう漕内でのレドック
ス（酸化還元）反応によって推し進めるのが望ましい。この反応は本来的に選択性の反応
であるから、タングステン、鉄、亜鉛等のメッキ先はそれと同種の金属上か又はその活性
面例えばＷＯ3、Ｆｅ2Ｏ3、ＺｎＯ等の表面上となる。
【００８０】
無電解金属メッキ溶液には、堆積させるべき金属の可溶イオンに加え、還元剤や、所望
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のメッキ速度、析出形態その他の特性が得られるよう漕を安定化するのに必要な配位子、
塩及び添加物を含めるとよい。含められる還元剤乃至還元洗浄剤には例えば次亜燐酸イオ
ン、フォルムアルデヒド、ヒドラジン、ジメチルアミンボラン等があり、こうした還元剤
は触媒コアにて非可逆的に反応し活性水素種を産生する。無電解金属メッキ溶液は、堆積
物に対し望まれている特性（導電率、磁気特性、延性、粒径及び粒構造、耐腐食性等）に
応じ、決定、選択すればよい。
【００８１】
また、その組成物例えばタングステン、鉄、亜鉛等の表面移動度が十分高くなるような
温度まで電荷移送素材２４を加熱することによってタングステン、鉄、亜鉛等を拡散させ
、拡散してくるタングステン、鉄、亜鉛等によりその電荷移送素材２４にあいている孔を
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沿面被覆又は充填することも可能である。この原理によるリフロープロセスは本質的に場
所を移さないで実施可能である。即ち、タングステン、鉄、亜鉛等が被着形成された仕掛
品がＣＶＤ工程等から流れてくるのであれば、３００〜４００°Ｃの温度にてその仕掛品
上にその金属を更に多量にスパッタリングすることによって、孔を沿面被覆又は充填する
ことができる。これによって、そのアスペクト比が高い孔を沿面被覆又は充填することが
できる。
【００８２】
電荷移送層１４に開いている孔を沿面被覆又は充填するのに、タングステン、鉄、亜鉛
等によるＣＶＤも使用することもできる。その際には無機物又は金属−有機物の前駆体乃
至焼結体（プリカーサ）を使用する。例えばタングステンで孔を埋める際、主前駆体とし

40

て使用できるのは商業的にも入手可能な六弗化タングステン（ＷＦ6）であろう。この反
応ではＷＦ6からＷへの還元が必要であり、それに使用できる適当な還元剤は例えば水素
（Ｈ2）又はシラン（ＳｉＨ4）である。また、孔内に亜鉛を堆積させる際には金属−有機
物の前駆体源も使用可能であり、それによって形成される膜はアスペクト比が顕著に高い
孔でも非常にコンフォーマルな（即ち膜厚が均等で膜質が均一な）ものとすることができ
る。金属パッド露出部分等の活性点上だけで反応が生じるような選択的堆積／成長法も使
用でき、そうしたプロセスでは非常にアスペクト比が高い孔を底の方から順に満たしてい
くことができる。
【００８３】
電荷移送素材２４の孔を金属で沿面被覆又は充填した後は、そうして得られた指交差状
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構造を硫化（タングステン又は鉄の場合）又は燐化（亜鉛の場合）することによって、電
荷移送素材２４と光吸収素材２６との間にヘテロ接合を形成する。金属に対するこの部分
硫化又は部分燐化プロセスは、図８中の太陽電池２０に関して先に説明した金属酸化物に
対する部分硫化又は部分燐化プロセスと同様にして実施する。金属はその酸化物より迅速
に硫化又は燐化することができるため、金属硫化物又は金属燐化物への変成は、原理的に
、孔が開いている金属酸化物よりも先にその金属酸化物の孔を沿面被覆又は充填している
金属の方に生じる。
【００８４】
そして、図８に示してあるように太陽電池デバイス２０上に電極２８を成長させる。電
極２８を形成する素材は例えばプラチナ、金、銀、銅、グラファイト、アルミニウム等と
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すればよく、電極２８を成長させるプロセスは例えば真空蒸着、スパッタリング、ＣＶＤ
等の周知手法乃至プロセスでよい。
【００８５】
図１に示した太陽電池１０及び図８に示した太陽電池２０の厚みは、その基板を含めて
約０．５〜約２．０ｍｍの厚みとなる。
【００８６】
反射損失を抑えるには、図１、図８に示した太陽電池１０、２０の底面に反射防止被覆
を設ければよい。この被覆は１層、２層或いは更に多層の構造とすることができる。
【００８７】
光電吸収率（yield）をよくするには、図１、図８に示した太陽電池１０、２０の裏側
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を、その太陽電池１０、２０を通り抜けようとした光が反射して太陽電池内に戻ってくる
ように構成しておけばよい。
【００８８】
太陽電池の効率を高めるには、この他に、例えば鏡やフレネルレンズを用いて太陽光を
集光するという方法がある。
【００８９】
そして、本願に実施形態として記載した太陽電池をその一部として用いてタンデム型太
陽電池（タンデムセル）を構成することができる。タンデムセルとは、複数個の太陽電池
をそれぞれサブセルとして用いた太陽電池である。タンデムセルでは、例えば、各サブセ
ルにて電気エネルギに変換可能なスペクトル領域を、互いに異なるものにすることができ
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る。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明の一実施形態に係る太陽電池の断面図である。
【図２】本実施形態におけるバンドギャップ構造を示すグラフである。
【図３】本実施形態における不平衡状態でのバンドギャップの一例を示す図である。
【図４】図３に示した例における平衡状態でのバンドギャップを示す図である。
【図５】本実施形態における不平衡状態でのバンドギャップの他の例を示す図である。
【図６】図５に示した例における平衡状態でのバンドギャップを示す図である。
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【図７】本発明の一実施形態に係る太陽電池製造方法のフローチャートである。
【図８】本発明の他の実施形態に係る太陽電池の断面図である。
【符号の説明】
【００９１】
１０，２０
、１４，２４
２｜

光電池、１１，２１

透明基板、１２，２２

電荷移送素材、１６，２６

エッジオフセット。

透明導電膜、１３

光吸収素材、１８，２８

金属層

電極、｜φ１−φ
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