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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結晶性シリコン基板、第１のシリコン半導体層乃至第４のシリコン半導体層、透光性導
電膜、第１の電極、及び第２の電極を有する光電変換装置であって、
　前記第２の電極上に前記第４のシリコン半導体層が設けられ、
　前記第４のシリコン半導体層上に前記第３のシリコン半導体層が設けられ、
　前記第３のシリコン半導体層上に前記結晶性シリコン基板が設けられ、
　前記結晶性シリコン基板上に前記第１のシリコン半導体層が設けられ、
　前記第１のシリコン半導体層上に前記第２のシリコン半導体層が設けられ、
　前記第２のシリコン半導体層上に前記透光性導電膜が設けられ、
　前記透光性導電膜上に前記第１の電極が設けられ、
　前記第２のシリコン半導体層は、前記第１の電極と重ならない領域に開口部を有し、
　前記第２のシリコン半導体層は、前記第１のシリコン半導体層に比較してキャリア濃度
が高く、
　前記結晶性シリコン基板の導電型はｎ型であり、
　前記第１のシリコン半導体層及び前記第２のシリコン半導体層の導電型はｐ型であり、
　前記第３のシリコン半導体層の導電型はｉ型またはｎ型であり、
　前記第４のシリコン半導体層の導電型はｎ型であることを特徴とする光電変換装置。
【請求項２】
　請求項１において、
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　前記第４のシリコン半導体層は、前記第３のシリコン半導体層に比較してキャリア濃度
が高いことを特徴とする光電変換装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、光電変換装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、地球温暖化対策として、発電時に二酸化炭素の排出の無い光電変換装置が注目され
ている。その代表例としては、単結晶シリコンや多結晶シリコンなどの結晶性シリコン基
板を用いた太陽電池が知られている。
【０００３】
結晶性シリコン基板を用いた太陽電池では、結晶性シリコン基板の導電型とは逆の導電型
となる層を不純物の拡散で該結晶性シリコン基板の一方の面側に形成する、所謂ホモ接合
を有する構成が広く用いられている。
【０００４】
また、結晶性シリコン基板の一方の面に、該結晶性シリコン基板とは光学バンドギャップ
および導電型の異なる非晶質シリコンを成膜し、ヘテロ接合を形成した構成も知られてい
る（特許文献１、２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平４－１３０６７１号公報
【特許文献２】特開平１０－１３５４９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
上述したヘテロ接合を有する太陽電池では、一導電型の単結晶半導体基板と該単結晶シリ
コン基板とは逆の導電型を有する非晶質半導体層との間にｉ型の非晶質半導体層を介在し
たｐ－ｎ接合を形成している。
【０００７】
上記ｐ－ｎ接合領域におけるｉ型の非晶質半導体層の介在は、単結晶半導体基板の表面欠
陥を終端するとともに急峻な接合を形成する効果を奏し、ヘテロ界面でのキャリアの再結
合低減に寄与する。
【０００８】
一方、窓層として設けられる該単結晶シリコン基板とは逆の導電型を有する非晶質半導体
層、および上記ｉ型の非晶質半導体層は、光吸収損失の一要因となっている。
【０００９】
窓層においても光キャリアは発生するが、窓層内では少数キャリアが再結合しやすく、電
流として取り出せる光キャリアのほとんどはｐ－ｎ接合より裏面電極側の結晶性シリコン
基板内で発生する。つまり、窓層で吸収された光は実質的に利用されない。
【００１０】
また、上記ｉ型の非晶質半導体層は、非晶質であるが故に電気伝導度が小さいこともあり
、抵抗損失の要因ともなっている。
【００１１】
したがって、本発明の一態様は、光吸収損失の少ない光電変換装置を提供することを目的
の一つとする。また、抵抗損失の少ない光電変換装置を提供することを目的の一つとする
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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本明細書で開示する本発明の一態様は、第１のシリコン半導体層および第２のシリコン半
導体層の積層で窓層が形成された光電変換装置であり、第２のシリコン半導体層は第１の
シリコン半導体層よりもキャリア濃度が高く、かつ開口部を有することを特徴とする。
【００１３】
本明細書で開示する本発明の一態様は、結晶性シリコン基板と、結晶性シリコン基板の一
方の面に形成された第１のシリコン半導体層と、第１のシリコン半導体層上に形成された
開口部を有する第２のシリコン半導体層と、第１のシリコン半導体層および第２のシリコ
ン半導体層上に形成された透光性導電膜と、透光性導電膜上に形成された、第２のシリコ
ン半導体層と重なる第１の電極と、結晶性シリコン基板の他方の面に形成された第３のシ
リコン半導体層と、第３のシリコン半導体層上に形成された第４のシリコン半導体層と、
第４のシリコン半導体層上に形成された第２の電極と、を有することを特徴とする光電変
換装置である。
【００１４】
なお、本明細書等における「第１」、「第２」などの序数詞は、構成要素の混同を避ける
ために付すものであり、順序や数を限定するものではないことを付記する。
【００１５】
上記第４のシリコン半導体層には開口部が形成され、第３のシリコン半導体層および第４
のシリコン半導体層上に透光性導電膜が形成されていてもよい。
【００１６】
また、第１の電極は、第２のシリコン半導体層の一部と重ねて形成することができる。
【００１７】
また、本明細書に開示する本発明の他の一態様は、結晶性シリコン基板と、結晶性シリコ
ン基板の一方の面に形成された第１のシリコン半導体層と、第１のシリコン半導体層上に
形成された開口部を有する第１の透光性導電膜と、開口部に形成された、第１のシリコン
半導体層と接する第２のシリコン半導体層と、第２のシリコン半導体層上に形成された第
１の電極と、第１の透光性導電膜、第２のシリコン半導体層および第１の電極を覆う第２
の透光性導電膜と、結晶性シリコン基板の他方の面に形成された第３のシリコン半導体層
と、第３のシリコン半導体層上に形成された第４のシリコン半導体層と、第４のシリコン
半導体層上に形成された第２の電極と、を有することを特徴とする光電変換装置である。
【００１８】
また、本明細書に開示する本発明の他の一態様は、結晶性シリコン基板と、結晶性シリコ
ン基板の一方の面に形成された第１のシリコン半導体層と、第１のシリコン半導体層上に
形成された開口部を有する第２のシリコン半導体層と、第２のシリコン半導体層上と重な
る第１の電極と、第１のシリコン半導体層、第２のシリコン半導体層および第１の電極を
覆う透光性薄膜と、結晶性シリコン基板の他方の面に形成された第３のシリコン半導体層
と、第３のシリコン半導体層上に形成された第４のシリコン半導体層と、第４のシリコン
半導体層上に形成された第２の電極と、を有することを特徴とする光電変換装置である。
【００１９】
上記結晶性シリコン基板の導電型はｎ型であり、第１のシリコン半導体層および第２のシ
リコン半導体層の導電型はｐ型であり、第３のシリコン半導体層の導電型はｉ型またはｎ
型であり、第４のシリコン半導体層の導電型はｎ型であることが好ましい。
【００２０】
また、第２のシリコン半導体層のキャリア濃度は、第１のシリコン半導体層のキャリア濃
度よりも高く、第４のシリコン半導体層のキャリア濃度は、第３のシリコン半導体層のキ
ャリア濃度よりも高くすることが好ましい。
【発明の効果】
【００２１】
本発明の一態様を用いることにより、光電変換装置の窓層における光吸収損失を少なくす
ることができる。また、光電変換装置の抵抗損失を少なくすることができる。したがって
、変換効率の高い光電変換装置を提供することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一態様である光電変換装置を説明する平面図および断面図。
【図２】本発明の一態様である光電変換装置を説明する平面図および断面図。
【図３】本発明の一態様である光電変換装置を説明する断面図。
【図４】本発明の一態様である光電変換装置を説明する断面図。
【図５】本発明の一態様である光電変換装置を説明する平面図。
【図６】本発明の一態様である光電変換装置を説明する平面図。
【図７】本発明の一態様である光電変換装置の作製方法を説明する工程断面図。
【図８】本発明の一態様である光電変換装置の作製方法を説明する工程断面図。
【図９】本発明の一態様である光電変換装置を説明する断面図。
【図１０】本発明の一態様である光電変換装置を説明する断面図。
【図１１】本発明の一態様である光電変換装置の作製方法を説明する工程断面図。
【図１２】本発明の一態様である光電変換装置の作製方法を説明する工程断面図。
【図１３】本発明の一態様である光電変換装置を説明する断面図。
【図１４】本発明の一態様である光電変換装置を説明する断面図。
【図１５】本発明の一態様である光電変換装置の作製方法を説明する工程断面図。
【図１６】本発明の一態様である光電変換装置の作製方法を説明する工程断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
以下では、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。ただし、本発明は
以下の説明に限定されず、その形態および詳細を様々に変更し得ることは、当業者であれ
ば容易に理解される。また、本発明は以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈さ
れるものではない。なお、実施の形態を説明するための全図において、同一部分又は同様
な機能を有する部分には同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略することがある。
【００２４】
（実施の形態１）
本実施の形態では、本発明の一態様における光電変換装置、およびその作製方法について
説明する。
【００２５】
図１（Ａ）は、本発明の一態様における光電変換装置の平面図であり、図１（Ｂ）は、該
平面図の線分Ａ１－Ａ２における断面図である。該光電変換装置は、結晶性シリコン基板
１００、該結晶性シリコン基板の一方の面上に形成された第１のシリコン半導体層１１０
、第２のシリコン半導体層１２０、透光性導電膜１５０、および第１の電極１７０、並び
に、該結晶性シリコン基板の他方の面上に形成された第３のシリコン半導体層１３０、第
４のシリコン半導体層１４０、および第２の電極１９０を含んで構成される。なお、第１
の電極１７０はグリッド電極であり、第１の電極１７０側が受光面となる。
【００２６】
なお、図１（Ａ）の平面図に示す第１の電極１７０の形状は一例であり、それに限らない
。例えば、縦、横の各電極の一方をバスバー電極、他方をフィンガー電極として作用させ
るために、縦、横の各電極の幅、本数、間隔を実施者が任意に設定することができる。ま
た、図５に示すように、第１の電極１７０と第２のシリコン半導体層１２０が重なる領域
を少なくして、受光領域を拡大する構成としてもよい。
【００２７】
また、図１（Ｂ）では、結晶性シリコン基板１００の表裏に凹凸加工を施した例を示して
いる。凹凸加工された面では入射光が多重反射し、光電変換領域内には光が斜めに進行す
ることから光路長を増大させることができる。また、裏面反射光が表面で全反射する、所
謂光閉じ込め効果を起こさせることもできる。なお、第１の電極１７０の広幅化や断線を
防ぐために、第１のシリコン半導体層１１０が接する結晶性シリコン基板１００の一領域
は、凹凸加工をせずに平坦な領域としてもよい。
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【００２８】
結晶性シリコン基板１００には一導電型を有する単結晶シリコン基板、または多結晶シリ
コン基板を用いることができる。本実施の形態においては、結晶性シリコン基板１００に
はｎ型の導電型を有する単結晶シリコン基板が用いられる。
【００２９】
上記構造において、結晶性シリコン基板１００の一方の面上に形成される第１のシリコン
半導体層１１０および開口部を有する第２のシリコン半導体層１２０には、ｐ型のシリコ
ン半導体層を用いることができる。該ｐ型シリコン半導体層には、例えば、ホウ素、アル
ミニウム、またはガリウムなどのｐ型の導電型を付与する不純物、および水素を含むシリ
コン半導体層を用いることができる。
【００３０】
なお、第１のシリコン半導体層１１０には、第２のシリコン半導体層１２０よりもキャリ
ア濃度が低いシリコン半導体層を用いることができる。このような構成を明瞭化するため
、本明細書においては、第１のシリコン半導体層１１０などの相対的にキャリア濃度の低
いｐ型半導体層の導電型をｐ－型と呼称するのに対し、第２のシリコン半導体層１２０な
どの相対的にキャリア濃度の高いｐ型半導体層の導電型をｐ＋型と呼称する。
【００３１】
なお、半導体層のキャリア濃度を調整するには、プラズマＣＶＤ法等による成膜時にドー
パントガスの流量比率を変化させれば良い。原料ガス（例えば、モノシランなど）に対し
て、ドーパントガス（例えば、ジボラン、ホスフィンなど）の流量比率を高くするほどキ
ャリア濃度を高くすることができる。または、成膜圧力、温度、電力密度などを変化させ
ることにより、形成された半導体層中の不純物の活性化率を変化させてキャリア濃度を調
整することもできる。
【００３２】
なお、本発明の一態様におけるｐ－型シリコン半導体層には、不純物による局在準位の少
ない非晶質シリコン半導体層を用いることが好ましい。該非晶質シリコン半導体層の電気
伝導度は、暗状態で１×１０－１０Ｓ／ｃｍ～１×１０－５Ｓ／ｃｍ、好ましくは１×１
０－９Ｓ／ｃｍ～１×１０－６Ｓ／ｃｍ、さらに好ましくは１×１０－９Ｓ／ｃｍ～１×
１０－７Ｓ／ｃｍである。
【００３３】
なお、上記電気伝導度（暗伝導度）を有する非晶質シリコン半導体層は、ｐ型の導電型を
付与する不純物を故意に添加することによってｐ－型に制御された非晶質シリコン半導体
層である。
【００３４】
また、本発明の一態様におけるｐ＋型シリコン半導体層の電気伝導度は、暗状態で１×１
０－５Ｓ／ｃｍより大きいことが好ましい。
【００３５】
ｐ－ｎ接合を用いた光電変換装置では、ｐ－ｎ接合内の電界を高め、拡散電位を高めるこ
とが電気特性を向上させる一つの手段となる。一般的にはキャリア濃度の高いｐ＋型半導
体またはｎ＋型半導体を用いて接合を形成することで拡散電位を高めることができるが、
ｐ＋型半導体およびｎ＋型半導体は導電型を付与する不純物を多く含み、該不純物は局在
準位を増加させてしまう。また、該局在準位によって界面準位の生成が進み、接合部近傍
でキャリアの再結合が誘発されてしまう。したがって、接合層のキャリア濃度を高めるだ
けでは、光電変換装置の電気特性の向上は見込めない。
【００３６】
一方、本発明の一態様における光電変換装置では、結晶性シリコン基板１００の一方の面
において、ｐ－型シリコン半導体層と、ｐ＋型シリコン半導体層を積層した構成となって
いる。該ｐ－型シリコン半導体層は、水素を含む欠陥の少ない半導体層であり、結晶性シ
リコン基板表面の欠陥を終端するパッシベーション層として作用すると同時に、拡散電位
を形成する接合層として寄与する。また、該ｐ＋型シリコン半導体層は、さらに拡散電位
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を高めるように作用する。このような緩やかな接合（ｎ－ｐ－－ｐ＋）が形成される構造
により、拡散電位を高めながらも界面準位の影響によるキャリアの再結合を極力抑えるこ
とができる。
【００３７】
また、本発明の一態様である光電変換装置では、第２のシリコン半導体層１２０に開口部
が設けられている。したがって、該開口部においては、第２のシリコン半導体層１２０を
介さずに光電変換領域である結晶性シリコン基板へ光の照射をさせることができる。従来
のヘテロ接合型光電変換装置では、界面欠陥を低減させるためのパッシベーション層と拡
散電位を高めるための接合層の双方が光電変換領域の全面に積層されていたため、光吸収
損失が顕著であった。一方で、本発明の一態様である光電変換装置では、該開口部におい
て、接合層に相当する第２のシリコン半導体層１２０による光吸収がないため、光吸収損
失を極めて少なくすることができる。この効果により、特に光電変換装置の短絡電流を向
上させることができる。
【００３８】
また、本発明の一態様である光電変換装置は、図２（Ａ）に示す平面図、および図２（Ｂ
）に示す該平面図の線分Ｂ１－Ｂ２における断面図の構成を有していてもよい。該光電変
換装置は、図１（Ａ）、（Ｂ）に示す光電変換装置とは第２のシリコン半導体層１２０の
開口部を少なくした点で異なり、その他の構成は同じである。なお、第２のシリコン半導
体層１２０の開口形状や開口面積は図示した例に限らず、自由に設定することができる。
【００３９】
なお、図２（Ａ）の平面図に示す第１の電極１７０の形状は一例であり、それに限らない
。例えば、縦、横の各電極の一方をバスバー電極、他方をフィンガー電極として作用させ
るために、縦、横の各電極の幅、本数、間隔を実施者が任意に設定することができる。ま
た、図６に示すように、第１の電極１７０と第２のシリコン半導体層１２０が重なる領域
を少なくして、受光領域を拡大する構成としてもよい。
【００４０】
このような構成とすることで、拡散電位をさらに高めることができ、開放電圧および曲線
因子を向上させることができる。なお、図２（Ａ）、（Ｂ）に示す光電変換装置では、一
部の第２のシリコン半導体層１２０で光吸収が起こるため、図１（Ａ）、（Ｂ）に示す光
電変換装置よりも短絡電流は小さくなる。したがって、両者の構成の選択は、実施者が用
途に応じて適宜選択すればよい。
【００４１】
結晶性シリコン基板１００の他方の面上に形成される第３のシリコン半導体層１３０およ
び第４のシリコン半導体層１４０には、ｎ型のシリコン半導体層を用いることができる。
該ｎ型半導体層には、例えば、リン、ヒ素、またはアンチモンなどのｎ型の導電型を付与
する不純物、および水素を含むシリコン半導体層を用いることができる。
【００４２】
なお、第３のシリコン半導体層１３０には、第４のシリコン半導体層１４０よりもキャリ
ア濃度が低いシリコン半導体層を用いることができる。このような構成を明瞭化するため
、本明細書においては、第３のシリコン半導体層１３０などの相対的にキャリア濃度の低
いｎ型半導体層の導電型をｎ－型と呼称するのに対し、第４のシリコン半導体層１４０な
どの相対的にキャリア濃度の高いｎ型半導体層の導電型をｎ＋型と呼称する。
【００４３】
なお、本発明の一態様におけるｎ－型シリコン半導体層には、不純物による局在準位の少
ない非晶質シリコン半導体層を用いることが好ましい。該非晶質シリコン半導体層は、水
素を含む欠陥の少ない半導体層であり、結晶性シリコン基板１００の表面欠陥を終端する
パッシベーション層として作用させることができる。該非晶質シリコン半導体層の電気伝
導度は、暗状態で１×１０－９Ｓ／ｃｍ～１×１０－４Ｓ／ｃｍ、好ましくは１×１０－

８Ｓ／ｃｍ～１×１０－５Ｓ／ｃｍ、さらに好ましくは１×１０－８Ｓ／ｃｍ～１×１０
－６Ｓ／ｃｍである。
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【００４４】
なお、上記電気伝導度（暗伝導度）を有する非晶質シリコン半導体層は、ｎ型の導電型を
付与する不純物を故意に添加することによってｎ－型に制御された非晶質シリコン半導体
層である。
【００４５】
また、本発明の一態様におけるｎ＋型シリコン半導体層の電気伝導度は、暗状態で１×１
０－４Ｓ／ｃｍより大きいことが好ましい。
【００４６】
また、ｎ＋型シリコン半導体層である第４のシリコン半導体層１４０と結晶性シリコン基
板１００との間には、第３のシリコン半導体層１３０を介してｎ－ｎ＋接合が形成される
。つまり、第４のシリコン半導体層１４０は、ＢＳＦ（Ｂａｃｋ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｆｉ
ｅｌｄ）層として作用する。該接合により形成される電界により少数キャリアがｐ－ｎ接
合側にはね返されることから、第２の電極１９０近傍でのキャリアの再結合を防止するこ
とができる。
【００４７】
なお、本発明の一態様における光電変換装置においては、第３のシリコン半導体層１３０
がｉ型であってもよい。本実施の形態においてｉ型の半導体層とは、ｐ型もしくはｎ型を
付与する不純物を故意に添加しない高抵抗半導体層、または、ｐ型もしくはｎ型を付与す
る不純物を故意に添加することによって導電型が調整された高抵抗半導体層であって、上
述したｐ－型シリコン半導体層およびｎ－型シリコン半導体層よりも小さい値の電気伝導
度（暗伝導度）を有する実質ｉ型の半導体層を意味する。
【００４８】
透光性導電膜１５０には、例えば、インジウム錫酸化物、珪素を含むインジウム錫酸化物
、亜鉛を含む酸化インジウム、酸化亜鉛、ガリウムを含む酸化亜鉛、アルミニウムを含む
酸化亜鉛、酸化錫、フッ素を含む酸化錫、アンチモンを含む酸化錫、またはグラフェン等
を用いることができる。また、透光性導電膜は単層に限らず、異なる膜の積層でも良い。
【００４９】
また、第１の電極１７０および第２の電極１９０には、銀、アルミニウム、銅などの低抵
抗金属を用いることができ、スパッタ法や真空蒸着法などで形成することができる。また
は、スクリーン印刷法やインクジェット法を用いて、銀ペーストや、銅ペーストなどの導
電性樹脂で形成しても良い。
【００５０】
なお、本発明の一態様における光電変換装置は、図３（Ａ）、（Ｂ）に例示するように、
表裏のどちらか一方のみに凹凸加工を施した構成であっても良い。両面が凹凸加工された
光電変換装置では、光路長増大などの光学的効果が得られる一方で、結晶性シリコン基板
の表面積が増大するため、表面欠陥の絶対量も増大してしまう。したがって、光学的効果
と表面欠陥量のバランスを考慮し、より良好な電気特性が得られるように実施者が構造を
決定すればよい。
【００５１】
また、本発明の一態様における光電変換装置は、図４（Ａ）、（Ｂ）に例示するように、
第３のシリコン半導体層上に開口部を有する第４のシリコン半導体層１４０を形成し、該
第４のシリコン半導体層上に透光性導電膜１８０を形成し、該透光性導電膜上にグリッド
形状の第２の電極１９０を形成して、両面を受光面とする構造としてもよい。
【００５２】
次に、図１（Ａ）、（Ｂ）に示した光電変換装置の作製方法について、図７および図８を
用いて説明する。
【００５３】
本発明の一態様に用いることのできる結晶性シリコン基板１００には、ｎ型の導電型を有
する単結晶シリコン基板や多結晶シリコン基板を用いることができる。これらの結晶性シ
リコン基板の製造方法は、特に限定されない。本実施の形態においては、結晶性シリコン
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基板１００にＭＣＺ（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｃｚｏｃｈｒａｌｓｋｉ）法で製造された（１
００）面を表面に有する単結晶シリコン基板を用いる。
【００５４】
次に、結晶性シリコン基板１００の表裏に凹凸加工を行う（図７（Ａ）参照）。なお、こ
こでは上述したように（１００）面を表面に有する単結晶シリコン基板を用いる場合を例
として凹凸加工の方法の一例を説明する。結晶性シリコン基板１００として多結晶シリコ
ン基板を用いる場合は、ドライエッチング法などを用いて凹凸加工を行えばよい。
【００５５】
初期の単結晶シリコン基板がスライス加工のみである基板の場合は、単結晶シリコン基板
の表面から１０～２０μｍに残留するダメージ層をウエットエッチング工程にて取り除く
。エッチング液には、比較的高濃度のアルカリ溶液、例えば、１０～５０％の水酸化ナト
リウム水溶液、または同濃度の水酸化カリウム水溶液を用いることができる。または、フ
ッ酸と硝酸を混合した混酸や、それらに酢酸を混合した混酸を用いても良い。
【００５６】
次に、ダメージ層除去後の単結晶シリコン基板表面に付着している不純物を酸洗浄で取り
除く。酸としては、例えば、０．５％フッ酸と１％過酸化水素水の混合液（ＦＰＭ）など
を用いることができる。またはＲＣＡ洗浄などを行っても良い。なお、この酸洗浄工程は
省いても良い。
【００５７】
凹凸は、結晶シリコンのアルカリ溶液によるエッチングにおいて、面方位に対するエッチ
ングレートの違いを利用して形成する。エッチング液には比較的低濃度のアルカリ溶液、
例えば、１～５％の水酸化ナトリウム水溶液、または同濃度の水酸化カリウム水溶液を用
いることができ、好ましくは、数％のイソプロピルアルコールを添加する。エッチング液
の温度は７０～９０℃とし、３０～６０分間、単結晶シリコン基板をエッチング液に浸漬
する。この処理により、単結晶シリコン基板表面に、微細な略四角錐状の複数の凸部、お
よび隣接する凸部間で構成される凹部からなる凹凸を形成することができる。
【００５８】
次に、上述の凹凸を形成するためのエッチング工程では、シリコンの表層に不均一な酸化
層が形成されるため、該酸化層を取り除く。また、該酸化層にはアルカリ溶液の成分が残
存しやすいため、それを取り除く目的もある。アルカリ金属、例えばＮａイオンやＫイオ
ンがシリコン中に侵入するとライフタイムが劣化するため、光電変換装置の電気特性が著
しく低下してしまう。なお、この酸化層を除去するには、１～５％の希フッ酸を用いれば
良い。
【００５９】
次に、フッ酸と硝酸を混合した混酸、または、それらに酢酸を混合した混酸を用いて単結
晶シリコン基板の表面をエッチングし、金属成分などの不純物を除去することが好ましい
。酢酸を混合することで、硝酸の酸化力を維持し、エッチング工程を安定にする効果、お
よびエッチングレートを調整する効果が得られる。例えば、各酸の体積比率は、フッ酸：
硝酸：酢酸＝１：（１．５～３）：（２～４）とすることができる。なお、本明細書では
、フッ酸、硝酸および酢酸の混酸液をフッ硝酢酸と呼ぶ。また、このフッ硝酢酸を用いた
エッチング工程では、凸部の頂点の断面における角度を大きくする方向に変化させること
から、表面積が低減し、表面欠陥の絶対量を低減することができる。なお、このフッ硝酢
酸を用いたエッチングを行う場合は、上述の希フッ酸を用いた酸化層の除去工程を省くこ
ともできる。ここまでの工程により、結晶性シリコン基板１００である単結晶シリコン基
板の表面に凹凸を形成することができる。
【００６０】
なお、図３（Ａ）、（Ｂ）に示すような、結晶性シリコン基板１００の片面のみに凹凸加
工を行うには、上記凹凸加工工程を行う前に、結晶性シリコン基板１００の一方の面にア
ルカリ耐性および酸耐性の強い樹脂膜などを設け、上記凹凸加工工程後に該樹脂膜を取り
除けばよい。
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【００６１】
次いで、水洗などの適切な洗浄の後、受光面とは逆側となる結晶性シリコン基板１００の
面上にプラズマＣＶＤ法を用いて第３のシリコン半導体層１３０を形成する。第３のシリ
コン半導体層１３０の厚さは、３ｎｍ以上５０ｎｍ以下とすることが好ましい。本実施の
形態において、第３のシリコン半導体層１３０はｎ－型の非晶質シリコンであり、膜厚は
５ｎｍとする。
【００６２】
第３のシリコン半導体層１３０の成膜条件としては、例えば、反応室にモノシラン：水素
ベースのホスフィン（０．５％）＝１：（０．３～１未満）となる流量比率で原料ガスを
導入し、反応室内の圧力を１００Ｐａ以上２００Ｐａ以下、電極間隔を１０ｍｍ以上４０
ｍｍ以下、カソード電極の面積を基準とする電力密度を８ｍＷ／ｃｍ２以上１２０ｍＷ／
ｃｍ２以下、基板温度を１５０℃以上３００℃以下とすればよい。
【００６３】
次に、第３のシリコン半導体層１３０上に第４のシリコン半導体層１４０を形成する（図
３（Ｂ）参照）。第４のシリコン半導体層１４０の厚さは３ｎｍ以上５０ｎｍ以下とする
ことが好ましい。本実施の形態において、第４のシリコン半導体層１４０はｎ＋型の非晶
質シリコンであり、膜厚は１０ｎｍとする。
【００６４】
第４のシリコン半導体層１４０の成膜条件は、例えば、反応室にモノシラン：水素ベース
のホスフィン（０．５％）＝１：（１～１５）となる流量比率で原料ガスを導入し、反応
室内の圧力を１００Ｐａ以上２００Ｐａ以下とし、電極間隔を１０ｍｍ以上４０ｍｍ以下
とし、カソード電極の面積を基準とする電力密度を８ｍＷ／ｃｍ２以上１２０ｍＷ／ｃｍ
２以下、基板温度を１５０℃以上３００℃以下とすればよい。
【００６５】
次に、受光面側となる結晶性シリコン基板１００の面上にプラズマＣＶＤ法を用いて第１
のシリコン半導体層１１０を形成する（図７（Ｂ）参照）。第１のシリコン半導体層１１
０の厚さは、３ｎｍ以上５０ｎｍ以下とすることが好ましく、本実施の形態において、第
１のシリコン半導体層１１０はｐ－型の非晶質シリコンであり、膜厚は５ｎｍとする。
【００６６】
第１のシリコン半導体層１１０の成膜条件としては、例えば、反応室にモノシラン：水素
ベースのジボラン（０．１％）＝１：（０．０１～１未満）となる流量比率で原料ガスを
導入し、反応室内の圧力を１００Ｐａ以上２００Ｐａ以下、電極間隔を１０ｍｍ以上４０
ｍｍ以下、カソード電極の面積を基準とする電力密度を８ｍＷ／ｃｍ２以上１２０ｍＷ／
ｃｍ２以下、基板温度を１５０℃以上３００℃以下とすればよい。
【００６７】
次に、第１のシリコン半導体層１１０上に開口部を有するマスク２００を形成する。第２
のシリコン半導体層１２０は該マスクを利用して、リフトオフ法により形成する。該マス
クには、フォトレジストや酸化シリコンなどの無機材料で形成することが好ましい。本実
施の形態では、スパッタ法などの成膜方法を用いて酸化シリコン層を形成し、フォトリソ
グラフィ法、エッチング法などの公知の方法を用いて、マスク２００を形成する（図７（
Ｃ）参照）。
【００６８】
次に、マスク２００および第１のシリコン半導体層１１０上にｐ型の導電型を有するシリ
コン半導体膜１２０ａを形成する（図８（Ａ）参照）。シリコン半導体膜１２０ａの厚さ
は３ｎｍ以上５０ｎｍ以下とすることが好ましい。本実施の形態において、シリコン半導
体膜１２０ａはｐ＋型の非晶質シリコンであり、膜厚は１０ｎｍとする。
【００６９】
シリコン半導体膜１２０ａの成膜条件は、例えば、反応室にモノシラン：水素ベースのジ
ボラン（０．１％）＝１：（１～２０）となる流量比率で原料ガスを導入し、反応室内の
圧力を１００Ｐａ以上２００Ｐａ以下とし、電極間隔を８ｍｍ以上４０ｍｍ以下とし、カ
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ソード電極の面積を基準とする電力密度を８ｍＷ／ｃｍ２以上５０ｍＷ／ｃｍ２以下、基
板温度を１５０℃以上３００℃以下とすればよい。
【００７０】
次に、希フッ酸、またはフッ酸とフッ化アンモニウムの混合液であるバッファードフッ酸
を用いて、マスク２００および余分なシリコン半導体膜１２０ａを同時に除去して、第２
のシリコン半導体層１２０を形成する（図８（Ｂ）参照）。
【００７１】
なお、本実施の形態において、第１のシリコン半導体層１１０、第２のシリコン半導体層
１２０、第３のシリコン半導体層１３０、および第４のシリコン半導体層１４０の成膜に
用いる電源には周波数１３．５６ＭＨｚのＲＦ電源を用いるが、２７．１２ＭＨｚ、６０
ＭＨｚ、または１００ＭＨｚのＲＦ電源を用いても良い。また、連続放電だけでなく、パ
ルス放電にて成膜を行っても良い。パルス放電を行うことで、膜質の向上や気相中で発生
するパーティクルを低減することができる。
【００７２】
また、結晶性シリコン基板１００の表裏に設ける膜の形成順序は、上記の方法に限らず、
図８（Ｂ）に示した構造が形成できればよい。例えば、第３のシリコン半導体層１３０を
形成し、その次に第１のシリコン半導体層１１０を形成してもよい。
【００７３】
次に、第２のシリコン半導体層１２０上に透光性導電膜１５０を形成する。該透光性導電
膜は、前述の材料を例えばスパッタ法などを用いて成膜することができる。膜厚は１０ｎ
ｍ以上１０００ｎｍ以下とすることが好ましい。
【００７４】
次に、第４のシリコン半導体層１４０上に第２の電極１９０を形成する。第２の電極１９
０には、銀、アルミニウム、銅などの低抵抗金属を用いることができ、スパッタ法や真空
蒸着法などで形成することができる。または、スクリーン印刷法やインクジェット法を用
いて、銀ペーストや、銅ペーストなどの導電性樹脂で形成しても良い。
【００７５】
次に、透光性導電膜１５０上に、第２のシリコン半導体層１２０と重なるように第１の電
極１７０を形成する（図８（Ｃ）参照）。第１の電極１７０はグリッド電極であり、銀ペ
ースト、銅ペースト、ニッケルペースト、モリブデンペーストなどの導電性樹脂を用いて
、スクリーン印刷法やインクジェット法で形成することが好ましい。また、第１の電極１
７０は、銀ペーストと銅ペーストを積層するなど、異なる材料の積層であっても良い。
【００７６】
なお、図２（Ａ）、（Ｂ）に示した光電変換装置を作製するには、第１の電極１７０と第
２のシリコン半導体層１２０の一部とが重なるように、それぞれの形状を異ならせて形成
すればよい。
【００７７】
また、図４（Ａ）、（Ｂ）の構成の光電変換装置を形成するには、第３のシリコン半導体
層１３０を形成した後に、図７（Ｃ）～図８（Ｃ）に示す第２のシリコン半導体層１２０
、透光性導電膜１５０、第１の電極１７０の形成方法に従って、第４のシリコン半導体層
１４０、透光性導電膜１８０、第２の電極１９０を形成すればよい。
【００７８】
以上により、本発明の一態様である光吸収損失および抵抗損失の少ない光電変換装置を作
製することができる。
【００７９】
本実施の形態は、他の実施の形態と自由に組み合わすことができる。
【００８０】
（実施の形態２）
本実施の形態では、実施の形態１で示した光電変換装置とは異なる構成の光電変換装置に
ついて説明する。なお、実施の形態１と共通する点については、本実施の形態ではその詳
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細な説明は省略する。
【００８１】
図９は、本発明の一態様における光電変換装置の断面図である。該光電変換装置は、表面
が凹凸加工された結晶性シリコン基板３００、該結晶性シリコン基板の一方の面上に形成
された第１のシリコン半導体層３１０、該第１のシリコン半導体層上に形成された開口部
を有する第１の透光性導電膜４１０、該開口部に形成された第２のシリコン半導体層３２
０、該第２のシリコン半導体層上に形成された第１の電極３７０、および該結晶性シリコ
ン基板の一方の面上に形成された上記積層膜を覆う第２の透光性導電膜４２０を含む。ま
た、該光電変換装置は、該結晶性シリコン基板の他方の面上に形成された第３のシリコン
半導体層３３０、該第３のシリコン半導体層に形成された第４のシリコン半導体層３４０
、該第４のシリコン半導体層上に形成された第２の電極３９０を含む。なお、第１の電極
３７０はグリッド電極であり、第１の電極３７０側が受光面となる。
【００８２】
また、図１０（Ａ）に示すように、表裏のどちらか一方のみに凹凸加工を施した構成であ
っても良い。なお、第１の電極３７０の広幅化や断線を防ぐために、第１のシリコン半導
体層３１０が接する結晶性シリコン基板３００の一領域は、凹凸加工をせずに平坦な領域
としてもよい。
【００８３】
また、図１０（Ｂ）に示すように、第３のシリコン半導体層３３０上に開口部を有する第
３の透光性導電膜４３０を形成し、該開口部に第４のシリコン半導体層３４０を形成し、
該第４のシリコン半導体層上に第２の電極３９０を形成し、該結晶性シリコン基板の他方
の面上に形成された上記積層膜を覆う第４の透光性導電膜４４０を形成して、両面を受光
面とする構造としてもよい。
【００８４】
上記構造において、結晶性シリコン基板３００の一方の面上に形成される第１のシリコン
半導体層３１０および第２のシリコン半導体層３２０には、ｐ型のシリコン半導体層を用
いることができる。該ｐ型半導体層には、例えば、ホウ素、アルミニウム、またはガリウ
ムなどのｐ型の導電型を付与する不純物、および水素を含むシリコン半導体層を用いるこ
とができる。
【００８５】
なお、第１のシリコン半導体層３１０には、第２のシリコン半導体層３２０よりもキャリ
ア濃度が低いシリコン半導体層を用いることができる。すなわち、第１のシリコン半導体
層３１０にはｐ－型、第２のシリコン半導体層３２０にはｐ＋型の導電型を有するシリコ
ン半導体層を用いることができる。
【００８６】
なお、本発明の一態様におけるｐ－型シリコン半導体層には、不純物による局在準位の少
ない非晶質シリコン半導体層を用いることが好ましい。該非晶質シリコン半導体層の電気
伝導度は、暗状態で１×１０－１０Ｓ／ｃｍ～１×１０－５Ｓ／ｃｍ、好ましくは１×１
０－９Ｓ／ｃｍ～１×１０－６Ｓ／ｃｍ、さらに好ましくは１×１０－９Ｓ／ｃｍ～１×
１０－７Ｓ／ｃｍである。
【００８７】
また、本発明の一態様におけるｐ＋型シリコン半導体層の電気伝導度は、暗状態で１×１
０－５Ｓ／ｃｍより大きいことが好ましい。
【００８８】
また、結晶性シリコン基板１００の他方の面上に形成される第３のシリコン半導体層３３
０および第４のシリコン半導体層３４０には、ｎ型のシリコン半導体層を用いることがで
きる。該ｎ型シリコン半導体層には、例えば、リン、ヒ素、またはアンチモンなどのｎ型
の導電型を付与する不純物、および水素を含むシリコン半導体層を用いることができる。
【００８９】
なお、第３のシリコン半導体層３３０には、第４のシリコン半導体層３４０よりもキャリ
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ア濃度が低いシリコン半導体層を用いることができる。すなわち、第３のシリコン半導体
層３３０にはｎ－型、第４のシリコン半導体層３４０にはｎ＋型の導電型を有するシリコ
ン半導体層を用いることができる。
【００９０】
なお、本発明の一態様におけるｎ－型シリコン半導体層には、不純物による局在準位の少
ない非晶質シリコン半導体層を用いることが好ましい。該非晶質シリコン半導体層の電気
伝導度は、暗状態で１×１０－９Ｓ／ｃｍ～１×１０－４Ｓ／ｃｍ、好ましくは１×１０
－９Ｓ／ｃｍ～１×１０－５Ｓ／ｃｍ、さらに好ましくは１×１０－９Ｓ／ｃｍ～１×１
０－６Ｓ／ｃｍである。
【００９１】
また、本発明の一態様におけるｎ＋型シリコン半導体層の電気伝導度は、暗状態で１×１
０－４Ｓ／ｃｍより大きいことが好ましい。
【００９２】
第１乃至第４の透光性導電膜４１０、４２０、４３０、４４０には、例えば、インジウム
錫酸化物、珪素を含むインジウム錫酸化物、亜鉛を含む酸化インジウム、酸化亜鉛、ガリ
ウムを含む酸化亜鉛、アルミニウムを含む酸化亜鉛、酸化錫、フッ素を含む酸化錫、アン
チモンを含む酸化錫、またはグラフェン等を用いることができる。また、透光性導電膜は
単層に限らず、異なる膜の積層でも良い。
【００９３】
また、第１の電極３７０および第２の電極３９０には、銀、アルミニウム、銅などの低抵
抗金属を用いることができ、スパッタ法や真空蒸着法などで形成することができる。また
は、スクリーン印刷法やインクジェット法を用いて、銀ペーストや、銅ペーストなどの導
電性樹脂で形成しても良い。
【００９４】
以上の構成を有する本実施の形態における光電変換装置は、実施の形態１で説明した光電
変換装置と同様に緩やかな接合（ｎ－ｐ－－ｐ＋）が形成される構造であり、拡散電位を
高めながらも界面準位の影響によるキャリアの再結合を極力抑えることができる。したが
って、特に開放電圧、および曲線因子を向上させることができる。
【００９５】
また、本実施の形態における光電変換装置では、第２のシリコン半導体層３２０に開口部
が形成されており、該開口部においては、第２のシリコン半導体層３２０による光吸収が
ないため、光吸収損失を極めて少なくすることができる。
【００９６】
次に、図９に示した光電変換装置の作製方法について、図１１および図１２を用いて説明
する。
【００９７】
本発明の一態様に用いることのできる結晶性シリコン基板３００には、ｎ型の導電型を有
する単結晶シリコン基板や多結晶シリコン基板を用いることができる。
【００９８】
次に、実施の形態１の図７（Ａ）を説明する方法に従って、結晶性シリコン基板３００の
表裏に凹凸加工を行う（図１１（Ａ）参照）。
【００９９】
次に、受光面とは逆側となる結晶性シリコン基板３００の面上にプラズマＣＶＤ法を用い
て第３のシリコン半導体層３３０を形成する。第３のシリコン半導体層３３０の厚さは、
３ｎｍ以上５０ｎｍ以下とすることが好ましい。本実施の形態において、第３のシリコン
半導体層３３０はｎ－型の非晶質シリコンであり、膜厚は５ｎｍとする。
【０１００】
第３のシリコン半導体層３３０の成膜条件としては、実施の形態１で説明した第３のシリ
コン半導体層１３０の成膜条件を参照することができる。
【０１０１】
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次に、第３のシリコン半導体層３３０上に第４のシリコン半導体層３４０を形成する。第
４のシリコン半導体層３４０の厚さは３ｎｍ以上５０ｎｍ以下とすることが好ましい。本
実施の形態において、第４のシリコン半導体層３４０はｎ＋型の非晶質シリコンであり、
膜厚は１０ｎｍとする。
【０１０２】
第４のシリコン半導体層３４０の成膜条件としては、実施の形態１で説明した第４のシリ
コン半導体層１４０の成膜条件を参照することができる。
【０１０３】
次に、受光面側となる結晶性シリコン基板１００の面上にプラズマＣＶＤ法を用いて第１
のシリコン半導体層３１０を形成する（図１１（Ｂ）参照）。第１のシリコン半導体層３
１０の厚さは、３ｎｍ以上５０ｎｍ以下とすることが好ましく、本実施の形態において、
第１のシリコン半導体層３１０はｐ－型の非晶質シリコンであり、膜厚は５ｎｍとする。
【０１０４】
第１のシリコン半導体層３１０の成膜条件としては、実施の形態１で説明した第１のシリ
コン半導体層１１０の成膜条件を参照することができる。
【０１０５】
次に、第１のシリコン半導体層３１０上に開口部を有する第１の透光性導電膜４１０を形
成する（図１１（Ｃ）参照）。該透光性導電膜の開口部は、成膜後にフォトリソグラフィ
法、エッチング法などの公知の方法を用いて形成するほか、メタルマスクを用いた成膜、
またはリフトオフ法などを用いてもよい。なお、該透光性導電膜の成膜はスパッタ法を用
いることが好ましい。
【０１０６】
次に、第１のシリコン半導体層３１０および第１の透光性導電膜４１０上にｐ型の導電型
を有するシリコン半導体膜３２０ａを形成する（図１２（Ａ）参照）。シリコン半導体膜
３２０ａの厚さは３ｎｍ以上５０ｎｍ以下とすることが好ましい。本実施の形態において
、シリコン半導体膜３２０ａはｐ＋型の非晶質シリコンであり、膜厚は１０ｎｍとする。
【０１０７】
シリコン半導体膜３２０ａの成膜条件は、実施の形態１で説明したシリコン半導体膜１２
０ａの成膜条件を参照することができる。
【０１０８】
なお、結晶性シリコン基板３００の表裏に設ける膜の形成順序は、上記の方法に限らず、
図１２（Ａ）に示した構造が形成できればよい。例えば、第３のシリコン半導体層３３０
を形成し、その次に第１のシリコン半導体層３１０を形成してもよい。
【０１０９】
次に、シリコン半導体膜３２０ａ上に第１の電極３７０を形成する。このとき、第１の電
極３７０は、第１の透光性導電膜４１０に形成された開口部の形状に合わせて形成するこ
とが好ましい。第１の電極３７０の形成方法は、実施の形態１の第１の電極１７０の形成
方法を参照することができる。
【０１１０】
そして、第１の電極３７０をマスクにして、余分なシリコン半導体膜３２０ａを公知の方
法で取り除き、第２のシリコン半導体層３２０を形成する（図１２（Ｂ）参照）。
【０１１１】
次に、第４のシリコン半導体層３４０上に第２の電極３９０を形成する。第２の電極３９
０の形成方法は、実施の形態１で説明した第２の電極１９０の形成方法を参照することが
できる。
【０１１２】
次に、第１の透光性導電膜４１０上に形成された上記積層を覆うように第２の透光性導電
膜４２０を形成する（図１２（Ｃ）参照）。第２の透光性導電膜４２０は、スパッタ法等
で形成すればよい。
【０１１３】



(14) JP 5927027 B2 2016.5.25

10

20

30

40

50

以上により、本発明の一態様である光吸収損失および抵抗損失の少ない光電変換装置を作
製することができる。
【０１１４】
本実施の形態は、他の実施の形態と自由に組み合わすことができる。
【０１１５】
（実施の形態３）
本実施の形態では、実施の形態１および２で示した光電変換装置とは異なる構成の光電変
換装置について説明する。なお、実施の形態１と共通する点については、本実施の形態で
はその詳細な説明は省略する。
【０１１６】
図１３は、本発明の一態様における光電変換装置の断面図である。該光電変換装置は、表
面が凹凸加工された結晶性シリコン基板５００、該結晶性シリコン基板の一方の面上に形
成された第１のシリコン半導体層５１０、該第１のシリコン半導体層上に形成された開口
部を有する第２のシリコン半導体層５２０、該第２のシリコン半導体層上に形成された第
１の電極５７０、および該結晶性シリコン基板の一方の面上に形成された上記積層膜を覆
う透光性薄膜６１０を含む。また、該光電変換装置は、該結晶性シリコン基板の他方の面
上に形成された第３のシリコン半導体層５３０、該第３のシリコン半導体層に形成された
第４のシリコン半導体層５４０、該第４のシリコン半導体層上に形成された第２の電極５
９０を含む。なお、第１の電極５７０はグリッド電極であり、第１の電極５７０側が受光
面となる。
【０１１７】
また、図１４（Ａ）に示すように、表裏のどちらか一方のみに凹凸加工を施した構成であ
っても良い。なお、第１の電極５７０の広幅化や断線を防ぐために、第１のシリコン半導
体層５１０が接する結晶性シリコン基板５００の一領域は、凹凸加工をせずに平坦な領域
としてもよい。
【０１１８】
また、図１４（Ｂ）に示すように、第３のシリコン半導体層５３０上に開口部を有する第
４のシリコン半導体層５４０を形成し、該第４のシリコン半導体層上に第２の電極５９０
を形成し、該結晶性シリコン基板の他方の面上に形成された上記積層膜を覆う透光性薄膜
６３０を形成して、両面を受光面とする構造としてもよい。
【０１１９】
上記構造において、結晶性シリコン基板５００の一方の面上に形成される第１のシリコン
半導体層５１０および第２のシリコン半導体層５２０には、ｐ型のシリコン半導体層を用
いることができる。該ｐ型半導体層には、例えば、ホウ素、アルミニウム、またはガリウ
ムなどのｐ型の導電型を付与する不純物、および水素を含むシリコン半導体層を用いるこ
とができる。
【０１２０】
なお、第１のシリコン半導体層５１０には、第２のシリコン半導体層５２０よりもキャリ
ア濃度が低いシリコン半導体層を用いることができる。すなわち、第１のシリコン半導体
層５１０にはｐ－型、第２のシリコン半導体層５２０にはｐ＋型の導電型を有するシリコ
ン半導体層を用いることができる。
【０１２１】
なお、本発明の一態様におけるｐ－型シリコン半導体層には、不純物による局在準位の少
ない非晶質シリコン半導体層を用いることが好ましい。該非晶質シリコン半導体層の電気
伝導度は、暗状態で１×１０－１０Ｓ／ｃｍ～１×１０－５Ｓ／ｃｍ、好ましくは１×１
０－９Ｓ／ｃｍ～１×１０－６Ｓ／ｃｍ、さらに好ましくは１×１０－９Ｓ／ｃｍ～１×
１０－７Ｓ／ｃｍである。
【０１２２】
また、本発明の一態様におけるｐ＋型シリコン半導体層の電気伝導度は、暗状態で１×１
０－５Ｓ／ｃｍより大きいことが好ましい。
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【０１２３】
また、結晶性シリコン基板５００の他方の面上に形成される第３のシリコン半導体層５３
０および第４のシリコン半導体層５４０には、ｎ型のシリコン半導体層を用いることがで
きる。該ｎ型シリコン半導体層には、例えば、リン、ヒ素、またはアンチモンなどのｎ型
の導電型を付与する不純物、および水素を含むシリコン半導体層を用いることができる。
【０１２４】
なお、第３のシリコン半導体層５３０には、第４のシリコン半導体層５４０よりもキャリ
ア濃度が低いシリコン半導体層を用いることができる。すなわち、第３のシリコン半導体
層５３０にはｎ－型、第４のシリコン半導体層５４０にはｎ＋型の導電型を有するシリコ
ン半導体層を用いることができる。
【０１２５】
なお、本発明の一態様におけるｎ－型シリコン半導体層には、不純物による局在準位の少
ない非晶質シリコン半導体層を用いることが好ましい。該非晶質シリコン半導体層の電気
伝導度は、暗状態で１×１０－９Ｓ／ｃｍ～１×１０－４Ｓ／ｃｍ、好ましくは１×１０
－９Ｓ／ｃｍ～１×１０－５Ｓ／ｃｍ、さらに好ましくは１×１０－９Ｓ／ｃｍ～１×１
０－６Ｓ／ｃｍである。
【０１２６】
また、本発明の一態様におけるｎ＋型シリコン半導体層の電気伝導度は、暗状態で１×１
０－４Ｓ／ｃｍより大きいことが好ましい。
【０１２７】
透光性薄膜６１０には、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン（ＳｉＮｘ

Ｏｙ（ｘ＞ｙ＞０））膜、酸化窒化シリコン（ＳｉＯｘＮｙ（ｘ＞ｙ＞０））膜、酸化ア
ルミニウム膜などの絶縁膜を用いることができる。透光性薄膜６１０を設けることで、第
１のシリコン半導体層５１０の表面近傍における少数キャリアの再結合を低減させること
ができる。また、透光性薄膜６１０は反射防止膜としても作用する。なお、第１の電極５
７０が配線などに接続される部位においては、透光性薄膜６１０は取り除かれている構成
とする。
【０１２８】
第１の電極５７０および第２の電極５９０には、銀ペーストや、銅ペーストなどの導電性
樹脂を用いることができ、スクリーン印刷法やインクジェット法などで形成することがで
きる。また、銀、アルミニウム、銅などの低抵抗金属をスパッタ法や真空蒸着法などで形
成してもよい。
【０１２９】
ここで、第１の電極５７０の幅は、好ましくは１００μｍ以下、さらに好ましくは５０μ
ｍ以下とする。また、第１の電極５７０が形成される間隔は、５００μｍ以下、好ましく
は１００μｍ以下、さらに好ましくは５０μｍ以下とする。このように第１の電極５７０
の線幅を細く、間隔を短くすることで光キャリアの損失を抑えることができる。つまり、
実施の形態１または２で説明した光電変換装置と異なり、透光性導電膜を不要にすること
ができる。なお、図１４における第２の電極５９０も同様である。
【０１３０】
以上の構成を有する本実施の形態における光電変換装置は、実施の形態１または２で説明
した光電変換装置と同様に緩やかな接合（ｎ－ｐ－－ｐ＋）が形成される構造であり、拡
散電位を高めながらも界面準位の影響によるキャリアの再結合を極力抑えることができる
。したがって、特に開放電圧、および曲線因子を向上させることができる。
【０１３１】
また、本実施の形態における光電変換装置では、第２のシリコン半導体層５２０に開口部
が形成されており、該開口部においては、第２のシリコン半導体層５２０による光吸収が
ないため、光吸収損失を極めて少なくすることができる。また、透光性導電膜が形成され
ていないため、該透光性導電膜による光吸収損失の影響も排除することができる。
【０１３２】
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次に、図１３に示した光電変換装置の作製方法について、図１５および図１６を用いて説
明する。
【０１３３】
本発明の一態様に用いることのできる結晶性シリコン基板５００には、ｎ型の導電型を有
する単結晶シリコン基板や多結晶シリコン基板を用いることができる。
【０１３４】
次に、実施の形態１の図７（Ａ）を説明する方法に従って、結晶性シリコン基板３００の
表裏に凹凸加工を行う（図１５（Ａ）参照）。
【０１３５】
次に、受光面とは逆側となる結晶性シリコン基板５００の面上にプラズマＣＶＤ法を用い
て第３のシリコン半導体層５３０を形成する。第３のシリコン半導体層５３０の厚さは、
３ｎｍ以上５０ｎｍ以下とすることが好ましい。本実施の形態において、第３のシリコン
半導体層５３０はｎ－型の非晶質シリコンであり、膜厚は５ｎｍとする。
【０１３６】
第３のシリコン半導体層５３０の成膜条件としては、実施の形態１で説明した第３のシリ
コン半導体層１３０の成膜条件を参照することができる。
【０１３７】
次に、第３のシリコン半導体層５３０上に第４のシリコン半導体層５４０を形成する。第
４のシリコン半導体層５４０の厚さは３ｎｍ以上５０ｎｍ以下とすることが好ましい。本
実施の形態において、第４のシリコン半導体層５４０はｎ＋型の非晶質シリコンであり、
膜厚は１０ｎｍとする。
【０１３８】
第４のシリコン半導体層５４０の成膜条件としては、実施の形態１で説明した第４のシリ
コン半導体層１４０の成膜条件を参照することができる。
【０１３９】
次に、受光面側となる結晶性シリコン基板１００の面上にプラズマＣＶＤ法を用いて第１
のシリコン半導体層５１０を形成する（図１５（Ｂ）参照）。第１のシリコン半導体層５
１０の厚さは、３ｎｍ以上５０ｎｍ以下とすることが好ましく、本実施の形態において、
第１のシリコン半導体層５１０はｐ－型の非晶質シリコンであり、膜厚は５ｎｍとする。
【０１４０】
第１のシリコン半導体層５１０の成膜条件としては、実施の形態１で説明した第１のシリ
コン半導体層１１０の成膜条件を参照することができる。
【０１４１】
次に、第１のシリコン半導体層５１０上に開口部を有するマスク６００を形成する。第２
のシリコン半導体層５２０は該マスクを利用して、リフトオフ法により形成する。該マス
クには、フォトレジストや酸化シリコンなどの無機材料で形成することが好ましい。本実
施の形態では、スパッタ法などの成膜方法を用いて酸化シリコン層を形成し、フォトリソ
グラフィ法、エッチング法などの方法を用いて、マスク６００を形成する（図１５（Ｃ）
参照）。
【０１４２】
次に、マスク６００および第１のシリコン半導体層５１０上にｐ型の導電型を有するシリ
コン半導体膜５２０ａを形成する。シリコン半導体膜５２０ａの厚さは３ｎｍ以上５０ｎ
ｍ以下とすることが好ましい。本実施の形態において、シリコン半導体膜５２０ａはｐ＋

型の非晶質シリコンであり、膜厚は１０ｎｍとする。
【０１４３】
次に、マスク６００の開口部にシリコン半導体膜５２０ａ上に導電層５７０ａを形成する
（図１６（Ａ）参照）。該導電層には、銀ペーストや、銅ペーストなどの導電性樹脂を用
いることができ、スクリーン印刷法やインクジェット法などで形成することができる。ま
た、銀、アルミニウム、銅などの低抵抗金属をスパッタ法や真空蒸着法などで形成しても
よい。
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【０１４４】
次に、希フッ酸、またはフッ酸とフッ化アンモニウムの混合液であるバッファードフッ酸
を用いて、マスク６００および余分なシリコン半導体膜５２０ａを同時に除去して、第２
のシリコン半導体層５２０を形成する（図１６（Ｂ）参照）。
【０１４５】
次に、第１のシリコン半導体層５１０、第２のシリコン半導体層５２０、および第１の電
極５７０を覆うように透光性薄膜６１０を形成する。該透光性薄膜としては、プラズマＣ
ＶＤ法やスパッタ法で成膜される５０ｎｍ以上１００ｎｍ以下の膜厚の酸化シリコン膜や
窒化シリコン膜を用いることができる。本実施の形態では、５０ｎｍの窒化シリコン膜を
透光性薄膜６１０として用いる。
【０１４６】
次に、第４のシリコン半導体層５４０上に第２の電極５９０を形成する。第２の電極５９
０の形成方法は、実施の形態１で説明した第２の電極１９０の形成方法を参照することが
できる。
【０１４７】
以上により、本発明の一態様である光吸収損失および抵抗損失の少ない光電変換装置を作
製することができる。
【０１４８】
本実施の形態は、他の実施の形態と自由に組み合わすことができる。
【符号の説明】
【０１４９】
１００　　結晶性シリコン基板
１１０　　第１のシリコン半導体層
１２０　　第２のシリコン半導体層
１２０ａ　　シリコン半導体膜
１３０　　第３のシリコン半導体層
１４０　　第４のシリコン半導体層
１５０　　透光性導電膜
１７０　　第１の電極
１８０　　透光性導電膜
１９０　　第２の電極
２００　　マスク
３００　　結晶性シリコン基板
３１０　　第１のシリコン半導体層
３２０　　第２のシリコン半導体層
３２０ａ　　シリコン半導体膜
３３０　　第３のシリコン半導体層
３４０　　第４のシリコン半導体層
３７０　　第１の電極
３９０　　第２の電極
４１０　　第１の透光性導電膜
４２０　　第２の透光性導電膜
４３０　　第３の透光性導電膜
４４０　　第４の透光性導電膜
５００　　結晶性シリコン基板
５１０　　第１のシリコン半導体層
５２０　　第２のシリコン半導体層
５２０ａ　　シリコン半導体膜
５３０　　第３のシリコン半導体層
５４０　　第４のシリコン半導体層
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５７０　　第１の電極
５７０ａ　　導電層
５９０　　第２の電極
６００　　マスク
６１０　　透光性薄膜
６３０　　透光性薄膜

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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