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太陽電池の検査を高速化する
フォトルミネセンス撮像法
トールステン・トリュープケ、ウェイン・マクミラン
高速度と高分解能を組合せたシリコンフォトルミネセンス撮像法は、シリコ
ン試料を迅速に評価できるため、太陽電池生産のインライン監視への採用が
始まろうとしている。
レーザを用いるフォトルミネセンス

になり、そこでは PV バリューチェーンの

ると、PL 撮像法は非常に優れた速度

（ PL ）撮像法は、ホストとデバイスの

さまざまな部分の特定された電子およ

と空間分解能が得られ、生産のプロセ

基本的性質が明らかになるため、シリ

び素子パラメータを高い横方向分解能

ス監視に最適の手段になる。オースト

コン（ Si ）試料の特性を迅速に評価する

で検査できなければならない。PV 生産

ラリアのニューサウスウエールズ大学

ことができる。この方法は Si ブリック、

の場合、検査するウエハのスループッ

（ UNSW ）の研究グループが開発して特

加工前のウエハ、部分加工されたウエ

トは最高で毎時 3600 枚に達する。既

許を取得した PL 撮像法は、PL 画像を1

ハおよび加工済みセルのメガピクセル

存の測定技術の多くは、それよりもは

秒以下の取得時間で測定できる（ 1 ）。そ

のルミネセンス画像を標準では数秒、

るかに少ない検査スループットのマイ

のわずか数年後に、世界中の研究機関

場合によっては 1 秒以下の時間で取得

クロエレクトロニクス分野に向けて開

と Si ウエハおよび太陽電池のメーカー

できる。このようなルミネセンス画像

発されており、こうした要求を満たす

は、UNSW のスピンオフ企業である BT

の定量的測定法は最近の数年間に開発

ことはできない。つまり、既存技術で

イメージング社（ BT Imaging ）が市販

され、Si 太陽電池の生産工程のインラ

は速度が低過ぎる、もしくは十分な空

した PL 撮像装置の使用を開始した。

イン監視への興味深い応用が始まろう

間情報を提供することができない。

としている。

動作法

ここ数年の間に、Si のブリック、ウエ

太陽光発電（ PV ）技術は大規模産業

ハおよび太陽電池用の PL 撮像法が開

Si 試料の PL 撮像の場合は、試料の全

へと成長し、2009 年の年間売上高は

発された。マイクロ波光伝導減衰（μ‐

表面、つまり標準の試料では156×156

400 億ドル以上に達したと推定され、

PCD ）マッピングなどの測定法に比べ

mm の面積を均一に照明する。この外

今後数年は指数関数的な成長を続ける
と期待されている。PV 生産能力の大
部分はウエハを用いる結晶 Si 太陽電池
が占有し、2008 年の PV 産業は Si 原料
の 68%を消費し、Si の最大の顧客にな

PLカメラ
ルミネセンス画像

8
7
6

っている。いわゆるグリッドパリティ

4

（代替の発電手段のコストがグリッド

3

電力と同等、もしくは低くなる点）は
多くの国で射程内に入っているが、必

光源

5

2
1

要とされるコスト削減を実現するに
は、生産の効率と歩留りの一層の改善
が求められている。
高い生産歩留りをさらに低いコスト
で実現するには、すべての試料のライ
ン速度での高度なプロセス監視が必要
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図 1 PL 撮像装置は高出力ファイバ結合
IR レーザからのパワーが均一に拡大され、
Si ブリック、ウエハまたは太陽電池を照明
する。試料は照明（赤い矢印）と同時に、
試料から放出されるルミネセンス信号（青
い矢印）が高感度 IR カメラを用いて取得さ
れる。

Siウエハまたは
太陽電池

部からの光励起によって誘起されるル

パラメータにアクセス可能な空間 PL

ミネセンス放出は赤外線（ IR ）
カメラを

撮像法のアプリケーションが開発され

使用して捕捉される。言い換えれば、

た。これらの応用では異なる励起条件

試料のルミネセンス写真が取得される

または検出条件のもとで取得された二

（図 1）
。PL 撮像法では励起と検出も光

つ以上の画像の測定と分析を行うこと
も多い。

信号に基づくため非接触法となり、Si
のブリックやウエハを含めたさまざまな

Si ブリックのバルク寿命測定：PL 撮

試料に適用できる。測定されるルミネ

像法をウエハに切断する前の Si ブリッ

センスは試料内部からの自然放出のた

クに適用すると、電子材料品質の評価

め、その PL 強度は試料内部バルクの電

が生産の初期段階で可能になる。24×

子的性質を評価することになる。した

15.6cm の Si ブリックの側面から取得す

がって、PL 撮像法はウエハと太陽電池
の X 線撮像法に類似している。
PL 撮像法による測定は、a ）
少なくと
も156×156mmの面積に対して100mW/
cm の連続した光パワーが必要になる、
2

b ）広い面積の均一照明が必要になる、
c ）Si は PL 量子効率が低いことなどが
挑戦課題になる。例えば、切断後のウ

80
60

る PL 画像は、バルクの少数キャリア

40

寿命を示すカラー尺度による判定を数

20

（3）
ミリ秒で行うことができる（図 2 ）
。

0

この画像は30秒で取得できる。従来の

図 2 Si ブリック表面の PL 画像から得られ
たバルク少数キャリアのマイクロ秒の寿命を
示している。従来法の場合は数時間を必要と
した結晶欠陥（暗線の形状）と汚染領域（頭部
と底部の暗い帯）によるバルク寿命の偏差の
評価がわずか 30 秒で可能になった。

μ‐PCD マッピングを用いる同等の空間
分解能での測定の場合は数時間の取得
時間が必要になる。PL 撮像法にはい
わゆる「バルク少数キャリア寿命」を
測定できるというもう一つの利点があ

エハの測定については後述するが、試
料に入射した一つの光子から放出され

は太陽光からのエネルギー変換効率が

る。この判定基準はμ‐PCD マッピン

るルミネセンス光子数は、10

重要な品質パラメータになる。エネル

グ測定による「有効少数キャリア寿命」

PL 撮像法の光源は高パワー近赤外フ

ギー変換効率は電子材料品質に強く依

よりも実用価値のある物理的品質との

ァイバ結合半導体レーザが使われる。

存し、いわゆる過剰少数キャリアの寿

関連がある。PL によるバルクキャリア

この光源は単色性に優れた 50W 以上

命と、直列抵抗などのデバイスパラメ

寿命の情報はウエハ品質の推定と原料

の連続波全体パワーが得られ、コリメ

ータによって求められる。PL 価値連

品質へのフィードバックばかりでなく、

ーションも容易なため、光学的フィルタ

鎖全体を通して適用性をもち、こうした

プロセス監視の手段にもなるため、プ

−8

になる。

リングを行うと、弱いルミネセンス信
号と数桁も強い反射励起光とを分離で
きる。また、特注のビーム成形光学系
を使用すると、大面積の均一照明光源
へのビーム変換も可能になる。さらに、
コスト効果に優れているため、PV 生
産のインライン PL 撮像用として最適
の光源になる。

図 3 切断した 156×156mm
多結晶 Si ウエハの PL 画像を示し
ている。画像に重ねた赤色の線は
自動画像分析による特定欠陥を表
している。このような画像分析に
よる評価は太陽電池の性能と相関
するため、出発材料による最終製
品の性能予測が可能になる。この
画像は BT イメージング社のイン
ライン検査システム iLS-W1 を使
用して撮影された。

応用
通常の産業用太陽電池の製法には、
原料 Si のインゴットへの焼結、インゴッ
トからブリックとウエハへの切断、最
後のウエハから太陽電池への加工のプ
ロセスが含まれる。完成した太陽電池
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ロセスの最適化とプロセス偏位の早期

の測定に 40 分もかかり、加工中の試

検出が可能になる。製品のプロセス偏

料は破壊されてしまう。PL 撮像法に

位の例には単結晶 Si インゴットにおけ

よる直列抵抗画像の一例では、そのパ

るスリップラインの形成がある。PL 撮

タンが焼成炉のベルトの形状と一致

像法を使うと、表面をまったく処理し

し、瞬時に問題の発生原因の手掛かり

なくても、Siインゴットとスラブのスリッ
プラインを信頼性よく検出できる

3

。

（4）

2

切断したウエハの特性評価：ウエハ

2

とセルの生産は、PV 価値連鎖の分離

1

された工程として、異なる企業と工場
で行われることが多い。PL 撮像法は
出荷する製品の品質管理（ウエハメー
カーの場合）と購入する製品（セルメー
カーの場合）の両方に使用できる。切

0

図 4 照明とバイアス条件を変えて取得した
PL 画 像 の分 析 から得 られた直 列 抵 抗（ Ω/
cm2 ）情報を示している。この強調された直
列抵抗のパタン形状は焼成炉の金属ベルトか
ら生じている。

を得ることができた（図 4 ）
。数秒で測
定できるインライン Rs 撮像法も実現
可能であり、この方法を用いると、小
さなプロセス偏位の同定と修正が従来
よりも早く可能になる。
Siブリック、ウエハおよびセルのPL 撮
像法は、2005 年に実用化されて以来急
速に進展した。PL 撮像法の応用は本稿
の用途に限られるものではない。現在
は多数の応用が実証され、BTイメージ

断された多結晶 Si ウエハは表面の前処
理をまったくしなくても画像化できる

完了した太陽電池の PL を撮像すると、

ング社が市販する PL 撮像システムの利

（図 3 ）
。この測定用の BT イメージンン

局所直列抵抗の定量的評価が可能にな

便性の向上と市場への浸透によって、

グ社の iLS‐W1 自動 PL 撮像システム

る

その応用はさらに増加している。最近、

は、毎時最高 2400 枚のウエハの検査

は、照明強度とバイアス条件との組合

同社はインライン品質管理とプロセス

スループットが得られ、切断したウエ

せを変えて多数の PL 画像を測定する。

監視用の特殊な装置を製品化した。こ

ハの最初の画像を 1 秒以下の露出時間

この方法は高分解能の局所直列抵抗を

の装置の高速性と高い空間分解能を組

で取得できる。図 3 の赤色のマークは

数秒で測定できる。このような太陽電

合せた PL 撮像法は、PV 生産のインラ

Si 結晶格子の内部の構造欠陥と関係が

池の特性の偏差を測定する従来の方法

イン監視に採用されようとしている。

あり、セルの効率に大きな影響を与え

は Corescan と呼ばれる製品の技術だ

また、その他の半導体や LED 産業など

る特殊な欠陥の位置を示している。こ

けであった

への応用開拓も期待されている。

れらの欠陥の位置は、特定の空間的特
徴を認識するように設定された画像ア
ルゴリズムを用いて PL 画像から取得
された。Si ウエハの系統的画像検査と
画像分析認識技術による自動評価を用
いると、セルの生産の第 1 段階におい
てその性能の予測が可能となり、高速
PL 撮像法の独自性を生かす最初の機
会になる（ 5 ）〜（ 7 ）。ウエハの PL を Si ブ
リックの下から上に向けて分析する
と、ブリック内部欠陥の 3D 分布の測
定が可能になり、結晶化プロセスの理
解とより良い制御のための貴重な情報
を取得できる。
直列抵抗の画像化：太陽電池の内部
の局所 PL 信号と局所電圧との間には
強い相関がある。したがって、加工の
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。PL に基づく直列抵抗の画像化

（8）

。この方法は 1 枚のセル

（9）
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