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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、銀を主成分とする導電性粉末と、酸化テルルを網目形成成分として３０～
９０モル％含むテルル系ガラスフリットと、有機ビヒクルとを含み、鉛含有量が１０００
ｐｐｍ以下である導電性ペーストを、表面に窒化珪素層を備えた半導体基板上に塗布し、
焼成することによって形成された電極を備えた太陽電池素子であって、
　前記電極が、半導体基板上の窒化珪素層上に、銀を主成分とする表面電極層と、テルル
系ガラスを主成分とするガラス層と、該ガラス層と窒化珪素層との間に前記焼成により析
出した複数の銀粒子を含む酸化珪素層を備えた構造を有して形成されていることを特徴と
する太陽電池素子。
【請求項２】
　前記銀粒子が前記酸化珪素層と前記窒化珪素層との界面近傍に析出していることを特徴
とする請求項１に記載の太陽電池素子。
【請求項３】
　前記銀粒子が粒径１００ｎｍ以下の微小粒子であることを特徴とする請求項１又は２に
記載の太陽電池素子。
【請求項４】
　少なくとも、銀を主成分とする導電性粉末と、酸化テルルを網目形成成分として３０～
９０モル％含むテルル系ガラスフリットと、有機ビヒクルとを含み、鉛含有量が１０００
ｐｐｍ以下である導電性ペーストを、表面に窒化珪素層を備えた半導体基板上に塗布し、
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焼成することによって請求項１記載の電極を形成することを特徴とする太陽電池素子の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、銀を主成分とする導電性粉末とガラスフリットを含む焼成型導電性ペースト
を用いて形成される電極を備える太陽電池素子と、その製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、一般的な太陽電池素子は、シリコン系の半導体基板、拡散層、反射防止膜、裏面
電極、表面電極（以下、「受光面電極」と称することもある）を備えている。このうち、
特に表面電極の形成に際しては、銀を主成分とする導電性粒子、ガラスフリット、および
有機ビヒクル等を混合した導電性ペーストを用い、スクリーン印刷や孔版印刷等によって
電極形成を行っている。
【０００３】
　一例として図１に示される結晶系シリコン太陽電池においては、一般にテクスチャ構造
と呼ばれる凹凸形状を形成したｐ型結晶系シリコン基板４の表面（受光面）に拡散層３を
形成する。ここで拡散層３は、半導体基板４の受光面にリン（Ｐ）等の不純物を拡散させ
ることによって形成され、半導体基板４とは逆の導電型を呈する領域であり、本例ではｎ
型で説明する。ｎ型拡散層３は、例えば半導体基板４を拡散炉中に配置してオキシ塩化リ
ン（ＰＯＣｌ３）などの中で加熱することによって形成される。この拡散層３の上には、
反射防止機能と併せて太陽電池素子の保護のため、窒化珪素、酸化珪素、酸化チタン等か
らなる絶縁性の反射防止膜２を形成する。例えば窒化珪素（以下「ＳｉＮ」と称する）の
場合には、シラン（ＳｉＨ４）とアンモニア（ＮＨ４）との混合ガスを用いたプラズマＣ
ＶＤ法などで形成される。反射防止膜２は、半導体基板４との屈折率差等を考慮して、例
えば屈折率が１．８～２．３程度で５～１００ｎｍ程度の厚みに形成される。
　その後、反射防止膜２上に、スクリーン印刷法等により、前述した導電性ペーストを用
いて表面電極１をグリッド状に印刷・塗布し、５００～９００℃程度の温度で焼成するこ
とにより表面電極１を形成する。この焼成の際、通常、導電性ペーストに含まれるガラス
フリットの作用により、反射防止膜２を溶解・除去することによって、表面電極１とｎ型
拡散層３との電気的接触が達成される。これは一般的にはファイアースルーと称されてい
る。
　一方、半導体基板４の裏面側には、例えばアルミニウムなどが拡散した高濃度ｐ型のＢ
ＳＦ層が形成されると共に裏面電極５が形成される。
【０００４】
　ファイアースルーが良好に行われるためには、導電性ペースト中のガラスフリットとし
て、反射防止膜２との溶解性の良いガラスを使用することが望まれる。その中でも、従来
、表面電極形成の導電性ペースト含まれるガラスフリットとしては、ガラスの軟化点の調
整がし易く、基板との密着性（接着強度）にも優れ、比較的ファイアースルーを良好に行
うことができ、優れた太陽電池特性が得られるといった理由から、酸化鉛を含むガラスが
多く使用されてきた。
　例えば特許文献１、２、４に記載されている太陽電池電極形成用銀ペーストにおいては
、硼珪酸鉛ガラスフリットが使用され、特許文献３においては硼珪酸鉛系の他、硼酸鉛系
のガラスフリットが記載されている。
【０００５】
　ところで、前述したファイアースルーにおいて、表面電極１の焼成の際、ガラスフリッ
トの作用のばらつき等により表面電極１が反射防止膜２を貫通せず、表面電極１と半導体
基板４のｎ型拡散層３との間で安定なオーミックコンタクトが得られなかったり、接着強
度もばらつくといった問題があった。オーミックコンタクトが不充分になると出力の取り
出しに際して損失が生じ、太陽電池の変換効率が低下したり、また電流電圧特性が悪化し
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たりするといった問題があった。
【０００６】
　一方、特許文献４の段落〔０００４〕や特許文献５の段落〔００１７〕等に記載されて
いるように、ファイアースルーが過剰である場合にも電圧特性が劣化するという問題が知
られている。前述したように反射防止膜２の厚みはせいぜい５～１００ｎｍ程度であり、
表面電極１が反射防止膜２を突き抜け、更にその下層であるｎ型拡散層３をも突き抜けて
半導体基板４内部までをも侵食してしまった場合には、ｐｎ接続が破壊され、電流－電圧
特性の測定から得られる曲線因子（フィルファクター、以下「ＦＦ」）に悪影響を与える
ことに成りかねない。また、今後、高効率化を図るためにｎ型拡散層３を更に薄層化しよ
うとする場合、突き抜けがより起こり易くなるため、その制御が一層困難となる。
【０００７】
　図２は、市販の太陽電池基板の表面電極と半導体基板との界面を、透過型電子顕微鏡（
ＴＥＭ）で観察したものである。なお、この市販の太陽電池においては、表面電極中に鉛
系のガラスが使用されている。図２において表面電極層１と、反射防止膜であるＳｉＮ層
２との間には、導電性ペースト中の銀成分を含んだ鉛系ガラス層６が存在し、この一部７
がＳｉＮ層２を突き破ってシリコン基板（又はｎ型拡散層）４とコンタクトしているが、
その一部８においてファイアースルーが進みすぎ、突起状に深く半導体基板４の内部にま
で侵食している様子が窺える。
【０００８】
　これとは別に、近年、環境問題に対する意識の高まりから、太陽電池に対しても鉛を使
用しない材料・部品への切り換えが望まれている。それ故、従来は鉛系ガラスと同様に、
ガラスの軟化点の調整がし易く、基板との密着性（接着強度）にも優れ、ファイアースル
ーを良好に行うことができ、優れた太陽電池特性が得られることを目指して、代替材料・
部品の開発が進められてきた。
【０００９】
　一例として、特許文献３では硼珪酸亜鉛系のガラスフリット、特許文献４では硼珪酸ビ
スマス系及び硼珪酸亜鉛系のガラスフリット、特許文献６には硼珪酸系のガラスフリット
、そして特許文献７には硼酸亜鉛系のガラスフリットを用いて、表面電極を形成しようと
している。しかしながら、本発明者の研究によれば、これらの鉛フリーガラスを使用した
場合にあっても、ファイアースルーが充分でなく、オーミックコンタクトが得られなかっ
たり、或いは、図２と同様、ファイアースルーが進みすぎて表面電極の一部が深く半導体
基板に侵食しているケースが度々見られるなど、ファイアースルーのコントロールが難し
かった。
【００１０】
　なお、蛍光表示管の封着用途（特許文献８）や光ファイバ材料用途（特許文献９）に用
いられるガラスとして、テルル系ガラスが知られている。一般にテルル系ガラスは、低融
点且つ高耐久性で銀を固溶しやすいという性質を備えていることが知られているが、その
一方で酸化珪素との反応性が極めて低く、近年、反射防止膜として珪素系のものが多く用
いられていることもあって、太陽電池の表面電極形成用途としては、過去、殆ど検討され
てこなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開平１１－２１３７５４号公報
【特許文献２】特開２００１－０９３３２６号公報
【特許文献３】特開２００１－１１８４２５号公報
【特許文献４】特開平１０－３２６５２２号公報
【特許文献５】特開２００４－２０７４９３号公報
【特許文献６】特表２００８－５４３０８０号公報
【特許文献７】特開２００９－１９４１２１号公報
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【特許文献８】特開平１０－０２９８３４号公報
【特許文献９】特開２００７－００８８０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、表面電極形成の導電性ペーストとして鉛系ガラスを含まない導電性ペースト
を用いながら、良好な太陽電池特性を有する太陽電池素子を提供すること、およびその製
造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は以下の構成よりなる。
（１）少なくとも、銀を主成分とする導電性粉末と酸化テルルを網目形成成分として３０
～９０モル％含むテルル系ガラスフリットと、有機ビヒクルとを含み、鉛含有量が１００
０ｐｐｍ以下である導電性ペーストを、表面に窒化珪素層を備えた半導体基板上に塗布し
、焼成することによって形成された電極を備えた太陽電池素子であって、
　前記電極が、半導体基板上の窒化珪素層上に、銀を主成分とする表面電極層と、テルル
系ガラスを主成分とするガラス層と、該ガラス層と窒化珪素層との間に前記焼成により析
出した複数の銀粒子を含む酸化珪素層を備えた構造を有して形成されていることを特徴と
する太陽電池素子。
（２）前記銀粒子が前記酸化珪素層と前記窒化珪素層との界面近傍に析出していることを
特徴とする前記（１）記載の太陽電池素子
（３）前記銀粒子が粒径１００ｎｍ以下の微小粒子であることを特徴とする前記（１）又
は（２）に記載の太陽電池素子。
（４）少なくとも、銀を主成分とする導電性粉末と、酸化テルルを網目形成成分として３
０～９０モル％含むテルル系ガラスフリットと、有機ビヒクルとを含み、鉛含有量が１０
００ｐｐｍ以下である導電性ペーストを、表面に窒化珪素層を備えた半導体基板上に塗布
し、焼成することによって前記（１）記載の電極を形成することを特徴とする太陽電池素
子の製造方法。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、鉛系ガラスを含まないテルル系ガラスを含有し、銀を主成分とする導
電性ペーストを用いて電極を形成することにより、従来のように導電性ペーストに鉛系ガ
ラスを含有することなく、従来と同等以上の性能・特性を有する太陽電池素子を得ること
ができる。しかも、焼成温度に対する依存性が低く、従来のようにファイアースルーが進
みすぎて表面電極の一部が深く半導体基板を侵食するといった問題がないため、電極形成
の際の焼成コントロールが容易であり、更には、太陽電池の更なる薄層化、ひいては、よ
り一層のｎ型拡散層の薄層化に対しても対応可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】太陽電池素子の模式図である。
【図２】従来の鉛系ガラスを用いた表面電極と基板との界面のＴＥＭ写真である。
【図３】本発明のＴｅ系ガラスを用いた表面電極と基板との界面のＴＥＭ写真である。
【図４】本発明のＴｅ系ガラスを用いた表面電極と基板との界面のＴＥＭ写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に、本発明に係る導電性ペースト及び太陽電池素子の一実施形態について説明する
。但し、本発明の範囲は以下に限定されるものではない。
【００１７】
　まず、本発明に係る導電性ペーストについて説明する。
　本発明において使用される導電性ペーストは、銀を主成分とする導電性粉末及びガラス
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フリットを有機ビヒクルに分散させたものである。以下、各成分について説明する。
【００１８】
　導電性粉末としては銀を主成分にする他は特に制限はなく、その形状は、球状、フレー
ク状、樹枝状等、従来用いられているものが使用される。また、純銀粉末のほか、少なく
とも表面が銀層からなる銀被覆複合粉末や、銀を主成分とする合金等を用いてもよい。銀
粉末は、平均粒径が０．１～１０μｍのものが好ましい。また平均粒径や粒度分布、形状
等の異なる二種以上の銀粉末を混合して用いても良く、更に、銀粉末と銀以外の導電性粉
末とを混合して用いても良い。銀粉末と複合化、合金化、或いは混合する金属としては、
本発明の作用効果が損なわれない限り特に制限はないが、例えばアルミニウム、金、パラ
ジウム、銅、ニッケル等が挙げられる。但し、導電性の観点からは純銀粉末を使用するこ
とが望ましい。
【００１９】
　本発明に係る電極形成用導電性ペーストにおいては、ガラスフリットとして、酸化テル
ルを網目形成成分とするテルル系ガラスを使用したことを特徴する。特に、太陽電池の表
面（受光面）電極形成に好適であり、太陽電池表面の窒化硅素等の反射防止膜に当該ペー
ストを印刷・焼成することによって、優れた太陽電池特性を発揮する電極が得られる。
【００２０】
　本発明に使用されるテルル系ガラス（以下、「Ｔｅ系ガラス」）において、酸化テルル
は単独ではガラス化しないがガラスの主要構造を形成する網目形成成分であり、その含有
量はガラスフリット全体に対して酸化物換算で３０～９０モル％である。３０モル％未満
或いは９０モル％を越えるとガラス形成が困難であり、好ましくは３０～８０モル％、更
に好ましくは４０～７０モル％の範囲である。 
【００２１】
　本発明者の研究によれば、Ｔｅ系ガラスを含有する導電性ペーストを用いて太陽電池の
表面電極形成を行った場合には、従来、オーミックコンタクトを得るために必須と考えら
れていたファイアースルー（ＳｉＮ層に対する突き抜け）が行われていない場合において
も充分なオーミックコンタクトが取れていることが分かった。
【００２２】
　図３は、本発明に係る表面電極とシリコン基板との界面を透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）
で観察したものであり、図４はその一部を拡大したものである。表面電極層１とＳｉＮ層
２との間には、銀成分を含むＴｅ系ガラス層９が存在しているが、ＳｉＮ層２に対する表
面電極の突き抜けは殆ど見当たらず、また少数見られた突き抜けもシリコン基板の非常に
浅い領域でとどまるものであった。また、ガラス層９とＳｉＮ層２との間には、微小な銀
粒子１１が連なって析出した酸化珪素層１０が存在しており、図２で観察されたような従
来の構造とは全く異なった、特有の構造となっている。このように、ＳｉＮ層２に対して
表面電極層１が突き抜けた箇所が殆ど観察されない場合であっても、本発明の太陽電池素
子は、後述する通り、太陽電池素子に要求される諸特性を満足していることから、従来と
は異なる導電メカニズムで導通しているものと推測される。
【００２３】
　その詳細は定かではないが、発明者は以下のように考える。Ｔｅ系ガラスは非常に銀を
固溶しやすい性質を有しており、そのため電極形成における焼成時に銀がイオンとしてＴ
ｅ系ガラス中に大量に固溶すると考えられる。ガラス中に固溶した銀イオンは、その後、
ガラス層９を介して緩やかにＳｉＮ層２に拡散し、酸化還元反応を進行させ、電極との界
面部分においてＳｉＮ層２の表層の一部を酸化珪素１０に変化させると共に、極めて微細
な銀粒子１１として析出する。また、エネルギー分散型Ｘ線分析装置（ＥＤＳ）での測定
結果では、酸化珪素層１０中には銀粒子１１以外にも銀成分の存在が確認されている。以
上のことから、本発明に係る電極においては、表面電極とｎ型拡散層との間に高濃度に銀
成分が含まれており、そのためにＳｉＮ層に対する突き抜けが殆ど行われていないにも拘
わらず、表面電極とｎ型拡散層との間に充分なオーミックコンタクトが得られて優れた太
陽電池特性が得られているのではないかと推測する。
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【００２４】
　以上のように、Ｔｅ系ガラスを含む導電性ペーストを用いて太陽電池の表面電極を形成
することにより、表面電極は反射防止膜を突き破ることなく太陽電池素子に対して要求さ
れる諸特性を満足することができ、たとえ反射防止膜を突き破った場合でも半導体基板に
対する深い侵食が生じないため、今後予想される太陽電池の更なる薄層化、ひいては、よ
り一層のｎ型拡散層の薄層化に対しても対応が可能である。
【００２５】
　本発明に係るＴｅ系ガラスにおいては酸化テルルが網目形成成分としてガラスのネット
ワークを形成しているものであるが、酸化テルル以外にガラスネットワークの形成を補う
成分として、酸化タングステン、酸化モリブデンの何れか一種以上を含むことが望ましい
。
【００２６】
　酸化タングステンと酸化モリブデンは共にＴｅ系ガラスのガラス化範囲の拡大と安定化
に寄与する。これらの成分は、酸化物換算での合計含有量で５モル％未満或いは６０モル
％より多いとガラス形成が困難となる。好ましくは１０～５０モル％の範囲で含まれる。
【００２７】
　本発明に係るＴｅ系ガラスにおいて好ましくは、更に亜鉛、ビスマス、アルミニウムの
何れか一種以上を含み、特にこれらはタングステン及び／又はモリブデンと組み合わせて
含まれることが望ましい。
【００２８】
　亜鉛はガラス化範囲の拡大と安定化に寄与するが、酸化物換算で５０モル％より多く含
まれるとガラス形成が困難となる。好ましくは５～３０モル％の範囲で含まれる。
【００２９】
　ビスマスはガラス化範囲の拡大と化学的耐久性の向上に寄与するが、酸化物換算で２５
モル％より多く含まれると結晶相を晶出しやすくなりガラスの安定性を損なう。好ましい
含有量は０．５～２２モル％の範囲である。
【００３０】
　アルミニウムはガラスの化学的耐久性の向上に寄与するが、酸化物換算で２５モル％を
越えると添加の効果が顕著でなくなってくる。２～２０モル％の範囲で含まれることが好
ましい。
【００３１】
　本発明に係るＴｅ系ガラスは、ＳｉＮ層との反応性や銀の固溶量を調整するため、更に
リチウム、ナトリウムといったアルカリ金属元素、マグネシウム、カルシウム、ストロン
チウム、バリウムといったアルカリ土類金属元素、ジスプロシウム、イットリウム、ニオ
ブ、ランタン、銀、ジルコニウム、チタン、硼素、ゲルマニウム、リン、タンタルといっ
た元素を含んでいても良く、それらの酸化物換算での含有量は好ましくは合計で５０モル
％以下である。
【００３２】
　その他、本発明に係るＴｅ系ガラスとしては、軟化点が３００～５５０℃であることが
望ましい。軟化点が３００℃より低い場合はファイアースルーが行われやすくなり、表面
電極がＳｉＮ層のみならず、ｎ型拡散層までも突き抜けてｐｎ接合が破壊される可能性が
高くなる。また、軟化点が５５０℃より高い場合はガラスが表面電極と反射防止膜との接
合界面に十分供給されず、前述した特有の構造を得ることが出来ず、オーミックコンタク
トが損なわれ、また電極の接着強度も低下する。
【００３３】
　本発明において使用する導電性ペーストには、上述のＴｅ系ガラスフリットの他に、Ｔ
ｅ系以外のガラスフリットと併用しても良い。焼成温度やＳｉＮ層に対する反応性等を制
御し、太陽電池素子としての特性をコントロールするために、Ｔｅ系以外のガラスフリッ
トとして、ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３系、ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－ＺｎＯ系、ＳｉＯ２－Ｂｉ２Ｏ

３系、Ｂ２Ｏ３－ＺｎＯ系等、公知のガラスの中から、適宜、Ｔｅ系ガラスと組み合わせ
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ることができるが、好ましくはＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３系、ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－ＺｎＯ系ガ
ラスと併用することが望ましい。
【００３４】
　本発明に係る導電性ペーストに含まれるガラスフリットは、太陽電池電極形成用の導電
性ペーストにおいて通常含まれ得る量で構わないが、一例として、導電性粒子１００重量
部に対し、０．１～１０重量部であることが好ましい。ガラスフリットの配合量が導電性
粉末１００重量部に対して、０．１重量部より少ないと、蜜着性、電極強度が極めて弱く
なる。また１０重量部を超えると、電極表面にガラス浮きを生じたり、界面に流れ込んだ
ガラスにより接触抵抗が増加するといった問題が生じる。
【００３５】
　なお、従来の太陽電池電極形成用導電性ペーストにおいては、ファイアースルーを良好
に行うために、或る程度の量のガラスフリットを配合しなければならなかったが、前述し
たように、本発明に係る導電性ペーストは、従来のファイアースルーとは異なるメカニズ
ムによってオーミックコンタクトが得られるため、ガラス配合量を少なくすることも可能
である。ガラスの配合量を減らすことにより、導電性の高い表面電極を得ることができ、
より望ましいガラスフリットの配合量は、導電性粒子１００重量部に対して０．１～５重
量部である。
【００３６】
　特に限定されないが、本発明に係る導電性ペーストに配合されるガラスフリットとして
は、平均粒径０．５～５．０μｍのものであることが望ましい。
【００３７】
　なお、本発明に係る導電性ペーストは実質的に鉛成分を含まないものであり、詳細には
、導電性ペースト中の鉛含有量は１０００ｐｐｍ以下である。
【００３８】
　本発明に係る導電性ペーストには、その他必要により、本発明の効果を損なわない範囲
で、添加剤として通常添加され得る可塑剤、粘度調整剤、界面活性剤、酸化剤、金属酸化
物、金属有機化合物等を適宜配合することができる。
【００３９】
　また、本出願人による特開２００７－２４２９１２号公報に記載されている炭酸銀、酸
化銀、酢酸銀といった銀化合物を配合しても良く、その他、焼成温度や太陽電池特性等の
改善のため、酸化銅、酸化亜鉛、酸化チタン等を適宜添加しても良い。
【００４０】
　本発明に係る導電性ペーストは、前述した導電性粉末、ガラスフリット、適宜添加剤と
共に有機ビヒクルと混合され、スクリーン印刷その他の印刷方法に適したレオロジーのペ
ースト、塗料、またはインク状とされる。
【００４１】
　有機ビヒクルとしては特に限定はなく、銀ペーストのビヒクルとして通常使用されてい
る有機バインダーや溶剤等が適宜選択して配合される。例えば有機バインダーとしては、
セルロース類、アクリル樹脂、フェノール樹脂、アルキッド樹脂、ロジンエステル等が、
また溶剤としてはアルコール系、エーテル系、エステル系、炭化水素系等の有機溶剤や水
、これらの混合溶剤が挙げられる。ここで有機ビヒクルの配合量は特に限定されるもので
はなく、導電性粉末、ガラスフリットなどの無機成分をペースト中に保持し得る適切な量
で、塗布方法等に応じて適宜調整されるが、通常導電性粉末１００重量部に対して５～４
０重量部程度である。
【００４２】
　本発明の太陽電池素子は、一例として以下のように製造される。
　半導体基板は好ましくは単結晶シリコンまたは多結晶シリコンからなり、例えば、硼素
などを含有することにより一導電型（例えばｐ型）を呈するようにしたものである。半導
体基板の受光面側の表面に、リン原子などを拡散させて拡散層を形成することにより、逆
導電型（例えばｎ型）を呈する領域を形成し、さらにその上に窒化シリコン等の反射防止
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膜を設ける。また受光面と反対側の基板表面には、裏面電極並びに高濃度のｐ型のＢＳＦ
層を形成するため、アルミニウムペーストおよび銀ペースト、または銀－アルミニウムペ
ーストを塗布・乾燥させる。そして前記反射防止膜上に本発明に係る導電性ペーストを用
いてスクリーン印刷法など通常の方法で塗布・乾燥させ、その後、ピーク到達温度５００
～９００℃の高温で総焼成時間１～３０分間程度焼成して有機ビヒクル成分を分解、揮散
させて、表面電極、裏面電極、ＢＳＦ層を同時に形成する。なお、表面電極、裏面電極は
必ずしも同時に焼成する必要はなく、裏面電極の焼成後に表面電極を形成しても良く、ま
た表面電極焼成後に裏面電極を形成してもよい。また、高い光電変換効率を得るために、
半導体基板の受光面側の表面は凹凸状（或いはピラミッド状）のテクスチャ構造を有する
ことが好ましい。
【実施例】
【００４３】
　以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるもので
はない。
【００４４】
　＜１．予備実験＞
　〔試料１～１３０の作製〕
　銀粉末１００重量部に対して、表１－１～表１－4に示す組成のガラスフリットを表中
に示される部数(重量部)、エチルセルロース１．６重量部、ブチルカルビトール６．４重
量部からなる有機ビヒクル中に、銀粉末と共に分散させて導電性ペースト（試料１～１３
０）を作製した。表に示されたガラス組成の各成分は、いずれも酸化物換算でのモル％で
ある。
【００４５】
　表中の銀粉末の欄に記載された粉末は以下の通りである。なお、以下における平均粒径
は、レーザー式粒度分布測定装置を用いて測定した粒度分布の重量基準の積算分率５０％
値である。
「銀粉末Ｘ」・・・平均粒径Ｄ５０＝１．８μｍの球状粉
「銀粉末Ｙ」・・・平均粒径Ｄ５０＝１．５μｍの球状粉
「銀粉末Ｚ」・・・平均粒径Ｄ５０＝２．６μｍの球状粉
〔電極形成と評価〕
　上記作製した導電性ペーストの初期評価を行うため、以下のようにして、ＴＬＭ（ｔｒ
ａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｌｉｎｅ　ｍｏｄｅｌ）法に基づき接触抵抗を測定した。
　まずアルカリエッチング法によりピラミッド型テクスチャを形成した２ｃｍ×２ｃｍの
正方形状のｐ型シリコン基板を、各試料について１０枚ずつ用意し、各基板に対して、そ
の一主面側にリンを拡散させたｎ型の領域（拡散層）を形成し、更にその上にプラズマＣ
ＶＤ法によりＳｉＮ層を平均厚みが７５ｎｍとなるように形成した。
　次にＳｉＮ層上に、上記作製した試料１～１３０を用いて、幅１００μｍ、厚さ１５μ
ｍの細線形状の表面電極を２ｍｍピッチで複数本形成し、細線電極間の抵抗値をデジタル
マルチメーター（ＨＥＷＬＥＴＴ　ＰＡＣＫＡＲＤ社製：３４５８Ａ　ＭＵＬＴＩＭＥＴ
ＥＲ）を用いて測定し、接触抵抗を求めた上で評価を行った。
　なお、本例においては、表面電極の焼成温度はピーク温度８００℃で行った。
【００４６】
　得られた結果を表１に併せて示す。なお、表中の「接触抵抗」の欄の符号は以下の通り
である。
◎：１０枚の基板の接触抵抗の平均値が０．０５Ωｃｍ２未満
○：１０枚の基板の接触抵抗の平均値が０．０５Ωｃｍ２以上０．０８Ωｃｍ２未満
△：１０枚の基板の接触抵抗の平均値が０．０８Ωｃｍ２以上、０．１０Ωｃｍ２未満
×：１０枚の基板の接触抵抗の平均値が０．１０Ωｃｍ２以上
　次に、表面電極とシリコン基板との界面をＴＥＭ写真で目視観察し、その構造を観察し
た。図３及び図４は、試料１のＴＥＭ写真である。図３～４に示されるように、表面電極
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層１とシリコン基板（またはｎ型拡散層）４との間には、Ｔｅ系ガラス層９と、酸化珪素
層１０と、ＳｉＮ層２が存在し、更に酸化珪素層１０とＳｉＮ層２との界面近傍には、粒
径１００ｎｍ以下の微小な銀粒子１１が数多く連なっている構造が観察された。なお、エ
ネルギー分散型Ｘ線分析装置（ＥＤＳ）を用いた測定によれば、Ｔｅ系ガラス層９には銀
成分が含まれ、また、酸化珪素層１０中の銀粒子１１が析出していない領域においても銀
成分が検出された。
【００４７】
　同様に試料２～１３０についてもＴＥＭで観察したところ、試料１と同様の構造であり
、従来の鉛系ガラス等を用いた場合に比べて数少ない突き抜けが見られた箇所においても
、ＳｉＮ層からシリコン基板への侵食は最大でも２００ｎｍ未満という浅いものであった
。
【００４８】
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【００４９】
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【表１－２】

【００５０】



(12) JP 5559510 B2 2014.7.23

10

20

30

40

【表１－３】

【００５１】
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【表１－４】

〔比較試料１～２の評価〕
　比較のため、表１－４中に記載される組成の鉛系ガラスとビスマス系ガラスを用いて同
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様の予備実験を行った。表に示されたガラス組成の各成分は、いずれも酸化物換算でのモ
ル％である。得られた接触抵抗の評価を表１－４に示す。
【００５２】
　そして、同様に表面電極とシリコン基板との界面をＴＥＭ写真で目視観察したところ、
図２と同様に、表面電極層とＳｉＮ層との間にガラス層が存在し、その一部がＳｉＮ層を
突き破ってシリコン基板側に侵入（ファイアースルー）している構造が観察され、特に比
較試料２に関しては、ＳｉＮ層からシリコン基板側に対し、３００ｎｍを越える深い侵入
が見られた。
【００５３】
　＜２．太陽電池素子の諸特性の評価＞
　予備実験と同様、アルカリエッチング法によりピラミッド型テクスチャを形成した２ｃ
ｍ×２ｃｍのｐ型シリコン基板の一主面側にｎ型拡散層とＳｉＮ層を順次形成した後、更
に反対面側にアルミニウムペーストを用いて裏面電極を形成し、その後、ＳｉＮ層上に、
前述した試料４４、７９、８８、１２３を用いて、焼成後に幅１００μｍ、厚さ１５μｍ
、ピッチ２ｍｍの櫛形の表面電極が得られるように櫛形パターンを印刷した後、これをピ
ーク温度８００℃で焼成して表面電極を形成して太陽電池素子を準備した。
【００５４】
　また、それぞれの試料について同様に櫛形パターンを形成した後、ピーク温度７６０℃
、７８０℃で焼成し、焼成温度だけが異なる太陽電池素子を準備した。
【００５５】
　更に、比較試料１、２について同様に櫛形パターンを形成した後、ピーク温度８００℃
で焼成して太陽電池素子を準備した。
【００５６】
　準備した太陽電池素子に対して、ソーラーシミュレーター（ＷＡＣＯＭ社製：ＷＸＳ－
５０Ｓ－１．５，　ＡＭ１．５Ｇ）および高電流ソースメータ（ＫＥＩＴＨＬＥＹ社製：
２４００型）を用いてＩ－Ｖカーブの測定を行い、開放電圧（Ｖｏｃ）、短絡電流密度（
Ｊｓｃ）、曲線因子（ＦＦ）、最大出力点（Ｐｍａｘ）、変換効率（Ｅｆｆ）を求めた。
その結果を表２に示す。
【００５７】
　なお、念のため、７６０℃、７８０℃で焼成した素子に関しては、予備実験と同様、表
面電極とシリコン基板との界面をＴＥＭ写真で観察したが、試料１で観察されたものと同
様、ＳｉＮ層からシリコン基板側への突き抜けは殆ど見当たらないか、有っても数少なく
、ＳｉＮ層からシリコン基板への侵食は最大でも２００ｎｍ未満という極浅いものであっ
た。
【００５８】
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【表２】

　表２に示された結果から明らかなように、本発明で得られた太陽電池素子は、焼成温度
に対する依存性が低く、優れた太陽電池特性を有することが確認された。
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【符号の説明】
【００５９】
１　　表面電極
２　　反射防止膜
３　　拡散層
４　　基板
５　　裏面電極
６，９　　ガラス層
１０　　酸化珪素層

【図１】
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【図２】

【図３】
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【図４】



(19) JP 5559510 B2 2014.7.23

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  新藤　直人
            東京都青梅市末広町２丁目９番地３　昭栄化学工業株式会社青梅事業所内
(72)発明者  金作　整
            東京都青梅市末広町２丁目９番地３　昭栄化学工業株式会社青梅事業所内

    合議体
    審判長  小松　徹三
    審判官  星野　浩一
    審判官  瀬良　聡機

(56)参考文献  特開２０１０－１８４８５２（ＪＰ，Ａ）
              特開２００９－２０９０３２（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第２００９／０９７２６４（ＷＯ，Ａ１）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H01L 31/04-06
              H01B 1/20-1/22
              H01L21/28-21/288
              C03C 1/00-14/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

