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まえがき

原料ガスとしてシラン（SiH4）を用い，プラズマ CVD

（Chemical Vapor Deposition ：化学気相成長法）により

膜たい積を行うと，水素化アモルファスシリコン（a-Si:H）

と呼ばれる非結晶の薄膜が形成される。一般に非結晶材料

は電子欠陥が多く，電子素子への応用は不可能とされてい

た。しかし，この方法でたい積された膜には水素が多数取

り込まれる（そのため，水素化と呼ばれる）。アモルファ

スシリコン（a-Si）の主要な欠陥はシリコンの未結合手

（ダングリングボンド）であるが，水素がこれらを終端し，

欠陥密度を 1015 ～ 1016cm－3 まで押し下げ，その結果，p

形，n形に制御可能な良質の半導体膜が実現される。

この a-Si:H を適用した太陽電池の研究は，当時 RCA

（ Radio Corporation of America） に いた Carlson と

Wronski により始められ，1976年に最初の論文が報告さ

れた
（1）

。プラズマ CVDで形成される a-Si 太陽電池は，低温

プロセスによる形成，大面積化が可能，光吸収係数が大き

く必要とされる膜厚は 1μm以下などの特長があるため，

低価格太陽電池としての期待が持てた。そのため，当時の

変換効率は 2～ 3％と低いものであったが，この報告は大

きな関心を集め，多くの機関が研究開発に参画した。

富士電機もその可能性に着目し，1978年に研究開発を開

始した。1980年には a-Si 太陽電池としては世界で初めて

の商品となる電卓用太陽電池の開発に成功し，それらを世

に送り出した。また，1980年から通商産業省工業技術院

「サンシャイン計画」のもとで研究を受託し，電力用 a-Si

太陽電池の開発に注力してきた。その結果，1993年までの

ガラス基板を用いた a-Si 太陽電池の開発においては，世

界に先駆けて大面積太陽電池（30 cm× 40 cm）で変換効

率
〈注〉

9 ％を達成した。この成果は，当時 5％程度が一般的で

あった実用的なサイズの a-Si 太陽電池モジュールの性能

〈注〉a-Si 太陽電池は，光照射により初期に特性が低下し，その後安

定化する性質がある。そのため本稿で記す変換効率は，すべて

光照射後の安定値を示す。

を一気に引き上げたものであり，a-Si 太陽電池の電力用

途への適用見通しを確固たるものにしたという点で，大き

な注目を集めた
（2）

。

しかし，a-Si 太陽電池を商品化しようとすると，こう

した性能向上に加え，低価格モジュールを高い生産性で製

造できる量産技術の開発が重要となる。将来に向けた低コ

ストの量産技術を実現するためには，本質的に高生産性の

プロセス適用が可能な構造の太陽電池を開発する必要があ

る。ガラス基板太陽電池では，バッチ処理を基本にしたプ

ロセスを構築せざるを得ないため，大面積基板（1m2 程

度を想定）を真空装置で大量に処理するためには，製膜時

間の短縮，基板の搬送，ハンドリングの点で問題があり，

大量生産には向かない。そこで，これまでに蓄積された技

術が有効に活用でき，しかも高い生産性と低コスト化が同

時に期待できる新たな概念の a-Si 太陽電池，およびその

製造プロセス技術の開発が必要となってきた。

こうした観点に立ち，1994年から富士電機はプラスチッ

クフィルムを基板とした新しい構造の a-Si 太陽電池の開

発に着手した。以下にこの太陽電池の開発状況について報

告する。

フィルム基板アモルファスシリコン太陽電池

２.１ プラスチックフィルム基板セルの利点と課題

プラスチックフィルムのようなフレキシブル基板を用い

ることの最大の利点は，ロールツーロール（roll-to-roll）

プロセスが適用できることである。ロールごと真空装置の

中に基板をセットすることにより，基板搬送に関する問題

は回避され，自動化も容易となり，将来の大規模量産化に

適したプロセスを構築することが可能となる。

a-Si 太陽電池に適用可能なフレキシブル基板としては，

ステンレス鋼フィルムとプラスチックフィルムが考えられ

る。しかし，１枚の太陽電池から使い勝手のよい高電圧を

取り出すことを考えると，ステンレス鋼フィルムは耐熱性

は高いが導体であるために，そのままでは a-Si 太陽電池

の利点となる集積形直列接続構造が作れない。一方，プラ
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スチックフィルムは絶縁性があるために，集積形直列接続

構造を形成することが可能である。しかし，熱的に弱い，

基板の伸び縮みが大きいなどの問題があり，接続構造やプ

ロセスの工夫が必要となる。

プラスチックフィルムの材料としては，ポリイミドなど

の耐熱性の高いフィルムを用い，その上に金属電極，a-Si

層，透明電極を付けた構成のセルを形成する（図１参照）。

このセル構成で直列接続構造を形成するために，富士電機

は SCAF（Series-Connection through Apertures formed

on Film）と名付けた新しいフィルム基板太陽電池構造を

提案し，その開発を行ってきた。開発初期の状況について

はすでに報告したので
（3）

，ここではその後の進展を中心に報

告する。

２.２ SCAFセルの構造

SCAF構造フィルム基板セルはユニットセルと呼ばれる

複数の短冊状太陽電池に分割されている（図２参照）。モ

ジュールの出力電圧を実用的な電圧にするためには，これ

らのユニットセルを直列接続する必要があるが，この構造

では以下のようにしてその接続が行われる。各ユニットセ

ルで発電された電流はシート抵抗の高い透明電極でのジュー

ル損失を避けるため，複数の集電ホールを介して低抵抗の

背面電極（金属）に流れ込む。背面電極に集められた電流

はジュール損失なしに両サイドに流れていき，直列ホール

を通して隣のユニットセルの金属電極に接続される。こう

して隣り合うユニットセル同士が低損失で次々と接続され，

直列接続構造が形成される。この構造では，パターンを変

更することにより直列接続数を変えることができ，１枚の

太陽電池から用途に見合った電圧を取り出すことが可能に

なる。

２.３ 製造プロセス技術

SCAF構造太陽電池製造プロセスを図３に示す。どのプ

ロセスユニットもロールツーロール方式を基本として構成

されている。基板前処理装置によりフィルム基板上にパン

チ方式で機械的に穴をあけ，クリーニングユニットで基板

上に付着しているごみや加工残 （ざんさ）を取り除く。

そのフィルムロールを電極形成装置に取り付けてスパッタ

により金属電極を形成し，続いてステッピングロール

（Stepping-roll）方式と名付けた製膜装置で a-Si 層（プラ

ズマ CVD），透明電極層（スパッタ），および背面電極層

（スパッタ）の形成を一つの工程のなかで行う。この装置

は一つの真空容器のなかに複数の製膜室を持ち，基板をス

テップ送りし，製膜中は基板を止めることで各製膜室が独

立したチェンバとなるように工夫されている
（3）

。その結果，

スパッタと CVDのような動作ガス圧がまったく異なるプ

ロセスを一つの装置で行える。

次にレーザパターニング装置で基板の両面をパターニン

グし，直列接続構造を形成する。その後ソーラーシミュレー

タによりセルの特性を評価し，良品のみモジュール化する。

このプロセスでは，作業が必要となるのは基本的にフィ

ルムロールの交換と装置の保守点検だけであり，自動化ラ

インの構築が容易である。また，製膜装置では高真空が要

求されるが，本プロセスではロールの処理が終了するまで

大気に戻す必要がないため，高スループットの実現が可能

である。さらに，各製膜室は基板の搬送機構を持つ必要が
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図２　SCAF構造フィルム基板セルの構造図
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ないために単純な構造となり，製膜装置のコストダウンが

図れ，低コスト化に寄与する。

２.４ デバイス構造と性能

太陽電池の低コスト化を考える場合，量産的には製造コ

ストに占める材料費の割合が大きいこと，またモジュール

化にかかわる費用が大きいことなどから，低効率でも低価

格を実現することは現実的に大変難しい。また，今後の個

人住宅用発電システムでは設置容量の増加が予想されるた

め，低効率ではそうした要望に対応できなくなる可能性が

高い。以上のことから，a-Si 系太陽電池といえども高効

率化は優先すべき課題であり，効率 10 ％以上の太陽電池

を高い生産性で製造できる技術が早急に望まれる。

変換効率を決めている重要な因子はデバイス構造である。

現在開発されている a-Si 系太陽電池のデバイス構造は表

１に示す 4種類である。効率向上の可能性が高いという点

では，積層数が多いほど有利である。富士電機はこれまで

図１ ， に示す a-Si/a-Si タンデム構造，a-Si/a-SiGe

構造の開発を進めてきた。その結果，40cm× 80cm SCAF

セルでそれぞれ 8.1 ％，9.0 ％の変換効率を達成した。

効率 10％の達成をめざし，図１ の構造を持つ a-Si/a-

SiGe/a-SiGe トリプルセルの開発にも着手した。高効率化

のための材料構成，構造の最適化実験においては，小面積

セル（1 cm2）において，効率 11 ％を達成した。これらの

技術を大面積の SCAFセルに適用するために，ステッピ

ングロール装置のプラズマ CVD室を 6室から13室に増設

する改造を実施し，高いスループットでトリプル構造のフィ

ルム基板太陽電池を製作できる環境が整った（図４参照）。

これにより SCAFセルの効率向上が期待でき，現在効率

10 ％をめざした試作実験を進めている。

太陽光発電システムへの試験的応用例

開発した SCAFセルは，設置状況に合わせた封止構造

でモジュール化し，使用することになる。商品化するうえ

で最も重要となる信頼性の確保については，各種信頼性加

速試験やフィールドテストによる課題の抽出，対策実験を

行っている。

SCAF太陽電池モジュールの特長は，

集積形直列接続構造の実現により，各モジュールの出

力電圧をシステムで必要な電圧となるように設計可能で

あるため，モジュール間の配線が簡単（並列接続だけで

よい）になる。

これまでの結晶シリコン系太陽電池では必要電圧を得（2）

（1）

（c）

（b）（a）
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図４　プラズマCVD室を13室に増設したステッピングロール

製膜装置の外観
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図３　SCAF構造 a-Si 太陽電池の製造プロセス
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るのに数モジュールの直列接続が必要であるため，モ

ジュール 1枚単位の増設はできなかったが，本モジュー

ルでは可能となり，余白設置スペースを有効に活用でき

る。

などが挙げられる。以下に代表的なフィールドテストの実

施例を述べる。

３.１ 張付け方式

SCAFセルを樹脂と保護フィルムで封止すると，比較的

柔軟性のあるモジュールが実現される。これらのモジュー

ルを壁や屋根などに張り付ける使用方法は，今後の重要な

用途となり得る。図５は，コンクリート壁に張り付ける方

式について東京電力（株）と共同研究で行っている実験施設

の写真を示している。この実験では，大きさが 0.86m ×

2.28mのモジュール29枚をビル屋上の防音壁に取り付け，

これにより，モジュールの施工方法や耐候性，発電特性の

研究を行っている。実験に用いているモジュールは，並列

接続された最適動作電圧約 200Vの 40 cm× 80 cm SCAF

セル（a-Si/a-Si タンデム構造）5枚で構成され，最大出

力は約 100Wである。

３.２ 屋根材一体形モジュール

従来のガラスカバー付モジュールの代替品として，SC

AFセルを用いたモジュールを供給することは，当面最優

先で行うべき課題である。そこで，具体的には大きな需要

が見込める住宅用屋根への適用を目的としたガラスカバー

付屋根材一体形モジュールの開発を進めている。基本的な

モジュール構造は結晶シリコン系太陽電池の場合と同じで

あり，結晶シリコンセルの代わりに SCAFセルを封止し

たものである。ただし，セルの面積が大きく，しかも出力

電圧が高いため，セル間の配線は結晶シリコンの場合に比

べてはるかに単純であり，工数削減による低コスト化が図

れる可能性がある。

図６は試作したモジュールで屋根施工を行った実験シス

テムの写真である。各モジュールのサイズは約 90 cm×

90cmであり，最適動作電圧 200Vの 40cm×80cm SCAF

セル（a-Si/a-Si タンデム構造）2枚を並列に接続し，封

止している。合計80枚のモジュールを約20度の傾斜角を持

つ屋根に設置し，これらをすべて並列接続して，インバー

タに接続した。１年間の運転（1999年 1 ～12月）では，

4,794 kWh の発電（インバータへの入力電力）を行い，現

在も継続してデータ収集を行っている。

あとがき

フィルム基板 a-Si 太陽電池の構造，最近の開発状況，

およびそれらを用いたモジュールのフィールドテスト例に

ついて紹介してきた。SCAFと名付けたセルの製造技術に

ついては，各プロセスの量産要素技術の開発はほぼ完了し，

変換効率 10 ％が見通せるレベルまで到達した。今後は低

コスト量産技術を実現するための装置の低コスト化，高ス

ループット化が重要な課題となる。

モジュールについては，信頼性（耐候性）確保が大きな

課題となる。実際に屋外で10年，20年と使用した場合に発

生すると想定される課題の抽出とその対策実験を，加速試

験とフィールドテストにより進めており，幾つかの利用形

態においては十分な信頼性を確保できる見通しを得ている。

今後も富士電機の太陽電池に適した新しい利用技術の開発

とその利用形態に即したモジュールの高信頼性の確保に注

力していきたい。

最後に，本稿で紹介した成果の主要な部分は通商産業省

工業技術院「ニューサンシャイン計画」のもと，新エネル

ギー・産業技術総合開発機構からの委託研究により行われ

たものであり，関係各位に感謝する。
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図５　防音壁に取り付けられたモジュールのフィールドテスト 図６　屋根材一体形モジュールの施工写真
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