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特　集　論　文 高経済性太陽電池を構成する先進技術

High Technology Achieving Photovoltaic Solar Cell
with High Cost-Performance

当社では各種クリーンエネルギー開発の一環として薄膜型太陽電池の開発を推進している．そのキー技術として超
高周波を用いた高速大面積プラズマCVD（Chemical Vapor Deposition：化学的気相堆積法）技術を開発し，世界最大
のa-Si太陽電池（1.4 m×1.1 m）を製品化した．この技術を基に，高経済性を更に追求した次世代製品として発電効率
12 ％の a-Si／微結晶Siタンデム構造薄膜型太陽電池を開発している．高性能，高生産性を両立する技術開発の結果，
小面積セル（32mm2）で初期発電効率13.1％，大面積モジュールで安定化発電効率9.8％を それぞれ達成した．

化石燃料からエネルギーを得ることで発展してきた社会は
二酸化炭素を排出して温暖化を引き起こし，酸性雨を降らせ
て森林破壊を進ませた結果，近年地球環境問題は深刻化して
いる．従来の化石燃料に頼ったエネルギーは一見コストが低
いように見えるが，エネルギー獲得のために破壊した環境を
元に戻すことまでコストに含めて考えれば，非常に高価であ
るといわざるを得ない．これに比べて，太陽光発電等のクリ
ーンエネルギーは，環境に影響を及ぼすことが全く無い．中
でも太陽光発電は，資源が少ない我が国の基幹エネルギー産
業に発展する可能性があり，急速に市場が拡大しつつある．
これは国が太陽光発電を普及させようと積極的に技術開発に
投資していることが奏功した結果で，導入目標として２０１０年
に累計４８２万kWが設定されている（１）．さらに２０１０年以降に
５～８千万kWの大量導入も計画され，太陽光発電は極めて
将来性が高い産業分野である．
当社はエネルギー関連機器メーカとして，将来普及の主流
になると考えている薄膜型太陽電池の開発を一貫して進めて
おり，大面積プラズマCVD装置を新エネルギー・産業技術
総合開発機構（NEDO）普及促進型技術開発事業にて開発し，
平成１４年度からアモルファス太陽電池の量産を開始した．
この技術をベースとし，さらに高性能，低コストを追求した

太陽電池を開発中である．本報告では概要を述べた後に中核
の技術である高効率化技術，大面積高速成膜技術について述
べる．なお，当社はシリコン結晶系薄膜太陽電池モジュール
製造技術開発を NEDOの委託研究にて平成１３年度から実施
中である．

太陽電池は光と物質の相互作用を利用して光を電力へ変換
する装置であり，表１に主な種類を示す（２）．材料で分類する
とSi系と化合物系に分かれ，Si系はさらにバルクと薄膜に
分けられる．Si系バルク，化合物系は，高い発電効率が得
られるものの，原料供給量，製造コスト，環境負荷の面で問
題がある．これに対して，Si系薄膜は原材料が少なくて済み
比較的低温で生産できるので環境負荷が極めて小さく，大量
生産による低コスト化が可能であるという優れた特徴があ
る．
図１に薄膜型太陽電池の発電原理を示す．導電性が異なる

三種類の半導体薄膜（p層，i層，n層）を順次積層させると
内部に電界が生じる．光を照射すると i層内部で電子－正孔
の対が発生して自由に動き回れるようになり，内部の電界の
働きで電子はn層へ，正孔はp層へ引き寄せられ，電極間に
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2．高経済性太陽電池の概要
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表１　太陽電池の分類
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外部負荷を接続すると電流が流れて発電する．
薄膜型太陽電池がバルク型と大きく異なるのは，光の吸収
層の厚みである．バルクSi太陽電池は十分に光を吸収させ
る目的と加工技術の制約から数十～百μm程度の厚みの板を
用いるが，a-Siは光を非常に良く吸収するので，わずか０．３
μm程度の厚みで発電する．当社は薄膜型太陽電池生産技術
の心臓部である大面積高速プラズマCVD技術を開発し，既
に世界最大サイズ（１．４m×１．１m）で出力１００Wのa-Si太
陽電池を製品化している（図２）（３）（４）．
太陽光からより多くのエネルギーを取り出すためには発電
に利用する波長域を広げる必要がある．当社は，３００～８００
nmの波長域で発電する従来の a-Siと， 約１μmの長波長光
まで発電できる微結晶 Siを積み重ねたタンデム構造により
発電効率１２％の高経済性太陽電池を開発しており，従来
比１．５倍への効率向上によりコスト低減をねらっている．
図３に示すように，タンデム構造では短波長光を a-Siトッ
プセルで，長波長光を微結晶Siボトムセルでそれぞれ吸収
することで発電効率を高くできる．タンデム構造薄膜型太陽
電池は，半導体素子として高性能であることと，光学素子と
して紫外－可視－赤外の広い波長域で無駄なく光を取り込む
のに適した構造を併せ持つことが重要である．太陽電池から
得る電力は，発生する電圧と電流の積に比例するので，それ
ぞれを増大させるとともに，電流を取り出す際の内部損失を
低減させる改良を行った．このために，成膜技術のほかに，
電磁波伝ぱ解析，結晶成長シミュレーション，光学設計，熱
流動解析等，当社の先進技術を総合的に活用して開発を進め
ている．

3．高効率化技術

3．1 小面積セルの作製技術

当社の微結晶Siタンデムセルは，図４に示すラダー電極
を用いた超高周波プラズマCVD（３）でa-Siトップセル上に微結
晶Siボト ムセルを積層して作製する．原料ガスは水素（H2）
で希釈したシラン（SiH4）を用い，導電性を持つp層，n層
の成膜にはジボラン（B2H6），ホスフィン（PH3）をそれぞ
れ微量添加する．

作製したセルの性能を示す短絡電流密度，開放電圧，形状
因子（電気的な内部損失を示す重要な指標で数値が大きい方
が高性能），発電効率は太陽光を模擬した光源を用いた電
流－電圧特性評価より求めた．
3．2 微結晶Si-i層の高品質化

発電効率向上のためには微結晶Siボトムセルの性能を向
上させる必要がある．このために微結晶Si-i層の高品質化を
行い，著しい改善を得た．
微結晶Si薄膜は数十nm径のSi結晶粒とその周囲を取り巻

くようにa-Siが存在する構造となっており，Si結晶粒間の粒
界には多くの欠陥が存在すると考えられている．これらの欠
陥は電子，正孔を補足し，再結合により消滅させ，これが損
失につながる．再結合頻度が増加すると特に開放電圧，形状
因子が低下し発電効率も低下する．
微結晶Si薄膜の高品質化は，結晶粒界に存在する欠陥を

低減することで行った．すなわち，結晶成分とアモルファス
成分の比率である結晶化率に着目し，その制御と最適化によ
り行った．結晶化率はSiH4ガスのH2希釈率により精度良く
制御できる．i層の結晶化率のみを変化させて微結晶Siセル
を作製し，発電性能を評価した．微結晶Si-i層の結晶化率と
開放電圧，形状因子との関係を図５に示す．結晶化率の低下
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図２　a-Si太陽電池モジュール
1.4 m× 1.1 mの世界最大サイズを
達成した．

図３　タンデム構造と利用波長域 a-Siトップセルと微結晶Siポトムセルを積層し、利用波長域を
300 nm～1μmに拡大することで発電効率を向上させている．

図４　小面積プラズマCVD装置の構造 ラダー電極を用
いた超高周波プラズマCVDで微結晶Si膜を成膜した．
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と共に開放電圧が向上し，最高値は結晶化率２０（任意単位，
最高１００，以下同様）で得られる．低結晶化率 i層を用いる
と，高結晶化率 i層を用いた場合に比べ２５％も開放電圧が向
上する．
また，形状因子も i層の結晶化率と良い相関関係を示す．

形状因子の最大値は開放電圧向上と同じ２０の結晶化率で得
られ，高結晶化率の場合よりも約１０％向上する．
最適な結晶化率に制御することにより微結晶Siボトムセ

ルの発電性能を大きく向上できた．これは結晶粒界にアモル
ファス成分が十分に充てんされて欠陥密度を低減でき，i層
の品質が向上したためであると考えている．

微結晶Siボトムセルの開放電圧向上のためには，pin接合
により i層内部に形成する電界を強くする必要があるので，
微結晶p層の炭化珪素（SiC）化による開放電圧の向上を試
みた．
当社は，原料ガスに炭化水素を混合し，SiCから成る微結

晶 p層の成膜を試したが，得られた p層は微結晶Siと a-SiC
の混合体であった．この改良p層を微結晶Siセルに適用した
結果，０．５７３ Vの非常に高い開放電圧が得られ，従来よりも
１１％も高い開放電圧を得ることに成功した．

薄膜型太陽電池で短絡電流密度を向上させるためのキー技
術は，入射光をセル内に拡散透過させて導いた後に，何度も
往復反射させて光路長を伸ばせる光閉じ込め構造の形成であ
る．光閉じ込め構造では，光路長を i層膜厚の十倍程度に伸
ばすことが可能で，ごく薄い膜厚でも十分な光吸収を得るこ
とができる．当社では ① 光入射側に凹凸形状を持つテクス
チャ構造を導入して入射光を拡散透過させ，② 裏面まで到
達した光を吸収損失なく散乱反射させる光反射層を形成する
ことにより光閉じ込め構造を形成した．
上記 ② に対して，裏面電極の反射率改善による短絡電流

密度増大のための成膜プロセス改良を行った．パワー密度，
基板温度，膜厚を最適化することで反射率を２％以上向上
でき，タンデムセルの短絡電流密度を６％増大させることがで
きた．裏面電極プロセスの改良で更に増大できると考えてい
る．

微結晶 i層の高品質化による開放電圧及び形状因子向上技
術，p層への炭素導入による開放電圧向上技術，裏面電極改
良による短絡電流密度増大技術を投入して微結晶Siタンデ
ムセルを作製した．図６に発電特性（電流－電圧特性曲線）
を示す．世界トップレベルの初期発電効率１３．１％を小面積
セル（３２mm2）で達成した．

当社では大面積高速成膜には，プラズマ，温度，ガス流動
の３つの要素がキーポイントと考え，a-Si用の大面積高速成
膜技術を開発した（３）．この観点から微結晶Si成膜では新たに
次の点を考慮しなければならない．すなわち，（１）高い圧力
条件（a-Siでは数十Paに対し，微結晶Siでは数百Pa）での
プラズマの均一性，（２）膜質のキーパラメータである水素
（H2）ガスとシラン（SiH4）ガスの混合比を大面積の電極面
内で均一にすること，（３）a-Siに比べ数倍の超高周波電力を
必要とするため，超高周波電力による基板温度上昇を抑制す
ること，という点である．（２），（３）に関しては，当社の火
力プラントで培われた熱流動解析技術が役に立っており，プ
ラズマCVD装置を独自に開発している当社の優位点と考え
ている．
プラズマを均一に発生するためには電極上の電圧分布を均

一にする必要がある．従来，超高周波プラズマは主に電極上
の定在波の問題で大面積化は困難とされていた．これは電圧
の最大点・最小点となる定在波の腹と節が１/４波長間隔で
現れること，プラズマ中では真空中に比べ電磁波の波長は短
くなることに起因する．例えば６０MHzでは定在波の腹と節
の間隔は約１m以下となるため，１m級の電極サイズでは
電極上に電圧の最大点と最小点が現れることになる．
当社の発電モジュールは１/４波長を超えるサイズの大面

積電極で成膜するため，電極上に発生する前述の定在波電圧
の最大点，最小点による影響を解消して均一成膜を実用化す
るためには，電極上に定在波による電圧分布を生じさせない
給電方法が必要となる．当社では独自に開発した電極への給
電技術により，圧力の低いa-Si成膜において超高周波プラズ
マの大面積化に成功した（３）（４）．このベース技術を大面積化が
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図５　微結晶Si-i層の結晶化率と開放電圧，
形状因子との関係 開放電圧，形状
因子は結晶化率の低下と共に向上し結晶
化率20で最大となる．

図６　小面積タンデム構造薄膜型太陽
電池セルの発電特性曲線 発
電効率 13.1％の世界トップレベ
ルの初期発電効率を 32 mm2の小
面積セルで達成した．

図７　２周波数法の構成 ラダー電極の上下方
向より供給する電力の位相差を調整して均一
なプラズマを発生させることが可能．

3．3 開放電圧向上

3．4 短絡電流密度増大

3．5 タンデム構造薄膜型太陽電池セルの発電効率

4．大面積高速成膜技術
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より困難な圧力の高い微結晶Si成膜条件での大面積化に適
用している．
ここではその一つである位相変調法を紹介する．位相変調
法は電極の両端より供給する電力の位相差を調整することに
より，定在波の位置を時間的にずらして電圧分布を時間平均
化する方法である．その適用例を図７に示す．
実際のプラズマCVD装置では内部の様子が良く見えない

ため電極上のプラズマの生成状況を確認することは困難であ
る．このため当社は大きな観察窓を有する可視化装置を用い
て大面積プラズマの生成状況を効率良く確認している．可視
化装置では外形１．２m×０．４mのラダー電極を使用した．こ
れは実生産ラインで使用する電極に対し電極幅は１/４であ
るが，均一性が問題となる電極構成線材長さはほぼ同じであ
るため，実機のプラズマを模擬することが可能となる．
図８に可視化装置におけるプラズマ発光状態を示す．従来

の方法では，中央の観察窓のみでプラズマ発光が観察される．
これに対し位相変調法を適用すると左右の観察窓からもプラ
ズマ発光が観察でき，電極全面でプラズマがほぼ均一に生成
できている．この結果からガス圧力が高い微結晶Si成膜条
件においても位相変調法は超高周波プラズマの大面積成膜に
有効な方法であると考えられる．
大電力を安定して供給できるように超高周波電力の給電方
法を改良した結果，微結晶Siの膜厚分布をa-Siとほぼ同じ±
１５％まで改善できた．
この方法に前章までの微結晶Si成膜技術を適用し，基板

サイズ４０cm×５０cmの微結晶Siタンデムモジュールを試作
した．図９にその発電特性を示す．モジュールの初期効率と
して１１．２％が得られている．このモジュールの安定化効率
は小面積セルの光劣化率からの推定で９．８％であり，２０００
cm 2規模のサイズで発電効率約１０％のモジュールを製作で
きる技術を構築している．
可視化装置の結果を１．４m×１．１mの世界最大級の大面積

ガラス基板への微結晶Si成膜にも同時に展開している．現
在，基板全面にわたり平均成膜速度１．０nm/sにて微結晶Si
膜が成膜できることを確認している．
今後，ガス流動や熱に関する課題を改善し，成膜速度と膜
質の向上を図り，タンデム構造薄膜型太陽電池の生産技術へ
展開していく予定である．

当社はクリーンエネルギー源としてお客様に安心して使っ
ていただける薄膜型太陽電池の開発に一貫して取り組んでお
り，a-Si太陽電池の製品化に引き続いて高経済性太陽電池と
してタンデム構造薄膜型太陽電池の開発を進め，小面積セル
では初期発電効率１３．１％を達成している．さらに，高い生
産性の確保のための微結晶Si高速成膜技術の開発も進めて
いる．
電力源としての太陽光発電を確固たる地位に定着させ，化

石燃料への依存を緩和できるよう，今後も社業を通して社会
の進歩に貢献する新技術の創造へ挑戦し続けていく所存であ
る．
なお，微結晶Siタンデム型太陽電池の大面積高速成膜技

術開発はNEDOの委託により実施中で，さらに大学及び研
究機関の指導を受けていることを付記して謝意を表する．

参　考　文　献
（1）http：//www.nedo.go.jp/taiyoshitsu/（2003-7）
（2）小長井誠，薄膜太陽電池の基礎と応用，オーム社（2001）

p.5
（3）竹内良昭ほか，低コストアモルファスシリコン太陽電池

の開発，三菱重工技報　Vol.37 No.1（2000）p.26
（4）三菱重工の太陽光発電システム，三菱重工技報　Vol.39

No.3（2002）p.172

中野要治
技術本部
先進技術研究センタ
ー
応用物理グループ

野田松平
技術本部
長崎研究所
主幹

山内康弘
長崎造船所
太陽電池事業室
製造グループ主席

米倉義道
技術本部
長崎研究所
応用物理研究室長

山下信樹
技術本部
先進技術研究センタ
ー
先進材料グループ主
席

竹内良昭
技術本部
長崎研究所
応用物理研究室
理博

5．ま　　と　　め

図８　従来法と位相変調法のプラズマ発光状況 従来法は中央の観察窓の
みのプラズマ発光であるのに対し，位相変調法は左右の観察窓からもプラ
ズマ発光が観察される．

図９　大面積微結晶Siタンデムモジュールの発電特
性曲線 40 cm×50 cm基板にて初期発電効率
11.2％を達成した．
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