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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　官能基として、チオール基と、アルキル基、アリール基およびアラルキル基のうちいず
れか１種とを有するチオール化合物と酸との混合溶媒に、銅、インジウムおよびガリウム
のそれぞれのカルコゲナイドを溶解させて、前記銅と、前記インジウムと、前記ガリウム
と、前記カルコゲナイドの構成成分である硫黄およびセレンのうち少なくとも１種とを含
むチオール錯体を調製する工程と、該チオール錯体を基板の表面に塗布して乾燥し、前記
チオール錯体の皮膜を作製する工程と、該チオール錯体の皮膜を、水素、窒素およびこれ
らの混合ガスのうちいずれかのガスを含む還元雰囲気中で熱処理し、前記基板の表面に前
記銅と、前記インジウムと、前記ガリウムと、前記硫黄および前記セレンのうち少なくと
も１種とを主成分として含有する薄膜を形成する工程とを具備することを特徴とする化合
物半導体薄膜の製法。
【請求項２】
　前記還元雰囲気のガスとして、さらにセレンを含むガスを用いることを特徴とする請求
項１に記載の化合物半導体薄膜の製法。
【請求項３】
　官能基として、チオール基と、アルキル基、アリール基およびアラルキル基のうちいず
れか１種とを有するチオール化合物と酸との混合溶媒に、銅、インジウムおよびガリウム
のそれぞれのカルコゲナイドを溶解させて、前記銅と、前記インジウムと、前記ガリウム
と、前記カルコゲナイドの構成成分である硫黄およびセレンのうち少なくとも１種とを含
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むチオール錯体を調製する工程と、該チオール錯体を予め形成した電極層上に塗布して乾
燥し、前記チオール錯体の被膜を作製する工程と、該チオール錯体の被膜を、水素、窒素
およびこれらの混合ガスのうちいずれかのガスを含む還元雰囲気中で熱処理し、前記電極
層上に、前記銅と、前記インジウムと、前記ガリウムと、前記硫黄および前記セレンのう
ち少なくとも１種とを主成分として含有する薄膜からなる光吸収層を形成する工程と、該
光吸収層上に、バッファ層を形成する工程と、さらに該バッファ層上に透明電極層を形成
する工程とを具備することを特徴とする薄膜太陽電池の製法。
【請求項４】
　前記還元雰囲気のガスとして、さらにセレンを含むガスを用いることを特徴とする請求
項３に記載の薄膜太陽電池の製法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光電変換特性を有する化合物半導体薄膜の製法および薄膜太陽電池の製法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１は、一般的なカルコパイライト型構造からなる化合物半導体薄膜を備えた薄膜太陽
電池の基本構造を示している。図１に示すように、基板１の表面に裏面電極となるモリブ
デン（Ｍｏ）の電極層２が形成され、そのモリブデンの電極層２上に化合物半導体薄膜か
らなる光吸収層３が形成され、その光吸収層３上に硫黄化亜鉛（ＺｎＳ）またはＣｄＳ（
硫黄化カドミウム）などからなるバッファ層４を介して、酸化亜鉛とアルミニウムとの複
合酸化物（ＺｎＯ：Ａｌ）からなる透明電極層５が形成されている。
【０００３】
　化合物半導体薄膜からなる光吸収層３としては、高いエネルギー変換効率が得られるも
のとして、Ｃｕ（Ｉｎ，Ｇａ）Ｓｅ２（以下、ＣＩＧＳと略す）が注目され、従来用いら
れていたスパッタ法など真空系の装置を用いる高コストの製法に代わり、低コスト化を目
的とした種々の開発が行われている。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、Ｃｕ２Ｓ等の金属カルコゲナイドをヒドラジン（Ｎ２Ｈ４）
に溶解させて金属ヒドラジニウムの溶液を形成した後、この溶液を、電極層を有する基板
のその電極上に塗布して膜を形成し、次いで、この膜を熱処理することにより金属カルコ
ゲナイド膜を得ることのできる技術が開示されている。
【特許文献１】米国特許第７３４１９１７号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の製法において、金属カルコゲナイドを溶解する試薬として
用いているヒドラジンは人体にとって極めて有毒であることや金属カルコゲナイドを溶解
させる際にアンモニアなどの有害なガスが発生するおそれがあることから製造工程に採用
できないという問題があった。
【０００６】
　従って本発明は、製造コストが安価であり、かつ人体への危険性が少なく安全な化合物
半導体薄膜の製法および薄膜太陽電池の製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】
　本発明の化合物半導体薄膜の製法は、官能基として、チオール基と、アルキル基、アリ
ール基およびアラルキル基のうちいずれか１種とを有するチオール化合物と酸との混合溶
媒に、銅、インジウムおよびガリウムのそれぞれのカルコゲナイドを溶解させて、前記銅
と、前記インジウムと、前記ガリウムと、前記カルコゲナイドの構成成分である硫黄およ
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びセレンのうち少なくとも１種とを含むチオール錯体を調製する工程と、該チオール錯体
を基板の表面に塗布して乾燥し、前記チオール錯体の皮膜を作製する工程と、該チオール
錯体の皮膜を、水素、窒素およびこれらの混合ガスのうちいずれかのガスを含む還元雰囲
気中で熱処理し、前記基板の表面に前記銅と、前記インジウムと、前記ガリウムと、前記
硫黄および前記セレンのうち少なくとも１種とを主成分として含有する薄膜を形成する工
程とを具備することを特徴とする。
【０００８】
　本発明の化合物半導体薄膜の製法では、銅、インジウムおよびガリウムのそれぞれのカ
ルコゲナイドを溶解させるための溶媒として、官能基として、チオール基と、アルキル基
、アリール基およびアラルキル基のうちいずれか１種とを有するチオール化合物と酸との
混合溶媒を用いることから、銅と、インジウムと、ガリウムと、硫黄およびセレンのうち
少なくとも１種とを容易に溶解させることができるとともに、これらの金属成分を溶解さ
せる工程やチオール錯体を作製する工程において、有害なガスの発生が無いことから、人
体への危険性が少なく安全な製造が可能となる。
【０００９】
　また、本発明の化合物半導体薄膜の製法では、前記還元雰囲気のガスとして、さらにセ
レンを含むガスを用いることが望ましい。
【００１０】
　本発明の化合物半導体薄膜の製法において、還元雰囲気のガスとして、さらにセレンを
含むガスを用いると、揮発性の高いセレンの蒸発を抑制することができるために、緻密な
化合物半導体薄膜を得ることができ、また、組成変動や空乏欠陥を抑えることが可能とな
り、組成の安定した化合物半導体薄膜を容易に製造することが可能になる。
【００１１】
　本発明の薄膜太陽電池の製法は、官能基として、チオール基と、アルキル基、アリール
基およびアラルキル基のうちいずれか１種とを有するチオール化合物と酸との混合溶媒に
、銅、インジウムおよびガリウムのそれぞれのカルコゲナイドを溶解させて、前記銅と、
前記インジウムと、前記ガリウムと、前記カルコゲナイドの構成成分である硫黄およびセ
レンのうち少なくとも１種とを含むチオール錯体を調製する工程と、該チオール錯体を予
め形成した電極層上に塗布して乾燥し、前記チオール錯体の被膜を作製する工程と、該チ
オール錯体の被膜を、水素、窒素およびこれらの混合ガスのうちいずれかのガスを含む還
元雰囲気中で熱処理し、前記電極層上に、前記銅と、前記インジウムと、前記ガリウムと
、前記硫黄および前記セレンのうち少なくとも１種とを主成分として含有する薄膜からな
る光吸収層を形成する工程と、該光吸収層上に、バッファ層を形成する工程と、さらに該
バッファ層上に透明電極層を形成する工程とを具備することを特徴とする。
【００１２】
　本発明の薄膜太陽電池の製法においても、上述の化合物半導体薄膜の製法の場合と同様
に、銅、インジウムおよびガリウムのそれぞれのカルコゲナイドを溶解させるための溶媒
として、官能基として、チオール基と、アルキル基、アリール基およびアラルキル基のう
ちいずれか１種とを有するチオール化合物と酸との混合溶媒を用いることから、銅と、イ
ンジウムと、ガリウムと、硫黄およびセレンのうち少なくとも１種とを主成分とする金属
成分を容易に溶解させることができるとともに、これらの金属成分を溶解させる工程やチ
オール錯体を調製する工程において、有害なガスの発生が無いために、人体への危険性が
少なく安全な薄膜太陽電池の製造が可能となる。
【００１３】
　また、本発明の薄膜太陽電池の製法では、前記還元雰囲気のガスとして、さらにセレン
を含むガスを用いることが望ましい。
【００１４】
　本発明の薄膜太陽電池の製法においても、上述の化合物半導体薄膜の製法の場合と同様
に、還元雰囲気のガスとして、さらにセレンを含むガスを用いると、揮発性の高いセレン
の蒸発を抑制することができるために、薄膜太陽電池を構成する光電変換特性を有する素
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子である化合物半導体薄膜の緻密化を図ることができるとともに、膜の組成変動や空乏欠
陥を抑えることができることから高い光電変換特性を得ることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の化合物半導体薄膜の製法および薄膜太陽電池の製法によれば、金属カルコゲナ
イドを溶解する際に、有害なガスの発生が無いために、人体への危険性が少なく安全な製
造が可能となり、低コスト化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明の化合物半導体薄膜の製法について詳細に説明する。
【００１７】
　本発明では、官能基として、チオール基と、アルキル基、アリール基およびアラルキル
基のうちいずれか１種とを有するチオール化合物と酸との混合溶媒に、銅（Ｃｕ）、イン
ジウム（Ｉｎ）およびガリウム（Ｇａ）のカルコゲナイド（以下、金属カルコゲナイドと
いう）を溶解させて、これらの金属成分を主成分として含有するチオール錯体を調製し、
そのチオール錯体を基板上に塗布し、熱処理することにより化合物半導体薄膜を形成する
。
【００１８】
　銅（Ｃｕ）のカルコゲナイドとしては、Ｃｕ２ＳまたはＣｕ２Ｓｅ、もしくはこれらを
混合して用いる。インジウム（Ｉｎ）のカルコゲナイドとしては、Ｉｎ２ＳまたはＩｎ２

Ｓｅ３、もしくはこれらを混合して用いる。ガリウム（Ｇａ）のカルコゲナイドとしては
、Ｇａ２Ｓ３、Ｇａ２Ｓｅ３、もしくはこれらを混合して用いる。
【００１９】
　これら銅（Ｃｕ）、インジウム（Ｉｎ）、ガリウム（Ｇａ）、Ｓｅ（セレン）および硫
黄（Ｓ）の組成は、モル比で、銅を０．８～１．１、インジウムを０．５～０．９、ガリ
ウムを０．１～０．５、硫黄またはセレンを１．７～２．３の割合になるように、各金属
カルコゲナイドを配合する。
【００２０】
　これらの金属カルコゲナイドの純度は、Ｐ型の半導体素子としての特性を高めるという
理由からいずれも９９％以上であることが望ましい。なお、本発明においては、硫黄また
はセレンの代わりにテルル（Ｔｅ）のカルコゲナイドを用いてもよい。
【００２１】
　本発明の化合物半導体の製法では、金属カルコゲナイドを溶解させる溶媒として、チオ
ール化合物と酸との混合溶媒を用いる。
【００２２】
　チオール化合物としては、官能基として、チオール基と、以下に示すアルキル基、アリ
ール基およびアラルキル基のうちいずれか１種とをそれぞれ有するチオール化合物から選
ばれる１種を用いることが望ましい。
【００２３】
　ここで、アルキル基を有するチオール化合物として、エタンチオール、１－プロパンチ
オール、２－プロパンチオール、１－ブタンチオール、２－ブタンチオール、１－ペンタ
ンチオール、オクタンチオール、デカンチオール、ドデカンチオール、ペンタデカンチオ
ールが、また、アリール基を有するチオール化合物として、チオフェノール、２－ナフタ
レンチオール、３－ナフタレンチオール、ジメチルベンゼンチオール、エチルベンゼンチ
オールが、さらには、アラルキル基を有するチオール化合物として、ベンジルチオール、
２－フェニルエタンチオール、３－フェニルプロピルチオールが、それぞれ挙げられる。
【００２４】
　この中で、特に、金属カルコゲナイドの溶解性が高いという理由からエタンチオールま
たは１－プロパンチオールが好ましい。なお、これらのチオール化合物には、チオール部
を複数有するジチオールおよびトリチオールの構造を有していてもよい。
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【００２５】
　これらのチオール化合物は金属カルコゲナイドを溶解させるために従来用いられていた
ヒドラジン（Ｎ２Ｈ４）に比較して、毒性が低く、また反応しても、ヒドラジンを用いた
場合に検出されるアンモニアなどの有害なガスの発生が無いことから、人体への影響が小
さく、安全性の高い製造工程を構築できる。なお、チオール化合物は純度９９％以上のも
のを用いるのが良い。
【００２６】
　酸としては、塩酸、硝酸および硫酸から選択される１種を用いることが望ましい。これ
らの酸性試薬の濃度は金属カルコゲナイドの溶解性を高めるという理由から、塩酸が６Ｎ
以上、特に１０Ｎ以上、硝酸が７Ｎ以上、特に１２Ｎ以上、および硫酸が８Ｎ以上、特に
１６Ｎ以上が好ましく、これらの酸性試薬は試薬として市販されている最高の濃度のもの
まで好適に用いることが可能である。
【００２７】
　チオール化合物と酸との混合割合は、質量比で酸１に対してチオール化合物が１～５の
割合であることが望ましい。チオール化合物と酸との混合割合を上記割合にすると、金属
カルコゲナイドが混合溶媒に溶解しやすく、また、チオール化合物と酸とを混合したとき
、あるいは、金属カルコゲナイドを混合溶媒に溶解させたときに、酸に含まれる塩素など
の陰イオン成分が膜中へ取り込まれるのを防止することができる。
【００２８】
　混合溶媒と金属カルコゲナイドとの混合割合は、質量比で金属カルコゲナイドを１とし
たときに１～１０の割合であることが望ましい。混合溶媒と金属カルコゲナイドとの混合
割合を上記割合にすると、金属カルコゲナイドが混合溶媒に溶解しやすくなり、また、チ
オール錯体を含む溶液中での金属成分の析出を抑制できて金属カルコゲナイドが溶解した
溶液を長期間安定に保つことができるという利点がある。
【００２９】
　次に、銅、インジウムおよびガリウムのそれぞれの金属カルコゲナイドを上記混合溶媒
に溶解させて、銅と、インジウムと、ガリウムと、硫黄およびセレンのうち少なくとも１
種とを主成分として含有するチオール錯体を調製する。
【００３０】
　本発明では、カルコパイライト型構造を有する結晶を、この結晶を構成する全成分を含
む溶液（チオール錯体）から結晶化させて形成することから、Ｃｕ、ＩｎおよびＧａを主
成分とする膜上にセレンまたは硫黄などのガスを吹き付けて拡散によってＣＩＧＳの膜を
形成する従来の方法に比べて、セレンまたは硫黄が膜の表面側から基板側にかけてほとん
ど濃度差を有しないことから膜の組成をより均一なものにできるという利点がある。
【００３１】
　この場合、これらの金属カルコゲナイド、チオール化合物および酸の混合は、各金属カ
ルコゲナイドを各々混合溶媒に溶解させる方法を採用してもよい。各金属カルコゲナイド
を各々混合溶媒に溶解させる方法を用いると、金属カルコゲナイドの溶解度差に応じた溶
解が行えて溶解時間の短縮を図ることができるとともに、金属カルコゲナイド同士の化合
による不溶化を抑えることが可能となる。
【００３２】
　本発明の化合物半導体薄膜の製法において、混合溶媒に金属カルコゲナイドを溶解させ
る場合には窒素ガスで置換したグローブボックス中にてその操作を行う。これは金属カル
コゲナイドの酸化を防止し、金属カルコゲナイドから生成した硫黄やセレンなどの酸化物
の残渣を残さないためである。
【００３３】
　金属カルコゲナイドは混合溶媒への溶解性を高めるという理由から粉末状のものを用い
、その平均粒径は２μｍ以下のものを用いるのが良く、一方、溶解時の急激な反応を抑え
るという理由から、その平均粒径は１０ｎｍ以上が望ましい。
【００３４】
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　次に、得られたチオール錯体を基板の表面に塗布し乾燥させてチオール錯体の被膜を作
製する。用いる基板は、例えば、ソーダライムガラス基板やセラミック基板、モリブデン
（Ｍｏ）およびＳＵＳなどの金属基板、ポリイミド等の樹脂基板など耐熱性の高い基板が
好ましい。
【００３５】
　基板上へのチオール錯体の塗布は、スピンコータ、スクリーン印刷、ディッピング、ス
プレー、ダイコータなどを用いることが望ましい。乾燥は低酸素の還元雰囲気中で行うこ
とが望ましく、その温度はチオール化合物の重合を抑制して熱処理時における炭化を防止
するという理由から５０～２００℃で行うのが好ましい。
【００３６】
　基板の表面はチオール錯体の濡れ性を高めるという理由から、その表面粗さ（Ｒａ）は
０．１μｍ以下、特に０．０１μｍ以下が好ましい。また、チオール錯体の基板表面に対
する濡れ性を高めるという理由からチオール化合物を基板の表面にコートしておいてもよ
い。
【００３７】
　また、基板の表面に塗布するチオール錯体の厚みは、用途に応じて適宜設定され、例え
ば、薄膜太陽電池の光吸収層として用いる場合、その出力および膜の必要な強度などを考
慮すると、乾燥後の膜厚が２～５μｍの範囲で、そのばらつきが２０％以内となるような
厚みを有することが好ましい。乾燥後の膜厚のばらつきが２０％以内であると、基板上に
形成された化合物半導体薄膜が全面に亘って同じレベルのＰ型の半導体特性を有するもの
にでき、これにより均一な光電変換特性を有する膜が得られるという利点がある。
【００３８】
　次に、チオール錯体の被膜を水素、窒素およびこれらの混合ガスであるフォーミングガ
ス（Ｎ２－１２．５％Ｈ２）のうちいずれかのガスを含む還元雰囲気中で熱処理を行う。
この場合、膜の緻密化が図れるという理由から用いるガスとしては水素が好適である。熱
処理時の還元雰囲気は、吸湿剤を通して水分除去した還元雰囲気であることが望ましい。
吸湿剤は水分を除去できるものであれば特に制限はないが、モレキュラーシーブなどが好
適に用いられる。
【００３９】
　また、本発明の化合物半導体薄膜の製法においては、熱処理の還元雰囲気のガスとして
、さらにセレンを含むガスを用いることが望ましい。熱処理の還元雰囲気中にセレンを含
ませて加熱を行うと、得られる化合物半導体薄膜に加熱中に生じたセレンなどのカルコゲ
ン成分の蒸発による空隙の形成を抑制できるとともに、膜の組成変化や空乏欠陥を補償で
きるという利点がある。なお、セレンを含むガスとしては被膜と同じ成分を含むガスが好
ましく、特に、水素化セレンガスあるいは窒素ガスをキャリアガスとして流すセレンのガ
スが好適である。
【００４０】
　ここで化合物半導体薄膜の緻密性は、得られた化合物半導体薄膜の断面を研磨し、走査
型電子顕微鏡観察によって断面を観察し、目視にて膜の断面に粒界に沿った細長い空隙が
存在しない場合を緻密化した膜とする。一方、緻密化していない膜というのは膜の断面に
粒界に沿った細長い空隙が明確に見える場合をいう。ここで、膜の断面を観察する場合の
走査型電子顕微鏡における倍率は１００００～２００００倍とする。なお、この観察では
サンプリングした試料の断面について、基板上に形成された化合物半導体薄膜の積層方向
に対して垂直な方向の全領域を観察する。また、観察する試料数は得られた化合物半導体
膜から抽出した１個とする。
【００４１】
　熱処理の温度は得られる化合物半導体薄膜の組成にもよるが４００～６００℃が好まし
い。熱処理の温度を４００～６００℃とすると、銅、インジウム、ガリウム、および硫黄
またはセレンもしくはこれらの両方のカルコゲンから形成されるカルコパイライト型の結
晶構造を有する化合物半導体薄膜（ＣＩＧＳ薄膜）が得られ、その結晶性を高められると
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いう利点がある。
【００４２】
　薄膜の厚みは化合物半導体薄膜としてＰ型の半導体特性を有し、膜全体に亘って高い光
電変換特性が得られるとともに単位質量当たりの光電変換特性を高められるという理由か
ら１～２．５μｍであることが好ましく、この場合も膜厚のばらつきは２０％以内である
ことが望ましい。なお、膜厚のばらつきを２０％以内とするにはチオール錯体に含まれる
金属成分の含有量を制御するのが良く、この場合、混合溶媒と金属カルコゲナイドとの混
合割合を、質量比で金属カルコゲナイドを１としたときに１～１０の割合が望ましい。
【００４３】
　次に、本発明の薄膜太陽電池の製法について説明する。本発明の薄膜太陽電池の製法に
おいても、光吸収層としての化合物半導体薄膜を形成する工程は、上述した化合物半導体
薄膜の製法と同じである。
【００４４】
　先ず、ソーダライムガラスからなる基板を準備し、この基板に電極層を形成する。その
電極層は、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、クロム（Ｃｒ）、ポリシリコン（
ＳｉＯ２）、メタルシリサイド、またはアルミニウム（Ａｌ）等のうちいずれかの電極材
料を用いることが望ましい。電極層は、蒸着法、スパッタリング法、塗布法などで形成す
ることができる。この電極層の厚みは、例えば、０．５～１．５μｍとされている。
【００４５】
　次に、電極層上に、上述した製法により光吸収層としての化合物半導体薄膜を形成する
。
【００４６】
　次に、光吸収層としての化合物半導体薄膜を形成した後に、その表面のＣｕ２Ｓｅなど
からなる高抵抗層をＫＣＮ水溶液でエッチングし除去する。表面のＣｕ２Ｓｅなどからな
る高抵抗層を除去することにより、バッファ層との密着性を高めることができるとともに
電気抵抗を低下させることができる。
【００４７】
　この後、光吸収層の上にヘテロ接合のためのｎ型のバッファ層を形成する。バンドギャ
ップが小さくて、短波長側の光を透過しにくい、ＣｄＳ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＭｇＯ
、ＺｎＳ／ＺｎＭｇＯ、ＺｎＯ、ＩｎＳ、ＩｎＳｅ、Ｉｎ（ＯＨ）３、ＺｎＩｎＳｅ、Ｚ
ｎＩｎＳ、ＺｎＳＳｅ、ＣｕＩ、Ｍｇ（ＯＨ）２などの材料が用いられる。これらは、浸
漬塗布法、ＣＢＤ法（溶液成長法）等により光吸収層まで形成した基板を水溶液に浸して
微粒子を堆積させ、所定の温度条件で熱処理することにより作製することができる。この
場合、バッファ層の厚みは１０～２００ｎｍであることが望ましい。バッファ層の厚みが
１０～２００ｎｍであると、バッファ層を介して積層されている光吸収層と透明電極層と
の導電性を高められるという利点がある。
【００４８】
　次に、バッファ層上にＩＴＯまたはＺｎＯからなる透明電極層をスパッタ、スプレー、
コーティングにより形成する。また、透明電極層の厚みは０．５～３．０μｍであること
が望ましい。透明電極層の厚みが０．５～３．０μｍであると、透明電極層の導電性を確
保できるとともに、光の透過率を高められるという利点がある。
【００４９】
　以上説明した薄膜太陽電池の製法によれば、化合物半導体薄膜を低コストで作製でき、
また化合物半導体薄膜を作製する際に有害なガスの発生が無いために人体への危険性が少
なく安全な製造が可能になる。
【００５０】
　こうして得られる薄膜太陽電池は、一対の電極層間に光吸収層を有する薄膜太陽電池で
あり、例えば、図１に示したように、基板１上に裏面電極となる電極層２が形成され、そ
の電極層２上に化合物半導体薄膜からなる光吸収層３が形成され、その光吸収層３上にバ
ッファ層４を介して透明電極層５が形成されている。尚、基板１、電極層２、光吸収層３
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、バッファ層４、透明電極層５を順次積層した例について説明したが、本発明では、一対
の電極層２、５間に光吸収層３を有する限り、上記層の間に種々の中間層を形成しても良
い。また、本発明は基板１を有しないタイプ、言い換えれば、電極層２が基板として機能
するタイプであっても良い。
【００５１】
　以下、実施例および比較例を挙げて本発明の化合物半導体薄膜および薄膜太陽電池の製
法を詳細に説明するが、本発明は以下の実施例のみに限定されるものではない。
【実施例】
【００５２】
　まず、金属カルコゲナイドとして、セレンのカルコゲナイドであるＣｕ２Ｓｅ、Ｉｎ２

Ｓｅ３およびＧａ２Ｓｅ３と、硫黄のカルコゲナイドであるＣｕ２Ｓ、Ｉｎ２Ｓ３および
Ｇａ２Ｓ３とを準備した。これらの金属カルコゲナイドの純度はいずれも９９．９％であ
る。
【００５３】
　チオール化合物はエタンチオールと１－プロパンチオールとを準備した。酸は１２Ｎの
塩酸、１４Ｎの硝酸および１８Ｎの硫酸を準備した。
【００５４】
　金属カルコゲナイドは、Ｃｕ：Ｉｎ：Ｇａ：Ｓｅ（またはＳ）が１：０．７：０．３；
２のモル比、およびＣｕ：Ｉｎ：Ｇａ：Ｓｅ：Ｓが１：０．７：０．３：１：１のモル比
になるように組成を調整した。
【００５５】
　次に、金属カルコゲナイド、チオール化合物および酸の混合は、各金属カルコゲナイド
に各々所定量のチオール化合物および酸を添加して溶解させ、各金属カルコゲナイドが溶
解した溶液を室温でかつ窒素雰囲気中にて１２時間の攪拌を行なうことにより、チオール
化合物と酸との混合溶媒に金属カルコゲナイドが溶解した溶液であるチオール錯体を調製
した。
【００５６】
　なお、Ｃｕ：Ｉｎ：Ｇａ：Ｓｅ（またはＳ）が１：０．７：０．３；２またはＣｕ：Ｉ
ｎ：Ｇａ：Ｓｅ：Ｓが１：０．７：０．３：１：１のモル比になるように配合した金属カ
ルコゲナイドの量は表１および表２に示した。また、表１および表２には用いたチオール
化合物および酸の全量を各々示している。
【００５７】
　金属カルコゲナイドをチオール化合物および酸の混合溶媒に溶解させるとき、および各
金属カルコゲナイドが溶解した溶液を混合し攪拌して、Ｃｕ、Ｉｎ、Ｇａ、Ｓｅ（または
Ｓ）からなるチオール錯体を作製するときの間の工程において、ガスの発生の有無の確認
を行った。このガスの発生の確認はグローブボックスに設けてある排気用の配管からガス
を採取し、このガスをガスクロマトグラフィー装置によって確認した。
【００５８】
　次に、窒素置換したグローブボックス中において、ソーダライムガラス基板（以下、基
板という）上に、調製したチオール錯体をスピンコータを用いて塗布して、チオール錯体
の膜を形成した。
【００５９】
　次いで、このチオール錯体を塗布した基板を乾燥機中で加熱してチオール錯体の被膜を
作製した。このとき加熱条件は１５０℃、１時間とした。次に、チオール錯体の被膜を形
成した基板を管状炉に入れ熱処理を行い、チオール錯体の被膜を結晶化させて平均厚みが
１μｍの化合物半導体薄膜を作製した。熱処理の条件は最高温度を５２５℃、保持時間を
１時間とし、還元雰囲気のガスとして、水素ガス、窒素ガス、フォーミングガス（Ｎ２－
１２．５％Ｈ２）、水素化セレンガスおよび窒素ガスをキャリアとしたセレンガスのうち
のいずれか１種のガスを導入した。
【００６０】
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　得られた化合物半導体薄膜は、断面観察を行い膜の緻密性を評価した。膜の断面の観察
は走査型電子顕微鏡を用いて倍率を１５０００倍とし、サンプリングした試料の断面につ
いて、基板上に形成された化合物半導体薄膜の積層方向に対して垂直な方向の全領域を観
察した。また、観察する試料数は得られた化合物半導体膜から抽出した１個とした。
【００６１】
【表１】

【００６２】
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【表２】

【００６３】
　表１および表２の結果から明らかなように、金属カルコゲナイドを溶解させる混合溶媒
としてチオール化合物と酸との混合溶媒を用い、還元雰囲気中での熱処理を行った試料Ｎ
ｏ．１～６、９～２０、２２～２８、３０～３７、４０～５１、５３～５８および６０～
６２では、有害なガスの発生が無く、化合物半導体薄膜を安全に製造できた。
【００６４】
　特に、還元雰囲気として水素化セレンを用いた場合（試料Ｎｏ．９、２３、４１および
５５）および窒素ガスをキャリアガスとしてセレンガスを用いた場合（試料Ｎｏ．１０、
２４、４２および５６）では、得られた化合物半導体膜の断面は粒界部分に空隙が見られ
ず緻密な膜が得られた。
【００６５】
　これに対して、金属カルコゲナイドを溶解させるのにチオール化合物のみ、または酸の
みを用いた試料Ｎｏ．７、８、２１、３８、３９および５２では、金属カルコゲナイドの



(11) JP 5137795 B2 2013.2.6

10

20

溶解が進まずチオール錯体を調製できなかった。
【００６６】
　また、チオール化合物としてヒドラジンを用いた試料（試料Ｎｏ．２９および５９）で
は、金属カルコゲナイドを溶解させる際に人体に有害なアンモニアガスの発生が確認され
た。
【００６７】
　また、表１の試料Ｎｏ．１～６、９～２０、２２～２８、３０～３７、４０～５１、５
３～５８および６０～６２の条件で作製したチオール錯体を用いて化合物半導体薄膜を光
吸収層とする図１の構成の薄膜太陽電池を作製した場合も、チオール化合物と酸とを混合
する工程および金属カルコゲナイドを溶解させる工程において、いずれも有害なガスの発
生が無く、薄膜太陽電池を安全に製造できた。
【００６８】
　そして、本発明の製法によれば、化合物半導体薄膜の製造にスパッタ装置など真空系の
装置を用いないために製造コスト面においても低コスト化を実現できた。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】一般的な薄膜太陽電池の一例を示す断面図である。
【符号の説明】
【００７０】
１・・・基板
２・・・電極層
３・・・光吸収層
４・・・バッファ層
５・・・透明電極層

【図１】
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