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(57)【要約】

（修正有）

【課題】膜表面に発現した光触媒作用を速やかに消失さ
せることができる光触媒性薄膜を表層に有する太陽電池
モジュール用カバーを提供する。
【解決手段】太陽電池カバー１００は、透光性基板１０
２と、発熱層としての透明導電膜１０４と、光触媒性薄
膜１０６とを積層して構成され、光触媒性薄膜１０６は
、成膜プロセス領域で、チタンで構成されたターゲット
をスパッタし、膜原料物質を付着させるスパッタ工程と
、反応プロセス領域で、少なくとも反応性ガスのプラズ
マを膜原料物質に接触させ第１の薄膜を生成する反応工
程と、成膜プロセス領域と反応プロセス領域の間で第１
の薄膜が形成された基板を移動させ、スパッタ工程及び
反応工程を複数回繰り返し第２の薄膜を形成する薄膜堆
積工程と、第２の薄膜に対し、不活性ガスを反応性ガス
の導入流量と少なくとも同一流量で積極的に混合した混
合ガスのプラズマを接触させるプラズマ後処理工程によ
って形成される。
【選択図】図１

(2)

JP 2011‑127198 A 2011.6.30

【特許請求の範囲】
【請求項１】
透光性基板と、透明導電膜で構成される発熱層と、光触媒性薄膜とをこの順に積層して
ある太陽電池カバーにおいて、
前記光触媒性薄膜は、前記発熱層の表面に、下記（１）〜（４）の処理を施すことによ
り成膜されたものであることを特徴とする太陽電池カバー。
（１）真空容器の内部に形成された成膜プロセス領域で、チタン金属で構成されたター
ゲットをスパッタし、前記発熱層の表面に前記チタンで構成される膜原料物質を付着させ
るスパッタ工程、
（２）前記成膜プロセス領域とは離間して形成された反応プロセス領域で、少なくとも
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反応性ガスのプラズマを前記膜原料物質に接触させて第１の薄膜を生成させる反応工程、
（３）前記発熱層が形成された前記透光性基板を前記成膜プロセス領域と前記反応プロ
セス領域の間で移動させ、前記スパッタ工程及び前記反応工程を複数回繰り返し、前記第
１の薄膜を複数回堆積させて第２の薄膜を形成する薄膜堆積工程、
（４）前記不活性ガスを前記反応性ガスに対して前記反応性ガスの導入流量と少なくと
も同一流量で積極的に混合した混合ガスのプラズマを前記第２の薄膜に接触させるプラズ
マ後処理工程。
【請求項２】
請求項１記載のカバーにおいて、
前記発熱層は、ＺｎＯ系の透明導電膜で形成してあり、厚みが３００〜７００ｎｍであ
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ることを特徴とする太陽電池カバー。
【請求項３】
請求項１又は２記載のカバーにおいて、
前記光触媒性薄膜は、厚みが５０〜２５０ｎｍであることを特徴とする太陽電池カバー
。
【請求項４】
透光性基板の表面に透明導電膜で構成された発熱層が積層してあり、前記発熱層の表面
に光触媒性薄膜が積層してある太陽電池カバーを製造する方法であって、
前記透光性基板の表面に前記発熱層を成膜する第１の成膜工程と、
前記発熱層の表面に前記光触媒性薄膜を成膜する第２の成膜工程とを有し、
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前記第２の成膜工程は、
真空容器の内部に形成された成膜プロセス領域で、チタン金属で構成されたターゲット
をスパッタし、前記発熱層の表面に前記チタンで構成される膜原料物質を付着させるスパ
ッタ工程と、
前記成膜プロセス領域とは離間して形成された反応プロセス領域で、少なくとも反応性
ガスのプラズマを前記膜原料物質に接触させて第１の薄膜を生成させる反応工程と、
前記透光性基板を前記成膜プロセス領域と前記反応プロセス領域の間で移動させ、前記
スパッタ工程及び前記反応工程を複数回繰り返し、前記第１の薄膜を複数回堆積させて第
２の薄膜を形成する薄膜堆積工程と、
前記不活性ガスを前記反応性ガスに対して前記反応性ガスの導入流量と少なくとも同一
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流量で積極的に混合した混合ガスのプラズマを前記第２の薄膜に接触させるプラズマ後処
理工程とを有することを特徴とする太陽電池カバーの製造方法。
【請求項５】
請求項４記載の製造方法において、
前記後処理工程では、前記不活性ガスを前記反応性ガスの導入流量よりも多い流量で導
入し、前記混合ガスのプラズマを発生させることを特徴とする太陽電池カバーの製造方法
。
【請求項６】
請求項４又は５記載の製造方法において、
前記後処理工程では、前記反応プロセス領域に、前記不活性ガスを前記反応性ガスの導
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入流量の少なくとも３倍の流量で導入し、前記混合ガスのプラズマを発生させることを特
徴とする太陽電池カバーの製造方法。
【請求項７】
直列又は並列に配線された複数枚の太陽電池セルをパッケージングし、ユニット化した
太陽電池モジュールの受光面側に、請求項１〜３の何れか一項記載の太陽電池カバーをそ
の透光性基板を積層するとともに、
前記太陽電池カバーの前記発熱層を電源に対して電気的に接続し、電力を供給すること
によって前記発熱層を発熱させ、
前記光触媒性薄膜の表面に堆積した雪を融雪することを特徴とする融雪方法。
【請求項８】

10

請求項７記載の融雪方法であって、
前記発熱層を少なくとも１つの前記太陽電池セルに対して電気的に接続し、電力を供給
することによって前記発熱層を発熱させることを特徴とする融雪方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、光励起により光触媒作用を発現する酸化物光触媒からなる薄膜を表面に有
する太陽電池カバーに関わり、特に積雪量の多い豪雪地帯において、家屋の屋根に太陽電
池を設置して利用する場合に好適に用いることができる太陽電池カバーに関する。
【背景技術】
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【０００２】
住居その他の建物の屋根に太陽電池を設置し、太陽光を光電変換して利用することが行
われているが、豪雪地帯では、太陽電池上に積雪が生じる。積雪状態では太陽電池の受光
面が太陽光に晒されず、太陽光の効率的な利用が図れない。そこで太陽光を効率的に利用
するために、定期的に雪下ろしの作業を行う必要があり、これが豪雪地帯での太陽電池設
置の普及を妨げている。雪下ろしの作業は作業員が屋根の上にのぼり、スコップで積雪を
切り取り、ブロック状となった雪を屋根下へ落下させることにより行われる。
【０００３】
近年、豪雪地帯での太陽電池設置の普及を図るために種々の提案が為されている。例え
ば特許文献１では、太陽電池モジュールの受光面側に抵抗発熱線を設ける技術が提案され
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ている。
【０００４】
また、太陽電池モジュールの受光面は、耐候性樹脂フィルムなどで構成される保護カバ
ーによって保護されることが多いが、このカバーは、太陽電池モジュールの長期間の使用
中に煤塵で汚れ、次第に光透過率が低下し、これによって太陽電池のエネルギー変換効率
を減少させる。その一方で、太陽電池カバーは、建物の屋根や外壁に設置されるため、こ
れを定期的に又は必要に応じてクリーニングすることは容易でない。そこで、例えば特許
文献２では、酸化物光触媒を含有する表層部を基材フィルムの上に形成した太陽電池カバ
ーが提案されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平８−２６０６３８号公報
【特許文献２】特開平１０−１０７３０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
ところで、酸化チタンに代表される酸化物光触媒による光触媒作用の発現機構は、光励
起により伝導帯に電子を生じ、価電子帯に正孔を生じることに起因するものと考えられて
いる。電子の強い還元力、正孔の強い酸化力により、光触媒に接触してくる有機物や窒素
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酸化物を水や炭酸ガスなどに分解することができ、防汚、防臭、抗菌機能などの諸機能が
発揮される。すなわち、上記酸化物光触媒に、そのバンドギャップ以上のエネルギーを持
つ波長の光（例えば紫外光）を照射すると、その酸化物光触媒表面の水の接触角が低下し
、高度に親水化された状態となる。その一方で、紫外光の照射を停止すると、水の接触角
が２０〜３０度程度の元の状態に戻る。
【０００７】
しかしながら、一旦、十分に親水化した酸化物光触媒は、少なくとも数十時間もの間、
紫外光が当たらずとも高度な親水化状態が持続される。従って、表面エネルギー状態を元
の状態に戻すことを望む場合、数十時間もの長い時間を無駄に費やさなければならないと
いう問題があった。
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【０００８】
例えば、特許文献１と特許文献２を組み合わせた技術により、抵抗発熱体を通電し、太
陽電池モジュールの受光面側の雪を溶かしても、受光面側の表層部が親水化状態に持続さ
れていると、次の不都合を生じる。抵抗発熱体に直接接触する雪は溶解し、その部分は水
となる反面、積雪は厚みが厚く、厚み方向のすべての積雪を溶解させることは困難である
。従って、溶解しなかった積雪部分がその自重によってモジュール受光面側へ圧縮され、
表層部は親水状態にあるため、溶解しなかった積雪部分を保持することとなって、結局は
、別途、雪下ろし作業を行わなければならない。
【０００９】
発明が解決しようとする課題は、膜表面に発現した光触媒作用を速やかに消失させるこ
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とができる光触媒性薄膜を表層に有する太陽電池カバー、その製造方法及び融雪方法を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記課題を解決するために、本発明に係る太陽電池カバーは、透光性基板と、透明導電
膜で構成される発熱層と、光触媒性薄膜とをこの順に積層してあり、前記光触媒性薄膜は
、前記発熱層の表面に、下記処理を施すことにより成膜されたものであることを特徴とす
る。真空容器の内部に形成された成膜プロセス領域で、チタン金属で構成されたターゲッ
トをスパッタし、前記発熱層の表面に前記チタンで構成される膜原料物質を付着させるス
パッタ工程。前記成膜プロセス領域とは離間して形成された反応プロセス領域で、少なく
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とも反応性ガスのプラズマを前記膜原料物質に接触させて第１の薄膜を生成させる反応工
程。前記発熱層が形成された前記透光性基板を前記成膜プロセス領域と前記反応プロセス
領域の間で移動させ、前記スパッタ工程及び前記反応工程を複数回繰り返し、前記第１の
薄膜を複数回堆積させて第２の薄膜を形成する薄膜堆積工程。前記不活性ガスを前記反応
性ガスに対して前記反応性ガスの導入流量と少なくとも同一流量で積極的に混合した混合
ガスのプラズマを前記第２の薄膜に接触させるプラズマ後処理工程。
【００１１】
本発明に係る太陽電池カバーの製造方法は、透光性基板の表面に透明導電膜で構成され
た発熱層が積層してあり、前記発熱層の表面に光触媒性薄膜が積層してある太陽電池カバ
ーを製造する方法であって、前記透光性基板の表面に前記発熱層を成膜する第１の成膜工
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程と、前記発熱層の表面に前記光触媒性薄膜を成膜する第２の成膜工程とを有し、前記第
２の成膜工程は、真空容器の内部に形成された成膜プロセス領域で、チタン金属で構成さ
れたターゲットをスパッタし、前記発熱層の表面に前記チタンで構成される膜原料物質を
付着させるスパッタ工程と、前記成膜プロセス領域とは離間して形成された反応プロセス
領域で、少なくとも反応性ガスのプラズマを前記膜原料物質に接触させて第１の薄膜を生
成させる反応工程と、前記透光性基板を前記成膜プロセス領域と前記反応プロセス領域の
間で移動させ、前記スパッタ工程及び前記反応工程を複数回繰り返し、前記第１の薄膜を
複数回堆積させて第２の薄膜を形成する薄膜堆積工程と、前記不活性ガスを前記反応性ガ
スに対して前記反応性ガスの導入流量と少なくとも同一流量で積極的に混合した混合ガス
のプラズマを前記第２の薄膜に接触させるプラズマ後処理工程とを有することを特徴とす
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る。
【００１２】
本発明に係る融雪方法は、直列又は並列に配線された複数枚の太陽電池セルをパッケー
ジングし、ユニット化した太陽電池モジュールの受光面側に、請求項１〜３の何れか一項
記載の太陽電池カバーをその透光性基板を積層するとともに、前記太陽電池カバーの前記
発熱層を電源に対して電気的に接続し、電力を供給することによって前記発熱層を発熱さ
せ、前記光触媒性薄膜の表面に堆積した雪を融雪することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
本発明によれば、発熱層の表面に光触媒性薄膜を堆積させた後、反応性ガスと不活性ガ
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スを含む混合ガスのプラズマを接触させるプラズマ後処理を施すことにより、膜表面に発
現した光触媒作用を速やかに消失させることが可能な光触媒性薄膜を表層に成膜すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は本発明の一実施形態に係る太陽電池カバーの構成例を示す断面図である。
【図２】図２は図１の太陽電池カバーを製造することができる成膜装置の一例を示す部分
横断面図である。
【図３】図３は図２のＩＩ−ＩＩ線に沿った部分縦断面図である。
【図４】図４は図１の太陽電池カバーを適用しうる太陽電池の構成例を示す平面図である
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。
【図５】図５は図４の断面図である。
【図６】図６は図４及び図５の太陽電池の設置例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
以下、添付図面に従って本発明に係る太陽電池カバーの好ましい実施の形態について詳
説する。
【００１６】
《太陽電池カバー》
図１に示すように、本実施形態に係る太陽電池カバー１００は、透光性基板１０２を有
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する。透光性基板１０２の表面の少なくとも一部（好ましくは全部）には、発熱層として
の透明導電膜１０４が積層してある。透明導電膜１０４の上には、光触媒性薄膜１０６が
積層してある。
【００１７】
《透光性基板》
透光性基板１０２の形成材料としては、ガラス及び合成樹脂が使用される。透光性基板
１０２に使用される合成樹脂としては、例えばポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹
脂、環状ポリオレフィン系樹脂、フッ素系樹脂、ポリスチレン系樹脂、アクリロニトリル
−スチレン共重合体（ＡＳ樹脂）、アクリロニトリル−ブタジエン−スチレン共重合体（
ＡＢＳ樹脂）、ポリ塩化ビニル系樹脂、フッ素系樹脂、ポリ（メタ）アクリル系樹脂、ポ
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リカーボネート系樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポ
リエステル系樹脂、各種のナイロン等のポリアミド系樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリアミ
ドイミド系樹脂、ポリアリールフタレート系樹脂、シリコーン系樹脂、ポリフェニレンス
ルフィド系樹脂、ポリスルホン系樹脂、アセタール系樹脂、ポリエーテルスルホン系樹脂
、ポリウレタン系樹脂、セルロース系樹脂等が挙げられる。これらの樹脂の中でも、フッ
素系樹脂、環状ポリオレフィン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリ（メタ）アクリル
系樹脂又はポリエステル系樹脂が特に好ましい。
【００１８】
なお、合成樹脂製の透光性基板１０２の場合、加工性、耐熱性、耐候性、機械的性質、
寸法安定性等を改良、改質する目的で、例えば滑剤、架橋剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤
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、帯電防止剤、光安定剤、充填剤、強化繊維、補強剤、難燃剤、耐炎剤、発泡剤、防カビ
剤、顔料等の各種添加剤を含有することも可能である。
【００１９】
透光性基板１０２の厚さは、特に限定されず、使用する材料に応じて所要の強度等を具
備するよう適宜選択される。合成樹脂製の透光性基板１０２の厚さとしては６〜３００μ
ｍが好ましい。また、ガラス製の透光性基板１０２の厚さとしては、一般的には３ｍｍ程
度とされる。
【００２０】
《透明導電膜》
透明導電膜１０４は、電流が導通されることで発熱し、その結果、光触媒性薄膜１０６

10

の外面に積雪している雪を融雪させる加熱手段としての機能を有する。
【００２１】
透明導電膜１０４としては、金属薄膜、半導体薄膜の単層や積層体、または金属薄膜と
透明薄膜とを積層したものが適用できる。積層は各一層でも、それ以上の多層であっても
よい。金属薄膜としては、銀、金、銅、アルミニウム、ニッケル、クロム、等の金属が使
われるが、銀、金、銅が好ましい。
【００２２】
半導体薄膜としては、インジウム、スズ、亜鉛、アンチモン等を含む酸化物で導電性を
示すものであれば如何なるものでもよいが、好ましくは酸化インジウム、酸化スズ、ＩＴ
Ｏ（酸化インジウム・スズ）、ＩＺＯ（酸化インジウム・亜鉛）、ＩＴＺＯ（酸化インジ
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ウム・亜鉛・スズ）、ＡＺＯ（酸化亜鉛・アンチモン）、ＡＩＺＯ（酸化インジウム・亜
鉛・アンチモン）等の薄膜が挙げられる。
【００２３】
中でも本実施形態では、主成分である酸化亜鉛に対し、ドーピング成分を所定割合で含
有するＺｎＯ系半導体薄膜で構成することが好ましい。こうしたＺｎＯ系半導体薄膜は、
成膜が比較的容易であり、しかも、ある電気伝導性を得るための膜厚において可視光線の
透過率を比較的高くすることができる。ドーピング成分は導電膜１０４の抵抗率を制御し
、しかも耐熱性などの耐久性を向上させる成分であり、例えばＡｌ、Ｐｂ、Ｓｎ、Ｉｎ、
Ｃｄなどが挙げられる。
【００２４】
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透明導電膜１０４の厚みは例えば３００〜１０００ｎｍ、好ましくは３００〜７００ｎ
ｍであり、抵抗率は１．０×１０−３（Ω・ｃｍ）以下、全光線透過率は好ましくは８０
％以上、より好ましくは８５％以上である。
【００２５】
透明導電膜１０４は、例えばイオンプレーティング法、スパッタ法、真空蒸着法などの
各種成膜方法を用いて成膜することができるが、スパッタ法を用いると、緻密な膜を形成
でき、耐摩耗性が向上するので好ましい。
【００２６】
《光触媒性薄膜》
光触媒性薄膜１０６は、一旦、発現した光触媒作用を速やかに消失させることが可能で
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あり、本実施形態では酸化チタンで構成してある。
【００２７】
本実施形態では、薄膜１０６の厚みを３００ｎｍ未満、好ましくは２５０ｎｍ以下、よ
り好ましくは２００ｎｍ以下と薄く形成しても、透明導電膜１０４がバッファ層として機
能するために必要十分な光触媒活性を発現することが可能である。一般に、薄膜１０６の
厚みが厚ければ厚いほど、光触媒活性は高めると考えられるが、その反面、膜応力により
基板１０２が変形し、或いは全体の透過率が低下するなどの不都合を生じる。こうした不
都合を生じない範囲で光触媒活性を必要レベルで可能な限り維持するために、上述した透
明導電成膜１０４をバッファ層として介在させたものである。なお、導電膜１０４なしに
薄膜１０６単独で光触媒活性を十分に発現させるには、当該薄膜１０６の厚みを３００ｎ
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ｍ以上とする必要がある。なお、薄膜１０６の厚みの下限は好ましくは５０ｎｍ、より好
ましくは１００ｎｍである。
【００２８】
光触媒性薄膜１０６は、例えばイオンプレーティング法、スパッタ法、真空蒸着法など
の各種成膜方法を用いて成膜することができるが、スパッタ法を用いると、緻密な膜を形
成でき、耐摩耗性が向上するので好ましい。特に透明導電膜１０４の上に光触媒性薄膜１
０６を成膜するに際し、後述するように、スパッタ→プラズマ処理の後、プラズマ後処理
を施すことで、薄膜１０６の成膜厚みが薄い状態でも、必要十分な光触媒活性を発現させ
ることができる。その理由は必ずしも明らかではないが、プラズマ後処理を施すことで、
成膜される光触媒性薄膜１０６の成長結晶、表面形状、活性などの複数の要因が適正化さ
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れることにより、薄膜１０６の厚みが薄くても必要十分な光触媒活性を発現させられるも
のと推測される。
【００２９】
《太陽電池カバーの製造方法》
次に、太陽電池カバー１００の光触媒性薄膜１０６の好ましい成膜方法の一例を説明す
る。まず、この方法を実現可能な一例としての装置の構成例を説明する。
【００３０】
《成膜装置》
図２及び図３に示すように、成膜装置１は、略直方体状の中空体である真空容器１１を
有する。真空容器１１には排気用の配管１５ａが接続され、この配管には容器１１内排気
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のための真空ポンプ１５が接続されている。真空ポンプ１５は、例えば、ロータリポンプ
やターボ分子ポンプ（ＴＭＰ）などで構成される。真空容器１１内には回転ドラム１３が
配設されている。回転ドラム１３（基体保持手段）は、その外周面に成膜対象としての基
板Ｓを真空容器１１内で保持可能な筒状部材で構成されている。本実施形態の回転ドラム
１３は、筒方向に延びる回転軸線Ｚが真空容器１１の鉛直方向（Ｙ方向）へ向くように真
空容器１１内に配設される。回転ドラム１３は、モータ１７を駆動させることにより軸線
Ｚを中心に回転する。
【００３１】
本実施形態では、真空容器１１内の、回転ドラム１３の周りには、２つのスパッタ源と
、１つのプラズマ源８０とが配設されている。
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【００３２】
本実施形態の各スパッタ源は、２つのマグネトロンスパッタ電極２１ａ，２１ｂ（又は
４１ａ，４１ｂ）を備えたデュアルカソードタイプで構成されている。成膜に際し、各電
極２１ａ，２１ｂ（又は４１ａ，４１ｂ）の一端側表面には、それぞれ、金属などの膜原
料物質で構成されるターゲット２９ａ，２９ｂ（又は４９ａ，４９ｂ）が着脱自在に保持
される。各電極２１ａ，２１ｂ（又は４１ａ，４１ｂ）の他端側には、電力量を調整する
電力制御手段としてのトランス２４（又は４４）を介して、電力供給手段としての交流電
源２３（又は４３）が接続されており、各電極２１ａ，２１ｂ（又は４１ａ，４１ｂ）に
例えば１ｋ〜１００ｋＨｚ程度の交流電圧が印加されるように構成されている。
【００３３】
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各スパッタ源には、スパッタ用ガス供給手段が接続されている。本実施形態のスパッタ
用ガス供給手段は、スパッタ用ガスの一例としての反応性ガスを貯蔵する反応性ガスボン
ベ２６（又は４６）と、反応性ガスボンベ２６（又は４６）より供給される反応性ガスの
流量を調整するマスフローコントローラ２５（又は４５）と、スパッタ用ガスの一例とし
ての不活性ガスを貯蔵する不活性ガスボンベ２８（又は４８）と、不活性ガスボンベ２８
（又は４８）より供給される不活性ガスの流量を調整するマスフローコントローラ２７（
又は４７）とを含む。
【００３４】
スパッタ用ガスは、配管を通じてそれぞれ成膜プロセス領域２０（又は４０）に導入さ
れる。マスフローコントローラ２５，２７（又は４５，４７）はスパッタ用ガスの流量を
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調節する装置である。ボンベ２６，２８（又は４６，４８）からのスパッタ用ガスは、マ
スフローコントローラ２５，２７（又は４５，４７）により流量を調節されて成膜プロセ
ス領域２０（又は４０）に導入される。
【００３５】
本実施形態のプラズマ源８０は、真空容器１１の壁面に形成された開口を塞ぐように固
定されたケース体８１と、このケース体８１に固定された誘電体板８３とを有する。そし
て、誘電体板８３がケース体８１に固定されることで、ケース体８１と誘電体板８３によ
り囲まれる領域にアンテナ収容室が形成されるように構成されている。アンテナ収容室は
配管１５ａを介して真空ポンプ１５に連通しており、真空ポンプ１５で真空引きすること
でアンテナ収容室内部を排気して真空状態にすることができる。
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【００３６】
プラズマ源８０は、また、ケース体８１及び誘電体板８３の他に、アンテナ８５ａ，８
５ｂを含む。アンテナ８５ａ，８５ｂは、マッチング回路を収容するマッチングボックス
８７を介して高周波電源８９に接続されている。アンテナ８５ａ，８５ｂは、高周波電源
８９から電力の供給を受けて真空容器１１の内部（反応プロセス領域６０）に誘導電界を
発生させ、反応プロセス領域６０にプラズマを発生させる。本実施形態では、高周波電源
８９からアンテナ８５ａ，８５ｂに周波数１〜２７ＭＨｚの交流電圧を印加して、反応プ
ロセス領域６０に反応性ガスのプラズマを発生させるように構成されている。マッチング
ボックス８７内には、可変コンデンサが設けられており、高周波電源８９からアンテナ８
５ａ，８５ｂに供給される電力を変更できるようになっている。
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【００３７】
プラズマ源８０には、反応処理用ガス供給手段が接続されている。本実施形態の反応処
理用ガス供給手段は、反応処理用ガスの一例としての反応性ガスを貯蔵する反応性ガスボ
ンベ６６と、反応性ガスボンベ６６より供給される反応性ガスの流量を調整するマスフロ
ーコントローラ６５と、反応処理用ガスの一例としての不活性ガスを貯蔵する不活性ガス
ボンベ６８と、不活性ガスボンベ６８より供給される不活性ガスの流量を調整するマスフ
ローコントローラ６７とを含む。
【００３８】
反応処理用ガスは、配管を通じて反応プロセス領域６０に導入される。マスフローコン
トローラ６５，６７は反応処理用ガスの流量を調節する装置である。ボンベ６６，６８か
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らの反応処理用ガスは、マスフローコントローラ６５，６７により流量を調節されて反応
プロセス領域６０に導入される。
【００３９】
なお、反応性ガスボンベ６６と不活性ガスボンベ６８は、成膜プロセス領域２０，４０
の反応性ガスボンベ２６，４６及び不活性ガスボンベ２８，４８と同様の装置としたり、
または兼用してもよい。また、マスフローコントローラ６５とマスフローコントローラ６
７についても、成膜プロセス領域２０，４０のマスフローコントローラ２５，２７（又は
４５，４７）と同様の装置としたり、または兼用してもよい。
【００４０】
各スパッタ源の前面には、それぞれ成膜プロセス領域２０，４０が形成されている。各

40

領域２０，４０は、真空容器１１の内壁面から回転ドラム１３に向けて突出する仕切壁１
２，１４により四方が取り囲まれており、それぞれが真空容器１１の内部で独立した空間
を確保できるように区画されている。同じく、プラズマ源８０の前面には、反応プロセス
領域６０が形成されている。該領域６０も領域２０，４０と同様に、真空容器１１の内壁
面から回転ドラム１３に向けて突出する仕切壁１６により四方が取り囲まれており、これ
により領域６０についても真空容器１１の内部で領域２０，４０とは独立した空間が確保
される。
【００４１】
《成膜方法》
次に、成膜装置１を用いた成膜方法の一例を説明する。
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【００４２】
（１）まず、成膜の前準備をする。具体的には、まず電極２１ａ，２１ｂ（又は４１ａ
，４１ｂ）の上にターゲット２９ａ，２９ｂ（又は４９ａ，４９ｂ）をセットする。これ
とともに、真空容器１１の外で回転ドラム１３に基板Ｓをセットし、真空容器１１のロー
ドロック室内に収容する。
【００４３】
基板Ｓとしては、図１の透光性基板１０２が使用され、回転ドラム１３の外周面に、回
転ドラム１３の回転方向（横方向）に沿って断続的に複数配列され、かつ回転ドラム１３
の軸線Ｚと平行な方向（縦方向、Ｙ方向）に沿って断続的に複数配列される。
10

【００４４】
ターゲット２９ａ，２９ｂ（又は４９ａ，４９ｂ）は、膜原料物質を平板状に形成した
ものであり、その長手方向が回転ドラム１３の回転軸線Ｚと平行になり、しかもその平行
方向の面が回転ドラム１３の側面に対向するように、各電極２１ａ，２１ｂ（又は４１ａ
，４１ｂ）の表面に保持させる。
【００４５】
本実施形態のターゲット２９ａ，２９ｂとしては、亜鉛（Ｚｎ）が用いられる。Ｚｎは
、その酸化物が後に成膜される酸化チタン薄膜（光触媒性薄膜）のバッファ層として機能
するとともに、成膜後に透明性の確保に寄与しうる。本実施形態のターゲット４９ａ，４
９ｂとしては、チタン（Ｔｉ）が用いられる。Ｔｉ以外に、その酸化物が紫外光により光
触媒作用を示す他の金属材料（Ｚｎを除く）、例えばニオブ（Ｎｂ）、タンタル（Ｔａ）
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若しくはこれらの少なくとも２つの合金を用いることもできる。
【００４６】
次に、回転ドラム１３を真空容器１１の成膜室に移動させた後、ロードロック室との間
の扉を閉じた状態で真空容器１１内を密閉し、真空ポンプ１５を用いて真空容器１１内を
１０−５〜０．１Ｐａ程度の高真空状態にする。このとき、バルブが開放され、プラズマ
源８０のアンテナ収容室も同時に排気される。
【００４７】
次に、モータ１７の駆動を開始し、軸線Ｚを中心に回転ドラム１３を回転させる。回転
ドラム１３の回転速度は、例えば５０ｒｐｍ以下（０ｒｐｍを除く。以下同じ）、好まし
くは１０ｒｐｍ以下、より好ましくは６ｒｐｍ以下の範囲で適宜選択される。すると、回
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転ドラム１３の外周面に保持される基板Ｓは、回転ドラム１３の自転軸である軸線Ｚを中
心に公転し、成膜プロセス領域２０，４０に面する位置と反応プロセス領域６０に面する
位置との間を繰り返し移動する。そして、何れかの領域２０，４０で行われるスパッタ処
理と、領域６０で行われるプラズマ処理とが順次繰り返され、基板Ｓの表面に所定膜厚の
最終的な薄膜を生成させる。
【００４８】
本実施形態では、スパッタ処理で基板Ｓの表面に中間薄膜が形成され、その後のプラズ
マ処理でこの中間薄膜が膜変換して超薄膜とされる。そして、スパッタ処理とプラズマ処
理とが繰り返し行われることで、超薄膜の上に次の超薄膜が堆積していき、最終的な薄膜
40

となるまでこの操作が繰り返される。
【００４９】
なお、「中間薄膜」とは、本実施形態ではターゲット２９ａ，２９ｂ（又は４９ａ，４
９ｂ）を構成する金属あるいはその不完全酸化物からなり、領域２０（又は４０）で形成
される薄膜のことである。「超薄膜」とは、超薄膜が複数回堆積されて最終的な薄膜（目
標膜厚の薄膜）となることから、この最終的な「薄膜」との混同を防止するために用いる
用語であり、最終的な「薄膜」より十分薄いという意味で用いる。
【００５０】
（２）以下、基板Ｓ上にＺｎＯを主成分とする第１薄膜（発熱層としての透明導電膜１
０４）を成膜した後、この第１薄膜の上にＴｉＯ２
膜）を形成する場合を説明する。

で構成される第２薄膜（光触媒性薄
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【００５１】
（２−１）まず、基板Ｓ上に第１薄膜を成膜する。この場合のスパッタ処理は、次のよ
うにして行われる。
【００５２】
真空容器１１内の圧力の安定を確認した後、成膜プロセス領域２０内の圧力を例えば０
．０５〜０．２Ｐａに調整し、その後、マスフローコントローラ２５，２７を介して、反
応性ガスを貯蔵する反応性ガスボンベ２６や、不活性ガスを貯蔵する不活性ガスボンベ２
８から所定流量のスパッタ用ガスを成膜プロセス領域２０に導入する。本実施形態では、
スパッタ用ガスとして、不活性ガスを単独で使用してもよいが、不活性ガスに反応性ガス
を混合させた状態で領域２０に導入してもよい。すると、ターゲット２９ａ，２９ｂの周

10

辺が所定ガス雰囲気になる。この状態で、交流電源２３からトランス２２を介して、各電
極２１ａ，２１ｂに交流電圧を印加し、ターゲット２９ａ，２９ｂに交番電界が掛かるよ
うにする。本実施形態では、例えば４ｋＷ〜６ｋＷ程度の電力（スパッタ電力）を供給す
る。これにより、ある時点においてはターゲット２９ａがカソード（マイナス極）となり
、その時ターゲット２９ｂは必ずアノード（プラス極）となる。次の時点において交流の
向きが変化すると、今度はターゲット２９ｂがカソード（マイナス極）となり、ターゲッ
ト２９ａがアノード（プラス極）となる。このように一対のターゲット２９ａ，２９ｂが
交互にアノードとカソードとなることにより、各ターゲット２９ａ，２９ｂ周辺のスパッ
タ用ガスの一部は電子を放出してイオン化する。各電極２１ａ，２１ｂに配置された磁石
により各ターゲット２９ａ，２９ｂの表面に漏洩磁界が形成されるため、この電子は各タ
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ーゲット２９ａ，２９ｂの表面近傍に発生した磁界中を、トロイダル曲線を描きながら周
回する。この電子の軌道に沿って強いプラズマが発生し、このプラズマ中のスパッタ用ガ
スのイオンが負電位状態（カソード側）のターゲットに向けて加速され、各ターゲット２
９ａ，２９ｂに衝突することで各ターゲット２９ａ，２９ｂ表面の原子や粒子（Ｚｎ原子
やＺｎ粒子）が叩き出される（スパッタ）。この原子や粒子は薄膜の原料である膜原料物
質であり、基板Ｓの表面に付着して中間薄膜を形成する。
【００５３】
なお、スパッタを行っている最中に、アノード上には非導電性あるいは導電性の低い不
完全酸化物などが付着することもあるが、このアノードが交番電界によりカソードに変換
されると、これら不完全酸化物などがスパッタされ、ターゲット表面は元の清浄な状態と
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なる。そして、一対のターゲット２９ａ、２９ｂが、交互にアノードとカソードとなるこ
とを繰り返すことにより、常に安定なアノード電位状態が得られ、プラズマ電位（通常ア
ノード電位とほぼ等しい）の変化が防止され、基板Ｓの表面に安定して中間薄膜が形成さ
れる。
【００５４】
プラズマ処理は次のようにして行われる。マスフローコントローラ６５，６７を介して
、反応性ガスを貯蔵する反応性ガスボンベ６６や、不活性ガスを貯蔵する不活性ガスボン
ベ６８から所定流量の反応処理用ガスを反応プロセス領域６０に導入させ、アンテナ８５
ａ，８５ｂの周辺を所定ガス雰囲気にする。
【００５５】
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反応プロセス領域６０の圧力は、例えば０．０７〜１Ｐａに維持される。また、少なく
とも反応プロセス領域６０にプラズマを発生させている際中は、アンテナ収容室の内部圧
力を０．００１Ｐａ以下に保持する。
【００５６】
反応性ガスボンベ６６や不活性ガスボンベ６８から反応性ガスや不活性ガスを導入した
状態で、アンテナ８５ａ，８５ｂに高周波電源８９から周波数１００ｋ〜５０ＭＨｚ（好
ましくは１Ｍ〜２７ＭＨｚ）の電圧が印加されると、反応プロセス領域６０内のアンテナ
８５ａ，８５ｂに面した領域にプラズマが発生する。高周波電源８９から供給する電力（
プラズマ処理電力）は、基板Ｓがガラス材料で構成される場合には、例えば３ｋＷ以上、
好ましくは４ｋＷ以上、より好ましくは４．５ｋＷ以上の大きな電力とし、基板Ｓが樹脂
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材料で構成される場合には、例えば１ｋＷ以下、好ましくは０．８ｋＷ以下、より好まし
くは０．５ｋＷ以下の小さな電力とする。
【００５７】
発生したプラズマ中には、少量の反応性ガスの活性種が存在し、この活性種は、反応プ
ロセス領域６０に導かれる。そして、回転ドラム１３が回転して基板Ｓが反応プロセス領
域６０に導入されると、成膜プロセス領域２０で基板Ｓの表面に形成された中間薄膜はプ
ラズマ処理され、膜原料物質の完全反応物や不完全反応物に膜変換して超薄膜を形成する
。
【００５８】
なお、第１薄膜のプラズマ処理においては、反応処理用ガスとして、反応性ガスを単独

10

で使用してもよいが、反応性ガスに不活性ガスを積極的に混合させた状態で領域６０に導
入することもできる。「積極的に混合させる」の用語の意味は後述する。
【００５９】
本実施形態では、基板Ｓの表面に形成される超薄膜が所定膜厚となるまでスパッタ処理
とプラズマ処理を複数回繰り返す（薄膜堆積工程）。これにより、目的とする膜厚の最終
的な薄膜（第１薄膜）を基板Ｓ上に生成させる。
【００６０】
なお、上述したスパッタ処理及びプラズマ処理ともに、一般的に、不活性ガスとしては
、例えばアルゴン，ヘリウムなどが考えられ、反応性ガスとしては、例えば酸素ガス，窒
素ガス，弗素ガス，オゾンガスなどが考えられる。本実施形態では、不活性ガスとしてア
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ルゴンを用い、反応性ガスとして酸素ガスを用いる。
【００６１】
（２−２）第１薄膜の成膜が終了すると、成膜プロセス領域２０内の作動（スパッタ用
ガスの供給、交流電源２３からの電力の供給）を停止する。一方で。反応プロセス領域６
０の作動はそのまま持続させる。
【００６２】
（２−３）次に、第１薄膜上に第２薄膜を成膜する。この場合のスパッタ処理は、次の
ようにして行われる。
【００６３】
成膜プロセス領域４０内の圧力を例えば０．０５〜０．２Ｐａに調整し、その後、マス
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フローコントローラ４５，４７を介して、反応性ガスを貯蔵する反応性ガスボンベ４６や
、不活性ガスを貯蔵する不活性ガスボンベ４８から所定流量のスパッタ用ガスを成膜プロ
セス領域４０に導入する。本実施形態では、スパッタ用ガスとして、不活性ガスを単独で
使用してもよいが、不活性ガスに反応性ガスを混合させた状態で領域４０に導入してもよ
い。すると、ターゲット４９ａ，４９ｂの周辺が所定ガス雰囲気になる。この状態で、交
流電源４３からトランス４２を介して、各電極４１ａ，４１ｂに交流電圧を印加し、ター
ゲット４９ａ，４９ｂに交番電界が掛かるようにする。本実施形態では、例えば４ｋＷ〜
６ｋＷ程度の電力（スパッタ電力）を供給する。これにより、ある時点においてはターゲ
ット４９ａがカソード（マイナス極）となり、その時ターゲット４９ｂは必ずアノード（
プラス極）となる。次の時点において交流の向きが変化すると、今度はターゲット４９ｂ
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がカソードとなり、ターゲット４９ａがアノードとなる。このように一対のターゲット４
９ａ，４９ｂが交互にアノードとカソードとなることにより、各ターゲット４９ａ，４９
ｂ周辺のスパッタ用ガスの一部は電子を放出してイオン化する。各電極４１ａ，４１ｂに
配置された磁石により各ターゲット４９ａ，４９ｂの表面に漏洩磁界が形成されるため、
この電子は各ターゲット４９ａ，４９ｂの表面近傍に発生した磁界中を、トロイダル曲線
を描きながら周回する。この電子の軌道に沿って強いプラズマが発生し、このプラズマ中
のスパッタ用ガスのイオンが負電位状態（カソード側）のターゲットに向けて加速され、
各ターゲット４９ａ，４９ｂに衝突することで各ターゲット４９ａ，４９ｂ表面の原子や
粒子（Ｔｉ原子やＴｉ粒子）が叩き出される。この原子や粒子は薄膜の原料である膜原料
物質であり、基板Ｓ上の第１薄膜の表面に付着して中間薄膜を形成する。
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【００６４】
プラズマ処理は、第１薄膜の場合と同様の手順で行うことができる。なお、第２薄膜の
プラズマ処理は、反応処理用ガスとして、反応性ガスに不活性ガスを積極的に混合させた
状態で領域６０に導入することが好ましい。「積極的に混合させる」とは、意図に反し、
結果として不活性ガスが含まれることとなる場合を排除する趣旨である。例えば、成膜プ
ロセス領域２０（又は４０）に導入される不活性ガスが何らかの理由で該領域２０（又は
４０）から漏れ、これが反応プロセス領域６０に紛れ込み、結果として反応プロセス領域
６０に導入される反応性ガスと混合して反応処理用ガスを形成する場合、は除かれる。
【００６５】
反応プロセス領域６０へ積極的に混合させる不活性ガスの流量は、特に制限されず、反
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応性ガスを導入する効果を阻害しない程度の少量（反応性ガス１００ｓｃｃｍに対する不
活性ガスの導入量が例えば数〜数十ｓｃｃｍ）でもよく、あるいは反応性ガスの導入流量
と同一流量程度若しくはそれ以上の流量で導入することもできる。
【００６６】
本実施形態では、基板Ｓ上の第１薄膜の表面に形成される超薄膜が所定膜厚となるまで
スパッタ処理とプラズマ処理を複数回繰り返す（薄膜堆積工程）。これにより、目的とす
る膜厚の最終的な薄膜（第２薄膜）を第１薄膜上に生成させる。
【００６７】
（３）本実施形態では、第２薄膜を成膜した後、この薄膜に対してプラズマ後処理を施
す。具体的には、まず回転ドラム１３の回転を一旦停止し、成膜プロセス領域４０内の作
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動（スパッタ用ガスの供給、交流電源４３からの電力の供給）を停止する。一方で、反応
プロセス領域６０の作動はそのまま持続させる。すなわち反応プロセス領域６０では、反
応処理用ガスの供給と、高周波電源８９からの電力の供給を継続して、プラズマを発生さ
せる。この状態で、回転ドラム１３を再回転させ、基板Ｓ（第１薄膜及び第２薄膜を含む
）を反応プロセス領域６０に搬送すると、基板Ｓの最外面に生成した第２薄膜は、反応プ
ロセス領域６０を通過する間にプラズマ処理される（後処理）。
【００６８】
このようなプラズマ後処理を施すことで、一旦、発現した光触媒作用を速やかに消失さ
せることが可能な第２薄膜としての酸化チタン薄膜を得ることができる。
【００６９】
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なお「光触媒性」又は「光触媒作用」とは、光励起により活性酸素種を発生させ有機物
を分解する特性（分解活性）と、高度な親水化現象を発現する特性（光励起による親水化
現象）のことを意味する。
【００７０】
本実施形態のプラズマ後処理においては、反応プロセス領域６０へ積極的に混合させる
不活性ガスの導入流量を、好ましくは反応性ガスの導入流量と少なくとも同一流量とする
。ただし、反応プロセス領域６０での反応処理用ガスのプラズマ密度をより濃くし、上述
した特性を円滑に発現させるために、不活性ガスの導入流量を反応性ガスの導入流量より
も多くすることが好ましい。より好ましくは、不活性ガスの導入流量を反応性ガスの導入
流量の少なくとも３倍にし、さらに好ましくは５倍以上、最も好ましくは７倍以上とする
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。具体的には、例えば、１００ｓｃｃｍの反応性ガスに対する不活性ガスの導入流量を、
好ましくは３００ｓｃｃｍ以上、より好ましくは５００ｓｃｃｍ以上、さらに好ましくは
７００ｓｃｃｍ以上とする。積極的に混合させる不活性ガスの導入割合を調整することで
、光触媒作用の消失に至るまでの時間をコントロールすることが可能となる。なお、不活
性ガスの導入割合が多くなると、光触媒作用の消失までに時間がかかる傾向がある。
【００７１】
プラズマ後処理の時間は、形成後の酸化チタン薄膜に要求される物理的・光学的特性に
応じて１〜６０分程度の範囲内で適切な時間とする。
【００７２】
薄膜の結晶粒界に界面準位を形成させ、その結果、光触媒作用の発現状態を速やかに消
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失させるため、反応プロセス領域６０に導入される反応処理用ガスの圧力（後処理圧力）
を適切に制御する。具体的には例えば０．０７〜１Ｐａに維持する。また、反応プロセス
領域６０にプラズマを発生させている際中は、アンテナ収容室の内部圧力を０．００１Ｐ
ａ以下に保持する。
【００７３】
反応性ガスの流量はマスフローコントローラ６５で、高周波電源８９から供給される電
力はマッチングボックス８７で、それぞれ調整することができる。不活性ガスの流量はマ
スフローコントローラ６７で調整する。
【００７４】
反応性ガスボンベ６６や不活性ガスボンベ６８から反応性ガスや不活性ガスを導入した
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状態で、アンテナ８５ａ，８５ｂに高周波電源８９から周波数１００ｋ〜５０ＭＨｚ（好
ましくは１Ｍ〜２７ＭＨｚ）の電圧が印加されると、反応プロセス領域６０内のアンテナ
８５ａ，８５ｂに面した領域にプラズマが発生する。高周波電源８９から供給する電力（
プラズマ後処理電力）は、基板Ｓがガラス材料で構成される場合には、例えば３ｋＷ以上
、好ましくは４ｋＷ以上、より好ましくは４．５ｋＷ以上の大きな電力とし、基板Ｓが樹
脂材料で構成される場合には、例えば１ｋＷ以下、好ましくは０．８ｋＷ以下、より好ま
しくは０．５ｋＷ以下の小さな電力とする。
【００７５】
なお、プラズマ後処理を行うに際し、反応プロセス領域６０から成膜プロセス領域２０
（又は４０）に流入する反応性ガスによってターゲット２９ａ，２９ｂ（又は４９ａ，４
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９ｂ）の表面が化学変化（例えば酸化）されるのを防ぐため、成膜プロセス領域２０（又
は４０）内に不活性ガスを導入しておくことが好ましい。この時点においては、電極２１
ａ，２１ｂ（又は４１ａ，４１ｂ）には交流電源２３（又は４３）から電力を供給してい
ないため、ターゲット２９ａ，２９ｂ（又は４９ａ，４９ｂ）はスパッタされない。
【００７６】
本実施形態では、第１薄膜及び第２薄膜形成の際のプラズマ処理（反応処理）と、第２
薄膜形成後のプラズマ後処理とを同一の条件で行ってもよいし、異なる条件で行うことも
できる。
【００７７】
（４）以上の工程が終了すると、回転ドラム１３の再回転を停止し、真空容器１１の内

30

部の真空状態を解除して、回転ドラム１３を真空容器１１から取り出し、基板Ｓを回収す
る。回収した基板Ｓの表面には、光触媒作用を適切に制御しうる第２薄膜としての酸化チ
タン薄膜（光触媒性薄膜）が成膜される。
【００７８】
本実施形態で得られた、酸化チタン薄膜が成膜された基板Ｓは、図１に示す太陽電池カ
バー１００に使用される。
【００７９】
光触媒作用を示す酸化チタン（酸化チタン光触媒）に紫外光が照射されると、光励起さ
れ、その内部に荷電子対が生成される。さらに、その荷電子対により表面及びその近傍に
水酸基ラジカルや、スーパーオキサイドイオン等の活性酸素種が発生し、これらの活性酸

40

素種の持つ強力な酸化力により有機物を分解する特性（分解活性）を発現する。このよう
に励起状態の酸化チタン光触媒では、分解活性とともに、高度な親水性も発現する（光励
起による親水化現象）。その一方で、励起状態の酸化チタン光触媒を暗所放置し、所定時
間を経過させると、その酸化チタン光触媒は基底状態に戻る。
【００８０】
しかしながら、従来の酸化チタン光触媒では、一旦、そのエネルギー状態が励起状態に
なって親水化現象が発現すると、これを暗所放置しても、撥水性を示す基底状態（例えば
水の接触角が２０〜３０度程度）に戻るのに数週間もの長期間を要する。このため、例え
ば日中（昼間）又は積雪がない間は光触媒作用を発現させ、酸化チタン光触媒の表面に付
着した汚れなどの有機物成分を分解する一方で、夜間又は積雪に覆われている間は光触媒
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作用を消失させ、後に訪れる翌日の日中又は積雪がないときに酸化チタン光触媒表面に付
着した有機物成分を容易に分解させるために、酸化チタン光触媒表面に付着した有機物成
分を浮かび上がらせるとの作用を発現させることは困難であった。
【００８１】
なお、酸化チタン光触媒を基底状態から励起状態へ変動させるには、積極的に紫外光を
照射する場合は勿論こと、太陽光に晒しておくことも有効である。太陽光には紫外光成分
が含まれるので、酸化チタン光触媒を太陽光に晒すことによって当該酸化チタン光触媒の
エネルギー状態を基底状態から励起状態へと変動させることができる。豪雪地帯における
積雪時、又は積雪がないときにも、同様のことが言える。
10

【００８２】
そこで、本発明者らは鋭意検討を重ねた。その結果、以下のように考えた。
（１）一度励起状態になり光触媒作用を発現した酸化チタン光触媒が、その後に暗所放置
しても長期間にわたり光触媒作用を発現し続けるのは、光触媒作用を発現する起源と考え
られる、薄膜表面（以下「膜表面」という。）に存在する活性電子（ｅ−
＋

（ｈ

）と活性正孔

）の存在寿命が長いためである。

（２）そして、この膜表面に存在する活性電子と活性正孔の寿命を短くすることができれ
ば、膜表面に発現している光触媒作用を速やかに消失させることができるのではないか。
【００８３】
こうした作用を生じさせるために、図２及び図３に示す成膜装置１を用いた成膜方法に
よれば、チタンの不完全酸化超薄膜をチタンの完全酸化物に変換させた後の反応プロセス

20

領域６０内に、反応性ガスとしての酸素ガスに、不活性ガスとしてのアルゴンガスを積極
的に混合し、こうした混合ガス（反応処理用ガス）のプラズマを発生させ、このプラズマ
を用いた後処理を施す。この後処理を施すことで、一旦、発現した光触媒作用を速やかに
消失させることが可能な第２薄膜としての酸化チタン薄膜を得ることができることを見出
した。
【００８４】
なお、こうした特性が、特定の後処理を施すことによって発現するメカニズムは必ずし
も明らかではない。一般に、結晶成長の理論から、バルク内部に存在する不純物や欠陥は
、バルク内の結晶相の成長に伴い、結晶相の外方に析出する傾向があることが知られてい
る。思うに、本実施形態では、後処理において、反応性ガスに不活性ガスを積極的に含有

30

させると、反応プロセス領域６０での混合ガスのプラズマ密度が濃くなる。密度が高濃度
のプラズマが第２薄膜に接触すると、酸化チタン中に形成された欠陥は、酸化チタンの結
晶構造がアナターゼ構造に変動する過程で、柱状組織の外方、すなわち結晶粒界部分に析
出する。そして、この析出した欠陥部分が、光触媒作用を発現させる、膜表面に生じた活
性電子（ｅ−

）と活性正孔（ｈ＋

）の再結合中心としての界面準位（欠陥準位）とし

て機能し、こうした機能を発揮することで、上述した特性が得られたものではないかと思
われる。この界面準位は、膜表面に発現した活性電子と活性正孔を膜内部に引き込み、膜
表面から消失させる。膜表面に存在していた活性電子と活性正孔が消失すると同時に、膜
表面の光触媒作用は消失する。なお、「界面準位」とは、界面の存在（或いは形成）によ
って生じる電子準位（電子状態）を意味する。

40

【００８５】
図２及び図３に例示される成膜装置１を用いて特定の方法で製造される、図１に示す太
陽電池カバー１００は、太陽電池の受光面側に配置して用いられることが好ましい。なお
、上記積層体（太陽電池カバー）は太陽電池のカバー以外の他の用途に適用してもよい。
例えば、建材、建物外装、建物内装、窓枠、窓ガラス、構造部材、板材、乗物の外装およ
び塗装、機械装置や物品の外装、防塵カバーおよび塗装、道路標識用反射板、各種表示装
置、広告塔、道路用遮音壁、鉄道用遮音壁、道路用化粧版、信号機用光源カバー、屋外表
示板、橋梁、ガードレールの外装および塗装、トンネル内装および塗装、トンネル内照明
装置、硝子、太陽熱温水器集熱カバー、ビニールハウス、車両用照明灯のカバー、道路用
鏡、車両用鏡、二輪車用計器カバーおよび計器盤、ガラスレンズ、プラスチックレンズ、
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ヘルメットシールド、家屋ならびに自動車および鉄道車両用窓ガラス、ショーケース、保
温ショーケース、膜構造材、熱交換用フィン、種々場所のガラス表面、ブラインド、タイ
ヤホイール、屋根材、アンテナ、送電線、住宅設備、便器、浴槽、洗面台、照明器具、照
明カバー、台所用品、食器、食器収納器、食器洗浄器、食器乾燥器、流し、調理レンジ、
キッチンフード、換気扇、抗血栓性材料、抗蛋白質付着性材料、船底、および上記物品に
貼付させるためのフィルムなどが挙げられる。
【００８６】
《太陽電池モジュール》
太陽電池の一例としての太陽電池モジュール２００は、図４及び図５に示すように、入
射面側光透過性基材２０１の裏面２０１Ａに充填剤層２０２を介して例えば６×６列の太

10

陽電池セル２０４が積層されるとともに、これらの太陽電池セル２０４に裏面側光透過性
基材としてのバックガラス２０６が積層され、そして、各太陽電池セル２０４に接続され
た端子ボックス２０８がバックガラス２０６の裏面２０６Ａに固定されることにより構成
されている。
【００８７】
《入射面側光透過性基材》
入射面側光透過性基材２０１は、図１に示す太陽電池カバー１００の透光性基材１０２
と同様の材質で構成することができる。なお、太陽電池カバー１００の透光性基材１０２
を、上記入射面側光透過性基材２０１に用いてもよい。この場合、太陽電池カバー１００
の透光性基材１０２がモジュール２００の入射面側光透過性基材として機能する。

20

【００８８】
《充填剤層》
充填剤層２０２は、カバー１００及びバックガラス２０６間における太陽電池セル２０
４の周囲に充填されており、入射面側光透過性基材２０１及びバックガラス２０６の接着
性や、太陽電池セル２０４を保護するための耐スクラッチ性、衝撃吸収性等を有している
。なお、太陽電池セル２０４の表面に積層される充填剤層２０２は、上記諸機能に加え、
太陽光を透過する透明性を有している。
【００８９】
充填剤層２０２の形成材料としては、例えばフッ素系樹脂、エチレン−酢酸ビニル共重
合体、アイオノマー樹脂、エチレン−アクリル酸又はメタクリル酸共重合体、ポリエチレ
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ン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリエチレン等のポリオレフィン系樹脂をアクリル酸等の
不飽和カルボン酸で変性した酸変性ポリオレンフィン系樹脂、ポリビニルブチラール樹脂
、シリコーン系樹脂、エポキシ系樹脂、（メタ）アクリル系樹脂等が挙げられる。これら
の合成樹脂の中でも、耐候性、耐熱性、ガスバリア性等に優れるフッ素系樹脂、シリコー
ン系樹脂又はエチレン−酢酸ビニル系樹脂が好ましい。なお、充填剤層２０２の形成材料
には、耐候性、耐熱性、ガスバリア性等の向上を目的として例えば架橋剤、熱酸化防止剤
、光安定剤、紫外線吸収剤、光酸化防止剤等の各種添加剤を適宜含有することができる。
充填剤層２０２の厚さは、特に限定されるものではないが、２００〜１０００μｍが好ま
しい。
40

【００９０】
《太陽電池セル》
太陽電池セル２０４は、光エネルギーを電気エネルギーに変換する光起電力素子である
。各太陽電池セル２０４は、略同一平面内に敷設され、直列又は並列に配線されている。
太陽電池セル２０４としては、例えば単結晶シリコン型太陽電池素子、多結晶シリコン型
太陽電池素子等の結晶シリコン太陽電子素子、シングル接合型やタンデム構造型等からな
るアモルファスシリコン太陽電池素子、ガリウムヒ素（ＧａＡｓ）やインジウム燐（Ｉｎ
Ｐ）等の第３〜第５族化合物半導体太陽電子素子、カドミウムテルル（ＣｄＴｅ）や銅イ
ンジウムセレナイド（ＣｕＩｎＳｅ２

）等の第２〜第６族化合物半導体太陽電子素子等

を使用することができ、それらのハイブリット素子も使用することができる。なお、複数
枚の太陽電池セル５４間にも充填剤層２０２が隙間なく充填されている。
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【００９１】
《バックガラス》
バックガラス２０６は、裏面側透光性基材として機能する。なお、バックガラス２０６
の代わりに、板状のガラス、フイルム状の有機材料や無機材料を用いてもよい。
【００９２】
入射面側光透過性基材２０１及びバックガラス２０６の厚みは、モジュール２００全体
に必要な強度を維持することができるよう、太陽電池セル２０４が配設された層部分にお
ける強度や太陽電池モジュール２００の面積の大きさなどに応じて適宜に設定することが
できる。一例を示すと、太陽電池２００の面積が例えば１ｍ２

程度である場合には、入

射面側光透過性基材２０１の厚みは、例えば４〜６ｍｍとされ、バックガラス２０６の厚

10

みは、例えばフロートガラスが用いられた場合には、例えば４〜８ｍｍとされる。
【００９３】
《太陽電池モジュールの製造方法》
太陽電池モジュール２００の製造方法としては、特に限定されるもではないが、一般的
には、まず、入射面側光透過性基材２０１、充填剤層２０２、複数枚の太陽電池セル２０
４及びバックガラス２０６をこの順に積層する工程と、次に、それらを真空吸引により一
体化して加熱圧着する真空加熱ラミネーション法等により一体成形するラミネート工程と
を有している。上記太陽電池モジュール２００の製造方法において、各層間の接着性等を
目的として、加熱溶融型接着剤、溶剤型接着剤、光硬化型接着剤等を塗工すること、又は
、各積層対向面にコロナ放電処理、オゾン処理、低温プラズマ処理、グロー放電処理、酸
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化処理、プライマーコート処理、アンダーコート処理、アンカーコート処理等を施すこと
もできる。
【００９４】
《太陽電池モジュールの設置》
太陽電池モジュール２００は、例えば図６に示すように、多雪地帯の家屋、特にその南
面に傾斜を付けて設置することができる（例えば南向きの屋根３００の上など）。こうし
たモジュール２００の表面に雪が積もった場合、モジュール２００内のセル２０４に太陽
光が入射せず、その後の発電を行うことはできない。
【００９５】
本実施形態では、図１に示す太陽電池カバー１００を、モジュール２００の受光面側に
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配置するとともに、太陽電池カバー１００の透明導電膜１０４を、モジュール２００内の
少なくとも１つの太陽電池セル２０４（好ましくは太陽電池モジュール２００。以下単に
太陽電池２００とする。）に電気的に接続し、太陽電池２００を電源として電力を供給す
ることによって透明導電膜１０４を発熱させることができるようにする。
【００９６】
透明導電膜１０４を太陽電池２００に電気的に接続するには、例えば透明導電膜１０４
に電流を導通できるように電極（図示省略）を形成し、ここに太陽電池２００から電流を
導通させることにより実現することが可能である。なお、カバー１００の発熱に、太陽電
池２００で発電した電力を利用する必要は必ずしもなく、他の電源で発電した電力を利用
してもよい。

40

【００９７】
太陽電池カバー１００の透明導電膜１０４に形成される電極としては、導電性を有する
ものであればよく、材質や形状は特に限定されない。
【００９８】
電極の例としては、例えば、導電性樹脂；導電性樹脂と金属箔；導電性樹脂に金属めっ
き層；金属めっき層；などが挙げられる。導電性樹脂としては、ポリピロール等の樹脂そ
の物が導電性を有しているもの、銀ペースト、銅ペーストや銀−銅ペースト等の銀や銅等
の金属粉やカーボンブラック等の炭素を単独または混合物で樹脂に混合したもの等が例示
される。金属箔としては、金属の箔であればよく、好ましくは銅箔やニッケル箔等の金属
箔が例示される。金属めっき層としては、ニッケル、銅等、通常めっき可能な金属からな
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る層が例示される。これらを単独あるいは積層または混合層として使用し、電極とするこ
とが可能である。言うまでもなく、これらを多層にして使用しても良い。
【００９９】
導電性樹脂層は通常の印刷法等により設置され、金属箔を使用する場合は、その片面に
接着剤を設けて、導電性樹脂層に接着させ、接着剤の塗布されていない面に導電性樹脂を
設けた電極の形成が例示される。金属めっき層は電気めっき法、無電解めっき法またはダ
イレクトプレーティング法等のウェットプロセスから選ばれた方法により形成される。
【０１００】
電極の厚みは、透明導電膜１０４が発熱面として機能できるだけの電流を流すことがで
きるだけの厚みがあれば良いが、通常０．１μｍ以上、好ましくは０．５〜１００μｍ、

10

さらに好ましくは１〜５０μｍ、より好ましくは５〜２０μｍ程度である。
【０１０１】
太陽電池カバー１００の透明導電膜１０４に電力を供給して発熱させることにより、モ
ジュール２００の表面に雪が積もった場合には、太陽電池２００に蓄積されているエネル
ギーを電源として透明導電膜１０４を発熱させ、カバー１００上の雪を溶かす。このとき
、最表面に形成される薄膜１０６の表面状態は撥水状態に戻っているので、これに便乗し
て溶けた雪の自重によって積雪全体がモジュール２００の表面へ圧縮されるとともに、モ
ジュール２００の上部から下部に向けてずり落ちやすくなる（図６の矢印参照）。その結
果、光触媒性薄膜１０６上の積雪を効果的に取り除くことが可能となり、以降、モジュー
ル２００内のセル２０４に太陽光を入射させることができ、その後の発電を継続すること
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ができる。
【０１０２】
なお、太陽電池モジュール２００の設置態様は、こうした屋根上への設置に限定されず
、屋根材に一体化させる態様であってもよく、さらには屋根以外の地上設置タイプとする
ことも可能である。
【０１０３】
《その他の実施形態》
以上説明した実施形態は、上記発明の理解を容易にするために記載されたものであって
、上記発明を限定するために記載されたものではない。したがって、上記の実施形態に開
示された各要素は、上記発明の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物をも含む趣旨
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である。
【０１０４】
上述した実施形態では、基板Ｓ上に第１薄膜を成膜するのに先立ち、基板Ｓの表面に対
し、プラズマによる前処理を施すこともできる。この場合、前処理は、薄膜形成時のプラ
ズマ処理及び第２薄膜形成後のプラズマ後処理と同一の条件で行ってもよいし、異なる条
件で行うこともできる。
【０１０５】
上述した実施形態では、光触媒性薄膜１０６を、スパッタの一例であるマグネトロンス
パッタを行う成膜装置１を用いたスパッタリング法により成膜する場合を例示したが、こ
れに限定されず、マグネトロン放電を用いない２極スパッタ等、他の公知のスパッタを行
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う成膜装置を用いた他のスパッタリング法や、抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着、イオンプ
レーティングなどの真空蒸着法により成膜することもできる。
【実施例】
【０１０６】
次に、上記発明の実施形態をより具体化した実施例を挙げ、発明をさらに詳細に説明す
る。
【０１０７】
《実施例１》
図２及び図３に示す成膜装置１を用い、（１）まず、基板Ｓの表面に、酸化亜鉛（Ｚｎ
Ｏ）の透明導電性薄膜（第１薄膜）を形成した。基板Ｓとして、ガラス性基板であるＢＫ
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７を用いた。成膜は以下の条件で行った。なお、成膜レートは０．４５ｎｍ／ｓとした。
【０１０８】
《成膜プロセス領域２０での処理》
・基板温度：室温、
・ターゲット２９ａ，２９ｂ：亜鉛（Ｚｎ）、
・ターゲットに供給される電力（スパッタ電力）：３．０ｋＷ、
・電極２１ａ，２１ｂに印加する交流電圧の周波数：４０ｋＨｚ、
・アルゴンガスの導入流量：２５０ｓｃｃｍ。
【０１０９】
10

《反応プロセス領域６０での処理》
・高周波電源８９からアンテナ８５ａ，８５ｂに供給される電力（プラズマ処理電力）：
２ｋＷ、
・アンテナ８５ａ，８５ｂに印加する交流電圧の周波数：１３．５６ＭＨｚ、
・酸素ガスの導入流量：８０ｓｃｃｍ、
・アルゴンガスの導入流量：０ｓｃｃｍ。
【０１１０】
上述した成膜条件で、成膜プロセス領域２０での処理と、反応プロセス領域６０での処
理を複数回繰り返し（薄膜堆積工程）、基板Ｓの表面に厚み６００ｎｍの第１薄膜として
の酸化亜鉛薄膜を形成した。
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【０１１１】
（２）次に、回転ドラム１３の回転を停止し、交流電源２３からの電力供給を停止（成
膜プロセス領域２０の作動を停止）して薄膜堆積を終了するとともに、反応プロセス領域
６０では、上述した酸素ガス及びアルゴンガスの供給、並びに高周波電源８９からの電力
の供給を継続し、反応プロセス領域６０に酸素及びアルゴンの混合ガスのプラズマを発生
させた状態で、交流電源４３からの電力供給を開始（成膜プロセス領域４０の作動を開始
）し、回転ドラム１３を再回転させて、第１薄膜の表面に以下の成膜を行った。なお、成
膜レートは０．３ｎｍ／ｓとした。
【０１１２】
《成膜プロセス領域４０での処理》
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・基板温度：室温、
・ターゲット４９ａ，４９ｂ：チタン（Ｔｉ）、
・ターゲットに供給される電力（スパッタ電力）：５．０ｋＷ、
・電極４１ａ，４１ｂに印加する交流電圧の周波数：４０ｋＨｚ、
・アルゴンガスの導入流量：５００ｓｃｃｍ。
【０１１３】
《反応プロセス領域６０での処理》
・高周波電源８９からアンテナ８５ａ，８５ｂに供給される電力（プラズマ処理電力）：
３ｋＷ、
・アンテナ８５ａ，８５ｂに印加する交流電圧の周波数：１３．５６ＭＨｚ、
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・酸素ガスの導入流量：２００ｓｃｃｍ、
・アルゴンガスの導入流量：５００ｓｃｃｍ。
【０１１４】
上述した成膜条件で、成膜プロセス領域４０での処理と、反応プロセス領域６０での処
理を複数回繰り返し（薄膜堆積工程）、基板Ｓ上の酸化亜鉛薄膜の表面に厚み１８０ｎｍ
の第２薄膜としての酸化チタン（ＴｉＯ２

）の光触媒性薄膜を形成した。

【０１１５】
（３）次に、回転ドラム１３の回転を停止し、交流電源４３からの電力供給を停止（成
膜プロセス領域４０の作動を停止）して薄膜堆積を終了するとともに、反応プロセス領域
６０では、上述した酸素ガス及びアルゴンガスの供給、並びに高周波電源８９からの電力
の供給を継続し、反応プロセス領域６０に酸素及びアルゴンの混合ガスのプラズマを発生
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させた状態で、回転ドラム１３を再回転して基板Ｓを反応プロセス領域６０に搬送し、基
板Ｓの最表面に生成した酸化チタン薄膜（第２薄膜）に対して、反応プロセス領域６０を
通過する間にプラズマ後処理を施した。後処理時間は３０分とした。
【０１１６】
以上の条件で、基板Ｓの最表面に、厚み１８０ｎｍ（全成膜時間４５分（成膜１５分＋
後処理３０分））の酸化チタン薄膜を形成した。
【０１１７】
《比較例１》
プラズマ後処理を行わなかった以外は、実施例１と同様の方法で、基板Ｓの最表面に酸
化チタン薄膜を形成した。
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【０１１８】
《薄膜の評価》
実施例１及び比較例１で得られた酸化チタン薄膜の光触媒作用の発現と消失のサイクル
評価を行った。この評価は、作成した酸化チタン薄膜に対して、水の接触角の経時変化を
調べることにより行った。
【０１１９】
具体的には、まず、（１）作成直後の酸化チタン薄膜に対して、水の接触角を測定した
（接触角ａ）。次に、（２）この作成直後の酸化チタン薄膜に対して、紫外線を１０ｍＷ
／ｃｍ２

の照射量で６０分照射し、水の接触角を所定値（接触角ｂ。本例ではｂ＝１０

°前後）以下にまで低下させた。次に、（３）水の接触角がｂにまで低下した、すなわち
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光触媒作用を発現した状態の酸化チタン薄膜を暗所に放置し、水の接触角が上述したａに
戻るまでの時間を求めた。
【０１２０】
なお、水に対する接触角は、ＪＩＳ−Ｒ３２５７に準拠した方法（ぬれ性試験）で測定
される値を用いた。具体的には、試験台に基板Ｓを載置し、基板Ｓの酸化チタン薄膜側に
蒸留水を滴下し、静置した状態で水滴の接触角を自動接触角計（ＤＭ５００、協和界面科
学社）を用いて光学的に測定することにより、水に対する接触角を求めた。
【０１２１】
その結果、実施例１のサンプルでは、紫外線の照射が約６０分で薄膜の水の接触角が、
接触角ａの７０°弱から接触角ｂの１０°付近まで低下した。すなわち、約６０分の紫外
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線照射で光触媒作用を発現した。一方、暗所に放置してから約３０分で水の接触角が、接
触角ｂの１０°付近から接触角ａの７０°付近にまで上昇した。すなわち、約３０分の暗
所放置で光触媒作用が消失した。
【０１２２】
これに対し、比較例１のサンプルでは、紫外線の照射が１時間で薄膜の水の接触角が、
接触角ａの７０°弱から接触角ｂの１０°付近まで低下した。すなわち、１時間の紫外線
照射で光触媒作用を発現した。一方、暗所に放置してから１時間を経過しても水の接触角
は、接触角ｂの１０°付近から変動せず、この状態をさらに３日間継続させてはじめて水
の接触角が接触角ａの７０°付近にまで上昇した。すなわち、合計７２時間もの長時間に
わたる暗所放置で、ようやく光触媒作用が消失した。
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【０１２３】
以上の結果からも分かるように、実施例１のサンプルでは、比較例１のサンプルと比較
して、酸化チタン薄膜の膜表面に発現した光触媒作用を速やかに消失させることができる
ことが確認できた。
【０１２４】
《実施例２〜５》
酸素ガスの導入流量は２００ｓｃｃｍのままで、反応プロセス領域６０へのアルゴンガ
スの導入流量を、２００ｓｃｃｍ、４００ｓｃｃｍ、６００ｓｃｃｍ、８００ｓｃｃｍと
した以外は、実施例１と同様の条件で、基板Ｓの最表面に、厚み１８０ｎｍ（全成膜時間
４５分（成膜１５分＋後処理３０分））の酸化チタン薄膜を形成した。
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【０１２５】
酸素ガスに対するアルゴンガスの導入割合が多くなると、光触媒作用の消失までに時間
がかかる傾向があるが、比較例１のサンプルと比較した場合、格段に、酸化チタン薄膜の
膜表面に発現した光触媒作用を速やかに消失させることができることが確認できた。
【符号の説明】
【０１２６】
２００…太陽電池モジュール（太陽電池）、１００…太陽電池カバー、１０２…透光性
基板、１０４…透明導電膜、１０６…光触媒性薄膜、２０１…透光性基板、２０２…充填
剤層、２０４…太陽電池セル、２０６…バックガラス、２０８…端子ボックス、３００…
10

屋根、
１…成膜装置、１１…真空容器、１３…回転ドラム、Ｓ…基板、１２，１４，１６…仕
切壁、
２０，４０…成膜プロセス領域、
スパッタ源（２１ａ，２１ｂ，４１ａ，４１ｂ…マグネトロンスパッタ電極、２３，４
３…交流電源、２４，４４…トランス、２９ａ，２９ｂ，４９ａ，４９ｂ…ターゲット）
、
スパッタ用ガス供給手段（２６，４６…反応性ガスボンベ、２８，４８…不活性ガスボ
ンベ、２５，２７，４５，４７…マスフローコントローラ）、
６０…反応プロセス領域、
８０…プラズマ源（８１…ケース体、８３…誘電体板、８５ａ，８５ｂ…アンテナ、８
７…マッチングボックス、８９…高周波電源）、反応処理用ガス供給手段（６６…反応性
ガスボンベ、６８…不活性ガスボンベ、６５，６７…マスフローコントローラ）、

【図１】

【図２】
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