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(57)【要約】
【課題】薄膜太陽電池の直列抵抗成分を評価することが
可能な評価方法および評価装置を実現すること。
【解決手段】薄膜太陽電池７の性能評価を行う薄膜太陽
電池７の評価方法であって、薄膜太陽電池７を構成する
薄膜太陽電池素子に対して、順方向に直流電流を導入す
る電流導入工程と、薄膜太陽電池素子から生じる光の発
光強度を測定する発光強度測定工程と、発光強度につい
て、薄膜太陽電池素子の横方向の距離に対する変化量を
算出する変化量算出工程とを含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
薄膜太陽電池の性能評価を行う薄膜太陽電池の評価方法であって、
上記薄膜太陽電池を構成する薄膜太陽電池素子に対して、順方向に直流電流を導入する
電流導入工程と、
上記電流導入工程によって、上記薄膜太陽電池素子から生じる光の発光強度を測定する
発光強度測定工程と、
上記発光強度測定工程によって測定された上記発光強度について、上記薄膜太陽電池素
子の横方向の距離に対する変化量を算出する変化量算出工程とを含むことを特徴とする評
価方法。
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【請求項２】
さらに、上記変化量算出工程において算出した変化量が所定の値より大きい場合には、
直列抵抗値が大きいと判定し、所定の値より小さい場合には直列抵抗値が小さいと判定す
る抵抗値判定工程を含むことを特徴とする請求項１に記載の評価方法。
【請求項３】
さらに、上記変化量算出工程において算出した変化量に基づいて、上記薄膜太陽電池の
直列抵抗値を算出する抵抗値算出工程を含むことを特徴とする請求項１に記載の評価方法
。
【請求項４】
上記電流導入工程において、直流電流の電流値を任意に設定した複数の所定の電流値に
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て、薄膜太陽電池素子に対して、順方向に直流電流を導入し、
上記発光強度測定工程において、上記複数の所定の電流値に対応する発光強度をそれぞ
れ測定し、
上記変化量算出工程において、測定された各発光強度について、上記薄膜太陽電池素子
の横方向の距離に対する変化量をそれぞれ算出し、
さらに、得られた複数の算出結果について、変化量が実質的にゼロであるかどうかを判
断し、実質的にゼロと判断した変化量に対応する電流値を特定する電流値特定工程を含む
ことを特徴とする請求項１に記載の評価方法。
【請求項５】
さらに、上記電流値特定工程によって、特定された電流値の中から、最も大きい電流値
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を上記薄膜太陽電池素子の作動電流の電流値として決定する作動電流決定工程を含むこと
を特徴とする請求項４に記載の評価方法。
【請求項６】
請求項１〜５のいずれか１項に記載の評価方法を用いて、薄膜太陽電池素子における透
明導電膜電極の直列抵抗を評価する透明導電膜電極における直列抵抗の評価方法。
【請求項７】
薄膜太陽電池の性能評価を行う薄膜太陽電池の評価装置であって、
上記薄膜太陽電池を構成する薄膜太陽電池素子に対して、順方向に直流電流を導入する
電流導入手段と、
上記電流導入手段が導入した直流電流によって、上記薄膜太陽電池素子から生じる光の
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発光強度を測定する発光強度測定手段と、
上記発光強度測定手段が測定した上記発光強度について、上記薄膜太陽電池素子の横方
向の距離に対する変化量を算出する変化量算出手段とを備えることを特徴とする評価装置
。
【請求項８】
さらに、上記変化量算出手段が算出した変化量が所定の値より大きい場合には、直列抵
抗値が大きいと判定し、所定の値より小さい場合には直列抵抗値が小さいと判定する抵抗
値判定手段を備えることを特徴とする請求項７に記載の評価装置。
【請求項９】
さらに、上記変化量算出手段が算出した変化量に基づいて、上記薄膜太陽電池の直列抵
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抗値を算出する抵抗値算出手段を備えることを特徴とする請求項７に記載の評価装置。
【請求項１０】
上記電流導入手段は、直流電流の電流値を任意に設定した複数の所定の電流値にて、薄
膜太陽電池素子に対して、順方向に直流電流を導入するものであり、
上記発光強度測定手段は、上記複数の所定の電流値に対応する発光強度をそれぞれ測定
するものであり、
上記変化量算出手段は、上記発光強度測定手段が測定した各発光強度について、上記薄
膜太陽電池素子の横方向の距離に対する変化量をそれぞれ算出するものであり、
さらに、得られた複数の算出結果について、変化量が実質的にゼロであるかどうかを判
断し、実質的にゼロと判断した変化量に対応する電流値を特定する電流値特定手段を備え
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ることを特徴とする請求項７に記載の評価装置。
【請求項１１】
さらに、上記電流値特定手段が特定した電流値の中から、最も大きい電流値を上記薄膜
太陽電池素子の作動電流の電流値として決定する作動電流決定手段を備えることを特徴と
する請求項１０に記載の評価装置。
【請求項１２】
請求項７〜１１のいずれか１項に記載の評価装置を備え、さらに当該評価装置の結果に
基づき、透明導電膜電極における直列抵抗を評価する評価手段を備えることを特徴とする
透明導電膜電極における直列抵抗の評価装置。
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【請求項１３】
請求項１〜５のいずれか１項に記載の薄膜太陽電池の評価方法を一工程として含むこと
を特徴とする薄膜太陽電池の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、薄膜太陽電池の性能を評価する評価方法および評価装置に関し、特に、薄膜
太陽電池の直列抵抗を評価するための評価方法および評価装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
近年、薄膜太陽電池は、大面積・低コストの太陽電池が実現できる次世代素子として期
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待されており、さらなる普及に向けて、薄膜太陽電池の変換効率を向上させる技術の開発
が進められている。
【０００３】
一般的に、太陽電池の変換効率を向上させるためには、太陽光を受光し発電する半導体
層および半導体層で発生した電流が流れる電極（特に直列抵抗成分）の性能を主に考慮す
る必要がある。例えば、より多くの太陽光を受光できる半導体層、より効率的に電流を発
生させることができる半導体層、エネルギーの損失が少ない（抵抗値が低い）直列抵抗成
分を有する電極の素材や形状の設計など観点から開発が進められている。
【０００４】
ここで、薄膜太陽電池の基本的な構造について図２（ａ）を用いて説明する。図２（ａ
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）は、スーパーストレイト型の薄膜太陽電池の構造の一例を示す模式図である。図示のよ
うに、薄膜太陽電池７では、光電変換層である半導体層３３が、ガラス基板３１および上
部透明導電膜電極３２を透過した太陽光３６を受光する。半導体層３３で発生した電流（
図中、白矢印Ａ）は、下部金属電極３４および上部透明導電膜電極３２を介して取り出さ
れる（図中、黒矢印Ａ

）。

【０００５】
このように、上部透明導電膜電極３２は、半導体層３３で発生した電流を流すだけでは
なく、太陽光を透過するものでなければならい。太陽光を効率的に透過させるためには、
上部透明導電膜電極３２は、太陽光が透過する透明な素材で構成され、かつ、その形状を
可能な限り薄くしなければならない。そのため、上部透明導電膜電極３２は、素材や形状
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の設計の面で制限されることになり、その結果、金属などで構成される下部電極に比べて
、抵抗値が大きくなってしまう。
【０００６】
つまり、薄膜太陽電池の場合、従来の結晶系の太陽電池に比べて、その構造上の理由に
より、電極の直列抵抗成分が薄膜太陽電池の発電効率に与える影響が大きくなる。それゆ
え、薄膜太陽電池の開発では、透明導電膜電極の直列抵抗成分を正確に把握し評価するこ
とが重要になってくる。
【０００７】
従来、透明導電膜電極の直列抵抗成分を評価する様々な技術としては、例えば、薄膜太
陽電池素子の製造途中において、ガラス基板に透明導電膜電極を堆積した状態で、透明導
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電膜電極の抵抗を直接測定して評価する手法などがある。
【０００８】
また、薄膜太陽電池素子ではなく、結晶系素子の直列抵抗成分の評価技術として、非特
許文献１の技術が報告されている。本非特許文献１には、単結晶シリコン素子に電圧を印
加し、素子から発光される光の強度と、その強度を電圧に対して微分した値とを解析して
、直列抵抗の抵抗値を算出する方法が開示されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】David Hinken, et. al.，
S BY VOLTAGE DEPENDENT ELCTROLUMINESCENCE

SERIES RESISTANCE IMAGING OF SOLAR CELL
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Technical Digest of the International

PVSEC‑17,Fukuoka,Japan，5O‑M3‑04，2007
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
薄膜太陽電池の直列抵抗成分の評価は、製品化された状態で行われることが望ましい。
しかしながら、上述のような透明導電膜電極の抵抗を直接測定する技術は、製品化された
薄膜太陽電池には適用することは困難である。また、非特許文献１の技術は、結晶系シリ
コン素子のエミッタ層（ｎ型あるいはｐ型半導体層）の抵抗成分の評価方法であり、薄膜
系素子に適用することができない。そのため、製品化された状態であっても、薄膜太陽電
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池の透明導電膜電極の抵抗成分を評価できる技術の開発が強く求められていた。
【００１１】
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、薄膜太陽電池の直
列抵抗成分、特に薄膜太陽電池の透明導電膜電極の直列抵抗成分を評価することが可能な
評価方法および評価装置を実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
本発明者らは、上記課題に鑑み鋭意研究の結果、薄膜太陽電池素子に対して、電流を順
方向に導通させると、薄膜太陽電池素子の発光強度にばらつきがあるのを発見し、その発
光強度のばらつきが薄膜太陽電池素子の直列抵抗成分におけるエネルギー損失に起因する
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ものであることを見出した。この知見に基づいて、本発明者らは、薄膜太陽電池素子に電
流を導入し発光させ、その発光強度を指標として、当該薄膜太陽電池素子の直列抵抗を簡
単に評価することができるという本発明を完成させるに至った。すなわち、本発明は、産
業上有用な方法またはその利用として、以下の発明を包含するものである。
【００１３】
本発明に係る評価方法は、上記課題を解決するために、薄膜太陽電池の性能評価を行う
薄膜太陽電池の評価方法であって、上記薄膜太陽電池を構成する薄膜太陽電池素子に対し
て、順方向に直流電流を導入する電流導入工程と、上記電流導入工程によって、上記薄膜
太陽電池素子から生じる光の発光強度を測定する発光強度測定工程と、上記発光強度測定
工程によって測定された上記発光強度について、上記薄膜太陽電池素子の横方向の距離に
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対する変化量を算出する変化量算出工程とを含むことを特徴としている。
【００１４】
また、本発明に係る評価装置は、上記課題を解決するために、薄膜太陽電池の性能評価
を行う薄膜太陽電池の評価装置であって、上記薄膜太陽電池を構成する薄膜太陽電池素子
に対して、順方向に直流電流を導入する電流導入手段と、上記電流導入手段が導入した直
流電流によって、上記薄膜太陽電池素子から生じる光の発光強度を測定する発光強度測定
手段と、上記発光強度測定手段が測定した上記発光強度について、上記薄膜太陽電池素子
の横方向の距離に対する変化量を算出する変化量算出手段とを備えることを特徴としてい
る。
【００１５】
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また、本発明に係る評価方法は、さらに、上記変化量算出工程において算出した変化量
が所定の値より大きい場合には、直列抵抗値が大きいと判定し、所定の値より小さい場合
には直列抵抗値が小さいと判定する抵抗値判定工程を含むことが好ましい。
【００１６】
また、本発明に係る評価装置は、さらに、上記変化量算出手段が算出した変化量が所定
の値より大きい場合には、直列抵抗値が大きいと判定し、所定の値より小さい場合には直
列抵抗値が小さいと判定する抵抗値判定手段を備えることが好ましい。
【００１７】
また、本発明に係る評価方法は、さらに、上記変化量算出工程において算出した変化量
に基づいて、上記薄膜太陽電池の直列抵抗値を算出する抵抗値算出工程を含むことが好ま
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しい。
【００１８】
また、本発明に係る評価装置は、さらに、上記変化量算出手段が算出した変化量に基づ
いて、上記薄膜太陽電池の直列抵抗値を算出する抵抗値算出手段を備えることが好ましい
。
【００１９】
また、本発明に係る評価方法は、上記電流導入工程において、直流電流の電流値を任意
に設定した複数の所定の電流値にて、薄膜太陽電池素子に対して、順方向に直流電流を導
入し、上記発光強度測定工程において、上記複数の所定の電流値に対応する発光強度をそ
れぞれ測定し、上記変化量算出工程において、測定された各発光強度について、上記薄膜
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太陽電池素子の横方向の距離に対する変化量をそれぞれ算出し、さらに、得られた複数の
算出結果について、変化量が実質的にゼロであるかどうかを判断し、実質的にゼロと判断
した変化量に対応する電流値を特定する電流値特定工程を含むことが好ましい。
【００２０】
また、本発明に係る評価装置は、上記電流導入手段は、直流電流の電流値を任意に設定
した複数の所定の電流値にて、薄膜太陽電池素子に対して、順方向に直流電流を導入する
ものであり、上記発光強度測定手段は、上記複数の所定の電流値に対応する発光強度をそ
れぞれ測定するものであり、上記変化量算出手段は、上記発光強度測定手段が測定した各
発光強度について、上記薄膜太陽電池素子の横方向の距離に対する変化量をそれぞれ算出
するものであり、さらに、得られた複数の算出結果について、変化量が実質的にゼロであ
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るかどうかを判断し、実質的にゼロと判断した変化量に対応する電流値を特定する電流値
特定手段を備えることが好ましい。
【００２１】
また、本発明に係る評価方法は、さらに、上記電流値特定工程によって、特定された電
流値の中から、最も大きい電流値を上記薄膜太陽電池素子の作動電流の電流値として決定
する作動電流決定工程を含むことが好ましい。
【００２２】
また、本発明に係る評価装置は、さらに、上記電流値特定手段が特定した電流値の中か
ら、最も大きい電流値を上記薄膜太陽電池素子の作動電流の電流値として決定する作動電
流決定手段を備えることが好ましい。
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【００２３】
また、本発明に係る透明導電膜電極における直列抵抗の評価方法は、上記薄膜太陽電池
素子の評価方法を用いて、薄膜太陽電池素子における透明導電膜電極の直列抵抗を評価す
ることが好ましい。
【００２４】
また、本発明に係る透明導電膜電極における直列抵抗の評価装置は、上記薄膜太陽電池
素子の評価装置を備え、さらに当該評価装置の結果に基づき、透明導電膜電極における直
列抵抗を評価する評価手段を備えることが好ましい。
【００２５】
また、本発明に係る製造方法は、上記の薄膜太陽電池の評価方法を一工程として含むこ

10

とが好ましい。
【００２６】
なお、上記評価装置は、コンピュータによって実現してもよく、この場合には、コンピ
ュータを上記評価装置の各手段として動作させることにより、上記評価装置をコンピュー
タにて実現させる制御プログラム、及びそれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録
媒体も本発明の範疇に入る。
【発明の効果】
【００２７】
本発明に係る評価方法または評価装置によれば、薄膜太陽電池の直列抵抗成分、特に薄
膜太陽電池の透明導電膜電極の直列抵抗成分を評価することができるという効果を奏する
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。特に、薄膜太陽電池が製品化された状態であっても評価可能である。それゆえ、薄膜太
陽電池の開発に有用である。
【００２８】
本発明のさらに他の目的、特徴、及び優れた点は、以下に示す記載によって十分わかる
であろう。また、本発明の利益は、添付図面を参照した次の説明で明白になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】評価装置の要部構成を示す機能ブロック図である。
【図２】スーパーストレイト型の薄膜太陽電池の構造の一例を示す模式図であって、（ａ
）は、薄膜太陽電池に太陽光を照射した際に発生する電流の向きを示す図であり、（ｂ）
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は、薄膜太陽電池から光を発光させるために注入した電流の向きを示す図である。
【図３】本発明に係る薄膜太陽電池の評価装置の一実施形態を示す図である。
【図４】変化量の算出および抵抗値の判定／算出に関する評価装置の処理を示すフローチ
ャートである。
【図５】電流値の特定および作動電流の決定に関する評価装置の処理を示すフローチャー
トである。
【図６】（ａ）は、薄膜太陽電池に対して、順方向に直流電流２００ｍＡが流れるように
、電圧８．６Ｖを印加した場合において、発光している薄膜太陽電池を発光強度測定部１
２が撮影した画像を示す図である。（ｂ）、（ｃ）は、薄膜太陽電池（試料番号：Ｊ２４
）に対して、それぞれ順方向に直流電流２００ｍＡ、５０ｍＡを導入した場合において、
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発光強度測定部１２が測定した発光強度をグラフで示した図である。
【図７】各電流値における、「Ｔｏｐ」および「Ｂｏｔｔｏｍ」の発光強度を測定した結
果を示す図である。
【図８】薄膜太陽電池の発光スペクトルの測定結果を示す図である。
【図９】（ａ）〜（ｃ）は、薄膜太陽電池にそれぞれ２０ｍＡ、３０ｍＡ、８０ｍＡの電
流を導入したときの発光強度測定部が薄膜太陽電池を撮影した画像を示す図である。（ｄ
）〜（ｆ）は、薄膜太陽電池にそれぞれ２０ｍＡ、３０ｍＡ、８０ｍＡの電流を導入した
ときの発光強度測定部が測定した発光強度のグラフを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】

50

(7)

JP 2011‑35272 A 2011.2.17

以下、本発明の一実施形態について図１から図９に基づいて説明する。
【００３１】
まず、方法および装置のいずれにも共通する薄膜太陽電池の基本構造について図２を用
いて説明する。図２に示す薄膜太陽電池７は、３つの薄膜太陽電池素子７ａが連結してい
る例である。図示のように、薄膜太陽電池７は、ガラス基板３１、上部透明導電膜電極３
２、半導体層３３および下部金属電極３４を備えている。半導体層３３は、光電変換層で
あり、例えば、単結晶シリコン、アモルファスシリコン、多結晶シリコンなどで形成され
る。下部金属電極３４は、半導体層３３で発生した電流を外部に供給するための電極であ
り、例えば、アルミニウム、銀などの金属で形成される。上部透明導電膜電極３２は、半
導体層３３で発生した電流を外部に供給するための電極であり、例えば、ＩＴＯ（酸化イ
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ンジウムスズ）膜などで形成される。また、上部透明導電膜電極３２は、不図示の外部供
給端子に接続している。
【００３２】
図２（ａ）は、薄膜太陽電池７に太陽光３６を照射した際に発生する電流の向きを示す
図である。図２（ａ）に示す薄膜太陽電池７では、ガラス基板３１側から太陽光３６が照
射される。太陽光３６が薄膜太陽電池７に照射されると、半導体層３３は、ガラス基板３
１および上部透明導電膜電極３２を透過した太陽光３６を受光する。そして、半導体層３
３において、受光した太陽光３６に応じて電流（図中、白矢印Ａ）が発生し、半導体層３
３で発生した電流は、下部金属電極３４および上部透明導電膜電極３２を介して外部に供
給される（図中、黒矢印Ａ
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）。

【００３３】
次に、図２（ｂ）を用いて、薄膜太陽電池７の性能等を評価する際に、薄膜太陽電池７
に電流を注入したときの状態を説明する。図２（ｂ）は、薄膜太陽電池７から光３５を発
光させるために注入した電流の向きを示す図である。注入する電流の向きは、薄膜太陽電
池７に太陽光を照射した際に発生する電流と逆の方向である。図２（ｂ）に示す例では、
電流は、薄膜太陽電池７の右側から注入する。図示のように、注入した電流は、下部金属
電極３４から上部透明導電膜電極３２を流れ（図中、黒矢印Ｉ

）、半導体層３３を流れ

（図中、白矢印Ｉ）、また下部金属電極３４から上部透明導電膜電極３２へと流れる。
【００３４】
このように、半導体層３３に電流が流れることによって、半導体層３３が発光し、薄膜
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太陽電池７から光３５が照射される。薄膜太陽電池７に電流を注入した際に、薄膜太陽電
池７から照射される光３５をカメラ等で測定することによって、薄膜太陽電池７の性能等
を評価する。
【００３５】
なお、薄膜太陽電池素子に太陽光を照射した際に、実際に光電変換により発生する電流
を作動電流と称する。この作動電流の値は、薄膜太陽電池素子の材料・組成に応じて、適
宜変更可能である。作動電流が薄膜太陽電池７を流れる逆方向を順方向と称する。いわゆ
る薄膜太陽電池７に対して順方向に直流電流を注入するためにバイアスをかけることであ
る。薄膜太陽電池７を構成する薄膜太陽電池素子７ａにおける半導体層３３のｐｎ接合の
ｐ型領域側に正（＋）、ｎ型領域側に負（−）の極性の外部電圧を印加することによって
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、順方向に直流電流を導入させることになる。例えば、図２（ｂ）に示す例では、黒矢印
Ｉ

および白矢印Ｉの方向を順方向とする。また、図２（ｂ）の黒矢印Ｉ

が示すように

、上部透明導電膜電極３２の端部３２ａから端部３２ｂへ電流が流れる方向を横方向とす
る。すなわち、「薄膜太陽電池素子の横方向」とは、薄膜太陽電池素子７に光が照射され
た際に発生する電流が上部透明導電膜電極３２を流れる方向（作動電流が上部透明導電膜
電極３２を流れる方向）と逆方向である。
【００３６】
以下、上述した薄膜太陽電池について性能、特に直列抵抗成分の評価方法および評価装
置について、順に詳説する。
【００３７】
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＜１．薄膜太陽電池の評価方法＞
本発明に係る薄膜太陽電池の評価方法は、薄膜太陽電池の性能評価を行う太陽電池の評
価方法であって、少なくとも、上記薄膜太陽電池を構成する薄膜太陽電池素子に対して、
順方向に直流電流を導入する電流導入工程と、上記電流導入工程によって、上記薄膜太陽
電池素子から生じる光の発光強度を測定する発光強度測定工程と、上記発光強度測定工程
によって測定された上記発光強度について、上記薄膜太陽電池素子の横方向の距離に対す
る変化量を算出する変化量算出工程とを含む方法であればよい。なお、上記工程以外の具
体的な工程、材料、条件、使用する機器・装置等は特に限定されるものではなく、従来公
知の方法等を好適に利用可能である。
【００３８】

10

ここで、本明細書中、文言「性能評価」とは、薄膜太陽電池モジュールやその構成部材
である薄膜太陽電池素子における光導電効果及び／又は光起電力効果についての性能評価
の意である。
【００３９】
また、本明細書において、文言「薄膜太陽電池」とは、上述したスーパーストレイト型
の薄膜太陽電池だけでなく、本発明の作用効果を奏することができる合理的な範囲の従来
公知の他の成分・材料・構造の薄膜太陽電池を含む。「薄膜太陽電池素子」とは、光導電
効果及び／又は光起電力効果によって光を受けて電流を発生させる最小構成単位の意であ
り、例えば、５ｍｍ×１０ｃｍの短冊状のものが挙げられる。薄膜太陽電池素子の集積型
として、２０枚の薄膜太陽電池素子からなる１０ｃｍ×１０ｃｍの大きさのものがある。
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また、「薄膜太陽電池モジュール」とは、この薄膜太陽電池素子が複数連結されて構成さ
れているものをいい、例えば、上記薄膜太陽電池素子を１８０枚連結した、３０ｃｍ×３
０ｃｍ角のものを挙げることができる。なお、本明細書では「薄膜太陽電池モジュール」
の中には、モジュールの集合体である「薄膜太陽電池パネル」を含む。また、単に「薄膜
太陽電池」と称した場合は、薄膜太陽電池素子，薄膜太陽電池モジュール，または薄膜太
陽電池パネルのいずれか、あるいはその全てを表すものとする。
【００４０】
以下、本発明に係る方法の各工程について詳細に説明する。
【００４１】
＜１−１．電流導入工程＞
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電流導入工程は、薄膜太陽電池を構成する薄膜太陽電池素子に対して、順方向に直流電
流を導入する工程であればよく、その他の具体的な方法、機器、条件等は特に限定されな
い。
【００４２】
電流導入工程において、「順方向に直流電流を導入」とは、いわゆる薄膜太陽電池７に
対して順方向に直流電流を注入するためにバイアスをかけることである。電流の注入方法
として、例えば、後述の図２に示すように、薄膜太陽電池７の両端に電極をそれぞれ接続
し、両電極間にバイアスをかけて薄膜太陽電池７に電流を注入する方法が挙げられる。そ
の他に、半導体層３３のｐ型領域側に正（＋）、半導体層３３のｎ型領域側に負（−）の
極性の外部電圧を印加するように、下部金属電極３４および上部透明導電膜電極３２にバ
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イアスをかけて、直流電流を導入する方法であってもよい。
【００４３】
本工程において、薄膜太陽電池素子に対して電流を導通させるための装置としては、従
来公知の電源等を好適に利用することができ、特に限定されるものではないが、例えば、
一般的な定電流源を用いることができる。
【００４４】
＜１−２．発光強度測定工程＞
発光強度測定工程は、上記電流導入工程によって、上記薄膜太陽電池素子から生じる光
の発光強度を測定する工程であればよく、その他の具体的な方法、機器、条件等は特に限
定されない。
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【００４５】
発光強度測定工程では、薄膜太陽電池素子からの光の発光強度を測定可能な従来公知の
光検出手段を用いることができ、その具体的な構成等は特に限定されるものではない。例
えば、ＣＣＤカメラ等の従来公知の光検出器を用いることができる。ＣＣＤカメラとして
は、例えばＩｎＧａＡｓ
ーズ）およびＳｉ

ＣＣＤカメラ（Ｘｅｎｉｃｓ社製、品番ＸＥＶＡ−１．７シリ

ＣＣＤカメラ（浜松ホトニクス株式会社製、品番Ｃ９２９９−０２）

等が挙げられる。
【００４６】
また、発光強度測定工程では、波長が約８００ｎｍ〜１６００ｎｍの光を測定すること
が好ましく、波長が約１０００ｎｍ〜１４００ｎｍの光を測定することがより好ましい。

10

かかる波長領域の光を測定することにより、直列抵抗成分と関連する発光強度を正確に測
定することができる。
【００４７】
このようなＣＣＤカメラ等の光検出器を用いて光を検出した場合、太陽電池における発
光の様子を画像として観察することができる。つまり、薄膜太陽電池における発光の面内
分布を二次元的に一括測定でき、薄膜太陽電池モジュール全面に渡って簡便かつ迅速に評
価することができる。
【００４８】
すなわち、発光強度測定工程については、その具体的な方法等は特に限定されるもので
はなく、従来公知の技術を好適に用いることができる。
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【００４９】
＜１−３．変化量算出工程＞
変化量算出工程は、上記発光強度測定工程において測定した発光強度について、薄膜太
陽電池素子の横方向の距離に対する変化量を算出する工程であればよく、その具体的な方
法としては従来公知の技術を好適に用いることができる。例えば、変化量算出工程におけ
る具体的な演算として、発光強度の横方向距離に対する発光強度の微分値を算出してもよ
い。また、発光強度を縦軸とし太陽電池素子の横方向距離を横軸としたグラフを作成し、
傾きそのものを変化量としてもよいし、傾きから変化量を算出してもよい。
【００５０】
「薄膜太陽電池素子の横方向の距離（横方向距離）」とは、横方向の軸を正とした、薄
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膜太陽電池素子における距離である。換言すると、薄膜太陽電池素子内における横方向軸
上の任意の２点間の距離を意味する。例えば、図２に示す上部透明導電膜電極３２の端部
３２ａから端部３２ｂまでの距離である。
【００５１】
上述のように、本発明者らは、薄膜太陽電池素子に対して、電流を導通させると、薄膜
太陽電池素子内において発光強度が一様ではなく、電流の注入点の発光強度が最も大きく
、注入点から横方向の距離に従って発光強度が減衰していることを発見した。このことか
ら、薄膜太陽電池素子に導入した電流が、横方向の距離に従って減少していると考え、そ
の原因が薄膜太陽電池の直列抵抗成分、特に薄膜太陽電池の透明導電膜電極の直列抵抗成
分におけるエネルギー損失によるものだと推論した。すなわち、薄膜太陽電池内において
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、注入点から横方向の距離に従って透明導電膜電極の直列抵抗成分の抵抗値が大きくなり
、横方向の距離が進むにつれてその抵抗によるエネルギー損失も大きくなるため、横方向
の距離に従って電圧および電流が減少していると考えた。
【００５２】
従って、本発明者らは、薄膜太陽電池素子における発光強度の減衰の程度、つまり、電
流の注入点から他端までの発光強度の変化量と、薄膜太陽電池の直列抵抗成分、特に薄膜
太陽電池の透明導電膜電極の直列抵抗成分の抵抗値とが密接に関係していると考え、発光
強度の変化量を算出することによって、薄膜太陽電池の直列抵抗成分、特に薄膜太陽電池
の透明導電膜電極の直列抵抗成分の抵抗値（直列抵抗値）を判定および／または算出する
という本発明を完成させた。
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【００５３】
つまり、本発明に係る薄膜太陽電池の評価方法によれば、電流導入工程では、薄膜太陽
電池を構成する薄膜太陽電池素子に対して、直流電流を導入する。発光強度測定工程では
、電流導入工程において導入した直流電流によって、薄膜太陽電池素子から生じる光の発
光強度を測定する。変化量算出工程では、発光強度測定工程において測定した上記発光強
度について、薄膜太陽電池素子の横方向の距離に対する変化量を算出する。そのため、算
出された変化量に基づいて、薄膜太陽電池の直列抵抗成分を評価することができる。
【００５４】
また、本発明に係る薄膜太陽電池の評価方法によれば、薄膜太陽電池素子が直列に複数
連結して構成されている薄膜太陽電池モジュールの場合、１度の電流導入にて薄膜太陽電

10

池モジュール全体の性能評価を行うことができる。すなわち、１度の電流導入を実行すれ
ば、薄膜太陽電池モジュールを構成する全薄膜太陽電池素子に電流が流通することになる
ため、全薄膜太陽電池素子が発光する。この場合、本発明において、ルミネセンス面内分
布の瞬時一括測定を行うことも可能である。具体的には、例えば、ＣＣＤなどによる二次
元一括ならびに一次元ラインスキャナによる大面積対応を挙げることができるが、これに
限定されるものではない。すなわち、薄膜太陽電池モジュール全体の発光強度を大型の発
光強度測定手段や一次元走査のラインスキャナにて１度に検出すれば、薄膜太陽電池モジ
ュールを構成する全薄膜太陽電池素子の発光強度を瞬時に測定することができ、極めて簡
便に評価できる。勿論、小型の発光強度測定手段を用いて、薄膜太陽電池素子１つのみ、
若しくは、薄膜太陽電池モジュールの特定の位置の発光強度を測定することも可能である
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。
【００５５】
また、本発明に係る透明導電膜電極の直列抵抗の評価方法によれば、上記薄膜太陽電池
素子の評価方法を用いて、薄膜太陽電池素子における透明導電膜電極の直列抵抗を評価す
る。そのため、評価された薄膜太陽電池の直列抵抗成分に基づいて、薄膜太陽電池素子に
おける透明導電膜電極の直列抵抗を評価することができる。
【００５６】
＜１−４．抵抗値判定工程＞
さらに、本発明に係る薄膜太陽電池の評価方法では、上記変化量算出工程において算出
した変化量が所定の値より大きい場合には、直列抵抗値が大きいと判定し、所定の値より
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小さい場合には直列抵抗値が小さいと判定する抵抗値判定工程を含むことが好ましい。抵
抗値判定工程の具体的な方法としては、従来公知の技術を好適に用いることができる。
【００５７】
ここで、「所定の値」とは、例えば、本発明に係る評価方法にて予め（または事後的に
）算出した標準サンプルの薄膜太陽電池における変化量を挙げることができる。なお、ど
のような薄膜太陽電池を「標準サンプル」とするかは任意に設定でき、特に限定されるも
のではない。
【００５８】
本発明に係る薄膜太陽電池の評価方法において、抵抗値判定工程を行うことにより、評
価対象の薄膜太陽電池の直列抵抗成分の抵抗値が、比較対象の薄膜太陽電池のそれと比べ

40

て、大きいか小さいかを判断することができる。それゆえ、判断結果を薄膜太陽電池素子
の作製プロセスにフィードバックすることによって、比較対象の薄膜太陽電池と同程度か
若しくはそれ以上の素子性能を有する薄膜太陽電池素子を安定的に作製することができる
。
【００５９】
また、本発明に係る透明導電膜電極の直列抵抗の評価方法において、上記薄膜太陽電池
の評価方法を用いることにより、評価対象の薄膜太陽電池における透明導電膜電極の直列
抵抗成分の抵抗値が、比較対象の薄膜太陽電池における透明導電膜電極のそれと比べて、
大きいか小さいかを判断することができる。
【００６０】
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＜１−５．抵抗値算出工程＞
さらに、本発明に係る薄膜太陽電池の評価方法では、上記変化量算出工程において算出
した変化量に基づいて、上記薄膜太陽電池の直列抵抗値を算出する抵抗値算出工程を含ん
でいてもよい。抵抗値算出工程の具体的な方法としては、従来公知の技術を好適に用いる
ことができる。
【００６１】
ここで、「所定の値」とは、例えば、本発明に係る評価方法にて予め（または事後的に
）算出した複数の標準サンプルの薄膜太陽電池における変化量であり、各変化量は当該標
準サンプルの薄膜太陽電池の直列抵抗成分の抵抗値とそれぞれ対応付けられているものを
挙げることができる。なお、どのような薄膜太陽電池を「標準サンプル」とするかは任意

10

に設定でき、特に限定されるものではない。
【００６２】
抵抗値算出工程における具体的な演算処理については特に限定されないが、例えば、以
下の方法が挙げられる。すなわち予め（または事後的に）、複数の所定の標準サンプルの
薄膜太陽電池素子についての変化量を算出しておき、さらに当該複数の所定の標準サンプ
ルの薄膜太陽電池素子の直列抵抗値を求めて、上記所定の値を用意しておく。その上で、
変化量算出工程において算出した変化量と所定の値とを比較して、変化量と一致する所定
の値を特定して、当該特定した所定の値に対応する抵抗値を、薄膜太陽電池の直列抵抗値
として算出する方法を挙げることができる。
【００６３】

20

なお、変化量算出工程において実際に算出した変化量と一致する所定の値が存在しない
場合、評価対象の薄膜太陽電池における変化量と最も近い所定の値を、「評価対象の薄膜
太陽電池における変化量と一致する所定の値」としてもよいし、複数の標準サンプルの薄
膜太陽電池における変化量および抵抗値を補間して、評価対象の薄膜太陽電池における変
化量と一致する所定の値を算出してもよい。
【００６４】
本発明に係る薄膜太陽電池の評価方法において、上記抵抗値算出工程を行うことにより
、評価対象の薄膜太陽電池の直列抵抗成分の抵抗値を求めることができる。それゆえ、求
めた抵抗値の結果を薄膜太陽電池素子の作製プロセスにフィードバックすることによって
、薄膜太陽電池の素子性能の高効率化や高信頼性化を図ることができる。
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【００６５】
また、本発明に係る透明導電膜電極の直列抵抗の評価方法において、上記薄膜太陽電池
の評価方法を用いることにより、評価対象の薄膜太陽電池における透明導電膜電極の直列
抵抗成分の抵抗値を求めることができる。
【００６６】
＜１−６．電流値特定工程＞
本発明に係る薄膜太陽電池の評価方法では、上記電流導入工程において、直流電流の電
流値を任意に設定した複数の所定の電流値にて、薄膜太陽電池素子に対して、順方向に直
流電流を導入し、上記発光強度測定工程において、上記複数の所定の電流値に対応する発
光強度をそれぞれ測定し、上記変化量算出工程において、測定された各発光強度について
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、上記薄膜太陽電池素子の横方向の距離に対する変化量をそれぞれ算出し、さらに、得ら
れた複数の算出結果について、変化量が実質的にゼロであるかどうかを判断し、実質的に
ゼロと判断した変化量に対応する電流値を特定する電流値特定工程を含むことが好ましい
。電流値特定工程は、その具体的な方法としては従来公知の技術を好適に用いることがで
きる。
【００６７】
本発明者らは、上述の推論より、変化量が実質的にゼロである場合（電流の注入点と他
端との発光強度の差がない場合）、つまり、発光強度が薄膜太陽電池素子内において一様
である場合、導入した直流電流が減衰せずに薄膜太陽電池素子を流れていると考えた。す
なわち、変化量が実質的にゼロである場合、導入した直流電流が薄膜太陽電池素子の直列
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抵抗成分の影響を受けない、換言すると、薄膜太陽電池素子の透明導電膜電極の直列抵抗
成分においてエネルギーの損失が発生していないことを示すと考えた。
【００６８】
従って、本発明者らは、薄膜太陽電池素子における発光強度の変化量と、薄膜太陽電池
素子の直列抵抗成分におけるエネルギーの損失とが密接に関係しているとの考えをさらに
一歩進めて、発光強度の変化量が実質的にゼロであるかどうかを判断することによって、
薄膜太陽電池の直列抵抗成分、特に薄膜太陽電池の透明導電膜電極の直列抵抗成分におい
てエネルギーの損失が発生しない作動電流を求めるという技術も完成させた。
【００６９】
つまり、本発明に係る薄膜太陽電池の評価方法において、上記電流導入工程、上記発光
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強度測定工程、変化量算出工程および電流値特定工程を行い、特定した電流値が作動電流
となるように薄膜太陽電池の構造を設計することによって、発電時に、直列抵抗成分にお
いてエネルギー損失が発生しない薄膜太陽電池を製造することができる。
【００７０】
また、本発明に係る透明導電膜電極の直列抵抗の評価方法において、上記薄膜太陽電池
の評価方法を用いることにより、特定した電流値が作動電流となるように薄膜太陽電池の
構造を設計することによって、発電時に、薄膜太陽電池の透明導電膜電極の直列抵抗成分
においてエネルギー損失が発生しない薄膜太陽電池を製造することができる。
【００７１】
＜１−７．作動電流決定工程＞
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さらに、本発明に係る薄膜太陽電池の評価方法では、上記電流値特定工程によって、特
定された電流値の中から、最も大きい電流値を上記薄膜太陽電池素子の作動電流の電流値
として決定する作動電流決定工程を含むこと作動電流決定工程を含むことが好ましい。作
動電流決定工程は、その具体的な方法としては従来公知の技術を好適に用いることができ
る。
【００７２】
上記の本発明に係る薄膜太陽電池の評価方法によれば、作動電流決定工程を含むことに
より、薄膜太陽電池素子の直列抵抗成分において最もエネルギー損失がなく、かつ発電効
率の高い最適な電流値を作動電流とする薄膜太陽電池を設計することができる。そのため
、発電時に、直列抵抗成分においてエネルギー損失が発生しない、変換効率の高い薄膜太
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陽電池を製造することができる。
【００７３】
また、本発明に係る透明導電膜電極の直列抵抗の評価方法によれば、上記薄膜太陽電池
の評価方法を用いることにより、薄膜太陽電池素子の透明導電膜電極の直列抵抗成分にお
いて最もエネルギー損失がなく、かつ発電効率の高い最適な電流値を作動電流とする薄膜
太陽電池を設計することができる。そのため、発電時に、透明導電膜電極の直列抵抗成分
においてエネルギー損失が発生しない、変換効率の高い薄膜太陽電池を製造することがで
きる。
【００７４】
＜２．薄膜太陽電池の評価装置＞
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本発明に係る薄膜太陽電池の評価装置は、薄膜太陽電池の性能評価を行う薄膜太陽電池
の評価装置であって、上記薄膜太陽電池を構成する薄膜太陽電池素子に対して、順方向に
直流電流を導入する電流導入部（電流導入手段）と、上記電流導入部が導入した直流電流
によって、上記薄膜太陽電池素子から生じる光の発光強度を測定する発光強度測定部（発
光強度測定手段）と、上記発光強度測定部が測定した上記発光強度について、上記薄膜太
陽電池素子の横方向の距離に対する変化量を算出する変化量算出部（変化量算出手段）と
を備えるものであればよく、その他の具体的な構成、大きさ、形状等の条件は特に限定さ
れるものではない。
【００７５】
以下、上記各部材（各手段）について詳細に説明する。なお、本発明の太陽電池の評価
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装置は、本発明の太陽電池の評価方法を実行するものであるため、各部材の説明について
は、上記評価方法における各工程の説明を援用することとし、重複する部分は省略する。
【００７６】
＜２−１．電流導入部＞
電流導入部は、太陽電池素子に対して順方向に直流電流を注入するための、いわゆる直
流バイアスを印加することができるものであればよく、その具体的な構成等は特に限定さ
れるものではない。すなわち、本電流導入部は、上記＜１−１＞および＜１−６＞欄にて
説明した「電流導入工程」を実行するものであればよい。例えば、従来公知の定電流源や
定電圧源等を用いることができる。
【００７７】

10

＜２−２．発光強度測定部＞
発光強度測定部は、順方向バイアスされることによって太陽電池素子が発光した際に、
その発光強度を測定することができるものであればよく、その具体的な構成等は特に限定
されるものではない。すなわち、本発光強度測定部は、上記＜１−２＞および＜１−６＞
欄にて説明した「発光強度測定工程」を実行するものであればよい。例えば、ＣＣＤカメ
ラやイメージインテンシファイアー等の従来公知の光検出器を好適に用いることができる
。
【００７８】
＜２−３．変化量算出部＞
変化量算出部は、発光強度測定部が測定した発光強度について、薄膜太陽電池素子の横
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方向の距離に対する変化量を算出することができるものであればよく、その具体的な構成
等は特に限定されるものではない。すなわち、変化量算出部は、上記＜１−３＞および＜
１−６＞欄にて説明した「変化量算出工程」を実行するものであればよい。例えば、ＰＣ
などの従来公知の演算装置などを好適に用いることができる。
【００７９】
したがって、本発明に係る薄膜太陽電池の評価装置は、上記＜１＞欄で説明した「薄膜
太陽電池の評価方法」を実行するためのものと換言できる。
【００８０】
また、本発明に係る薄膜太陽電池の評価装置は、ラインスキャナ等の１次元走査機構の
ほか、２次元走査が可能な機構の走査部（走査手段）を備えていてもよい。かかる走査部
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を備えることにより、多数の薄膜太陽電池素子を備えた大型の薄膜太陽電池もモジュール
全体をスキャニングしながら評価することができる。なお、走査部は、評価装置に設けて
いてもよいし、また逆に、評価対象の薄膜太陽電池素子に設けてもよい。なお、走査部に
よるスキャニングを行うことなく、薄膜太陽電池素子の上方から薄膜太陽電池モジュール
全体を一度に評価することもできるし、薄膜太陽電池モジュールの一部分のみを評価する
ことも可能である。
【００８１】
＜２−４．抵抗値判定部＞
また、本発明に係る薄膜太陽電池の評価装置では、さらに、上記変化量算出部が算出し
た変化量が所定の値より大きい場合には、直列抵抗値が大きいと判定し、所定の値より小

40

さい場合には直列抵抗値が小さいと判定する抵抗値判定部（抵抗値判定手段）を備えるこ
とが好ましい。
【００８２】
上記抵抗値判定部は、その具体的な構成等は特に限定されるものではない。すなわち、
抵抗値判定部は、上記＜１−４＞欄にて説明した「抵抗値判定工程」を実行するものであ
ればよい。例えば、ＰＣなどの従来公知の演算装置などを好適に用いることができる。そ
れゆえ、本抵抗値判定部が行う具体的な内容については上記＜１−４＞欄を参酌できる。
【００８３】
＜２−５．抵抗値算出部＞
また、本発明に係る薄膜太陽電池の評価装置では、さらに、上記変化量算出部が算出し

50

(14)

JP 2011‑35272 A 2011.2.17

た変化量に基づいて、上記薄膜太陽電池の直列抵抗値を算出する抵抗値算出部（抵抗値算
出手段）を備えていてもよい。
【００８４】
上記抵抗値算出部は、その具体的な構成等は特に限定されるものではない。すなわち、
抵抗値算出部は、上記＜１−５＞欄にて説明した「抵抗値算出工程」を実行するものであ
ればよい。例えば、ＰＣなどの従来公知の演算装置などを好適に用いることができる。そ
れゆえ、本抵抗値算出部が行う具体的な内容については上記＜１−５＞欄を参酌できる。
【００８５】
＜２−６．電流値特定部＞
また、本発明に係る薄膜太陽電池の評価装置では、上記電流導入部は、直流電流の電流

10

値を任意に設定した複数の所定の電流値にて、薄膜太陽電池素子に対して、順方向に直流
電流を導入するものであり、上記発光強度測定部は、上記複数の所定の電流値に対応する
発光強度をそれぞれ測定するものであり、上記変化量算出部は、上記発光強度測定部が測
定した各発光強度について、上記薄膜太陽電池素子の横方向の距離に対する変化量をそれ
ぞれ算出するものであり、さらに、得られた複数の算出結果について、変化量が実質的に
ゼロであるかどうかを判断し、実質的にゼロと判断した変化量に対応する電流値を特定す
る電流値特定部（電流値特定手段）を備えることが好ましい。
【００８６】
上記電流値特定部は、その具体的な構成等は特に限定されるものではない。すなわち、
電流値特定部は、上記＜１−６＞欄にて説明した「電流値特定工程」を実行するものであ
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ればよい。例えば、ＰＣなどの従来公知の演算装置などを好適に用いることができる。そ
れゆえ、本電流値特定部が行う具体的な内容については上記＜１−６＞欄を参酌できる。
【００８７】
＜２−７．作動電流決定部＞
また、本発明に係る薄膜太陽電池の評価装置では、さらに、上記電流値特定部が特定し
た電流値の中から、最も大きい電流値を上記薄膜太陽電池素子の作動電流の電流値として
決定する作動電流決定部（作動電流決定手段）を備えることが好ましい。
【００８８】
上記作動電流決定部は、その具体的な構成等は特に限定されるものではない。すなわち
、作動電流決定部は、上記＜１−７＞欄にて説明した「作動電流決定工程」を実行するも
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のであればよい。例えば、ＰＣなどの従来公知の演算装置などを好適に用いることができ
る。それゆえ、本作動電流決定部が行う具体的な内容については上記＜１−７＞欄を参酌
できる。
【００８９】
また、本薄膜太陽電池の評価装置に関しては、上述した以外の事項についても、上記＜
１＞欄で述べた薄膜太陽電池の評価方法に関する記載を適宜参酌・利用することができる
ことはいうまでもない。
【００９０】
＜２−７．評価装置の概要＞
次に、薄膜太陽電池７の直列抵抗を評価する評価装置１０の概要について、図３を用い

40

て説明する。図３は、本発明に係る薄膜太陽電池の評価装置１０の一実施形態を示す図で
ある。同図に示すように、本実施形態に係る薄膜太陽電池７の評価装置１０は、暗箱１、
発光強度測定部１２、くし型プローブ４、５、直流電源６、電極８、９および演算部２０
を備えている。また、薄膜太陽電池７を評価対象としている。薄膜太陽電池７は、薄膜太
陽電池素子が複数個連結した構成である。なお、薄膜太陽電池７は、薄膜太陽電池素子が
複数個連結したモジュールであってもよい。
【００９１】
暗箱１は、薄膜太陽電池７の発光強度を測定しやすくするための暗状態を形成するため
のものである。なお、暗箱１には、窓穴が形成されている。この窓穴は、鉛直方向に設け
られた薄膜太陽電池モジュールあるいはパネルを評価する際に用いられるものである。
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【００９２】
発光強度測定部１２は、ＣＣＤカメラからなる発光強度測定手段として機能するもので
あり、冷却型ＣＣＤ（−５０℃）２と、レンズ３とを備えている。発光強度測定部１２は
、９０°回転可能に形成されている。これにより、鉛直方向に設けられた太陽電池モジュ
ールを評価することができる。なお、上記レンズとしては通常のレンズやズームレンズ（
Zoom Lens）を用いることができる。
【００９３】
また、発光強度測定部１２としてＣＣＤカメラを用いて、サイズの違う薄膜太陽電池７
を構成するセル（薄膜太陽電池素子）を評価する場合、下記表１（浜松ホトニクス社製C9
299‑02）に記載したような性能のＣＣＤカメラを用いることができる。

10

【００９４】
【表１】

20

30

【００９５】
具体的には、通常撮影モードでは、図３に示すようにＣＣＤカメラを薄膜太陽電池７の

40

上部に設置して撮影を行うが、モジュール撮影モードの場合は、太陽電池モジュールを暗
箱１の外に設置し、ＣＣＤカメラを９０°回転させて撮影・測定する。
【００９６】
なお、通常撮影モードの場合の評価対象となる薄膜太陽電池７のサイズ（セルサイズ）
は、例えば、大きさ：約１０ｍｍ×１０ｍｍ，２０ｍｍ×２０ｍｍ，１００ｍｍ×１００
ｍｍ，１５０ｍｍ×１５０ｍｍ，１６０ｍｍ×１６０ｍｍ，２００ｍｍ×２００ｍｍ、厚
さ：０．３ｍｍ以下のものを用いることができる。
【００９７】
また、本実施の形態では、発光強度測定部１２のレンズ３と薄膜太陽電池７との間の距
離は、１５０ｍｍ以上４００ｍｍ以内に設定され、発光強度測定部１２は薄膜太陽電池７
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との間を上下移動可能に設置されることが好ましい。
【００９８】
くし型プローブ４および５は、薄膜太陽電池７に電流を印加するための表面コンタクト
である。くし型プローブ４および５は、図示するように、くし型形状のプローブであり、
薄膜太陽電池７の両端に接続された電極８、９にそれぞれ接続される。くし型プローブ４
が電極８に接続され、くし型プローブ５が電極９に接続される。プローブの形状がくし型
構造である場合、薄膜太陽電池７に均一に電流を印加することができるため、好ましい。
なお、くし状プローブにおける

くし

同士の間隔は、特に限定されないが、例えば、９

ｍｍであればよい。また、プローブのくし１本の太さは１ｍｍのものを使用できる。
【００９９】

10

直流電源６としては、通常のDC power supply（薄膜太陽電池素子に対して薄膜太陽電
池素子１個当たり電流密度１〜５０ｍＡ／ｃｍ２で注入が可能なもの）のものを用いるこ
とができる。なお、電圧は、薄膜太陽電池素子を評価する場合、薄膜太陽電池１個当たり
１〜２Ｖ程度が好ましい。例えば、薄膜太陽電池素子を１８０枚連結した薄膜太陽電池モ
ジュールを評価する場合は、１８０〜３６０Ｖ程度であることが好ましい。
【０１００】
電極８および９は、薄膜太陽電池７に電流を印加するための電極であり、アルミニウム
や銀などの金属で形成される。
【０１０１】
また、上記くし型プローブ４、５、直流電源６および電極８、９は、電流導入部１１と

20

して機能する。なお、電極８が、直流電源６のマイナス側のくし型プローブ４と固定接続
されており、電極９が、直流電源６のプラス側のくし型プローブ５と固定接続されている
。なお、本実施形態では、電流導入部１１として、くし型プローブ４、５、直流電源６お
よび電極８、９を用いているが、これに限るものではない。
【０１０２】
演算部２０は、薄膜太陽電池７の性能を評価する演算手段として機能するものである。
本実施の形態では、イメージプロセッサー（Image Processor）を用いている。用いるソ
フトウェアは、本発明の目的を達せられるものであれば、特に限定されるものではないが
、例えば、以下のような構成のソフトウェアを用いることが好ましい。
・画像の８ｂｉｔ（２８＝２５６階調）または１６ｂｉｔ（２１６＝６５５３６階調）保
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存可能なもの。
・薄膜太陽電子素子の発光特性を検出（撮影）後、画面上で範囲選択して、輝度プロファ
イルデータを取得・保存できるもの。
・分光可能なもの。
・高感度画像を取得できるもの（image intensifierカメラ）、例えば、逆方向電流印加
時のエミッション測定ができるもの。
【０１０３】
また、以下の構成があれば、より好ましい。
・データを表計算ソフトで読み込み、画像とすると、撮影像の９０度回転した状態になっ
ている点を改善したもの。

40

・ビニングモードの簡易な切り替えが可能なもの。
・発光強度のヒストグラムの自動作成プログラム。
・発光強度の弱い部分（暗い部分）の長さや幅の自動測定。１センチ以上のものの自動検
出。
・選択範囲の発光強度の平均値算出。グリッド部分の値を差し引いた平均値も測定できる
ことが好ましい。
【０１０４】
暗箱１内には、発光強度測定部１２、くし型プローブ４、５、電極８、９および薄膜太
陽電池７が設置されている。発光強度測定部１２は、薄膜太陽電池７の発光特性を検出で
きる位置に設置されている。本実施の形態の場合、発光強度測定部１２は、薄膜太陽電池
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７の上部に設けられている。
【０１０５】
＜２−８．評価装置の機能＞
次に、図１に基づいて、評価装置１０の機能について説明する。図１は、評価装置１０
の要部構成を示す機能ブロック図である。図１に示すとおり、評価装置１０は、電流導入
部１１、発光強度測定部１２、演算部２０を備える構成となっている。
【０１０６】
演算部２０は、薄膜太陽電池７の性能を評価するために、発光強度測定部１２が測定し
た発光強度を演算するものであり、変化量算出部２１、抵抗値判定部２２、抵抗値算出部
２３、電流値特定部２４および作動電流決定部２５を含む。演算部２０は、本実施形態で

10

は、イメージプロセッサーを用いているが、これに限るものではなく、従来公知の演算装
置等を好適に用いることができる。
【０１０７】
電流導入部１１、発光強度測定部１２、変化量算出部２１、抵抗値判定部２２、抵抗値
算出部２３、電流値特定部２４および作動電流決定部２５の具体的な機能は上記＜２−１
＞〜＜２−７＞で説明したとおりであるので、ここでは省略する。
【０１０８】
なお、評価装置１０が記憶部（不図示）を備えていてもよい。記憶部には、上記所定の
値に関するデータが記憶されていてもよい。この場合、抵抗値判定部２２または抵抗値算
出部２３は、所定の値を上記記憶部から読み出して、上記抵抗値判定工程または上記抵抗
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値算出工程の処理を行う。また、これに限らず、所定の値に関するデータを外部記憶装置
に記憶しておき、抵抗値判定部２２または抵抗値算出部２３が上記外部記憶装置から読み
出してもよい。
【０１０９】
＜２−９．変化量算出処理および抵抗値判定／算出処理＞
次に、評価装置１０が行う変化量の算出および抵抗値の判定／算出に関する具体的な処
理について図４に基づいて説明する。図４は、変化量の算出および抵抗値の判定／算出に
関する評価装置１０の処理を示すフローチャートである。
【０１１０】
まず、電流導入部１１が、薄膜太陽電池７に対して順方向に電流を導入する（Ｓ１）。
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導入された電流によって、薄膜太陽電池７が発光し、発光強度測定部１２は、薄膜太陽電
池７が発光する光を検出し、検出した光の強度（発光強度）を測定する（Ｓ２）。
【０１１１】
次に、変化量算出部２１は、発光強度測定部１２が測定した発光強度について、横方向
の距離に対する変化量を算出する（Ｓ３）。そして、抵抗値判定部２２は、変化量算出部
２１の算出した変化量が所定の値より大きい場合には、直列抵抗値が大きいと判定し、所
定の値より小さい場合には直列抵抗値が小さいと判定する（Ｓ４）。
【０１１２】
なお、Ｓ４において、抵抗値算出部２３が、変化量算出部２１の算出した変化量に基づ
いて、薄膜太陽電池の直列抵抗値を算出してもよい。
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【０１１３】
＜２−１０．電流値特定処理および作動電流決定処理＞
次に、評価装置１０が行う電流値の特定および作動電流の決定に関する具体的な処理に
ついて図５に基づいて説明する。図５は、電流値の特定および作動電流の決定に関する評
価装置１０の処理を示すフローチャートである。
【０１１４】
まず、電流導入部１１は、任意に設定された複数の所定の電流値の中から、電流値を１
つ選択する。電流導入部１１は、選択した電流値の電流を、薄膜太陽電池７に対して順方
向に導入する（Ｓ１１）。導入された電流によって、薄膜太陽電池７が発光するため、発
光強度測定部１２は、薄膜太陽電池７が発光する光を検出し、検出した光の強度（発光強
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度）を測定する（Ｓ１２）。
【０１１５】
次に、変化量算出部２１は、発光強度測定部１２が測定した発光強度について、横方向
の距離に対する変化量を算出する（Ｓ１３）。
【０１１６】
そして、変化量算出部２１は、任意に設定された複数の所定の電流値全てについて、変
化量を算出したかどうかを確認する（Ｓ１４）。変化量算出部２１が任意に設定された複
数の所定の電流値全てについて変化量を算出していない場合（Ｓ１４でＮＯ）、電流導入
部１１は、任意に設定された複数の所定の電流値の中から、まだ導入していない電流値を
１つ選択する（Ｓ１５）。そして、Ｓ１１〜Ｓ１３の処理を行う。
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【０１１７】
一方、変化量算出部２１が任意に設定された複数の所定の電流値全てについて変化量を
算出した場合（Ｓ１４でＹＥＳ）、電流値特定部２４は、変化量算出部２１が算出した変
化量が実質的にゼロであるかどうかを判断し、実質的にゼロと判断した変化量に対応する
電流値を特定する（Ｓ１６）。
【０１１８】
そして、作動電流決定部２５は、電流値特定部２４が特定した電流値の中から最も大き
い値を評価対象の薄膜太陽電池７の作動電流の値として決定する（Ｓ１７）。
【０１１９】
以上のように、薄膜太陽電池の評価装置１０によれば、薄膜太陽電池の評価方法を簡便
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かつ確実に実施することができる。この場合、従来の評価装置のように、大型かつ複雑な
装置は必要なく、簡便な装備で正確に薄膜太陽電池素子の発光強度を測定して、薄膜太陽
電池素子の性能を評価することができる。
【０１２０】
なお、上述の説明では、主として薄膜太陽電池素子や薄膜太陽電池モジュールの評価装
置や評価方法について述べてきたが、本発明はこれに限られるものではなく、薄膜太陽電
池モジュールが複数連結された薄膜太陽電池パネルの評価も行うことができる。この場合
、必要に応じて、印加する電流の強度や電圧、プローブの形状等を適宜変更できる。例え
ば、順方向への電流を薄膜太陽電池素子１つあたり、１〜８０〔ｍＡ／ｃｍ２〕に相当す
る総電流となるように設定すればよい。また、薄膜太陽電池モジュールの大きさに応じて
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、暗箱から暗室へ変更してもよい。さらに、上述したように、薄膜太陽電池モジュールを
鉛直方向に設置して、図３における発光強度測定部１２を９０°回転させて撮影に用いて
もよい。
【０１２１】
最後に、上記評価装置１０の各ブロックは、ハードウェアロジックによって構成しても
よいし、次のようにＣＰＵを用いてソフトウェアによって実現してもよい。
【０１２２】
すなわち、上記評価装置１０は、各機能を実現する制御プログラムの命令を実行するＣ
ＰＵ（central processing unit）、上記プログラムを格納したＲＯＭ（read only memor
y）、上記プログラムを展開するＲＡＭ（random access memory）、上記プログラム及び
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各種データを格納するメモリ等の記憶装置（記録媒体）などを備えている。そして、本発
明の目的は、上述した機能を実現するソフトウェアである評価装置１０の制御プログラム
のプログラムコード（実行形式プログラム、中間コードプログラム、ソースプログラム）
をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体を、上記評価装置１０に供給し、その
コンピュータ（又はＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に記録されているプログラムコードを読
み出し実行することによっても、達成可能である。
【０１２３】
上記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピ
ー（登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁気ディスクやＣＤ−ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ
／ＤＶＤ／ＣＤ−Ｒ等の光ディスクを含むディスク系、ＩＣカード（メモリカードを含む
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）／光カード等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ／フラッ
シュＲＯＭ等の半導体メモリ系などを用いることができる。
【０１２４】
また、評価装置１０を通信ネットワークと接続可能に構成し、上記プログラムコードを
、通信ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネットワークとしては、特に限定
されず、例えば、インターネット、イントラネット、エキストラネット、ＬＡＮ、ＩＳＤ
Ｎ、ＶＡＮ、ＣＡＴＶ通信網、仮想専用網（virtual private network）、電話回線網、
移動体通信網、衛星通信網等が利用可能である。また、通信ネットワークを構成する伝送
媒体としては、特に限定されず、例えば、ＩＥＥＥ１３９４、ＵＳＢ、電力線搬送、ケー
ブルＴＶ回線、電話線、ＡＤＳＬ回線等の有線でも、ＩｒＤＡやリモコンのような赤外線

10

、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、８０２．１１無線、ＨＤＲ、携帯電話網、衛星回線
、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である。なお、本発明は、上記プログラムコー
ドが電子的な伝送で具現化された、搬送波に埋め込まれたコンピュータデータ信号の形態
でも実現され得る。
【０１２５】
なお、上記薄膜太陽電池の評価装置を備え、さらに当該評価装置の結果に基づき、透明
導電膜電極における直列抵抗を評価する評価手段を備える、透明導電膜電極の直列抵抗の
評価装置を用いることによって、評価された薄膜太陽電池の直列成分に基づいて、薄膜太
陽電池素子における透明導電膜電極の直列抵抗を評価することができる。
【０１２６】
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＜３．薄膜太陽電池の製造方法＞
上述したように、本発明に係る薄膜太陽電池の評価方法及び評価装置は、従来行うこと
ができなかった、製品レベルでの直列抵抗成分について、簡便かつ正確に評価することが
できる。
【０１２７】
さらに、本発明に係る薄膜太陽電池の評価方法又は評価装置は、従来の技術に比べて、
例えば、走査プローブ（電子線、レーザ）が不要であり、簡便な測定を行い得る、また大
型の設備が不要なため、製品状態（製造工場で完成した状態や設置した状態）で観察・評
価を行うことが可能である。
【０１２８】
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また、本発明に係る薄膜太陽電池の評価方法および評価装置を用いることによって、薄
膜太陽電池の直列抵抗成分の抵抗値を判定／算出することができ、それに加えて、薄膜太
陽電池の直列抵抗成分におけるエネルギーの損失が発生せず、変換効率の高い最適な作動
電流を決定することができる。
【０１２９】
そのため、本発明に係る薄膜太陽電池の評価方法を薄膜太陽電池の製造方法の一工程と
して組み込むことによって、光の透過率を向上もしくは維持したまま、抵抗値を小さくし
た直列抵抗成分を有する薄膜太陽電池を製造することができる。それに加えて、発電時に
薄膜太陽電池の直列抵抗成分におけるエネルギーの損失が発生せず、変換効率の高い最適
な作動電流で動作する薄膜太陽電池を製造することができる。
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【０１３０】
以下実施例を示し、本発明の実施の形態についてさらに詳しく説明する。もちろん、本
発明は以下の実施例に限定されるものではなく、細部については様々な態様が可能である
ことはいうまでもない。さらに、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、
請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、それぞれ開示された技術的手段を適宜組
み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【実施例】
【０１３１】
＜実施例１＞
まず、薄膜太陽電池に順方向に電流を導入し、発光した薄膜太陽電池モジュールの様子
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をＣＣＤカメラにより観察した。具体的には、８枚の薄膜太陽電池素子で構成されている
薄膜太陽電池モジュール（試料番号：Ｊ２４）に対して、順方向に直流電流２００ｍＡが
流れるように、電圧８．６Ｖを印加し、Ｓｉ

ＣＣＤカメラを用いて薄膜太陽電池モジュ

ールの発光の様子を観察した。その結果を図６（ａ）に示す。電流は、図６（ａ）に示す
各薄膜太陽電池素子の右側から左側に注入した。
【０１３２】
同図に示すように、各薄膜太陽電池素子の右側（電流を注入した側）が明るくなってお
り、横方向に進むにつれ発光強度が弱くなっているのがわかる。なお、白っぽく見える部
分が強く発光している領域であり、黒く見える部分が発光の弱い領域である。
10

【０１３３】
また、このとき、横方向上の薄膜太陽電池モジュールの発光強度を測定した。その結果
を図６（ｂ）に示す。図６（ｂ）の横軸は図６（ａ）の左側から右側への方向（横方向と
は逆向き）を正とする距離を示し、縦軸は発光強度を示す。図６（ｂ）を見ると、８個の
ピークがあることがわかる。発光強度と各薄膜太陽電池素子の位置との関係を考慮すると
、その８個のピークは、８枚の各薄膜太陽電池素子に対応している。図６（ｂ）のグラフ
内に示した「Ｔｏｐ」は、各薄膜太陽電池素子における発光強度の最大値を示し、「Ｂｏ
ｔｔｏｍ」は、各薄膜太陽電池素子における発光強度の最小値を示す。発光強度の最大値
（「Ｔｏｐ」）は、図６（ａ）に示す各薄膜太陽電池素子の右端の発光強度であり、発光
強度が最小値（「Ｂｏｔｔｏｍ」）は、各薄膜太陽電池素子の左端の発光強度となってい
る。つまり、各薄膜太陽電池素子内において、電流の注入点（右端）が最も発光強度が大
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きく、注入点から他端（左端）に行くに従って発光強度が減衰している。
【０１３４】
次に、薄膜太陽電池モジュールに流れる電流が５０ｍＡになるように印加する電圧を変
更し、先ほどと同様の測定を行った。その結果を図６（ｃ）に示す。図６（ｃ）の横軸は
図６（ｂ）と同様に、図６（ａ）の左側から右側への方向を正とする距離を示し、縦軸は
発光強度を示す。図６（ｃ）を見ると、図６（ｂ）と同様に、各薄膜太陽電池素子におい
て、電流を注入した側の発光強度が大きく、横方向の距離に従って発光強度が減衰してい
るのがわかる。しかしながら、図６（ｂ）と比べて、測定した発光強度が全体的に小さく
なっており、ノイズの影響を受けているが横方向に対する変化量は判定可能である。
30

【０１３５】
次に、同じ薄膜太陽電池モジュールに様々な電流値の電流を導入し、各電流値における
、「Ｔｏｐ」および「Ｂｏｔｔｏｍ」の発光強度を測定した。その結果を図７に示す。図
７に示す結果から、Ｔｏｐ部は注入電流量に応じて増加するが、Ｂｏｔｔｏｍ部は直列抵
抗の影響を受け、ある電流地異常で飽和してしまう。
【０１３６】
また、薄膜太陽電池モジュールの発光スペクトルを測定した。その結果を図８に示す。
図８の横軸は波長を示し、縦軸は発光強度を示す。図８に示す結果から、薄膜太陽電池モ
ジュールが発光する光は、波長１０００ｎｍ〜１４００ｎｍ付近にピークを持つことが分
かった。
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【０１３７】
＜実施例２＞
第２の実施例では、波長１０００ｎｍ〜１４００ｎｍ付近にピークを有する光の検出に
有用なＩｎＧａＡｓ

ＣＣＤカメラを用いて、薄膜太陽電池素子の発光強度を測定し、変

化量が実質的にゼロとなる電流値を探すことにした。具体的には、薄膜太陽電池モジュー
ル（試料番号：Ｊ２４）に対して様々な電流値の電流を導入し、ＩｎＧａＡｓ

ＣＣＤカ

メラを用いて、発光した薄膜太陽電池モジュールの様子を上記のＣＣＤカメラにより観察
した。まず、薄膜太陽電池モジュールに対して、２０ｍＡ、３０ｍＡ、８０ｍＡの電流を
導入した。その結果を図９（ａ）〜（ｃ）に示す。また、各電流値における、横方向上の
薄膜太陽電池モジュールの発光強度を測定した。その結果を図９（ｄ）〜（ｆ）に示す。
【０１３８】
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第２の実施例でも、電流の注入は、図９（ａ）〜（ｃ）に示す各薄膜太陽電池素子の右
側から左側に対して行った。
【０１３９】
図９（ｄ）〜（ｆ）では、図６（ｂ）および（ｃ）と同様に、横軸は、それぞれ図９（
ａ）〜（ｃ）の左側から右側への方向を正とする距離を示し、縦軸は、発光強度を示す。
【０１４０】
図９（ｄ）〜（ｆ）を見ると、導入する電流値が小さいほど、各薄膜太陽電池素子内に
おける、発光強度の横方向距離に対する変化量が小さくなっているのがわかる。発光強度
の横方向距離に対する変化量は、「傾き」で表される。図９（ｄ）〜（ｆ）に描かれた破
線は、その「傾き」を示し、導入する電流値が小さいほど、傾きが緩やかになっているの

10

がわかる。
【０１４１】
図９（ｄ）を見ると、変化量（傾き）がほぼゼロになっている。このことから、薄膜太
陽電池モジュールに２０ｍＡの電流を導入した場合、薄膜太陽電池素子の直列抵抗成分に
おけるエネルギー損失が最も発生していないとわかる。
【産業上の利用可能性】
【０１４２】
本発明に係る薄膜太陽電池の評価方法等は、薄膜太陽電池モジュールを製造する際に行
われる品質検査などに利用することができる。
【符号の説明】
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【０１４３】
７

薄膜太陽電池

７ａ

薄膜太陽電池素子

１０

評価装置

１１

電流導入部（電流導入手段）

１２

発光強度測定部（発光強度測定手段）

２０

演算部

２１

変化量算出部（変化量算出手段）

２２

抵抗値判定部（抵抗値判定手段）

２３

抵抗値算出部（抵抗値算出手段）

２４

電流値特定部（電流値特定手段）

２５

作動電流決定部（作動電流決定手段）

３２

上部透明導電膜電極（透明導電膜電極）

30

(22)
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

JP 2011‑35272 A 2011.2.17

(23)
【図５】

【図７】

【図８】

JP 2011‑35272 A 2011.2.17

(24)
【図６】

JP 2011‑35272 A 2011.2.17

(25)
【図９】

JP 2011‑35272 A 2011.2.17

