
JP 4194379 B2 2008.12.10

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面および裏面を有し、前記表面側から光が入射される第１導電型の結晶系半導体基板
と、
　前記結晶系半導体基板の表面上に形成され、実質的に真性な第１非晶質半導体層と、
　前記第１非晶質半導体層上に形成された第２導電型の第２非晶質半導体層と、
　前記第２非晶質半導体層上に形成された第１透明導電膜と、
　前記結晶系半導体基板の裏面上の、少なくとも前記第１透明導電膜が形成された領域に
対応する領域に形成され、実質的に真性な第３非晶質半導体層と、
　前記第３非晶質半導体層上に形成された第１導電型の第４非晶質半導体層と、
　前記第４非晶質半導体層上に形成された第２透明導電膜と、を備え、
　前記第１透明導電膜は、前記結晶系半導体基板に接触せず、かつ、前記第１非晶質半導
体層が形成された領域よりも小さい領域に形成されており、
　前記第２透明導電膜は、前記結晶系半導体基板に接触せず、かつ、前記第３非晶質半導
体層が形成された領域よりも小さい領域に形成されている、光起電力装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、光起電力装置に関し、特に、結晶系半導体基板上に非晶質半導体層が形成さ
れた光起電力装置に関する。



(2) JP 4194379 B2 2008.12.10

10

20

30

40

50

【０００２】
【従来の技術】
従来、第１導電型の結晶系シリコン基板の表面上に、第２導電型の非晶質シリコン層を形
成することによりｐｎ接合が形成される光起電力装置において、第１導電型の結晶系シリ
コン基板と第２導電型の非晶質シリコン層との間に、実質的に真性な非晶質シリコン層を
挿入することにより接合特性を改善したＨＩＴ（Ｈｅｔｅｒｏｊｕｎｃｔｉｏｎ　ｗｉｔ
ｈ　ｉｎｔｒｉｎｓｉｃ　ｔｈｉｎ－ｌａｙｅｒ）構造を有する光起電力装置が知られて
いる（たとえば、特許文献１参照）。また、上記のＨＩＴ構造を有する光起電力装置にお
いて、第１導電型の結晶系シリコン基板の裏面上に、結晶系シリコン基板に近い方から順
に、実質的に真性な非晶質シリコン層および第１導電型の非晶質シリコン層がさらに形成
された両面ＨＩＴ構造を有する光起電力装置も知られている。
【０００３】
図４は、従来の両面ＨＩＴ構造を有する光起電力装置の構造を示した断面図である。図５
は、図４に示した従来の両面ＨＩＴ構造を有する光起電力装置の各層の形成領域を示した
透視上面図である。図４および図５を参照して、従来の両面ＨＩＴ構造を有する光起電力
装置では、表面側から光が入射されるｎ型単結晶シリコン基板１０１の表面上に、実質的
に真性なノンドープ非晶質シリコン層１０２、ｐ型非晶質シリコン層１０３、ＩＴＯから
なる透明導電膜１０４および金属からなる集電極１０５が順次形成されている。ノンドー
プ非晶質シリコン層１０２は、ｎ型単結晶シリコン基板１０１の表面近傍の結晶欠陥に起
因する光誘起キャリアの再結合を抑制する機能を有する。
【０００４】
また、ｎ型単結晶シリコン基板１０１の裏面上には、ｎ型単結晶シリコン基板１０１に近
い方から順に、実質的に真性なノンドープ非晶質シリコン層１０６、ｎ型非晶質シリコン
層１０７、ＩＴＯからなる透明導電膜１０８および金属からなる集電極１０９が形成され
ている。ノンドープ非晶質シリコン層１０６は、ｎ型単結晶シリコン基板１０１の裏面近
傍の結晶欠陥に起因する光誘起キャリアの再結合を抑制する機能を有する。
【０００５】
図４および図５に示した従来の両面ＨＩＴ構造を有する光起電力装置の製造プロセスとし
ては、まず、ｎ型単結晶シリコン基板１０１の表面上に、非晶質シリコン層形成用のメタ
ルマスクを設置する。この後、プラズマＣＶＤ法を用いて、ｎ型単結晶シリコン基板１０
１の表面上に、実質的に真性なノンドープ非晶質シリコン層１０２およびｐ型非晶質シリ
コン層１０３を順次形成する。この後、非晶質シリコン層形成用のメタルマスクを取り外
す。次に、ｐ型非晶質シリコン層１０３上に、透明導電膜形成用のメタルマスクを設置す
る。この後、スパッタリング法を用いて、ｐ型非晶質シリコン層１０３上に、ＩＴＯから
なる透明導電膜１０４を形成する。この後、透明導電膜形成用のメタルマスクを取り外す
。
【０００６】
次に、ｎ型単結晶シリコン基板１０１の裏面上に、非晶質シリコン層形成用のメタルマス
クを設置する。この後、プラズマＣＶＤ法を用いて、ｎ型単結晶シリコン基板１０１の裏
面上に、ｎ型単結晶シリコン基板１０１に近い方から順に、実質的に真性なノンドープ非
晶質シリコン層１０６およびｎ型非晶質シリコン層１０７を形成する。この後、非晶質シ
リコン層形成用のメタルマスクを取り外す。次に、ｎ型非晶質シリコン層１０７上に、透
明導電膜形成用のメタルマスクを設置する。この後、スパッタリング法を用いて、ｎ型非
晶質シリコン層１０７上に、ＩＴＯからなる透明導電膜１０８を形成する。この後、透明
導電膜形成用のメタルマスクを取り外す。そして、スクリーン印刷法を用いて、透明導電
膜１０４および透明導電膜１０８上の所定領域に、それぞれ、金属からなる集電極１０５
および集電極１０９を形成する。
【０００７】
ここで、光起電力装置の高出力化のためには、発電領域を規定する表面側の透明導電膜１
０４の形成領域をできる限り大きくすることが望ましい。そのため、表面側の透明導電膜
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１０４をノンドープ非晶質シリコン層１０２およびｐ型非晶質シリコン層１０３と実質的
に同じ領域にまで拡大して形成することも考えられる。しかしながら、この場合には、表
面側の透明導電膜１０４が、図６に示すように、光起電力装置の側面に回り込みやすくな
るので、表面側の透明導電膜１０４が、裏面側のノンドープ非晶質シリコン層１０６、ｎ
型非晶質シリコン層１０７および透明導電膜１０８に接触する場合があるという不都合が
ある。その結果、リーク電流が発生するとともに、本来意図しない導通経路が形成される
という不都合がある。
【０００８】
そこで、図４に示した従来の光起電力装置では、表面側の透明導電膜１０４が裏面側に回
り込むのを抑制するために、表面側の透明導電膜１０４を、ノンドープ非晶質シリコン層
１０２およびｐ型非晶質シリコン層１０３の形成領域よりも小さい領域に形成している。
また、表面側の透明導電膜１０４が裏面側に回り込んだ場合に、表面側の透明導電膜１０
４が裏面側のノンドープ非晶質シリコン層１０６、ｎ型非晶質シリコン層１０７および透
明導電膜１０８に接触するのを抑制するために、裏面側のノンドープ非晶質シリコン層１
０６およびｎ型非晶質シリコン層１０７を、表面側の透明導電膜１０４が形成された領域
に対応する領域（発電寄与領域）よりも小さい領域に形成するとともに、裏面側の透明導
電膜１０８を、ノンドープ非晶質シリコン層１０６およびｎ型非晶質シリコン層１０７の
形成領域よりも小さい領域に形成している。
【０００９】
【特許文献１】
特開２００１－３４５４６３号公報
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、図４および図５に示した従来の光起電力装置では、上記したように、表面
側の透明導電膜１０４が裏面側のノンドープ非晶質シリコン層１０６およびｎ型非晶質シ
リコン層１０７と接触するのを抑制することのみを考慮して、裏面側のノンドープ非晶質
シリコン層１０６およびｎ型非晶質シリコン層１０７の形成領域を表面側の透明導電膜１
０４の形成領域よりも小さくしていたため、ｎ型単結晶シリコン基板１０１の発電寄与領
域の裏面側にノンドープ非晶質シリコン層１０６が形成されていない領域（図４および図
５中のＡの領域、以下、両面ＨＩＴ構造未成立領域という）が存在するという不都合があ
った。その結果、この両面ＨＩＴ構造未成立領域において光誘起キャリアの再結合が生じ
るので、光起電力装置の開放電圧および出力が低下するという問題点があった。
【００１１】
この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の１つの
目的は、高開放電圧および高出力を得ることが可能な光起電力装置を提供することである
。
【００１２】
この発明のもう１つの目的は、上記の光起電力装置において、リーク電流が発生するのを
抑制することである。
【００１３】
【課題を解決するための手段および発明の効果】
この発明の一の局面による光起電力装置は、表面および裏面を有し、表面側から光が入射
される第１導電型の結晶系半導体基板と、結晶系半導体基板の表面上に形成され、実質的
に真性な第１非晶質半導体層と、第１非晶質半導体層上に形成された第２導電型の第２非
晶質半導体層と、第２非晶質半導体層上に形成された第１透明導電膜と、結晶系半導体基
板の裏面上の、少なくとも第１透明導電膜が形成された領域に対応する領域に形成され、
実質的に真性な第３非晶質半導体層とを備えている。なお、本発明における非晶質半導体
層は、微結晶半導体層も含む広い概念である。
【００１４】
この一の局面による光起電力装置では、上記のように、結晶系半導体基板の裏面上の、少
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なくとも第１透明導電膜が形成された領域に対応する領域に、実質的に真性な第３非晶質
半導体層を設けることによって、少なくとも第１透明導電膜の形成領域に対応する発電寄
与領域に第３非晶質半導体層が形成されるので、発電寄与領域での光誘起キャリアの再結
合を抑制することができる。その結果、高開放電圧および高出力を得ることができる。
【００１５】
上記一の局面による光起電力装置において、好ましくは、実質的に真性な第３非晶質半導
体層上に形成された第１導電型の第４非晶質半導体層と、第４非晶質半導体層上に形成さ
れた第２透明導電膜とをさらに備えている。このように構成すれば、結晶系半導体基板の
表面側および裏面側の両面にＨＩＴ構造を有する光起電力装置において、少なくとも第１
透明導電膜の形成領域に対応する発電寄与領域に第３非晶質半導体層が形成されるので、
発電寄与領域での光誘起キャリアの再結合を抑制することができる。その結果、両面ＨＩ
Ｔ構造を有する光起電力装置において、高開放電圧および高出力を得ることができる。
【００１６】
上記一の局面による光起電力装置において、好ましくは、第３非晶質半導体層は、結晶系
半導体基板の裏面上の、第１透明導電膜が形成される領域に対応する領域と実質的に同じ
領域に形成されている。このように構成すれば、結晶系半導体基板の発電寄与領域での光
誘起キャリアの再結合を有効に抑制することが可能な最小限の領域に第３非晶質半導体層
が形成されるので、その第３非晶質半導体層によって、発電寄与領域での光誘起キャリア
の再結合を抑制しながら、表面側の第１透明導電膜と裏面側の第３非晶質半導体層とが接
触するのを抑制することができる。その結果、発電寄与領域での光誘起キャリアの再結合
を抑制しながら、表面側の第１透明導電膜から裏面側の第３非晶質半導体層への本来意図
しない導通経路が形成されるのを抑制することができる。
【００１７】
この場合、好ましくは、第３非晶質半導体層および第４非晶質半導体層は、結晶系半導体
基板の裏面上の、第１透明導電膜が形成される領域に対応する領域と実質的に同じ領域に
形成されている。このように構成すれば、第３非晶質半導体層の形成時と第４非晶質半導
体層の形成時とで、共通のメタルマスクを用いることができるので、製造プロセスを簡略
化することができる。
【００１８】
上記一の局面による光起電力装置において、好ましくは、第１透明導電膜は、結晶系半導
体基板に接触せず、かつ、第１非晶質半導体層が形成された領域よりも小さい領域に形成
されており、第２透明導電膜は、結晶系半導体基板に接触せず、かつ、第３非晶質半導体
層が形成された領域よりも小さい領域に形成されている。このように構成すれば、表面側
の第１透明導電膜の側端部と裏面側の第２透明導電膜の側端部との間の距離を大きくする
ことができるので、第１透明導電膜および第２透明導電膜の形成時に、表面側の第１透明
導電膜と裏面側の第２透明導電膜とが接触するのを抑制することができる。その結果、リ
ーク電流が発生するのを抑制することができる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２０】
図１は、本発明の一実施形態による光起電力装置の構造を示した断面図である。図２は、
図１に示した一実施形態による光起電力装置の各層の形成領域を示した透視上面図である
。図１および図２を参照して、本発明の一実施形態による光起電力装置の構造について説
明する。
【００２１】
本発明の一実施形態による光起電力装置では、図１に示すように、約１Ω・ｃｍの抵抗率
と約３００μｍの厚みとを有するｎ型（１００）単結晶シリコン基板（以下、ｎ型単結晶
シリコン基板１という）上に、５ｎｍの厚みを有する実質的に真性なノンドープ非晶質シ
リコン層２が形成されている。ノンドープ非晶質シリコン層２上には、５ｎｍの厚みを有
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するｐ型非晶質シリコン層３が形成されている。ノンドープ非晶質シリコン層２およびｐ
型非晶質シリコン層３は、実質的に同じ領域に形成されているとともに、ｎ型単結晶シリ
コン基板１の表面領域よりも小さい領域に形成されている。なお、ｎ型単結晶シリコン基
板１は、本発明の「結晶系半導体基板」の一例であり、ノンドープ非晶質シリコン層２は
、本発明の「第１非晶質半導体層」の一例であり、ｐ型非晶質シリコン層３は、本発明の
「第２非晶質半導体層」の一例である。
【００２２】
ｐ型非晶質シリコン層３上には、１００ｎｍの厚みを有するＩＴＯ膜からなる透明導電膜
４が形成されている。この透明導電膜４は、本発明の「第１透明導電膜」の一例である。
透明導電膜４の上面上の所定領域には、図１に示すように、銀（Ａｇ）からなる約１０μ
ｍ～約３０μｍの厚みと約１００μｍ～約５００μｍの幅とを有する集電極５が形成され
ている。この集電極５は、所定の間隔を隔てて互いに平行に延びるように形成された複数
のフィンガー電極部（図示せず）と、フィンガー電極部に流れる電流を集合させるバスバ
ー電極部（図示せず）とによって構成されている。
【００２３】
また、ｎ型単結晶シリコン基板１の裏面上に、５ｎｍの厚みを有する実質的に真性なノン
ドープ非晶質シリコン層６が形成されている。ノンドープ非晶質シリコン層６上には、５
ｎｍの厚みを有するｎ型非晶質シリコン層７が形成されている。なお、ノンドープ非晶質
シリコン層６は、本発明の「第３非晶質半導体層」の一例であり、ｎ型非晶質シリコン層
７は、本発明の「第４非晶質半導体層」の一例である。
【００２４】
ｎ型非晶質シリコン層７上には、１００ｎｍの厚みを有するＩＴＯ膜からなる透明導電膜
８が形成されている。この透明導電膜８は、本発明の「第２透明導電膜」の一例である。
透明導電膜８上の所定領域には、約１０μｍ～約３０μｍの厚みを有する銀（Ａｇ）から
なる集電極９が形成されている。
【００２５】
ここで、本実施形態では、図１および図２に示すように、ｎ型単結晶シリコン基板１の裏
面上の、透明導電膜４が形成された領域に対応する領域（発電寄与領域）と実質的に同じ
領域に、ノンドープ非晶質シリコン層６が形成されている。すなわち、本実施形態では、
ｎ型単結晶シリコン基板１の発電寄与領域の裏面側全体が、ノンドープ非晶質シリコン層
６によって覆われており、両面ＨＩＴ構造未成立領域が存在しない構造となっている。ま
た、裏面側のｎ型非晶質シリコン層７は、ノンドープ非晶質シリコン層６と実質的に同じ
領域に形成されている。
【００２６】
また、本実施形態では、表面側の透明導電膜４は、ｎ型単結晶シリコン基板１に接触せず
、かつ、ノンドープ非晶質シリコン層２およびｐ型非晶質シリコン層３が形成された領域
よりも小さい領域に形成されている。さらに、裏面側の透明導電膜８は、ｎ型単結晶シリ
コン基板１に接触せず、かつ、ノンドープ非晶質シリコン層６およびｎ型非晶質シリコン
層７が形成された領域よりも小さい領域に形成されている。これにより、表面側の透明導
電膜４の側端部と裏面側の透明導電膜８の側端部との間の距離が大きくなるように構成さ
れている。
【００２７】
次に、図１を参照して、本発明の一実施形態による光起電力装置の製造プロセスについて
説明する。
【００２８】
まず、約１Ω・ｃｍの抵抗率と、３００μｍの厚みとを有するｎ型単結晶シリコン基板１
の表面および裏面を洗浄処理することによって、ｎ型単結晶シリコン基板１の表面および
裏面を清浄化する。そして、ｎ型単結晶シリコン基板１の表面上に、非晶質シリコン層形
成用のメタルマスクを設置した後、ＲＦプラズマＣＶＤ法（１３．５６ＭＨｚ）を用いて
、ｎ型単結晶シリコン基板１の表面上に、ノンドープ非晶質シリコン層２およびｐ型非晶
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質シリコン層３をそれぞれ５ｎｍの厚みで堆積する。この場合の形成条件は、形成温度：
約５０℃～約２００℃、反応圧力：約５Ｐａ～約１００Ｐａ、ＲＦパワー：約１ｍＷ／ｃ
ｍ2～約５００ｍＷ／ｃｍ2である。なお、ｐ型ドーパントとしては、ボロン（Ｂ）を用い
る。この後、非晶質シリコン層形成用のメタルマスクを取り外す。
【００２９】
その後、透明導電膜形成用のメタルマスクをｐ型非晶質シリコン層３上に設置する。その
後、ＤＣマグネトロンスパッタ法を用いて、Ｏ2／Ａｒ＝約１％、圧力：約０．４Ｐａ～
約１．３Ｐａ、カソードＤＣ電力：約１ｋＷの条件下で、ｐ型非晶質シリコン層３上に、
約１００ｎｍの厚みを有するＩＴＯ膜からなる透明導電膜４を形成する。この後、透明導
電膜形成用のメタルマスクを取り外す。
【００３０】
次に、ｎ型単結晶シリコン基板１の裏面上に非晶質シリコン層形成用のメタルマスクを設
置した後、ノンドープ非晶質シリコン層２およびｐ型非晶質シリコン層３の形成時と同じ
形成条件で、ＲＦプラズマＣＶＤ法により、ｎ型単結晶シリコン基板１の裏面上に、ノン
ドープ非晶質シリコン層６およびｎ型非晶質シリコン層７をそれぞれ５ｎｍの厚みで堆積
する。なお、ｎ型ドーパントとしては、燐（Ｐ）を用いる。
【００３１】
この際、本実施形態では、共通の非晶質シリコン層形成用のメタルマスクを用いて、ノン
ドープ非晶質シリコン層６およびｎ型非晶質シリコン層７を、ｎ型単結晶シリコン基板１
の裏面上の、表面側の透明導電膜４の形成領域に対応する領域（発電寄与領域）と実質的
に同じ領域に形成する。この後、非晶質シリコン層形成用のメタルマスクを取り外す。
【００３２】
その後、透明導電膜形成用のメタルマスクをｎ型非晶質シリコン層７上に設置した後、表
面側の透明導電膜４と同じ形成条件で、ＤＣマグネトロンスパッタ法を用いて、ｎ型非晶
質シリコン層７上に、約１００ｎｍの厚みを有するＩＴＯ膜からなる裏面側の透明導電膜
８を形成する。
【００３３】
この後、表面側の透明導電膜４上に、エポキシ樹脂に銀（Ａｇ）微粉末を練り込んだＡｇ
ペーストをスクリーン印刷法により、約１０μｍ～約３０μｍの高さと、約１００μｍ～
約５００μｍの幅とを有するように形成する。そして、２００℃で８０分間焼成硬化する
ことによって、所定の間隔を隔てて互いに平行に延びるように形成された複数のフィンガ
ー電極部と、フィンガー電極部に流れる電流を集合させるバスバー電極部とからなる集電
極５を形成する。さらに、裏面側の透明導電膜８面上に、Ａｇからなる集電極９を形成す
る。このようにして、図１に示した本実施形態による光起電力装置が形成される。
【００３４】
本実施形態では、上記のように、ｎ型単結晶シリコン基板１の裏面上の、少なくとも表面
側の透明導電膜４が形成された領域に対応する領域に、実質的に真性なノンドープ非晶質
シリコン層６を設けることによって、少なくとも表面側の透明導電膜４の形成領域に対応
する発電寄与領域に裏面側のノンドープ非晶質シリコン層６が形成されるので、発電寄与
領域での光誘起キャリアの再結合を抑制することができる。その結果、高開放電圧および
高出力を得ることができる。
【００３５】
また、本実施形態では、裏面側のノンドープ非晶質シリコン層６を、ｎ型単結晶シリコン
基板１の裏面上の、表面側の透明導電膜４が形成される領域に対応する領域と実質的に同
じ領域に形成することによって、ｎ型単結晶シリコン基板１の発電寄与領域での光誘起キ
ャリアの再結合を有効に抑制することが可能な最小限の領域にノンドープ非晶質シリコン
層６が形成されるので、そのノンドープ非晶質シリコン層６によって、発電寄与領域での
光誘起キャリアの再結合を抑制しながら、表面側の透明導電膜４と裏面側のノンドープ非
晶質シリコン層６とが接触するのを抑制することができる。その結果、発電寄与領域での
光誘起キャリアの再結合を抑制しながら、表面側の透明導電膜４から裏面側のノンドープ
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非晶質シリコン層６への本来意図しない導通経路が形成されるのを抑制することができる
。
【００３６】
また、本実施形態では、表面側の透明導電膜４を、ｎ型単結晶シリコン基板１に接触せず
、かつ、ノンドープ非晶質シリコン層２が形成された領域よりも小さい領域に形成すると
ともに、裏面側の透明導電膜８を、ｎ型単結晶シリコン基板１に接触せず、かつ、ノンド
ープ非晶質シリコン層６が形成された領域よりも小さい領域に形成することによって、表
面側の透明導電膜４の側端部と裏面側の透明導電膜８の側端部との間の距離を大きくする
ことができるので、透明導電膜４および透明導電膜８の形成時に、表面側の透明導電膜４
と裏面側の透明導電膜８とが接触するのを抑制することができる。その結果、リーク電流
が発生するのを抑制することができる。
【００３７】
また、本実施形態では、ｎ型非晶質シリコン層７をノンドープ非晶質シリコン層６と実質
的に同じ領域に形成することによって、ノンドープ非晶質シリコン層６の形成時とｎ型非
晶質シリコン層７の形成時とで、共通のメタルマスクを用いることができるので、製造プ
ロセスを簡略化することができる。
【００３８】
次に、上記した本実施形態の効果を確認するために行った実験について図３を参照して説
明する。図３は、ｎ型単結晶シリコン基板を用いた両面ＨＩＴ構造を有する光起電力装置
における両面ＨＩＴ構造未成立面積比と規格化出力との関係を示した図である。ここで、
両面ＨＩＴ構造未成立面積比とは、発電面積（表面側の透明導電膜４が形成された面積か
ら表面側の集電極５が形成された面積を差し引いた面積）に対する両面ＨＩＴ構造未成立
領域（図４、図５のＡ領域参照）の面積比である。また、出力の規格化は、図１および図
２に示すような、表面側の透明導電膜４と、裏面側のノンドープ非晶質シリコン層６およ
びｎ型非晶質シリコン層７との形成領域が一致している場合（両面ＨＩＴ構造未成立面積
比が０の場合）の光起電力装置の出力により行った。
【００３９】
図３から明らかなように、両面ＨＩＴ構造未成立面積比が増大するのに従って、規格化出
力が低下することがわかる。これは、両面ＨＩＴ構造未成立面積比が増大するのにともな
って、開放電圧が低下することに起因すると考えられる。また、図３の結果から、ｎ型単
結晶シリコン基板を用いた両面ＨＩＴ構造を有する光起電力装置において、表面側の透明
導電膜の形成領域によって発電寄与領域がほぼ決定される場合に、発電寄与領域の裏面側
での光誘起キャリアの再結合防止のためには、発電寄与領域の裏面側にノンドープ非晶質
シリコン層が形成されていることが重要であることを確認することができた。
【００４０】
なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考
えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範囲
によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含
まれる。
【００４１】
たとえば、上記実施形態では、表面側および裏面側の両面にＨＩＴ構造を有する光起電力
装置を例にとって説明したが、本発明はこれに限らず、表面側にのみＨＩＴ構造を有する
光起電力装置についても本発明は適用可能である。
【００４２】
また、上記実施形態では、ｎ型非晶質シリコン層７をノンドープ非晶質シリコン層６の形
成領域と実質的に同じ領域となるように形成したが、本発明はこれに限らず、ｎ型非晶質
シリコン層をノンドープ非晶質シリコン層の形成領域よりも小さい領域に形成してもよい
。
【００４３】
また、上記実施形態では、結晶系半導体基板としてｎ型単結晶シリコン基板を用いたが、
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【００４４】
また、上記実施形態では、結晶系半導体基板の上面上および裏面上に形成される非晶質半
導体層の一例として、非晶質シリコン層を用いた場合について説明したが、本発明はこれ
に限らず、非晶質シリコン層に代えて、非晶質ＳｉＣ層、非晶質ＳｉＧｅ層、非晶質Ｓｉ
Ｏx層、非晶質ＳｉＮ層などのシリコン系半導体材料からなる非晶質半導体層を用いても
同様の効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態による光起電力装置の構造を示した断面図である。
【図２】図１に示した一実施形態による光起電力装置の各層の形成領域を示した透視上面
図である。
【図３】ｎ型単結晶シリコン基板を用いた両面ＨＩＴ構造を有する光起電力装置における
両面ＨＩＴ構造未成立面積比と規格化出力との関係を示した図である。
【図４】従来の両面ＨＩＴ構造を有する光起電力装置の構造を示した断面図である。
【図５】図４に示した従来の両面ＨＩＴ構造を有する光起電力装置の各層の形成領域を示
した透視上面図である。
【図６】図４に示した従来の両面ＨＩＴ構造を有する光起電力装置において、表面側の透
明導電膜の形成領域を大きくした場合の不都合を説明するための断面図である。
【符号の説明】
１　ｎ型単結晶シリコン基板（結晶系半導体基板）
２　ノンドープ非晶質シリコン層（第１非晶質半導体層）
３　ｐ型非晶質シリコン層（第２非晶質半導体層）
４　透明導電膜（第１透明導電膜）
５　集電極
６　ノンドープ非晶質シリコン層（第３非晶質半導体層）
７　ｎ型非晶質シリコン層（第４非晶質半導体層）
８　透明導電膜（第２透明導電膜）
９　集電極
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