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裏面電極型ヘテロ接合シリコン(IBC-SiHJ)太陽電池は2015年に
パナソニックが25.6%の世界 高効率を実現（詳細構造不明）し、

薄型化によるコストの低減やフレキシブル化による応用製品の

拡大が期待される。一方、	

 十分な性能を実現するためには高コストなフォト 

 リソグラフィによる高精度のパターニングが必要	

という問題があり、広く商品化されるには至っていない。	

従来技術とその問題点
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上記の課題を解決し、極薄型シリコン基板に印刷法によるパターニング

を施すことで従来の太陽電池より飛躍的に低コストで高効率を実現可

能な次世代IBC-SiHJ太陽電池を考案	

従来のIBC-SiHJ 

太陽電池では　・・・ 
 

（例　D. Diouf, J.-P. Kleider, and 
C. Longeaud, in Physics and 
Technology of Amorphous–
Crystalline Heterostructure 
Silicon Solar Cells, ed. W. G. J. 
H. M. van Sark and K. Roca 
(Springer, Berlin, 2012) Chap. 
15.）	

・裏面のp層とn層の間のギャップのパッシベー
ションが不完全となる危険がある	

・p層の抵抗が高く、ヘテロ界面の電位が均一に
ならず一部空乏化してキャリアの輸送を妨げる
恐れがある	

・p、n層間のリーク電流により、変換効率が低下
する心配がある 

・高精度のパターニングを行うため、複雑で高コ
ストなフォトリソグラフィ加工をする必要があり、
あまり薄い基板では歩留りが低下してしまう 

今回紹介する⾼性能次世代太陽電池について



新技術の特徴・従来技術との⽐較
•  n/i層をp/i層に一部重ねた構造にすることで、精度のやや
低いパターニング方法でも裏面全体のパッシベーション
ができる 

•  p層上の全面を低抵抗のTCO（透明導電膜）で覆うことで、
p層での電圧降下が生じず、空乏化によるキャリア収集
効率の低下を抑制できる 

•  n/i層とp層上TCOとの間に絶縁層を挿入することで、n層
とp層の間のリーク発生を抑止できる 

•  上記構造とプロセス中ストレスの小さいインクジェット印刷
技術を用い、シリコン基板を極薄化することで、性能を損
なうことなく材料コストが1/2～1/3程度まで削減されること
が期待される	



裏⾯電極型ヘテロ接合太陽電池の新規構造
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◎シミュレーション上は、厚さ50µmの基板で

20%以上の変換効率を実現可能	



インクジェット技術の利⽤について
小型プリンタ	

マスク・配線作製に使⽤

a-Si成膜	 エッチング	 マスク除去	 (n)a-Si成膜	

エッチング	 マスク除去	 ITO成膜	 エッチング	 マスク除去	

(p)a-Si [PECVD]	 (n)a-Si [PECVD]	

(i)a-Si [PECVD]	 ITO [スパッタ]	
マスク [インクジェット]	 Ag電極 [インクジェット]	

(p)マスク印刷	

インクジェット 代替 
(⾼設備コスト、
 ストレス⼤)

フォトリソグラフィ 
(低設備コスト、
 ストレス⼩)

(n)マスク印刷	

ITOマスク印刷	

Ag電極印刷	

◎インクジェットは非接触印刷なので、フレキシブ
ル基板・脆弱な基板上の微細加工・配線に適す	



太陽電池⾼性能化に向けたインクと印刷の改良検討

そのためには、優れたインクが不可⽋
厚膜化 凹凸の被覆 マスク精度

改
良
前

改
良
後

基板凹凸が露出	

基板凹凸を被覆	

【塗布膜断面形状】	

【塗布膜断面形状】	

汎⽤塗料(市販品)は多くの点で優れてものの、
そのままではインクジェットに不適

マスク表面	基板表面	

マスク表面	

マスク	

基板	

400 µm	

マスク 
要求項目 

インク 
要求項目 

フォト 
レジスト 

汎用塗料 
(市販品) 

厚膜
（>1µm） 

有機溶剤に
易溶 ○ △～○ 

良好な 
被覆性 

低表面張
力,高粘性 ○ △～○ 

酸耐性 酸と反応し
ない ○ △～○ 

高い 
印刷精度 

保存安定性
良好 △ △～○ 

取り扱い
容易 

光、湿度に
安定 × ○ 

低コスト 安価、 
量産品 × ○ 

太陽電池性能向上には良質なマスクが必要

インク・印刷条件の調整で良質なマスクに
適した物性に調整

マスク	

基板	

400 µm	
塗布膜が厚い 

重ねるほど厚膜化	

膜中央が薄い(不適)	

重ねても薄いまま 
中央部0.1 µm	



太陽電池の試作

・テクスチャのない厚いフラット基板 
・絶縁層なし	

・p層上の端部から100µmはTCOの被覆なし 

現段階では、 終的な構造に対して	

改良試作中	
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Jsc(mA/cm2)	 29.4 	
Voc(V)	 0.65 	

FF	 0.59 	
効率(%)	 11.33 	

インクジェット印刷技術で作製した太陽電池	 試作した太陽電池のセル特性	



想定される⽤途

•  低コスト薄型軽量かつ高性能の太陽電池として、
特に住宅用の太陽光発電 

•  極薄型化によるフレキシブル性を生かしたウエ
アラブル機器やスマートカードなどの電源	

•  インクジェット印刷によるパターニング技術につ
いては、曲面や凹凸があったり、変形しやすい
基板への配線にも利用可能	



実⽤化に向けた課題

•  現在、フラット基板にて変換効率11.3%を達成。
しかし、テクスチャ基板の利用や絶縁層の形成が
未達である。	

•  今後、基板を50µm程度まで薄型化していく予定
である。その際の、ハンドリング技術が課題。	

•  インクジェット印刷は現状ほぼマスク形成に用い
ているが、将来的には機能膜の形成（直接描画）
に用いることが期待され、一部実験には着手。	



企業への期待

•  太陽電池の試作（特にパッシベーション膜の
形成）について、企業との共同研究を希望。 

•  極薄型太陽電池の応用について、アイデア
募集中。	

•  インク材料の開発に協力いただける企業を
大いに期待。	



本技術に関する知的財産権
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産学連携の経歴

•  2008年-2013年  民間企業に在籍し、NEDO革新型 
 太陽電池プロジェクトで産業技術 
 総合研究所と共同研究	

•  2013年-2014年　福島大にて、NG社と共同研究実施	
•  2014年-  NE社、R社と共同研究実施	
•  2014年-  M社と共同研究実施	
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