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論 文 内 容 の 要 旨 

 
申請論文は、薄膜太陽電池、特に薄膜 Si 系太陽電池の発電特性向上および低コスト化を目

的とした研究内容をまとめたものである。申請者は薄膜 Si 系太陽電池の更なる高効率化のた
めには、発電損失である ①欠陥領域を介したキャリアの再結合損失、②光路長不足による光
の吸収損失および③太陽電池表面における光の反射損失の低減が重要と考え下記に述べる研
究を行っている。また、その手法が低価格化を実現できる可能性がある観点も考慮に入れて
いる。 
申請論文の骨子は、第 5 章－酸化物微粒子層を用いた平坦光散乱 TCO 基板作製、第 6 章－

球状シリカ粒子および液体ガラスを用いたガラス基板上への凹凸構造形成、第 7 章－液体ガ
ラスを用いたガラス基板上における反射防止膜形成にまとめられている。 
第 5 章では、透明電極(TCO)と半導体界面での欠陥を介したキャリアの再結合損失低減を目

指している。一般的に、電極基板表面に凹凸構造が形成されている場合には、入射光が散乱
されて太陽電池内部における光吸収量が増加し、短絡電流密度 JSCが向上する。一方、急峻な
凹凸構造上に Si 薄膜を製膜した場合には、Si 薄膜内に欠陥が形成されて開放電圧 VOCや曲線
因子 FF を低下させる。申請論文では、光散乱性の高い酸化物微粒子層をガラス基板と TCO
の界面に形成することにより光吸収量の増加を試みている。表面平均粗さ（RMS）約 10 nm
および光散乱性の指標であるヘイズ率約 16%（λ = 600 nm）の微粒子積層 TCO 基板を得てい
る。一般的に使用されている凹凸構造が形成された SnO2:F 基板（Asahi-VU）における値（RMS: 
27 nm、ヘイズ：10%）に比べて高い平坦性および光散乱性を実現している。また、凹凸構造
TCO上の太陽電池と比べて開放電圧VOCが26 mV向上するとともに短絡電流密度JSCを約20%
改善している。 
第 6 章では、球状シリカ粒子および液体ガラスを用いたガラス基板上へ凹凸構造を形成す

ることにより近赤外領域の光散乱性を高めた TCO 基板の作製と評価についてまとめている。
ガラス基板上への凹凸構造形成は、ガラス表面に塗布したシリカ粒子と液体ガラスを用いた
コーティングにより実現している点に新規性がある。シリカ粒子の粒径を 2000 nm、被覆率を
44%とした場合には、波長 900 nm において約 82%の高いヘイズ率を有する TCO 基板を実現
している。作製した TCO 基板を電極として用いた μc-Si:H 太陽電池において近赤外領域の光
に対して光閉じ込め効果を得ている。波長 700 nm 以上における量子効率の増加を観測し、JSC

が最大で約 15%の改善が可能であることを示している。 
第 7 章では、太陽電池光入射表面での光反射損失低減をめざし、液体ガラスを用いた低屈

折率ガラス層の形成およびその反射防止膜効果の結果をまとめている。有機溶媒によって希
釈された液体ガラスをガラス基板上に塗布し、焼成温度を制御することにより内部に空隙を
有する低屈折率ガラス層を形成できることを見いだしている。焼成温度 300C において、屈
折率 1.34（波長 600 nm）を実現し、約 2.9%の反射低減効果を得ている。この値は MgF2 (屈折
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率：1.38) の反射低減量よりも小さい値である。 

 
 

論文審査結果の要旨 

 
学位申請の内容は、薄膜 Si 系太陽電池の発電特性を向上させるため、透明電極およびガラス基

板の光学的な構造を制御することにより得られた３つの研究成果を纏めたものである。 
① 光散乱性の高い酸化物微粒子層をガラス基板とTCOとの界面に形成することにより、TCO

表面に急峻な凹凸構造を形成することなく表面平均粗さ（RMS）約 10 nm においても光散
乱性の指標であるヘイズ率約 16%（λ = 600 nm）を得ている。 

② 球状シリカ粒子および液体ガラスを用いたガラス基板上への凹凸構造形成により、上記の
作製方法で短所となる短波長領域での量子効率の低下を回避し、近赤外領域において高い
光散乱性を有する TCO 基板の作製を提案している。シリカ粒子の粒径を 2000 nm、被覆率
を 44%とした場合に、波長 900 nm において約 82%の高いヘイズ率を得ている。 

③ 液体ガラスを用いた低屈折率ガラス層の形成方法を新規に示し、太陽電池の光入射面の光
反射損失を低減する方法を提案している。250C で焼成処理を行ったガラス層は波長 600 
nm において約 1.40 の屈折率を示し、同波長におけるガラス基板表面での反射率の値を約
2.4%低減させている。焼成温度を 300C とした場合においては、波長 600 nm における最
小の屈折率 1.34 を得ている。一般的な反射防止膜である MgF2 (屈折率：1.38)と同等以上
の小さな屈折率を得ている。液体ガラスを用いて低屈折率ガラス層を形成する簡便で安価
な手法を提案している。 

 

最終試験結果の要旨 

 
申請者は審査結果の要旨にまとめられた研究成果を、査読付きジャーナル誌 2 編に掲載してお

り、さらに 1 編の掲載が決定している。 審査委員は、その新規性と有効性を議論して学位を取得す
るために十分な業績と判断し、学位論文の審査を合格と判断した。また最終試験にも合格している。 
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