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薄膜太陽電池のスクライビングに対する
ビームプロファイル効果
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ガウスビームによる微細加工は広くロバストな加工許容度を確保できる。
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の品質にも影響を与えることになる。
基板ガラスはますます大面積化へと進
むが、メーカーはコスト低減を求める

アブレーション閾値フルエンス

ため、ガラスの品質と平坦性は悪化す
ることになる。ロバストで高歩留りの
スクライブを保証するには、ガラス基板

フルエンス

材料のHAZ

の平坦性、厚み、その他の表面不規則
性などの変動が許されるスクライブ加
工深度の公差の拡大がますます重要に
なる。レーザビーム焦点のスクライブ加
工深度はビームの伝搬軸方向の距離か

アブレーションサイズ

ら決まり、その深度の範囲では高い電
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フラットトップビームとガウスビームの強度分布。
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スクライブを行うことができる。一般に、

z

この場合のスクライブ加工は 1 〜 3mm

y

x

の深度変動に調整しなくてはならない。
焦点の加工深度が大きいと、より公差の
大きいロバストな TFPV スクライビング
加工が可能になり、拡大が続く TFPV
の大型化への対応が可能になる。
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ムは、いずれも良質のスクライブを実
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現できるが、フラットトップビーム形
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状は基本ガウスビーム形状より好まし
いことを示した研究も報告されている
（図 2 ）
。ガウスビームでは、強度が
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アブレーション閾値よりも大幅に増加
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図 3 ガウスビームによる加工の顕微鏡写真（左）と焦点面のスクライブの 3D 深さプロファイル
（右）。出力は 3W（ 100kHz、走査速度 6m/s ）。
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積ソーラパネルの加工に必要となるロ
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バストなスクライブ加工に適している
ことが分かった。

まとめ
2009 年に困難な 1 年を経験したが、
TFPVの将来は明るいと考えられる。薄
膜ソーラパネルは代替エネルギーとし
ての地位を確保し、その市場シェアを
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拡大している。レーザ装置は TFPV 生
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産工程の多層薄膜のスクライビングに
使用され、デバイスを導体層と半導体
層から「彫刻」する重要な役割を果し
ている。良好なビーム品質とビーム形

図 6 フラットトップビームを用いて焦点面から離れたデフォーカス面の異なる位置（ ΔZ ）でスク
ライブしたときの顕微鏡写真。

状をもつレーザを適切に選択すると、
高歩留りのロバストな加工を行うこと

スクライブ抵抗とデフォーカス距離との関係

ができる。上述したように、ガウスビ
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も良質のスクライブを実行できるが、
最大 70μｍのスクライブ幅で比較した
デフォーカス面の公差は、フラットトッ
プビームは＜±1mm（最大）
、ガウスビ

抵抗（MOhm）

ームとフラットトップビームはいずれ

ガウスビーム
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ームは±17 mmになることが分かった。
したがって、ガウスビームによるスク
ライブが、ロバストな広い加工許容度
を得られることは確かである。つまり、
1 〜 3mm のガラスの平坦性やソーラパ
ネルの大型化に関連して問題となるそ
の他の変動に対応することができる。
このことは低コストの大面積ガラスパ
ネルにおける高歩留りのスクライビン
グ加工の大きな利点であり、最終的に
は薄膜太陽電池パネルの低コスト化を
可能にする。
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図7

デフォーカス面の異なる位置で加工したスクライブの電気抵抗測定。
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