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(57)【要約】
【課題】半導体構造について説明する。
【解決手段】本半導体構造は、前面（１２）及び背面（
１４）を有する１つの導電型の半導体基板（１０）を含
む。第１のアモルファス半導体層（１６）は、半導体基
板（１０）の前面（１２）上に付加され、また第２（２
２）及び第３（３２）のアモルファス半導体層は、半導
体基板（１０）の背面（１４）の一部分上に配置される
。第２及び第３の層は各々、その深さにわたって基板（
１０）との界面における実質的に真性からその反対面に
おける実質的に導電性まで組成傾斜している。幾つかの
事例では、第１の半導体層（１６）はまた、組成傾斜し
ているが、他の事例では第１の半導体層（１６）は、真
性であることを特徴とする。半導体構造は、太陽電池と
して機能することができ、また多数のそのような電池を
含むモジュールは、本発明の別の実施形態を表す。光起
電力デバイスを作る方法についてもまた、説明している
。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）前面（１２）及び背面（１４）を有する１つの導電型の半導体基板（１０）と、
　（ｂ）前記半導体基板（１０）の前面（１２）上に配置された第１のアモルファス半導
体層（１６）と、
　（ｃ）前記半導体基板（１０）の背面（１４）の一部分上に配置され、その深さにわた
って前記基板（１０）との界面における実質的に真性からその反対側における実質的に導
電性まで組成傾斜し、また選択ドーパント原子の組み込みによって得られた選択導電型を
有する第２のアモルファス半導体層（２２）と、
　（ｄ）前記半導体基板（１０）の背面（１４）の別の部分上にかつ前記第２のアモルフ
ァス半導体層（２２）から間隔をおいて配置され、その深さにわたって前記基板（１０）
との界面における実質的に真性からその反対側における実質的に導電性まで組成傾斜し、
また前記第２のアモルファス層（２２）の型とは異なりかつ選択ドーパント原子の組み込
みによって得られた導電型を有する第３のアモルファス半導体層（３２）と、
を含む半導体構造。
【請求項２】
前記第２のアモルファス半導体層（２２）及び第３のアモルファス半導体層（３２）の両
方について、前記基板（１０）との界面におけるドーパント原子の濃度が、実質的にゼロ
であり、またその反対側におけるドーパント原子の濃度が、約１×１０１６ｃｍ－３～約
１×１０２１ｃｍ－３の範囲内である、請求項１記載の半導体構造。
【請求項３】
少なくとも１つの電気接点（３０）が、前記第２のアモルファス半導体層（２２）上に配
置され、また少なくとも１つの電気接点（４０）が、前記第３のアモルファス半導体層（
３２）上に配置される、請求項１記載の半導体構造。
【請求項４】
電極層（２８）が、前記第２のアモルファス半導体層（２２）とその上にある電気接点(
３０)との間に配置され、また電極層（３８）が、前記第３のアモルファス半導体層（３
２）とその上にある電気接点(４０)との間に配置される、請求項３記載の半導体構造。
【請求項５】
前記第２のアモルファス半導体層（２２）が、分離溝（４２）によって前記第３のアモル
ファス半導体層（３２）から間隔をおいて配置される、請求項１記載の半導体構造。
【請求項６】
透明層（１８）が、前記第１のアモルファス半導体層（１６）上に配置される、請求項１
記載の半導体構造。
【請求項７】
前記透明層（１８）が、反射防止構造を含む、請求項６記載の半導体構造。
【請求項８】
前記透明層（１８）が、窒化ケイ素を含む材料で形成される、請求項６記載の半導体構造
。
【請求項９】
前記基板（１０）が、単結晶又は多結晶であり、かつｎ型又はｐ型である、請求項１記載
の半導体構造。
【請求項１０】
前記第１のアモルファス半導体層（１６）が、真性である、請求項１記載の半導体構造。
【請求項１１】
前記第１のアモルファス半導体層（１６）が、その深さにわたって前記基板（１０）との
界面における実質的に真性からその反対側における実質的に導電性まで組成傾斜している
、請求項１記載の半導体構造。
【請求項１２】
前記基板（１０）の前面（１２）が、テクスチャ加工される、請求項１記載の半導体構造
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。
【請求項１３】
前記第２のアモルファス半導体層（２２）上に配置された少なくとも１つの電気接点（３
０）が、前記第３のアモルファス半導体層（３２）上に配置された少なくとも１つの電気
接点（４０）と交互かみ合いする、請求項３記載の半導体構造。
【請求項１４】
全背面接点構成を有する半導体構造を含み、
　前記構造の少なくとも１つのアモルファス半導体層が、組成傾斜ドーパント原子プロフ
ィールを含む、
太陽電池。
【請求項１５】
光起電力デバイスを作る方法であって、
　（Ｉ）半導体基板（１０）の前面（１２）上に第１のアモルファス半導体層（１６）を
形成する段階と、
　（ＩＩ）第２のアモルファス半導体層（２２）がその深さにわたって前記基板の背面（
１４）との界面における実質的に真性からその反対側における実質的に導電性まで組成傾
斜した状態になるように、半導体材料及びドーパントを該ドーパントの濃度を変更しなが
ら前記背面部分上に堆積させることによって、前記半導体基板（１０）の背面（１４）の
一部分上に第２のアモルファス半導体層（２２）を形成する段階と、
　（ＩＩＩ）第３のアモルファス半導体層（３２）がその深さにわたって前記基板（１０
）の背面（１４）との界面における実質的に真性からその反対側における実質的に導電性
まで組成傾斜した状態になるように、半導体材料及びドーパントを該ドーパントの濃度を
変更しながら前記背面部分上に堆積させることによって、前記半導体基板（１０）の背面
（１４）の別の部分上に第３のアモルファス半導体層（３２）を形成する段階と、
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、総括的には高効率太陽電池に関する。より具体的には、本発明は、ヘテロ接
合を含む半導体デバイスに基づいた太陽電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　太陽エネルギーは、太陽エネルギーを有用な形態で利用することができるとしたら、事
実上人間が使用するための無限のエネルギーを供給する可能性を提案することは疑いの余
地がない。おそらく、太陽のエネルギーを用いて電気を得ることに最大の努力をする限り
、得られた電気は次に、あらゆる現存の電気ネットワークを通して家庭、地域社会又は産
業レベルに利用することができる。この電気を太陽放射線から生成する主要な方法には、
光起電力変換器による直接的な生成が含まれている。これらの型のデバイスは、ヘテロ接
合の存在に依存し、当技術分野では良く知られている。（この説明で用いる場合に、ヘテ
ロ接合は、異種半導体材料の層からなる半導体接合である。これらの材料は通常、不等バ
ンドギャップを有する。１つの実施例として、ヘテロ接合は、例えば「ｐ－ｎ」接合のよ
うな、１つの導電型の層又は領域と反対導電性の層又は領域との間の接触によって形成す
ることができる）。太陽電池に加えて、ヘテロ接合を利用する他のデバイスは、薄膜トラ
ンジスタ及びバイポーラトランジスタを含む。
【０００３】
　一般に、光起電力デバイスは、太陽、白熱又は蛍光放射線などの放射線を電気エネルギ
ーに変換する。太陽光は、大半のデバイスにとって典型的な放射線源である。電気エネル
ギーへの変換は、公知の光起電力効果によって達成される。この現象によると、光起電力
デバイスに衝突する放射線は、デバイスの活性領域によって吸収されて電子及び正孔の対
を生成し、この電子及び正孔の対は、全体として光生成電荷担体と呼ばれることもある。
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電子及び正孔は、拡散し、デバイス内に形成された電界によって収集される。
【０００４】
　このような信頼性があるクリーンかつ再生可能なエネルギーとして機能する太陽電池の
可能性を考慮して、この性能を高めるための大きな努力がなされてきた。このような性能
の１つの主要な尺度は、デバイスの光電変換効率である。変換効率は通常、その活性表面
に接触する光エネルギーの比率としての、デバイスによって生成された電流の量として測
定される。文献に記録されているように、例えば１％又はそれ以下のような光電変換効率
の極く僅かな増加は、非常に大幅な光起電力法の進歩を表す。
【０００５】
　光起電力デバイスの性能は、その大部分が各半導体層の組成及び微細構造によって決ま
る。例えば、構造の不完全性又は不純物原子に由来する欠陥部位は、単結晶半導体層の表
面上又はバルク内部にある可能性がある。さらに、多結晶半導体材料は、多数のバルク及
び表面欠陥部位を含む粒界を有する、ランダム配向粒子を含む可能性がある。
【０００６】
　この型の種々の欠陥の存在は、光起電力デバイスの有害な影響の原因となる可能性があ
る。例えば、電荷担体の多くは、１以上の集電極へのこれらの意図した通路を進み続ける
のではなくて、ヘテロ接合近くの欠陥部位で再結合する。従って、これら電荷担体は、電
流キャリアとして失われる。電荷担体の再結合は、光電変換効率の低下の主な原因の１つ
である。
【０００７】
　表面欠陥のマイナスの影響は、不動態化処理法によってある程度まで最小化することが
できる。例えば、真性（すなわち、非ドープ）アモルファス半導体材料の層は、基板の表
面上に形成することができる。この真性層の存在は、基板表面での電荷担体の再結合を減
少させ、それによって光起電力デバイスの性能を向上させる。
【０００８】
　この型の真性層の使用は、その全体が米国特許第５２１３６２８号（Ｎｏｇｕｃｈｉ他
）に記載されている。Ｎｏｇｕｃｈｉは、選択導電性型の単結晶又は多結晶半導体層を含
む光起電力デバイスを記載している。実質的に２５０オングストローム又はそれ以下の真
性層が、基板上に形成される。実質的なアモルファス層は、基板の導電性と反対の導電性
を有し、かつ「半導体サンドイッチ構造」を完成する真性層上に形成される。光起電力デ
バイスは、アモルファス層上への光透過性電極及び基板への底面に取付けた背後電極の付
加によって完成する。
【０００９】
　Ｎｏｇｕｃｈｉ特許に記載された光起電力デバイスは、幾つかの状況下で電荷担体再結
合の問題を著しく最小化すると思われる。例えば、選択厚さでの真性層の存在は、デバイ
スの光電変換効率を増大させると言われている。さらに、このようにして半導体基板の表
面を不動態化処理する概念は、Ｎｏｇｕｃｈｉ他の登録以降多数の文献に記載されている
。その実例には、米国特許第５６４８６７５号（Ｔｅｒａｄａ他）、並びに米国特許出願
公開第２００２／００６９９１１号（Ｎａｋａｍｕｒａ他）、同第２００３／０１６８６
６０号（Ｔｅｒａｋａｗａ他）及び同第２００５／００６２０４１号（Ｔｅｒａｋａｗａ
他）が含まれる。
【００１０】
　上述の文献は、再結合問題をある程度まで解決するが、幾つかの大きな欠点が残ってい
る。例えば、真性層の存在は、有益であるが、さらに別の界面すなわち真性層と上にある
アモルファス層との間の界面の形成を引き起こす。この新規の界面は、捕捉された状態に
なりかつ蓄積した不純物及び疑似汚染物質のさらに別の部位となり、電荷担体の付加的再
結合を引き起こす可能性がある。実施例として、多層構造の製作時の堆積段階の間の中断
により、汚染物質の侵入の有り難くない機会がもたらされる可能性がある。さらに、導電
性の変化及び／又はバンドギャップの変動に起因した界面における突然のバンド曲がりは
、再結合の別の原因となる可能性がある高密度の界面準位を招く可能性がある。
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【００１１】
　さらに、電荷担体再結合を排除することにより、光電変換効率は確実に増大するが、依
然として従来型の太陽電池の性能を低下させる可能性がある他の要因が存在する。実例と
して、これ迄の太陽電池には、多くの場合、電池の前側すなわち入射光線を受ける表面上
に電気的接続部の多くが形成されていた。従って、電池の前面は通常、バスバー及びタブ
のような関連するデバイス及びハードウェアと共に、前側金属グリッド線又は電流収集リ
ボンを備えていた。
【００１２】
　太陽電池の前側上にこれらの特徴形状部が存在することは、多くの理由で不利なものと
なるおそれがある。例えば、グリッド線及びタブは、太陽電池の均一性及び全体の外観を
損なう。太陽電池の美的特徴は、多くの場合、例えば居住家屋設計などにおいて重要な品
質パラメータを表す。さらに、太陽電池の作動性能は、そうでなければ電池によって吸収
されることになる入射光線の部分を前側特徴形状部が「陰にする」ので、これらの前側特
徴形状部の存在によって悪影響を受ける可能性がある。
【００１３】
　太陽電池の前表面特徴形状部と関連する種々の問題は、幾つかの成功例で解決されてき
た。例えば、電池の背面上に全ての電気的接続を有するシリコン光起電力デバイスが、開
発されてきた。米国特許第５０５３０８３号（Ｓｉｎｔｏｎ）に記載されているように、
「背面」型の電池は、主として所望の光エネルギーを遮断する前側特徴形状部が存在しな
いので、高い効率を示すことができる。さらに、これらの特徴形状部がないことにより、
例えば以下に記載しているように、テクスチャ加工のような電池の前側上の他の処置及び
加工を可能にすることができる。
【００１４】
　それにもかかわらず、光電効率を増大させることは、効率が光起電力デバイスの経済的
実施可能性に直接影響を与えるので、引き続き強く求められている。従って、光起電力デ
バイスの改善は、当技術分野において大いに歓迎されるものとなる。デバイスは、半導体
層間の種々の界面領域における電荷担体再結合の問題を最小にしなければならない。さら
に、デバイスは、例えば光電変換効率のような良好な光起電力性能を保証する電気的特性
を示さなければならない。さらに、デバイスは、効率的かつ経済的に作ることができなけ
ればならない。
【００１５】
　デバイスの製作は、不純物及びその他の欠陥の過度なレベルの持ち込みを許すことにな
るプロセス段階を排除しなければならない。これらのデバイスの多くにおける別の重要な
要件は、それらの視覚的特徴である。具体的には、太陽電池構造は、例えば家屋及び他の
構造体の建築設計のような特定の用途で使用した時に、見て美しくかつ格好の良いもので
なければならない。
【特許文献１】米国特許第５２１３６２８号明細書
【特許文献２】米国特許第５６４８６７５号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００２／００６９９１１号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２００３／０１６８６６０号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第２００５／００６２０４１号明細書
【特許文献６】米国特許第５０５３０８３号明細書
【特許文献７】米国特許第５０５３０８３号明細書
【特許文献８】米国特許第４２００４７２号明細書
【特許文献９】米国特許出願公開第２００４／０２００５２０号明細書
【特許文献１０】米国特許第６６７０５４２号明細書
【特許文献１１】米国特許第６６６７４３４号明細書
【特許文献１２】米国特許第５２５２１４２号明細書
【特許文献１３】米国特許第５２５６８８７号明細書
【特許文献１４】米国特許第６６６７０５４２号明細書
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 for Phtovoltaics, National Institute of Advanced Industrial Science and Technol
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psometry and infrared spectroscopy," Journal of Applied Physics, 86(3), 2005, pp
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【非特許文献６】J. Jurgens et al., "Back Contact Solar Cells in BIPV Application
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【非特許文献７】James Neil Johnson et al., "Compositionally-Graded Photovoltaic 
Device and Fabrication Method, and Related Articles," Serial No.: 11/263,159,fil
ed October 31, 2005, GE Docket No. 188359-2.
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明の１つの実施形態は、半導体構造に関し、本半導体構造は、
　（ａ）前面及び背面を有する１つの導電型の半導体基板と、
　（ｂ）半導体基板の前面上に配置された第１のアモルファス半導体層と、
　（ｃ）半導体基板の背面の一部分上に配置され、その深さにわたって基板との界面にお
ける実質的に真性からその反対側における実質的に導電性まで組成傾斜し、また選択ドー
パント原子の組み込みによって得られた選択導電型を有する第２のアモルファス半導体層
と、
　（ｄ）半導体基板の背面の別の部分上にかつ第２のアモルファス半導体層から間隔をお
いて配置され、その深さにわたって基板との界面における実質的に真性からその反対側に
おける実質的に導電性まで組成傾斜し、また第２のアモルファス層の型とは異なりかつ選
択ドーパント原子の組み込みによって得られた導電型を有する第３のアモルファス半導体
層と、を含む。
【００１７】
　本発明の別の実施形態は、１以上の太陽電池デバイスを含む太陽発電モジュール（ソー
ラモジュール）に関し、太陽電池デバイスの少なくとも１つは、本明細書に記載した半導
体構造を含む。
【００１８】
　光起電力デバイスを作る方法は、本発明の別の実施形態を構成する。本方法は、
　（Ｉ）半導体基板の前面上に第１のアモルファス半導体層を形成する段階と、
　（ＩＩ）第２のアモルファス半導体層がその深さにわたって基板の背面との界面におけ
る実質的に真性からその反対側における実質的に導電性まで組成傾斜した状態になるよう
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に、半導体材料及びドーパントを該ドーパントの濃度を変更しながら背面部分上に連続的
に堆積させることによって、半導体基板の背面の一部分上に第２のアモルファス半導体層
を形成する段階と、
　（ＩＩＩ）第３のアモルファス半導体層がその深さにわたって基板の背面との界面にお
ける実質的に真性からその反対側における実質的に導電性まで組成傾斜した状態になるよ
うに、半導体材料及びドーパントを該ドーパントの濃度を変更しながら背面部分上に連続
的に堆積させることによって、半導体基板の背面の別の部分上に第３のアモルファス半導
体層を形成する段階と、を含む。
【００１９】
　本発明の種々の特徴、態様及び利点は、添付の図面と関連させて行った以下の詳細な説
明からより明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明のシリコン基板は、様々な形態とすることができる。図１に示すように、基板１
０は、単結晶又は多結晶とすることができる。さらに、基板材料は、部分的には光起電力
デバイスの電力要件に応じてｎ型又はｐ型とすることができる。基板１０は、前面１２及
び背面１４を含む。基板は通常、約５０ミクロン～約６００ミクロンの厚さを有する。（
本明細書に示した図の全ては、必ずしも縮尺通りには描いておらず、その代わり本文の理
解を容易にするように描いていることを理解されたい）。
【００２１】
　様々な従来通りの処理段階が通常、他の半導体層の堆積前に基板に対して実施される。
例えば基板は、清浄化し、真空チャンバ（例えば、以下に記載するようにプラズマ反応チ
ャンバ）内に配置することができる。次に、チャンバは、基板上の又は内部のあらゆる水
分を除去するのに十分な温度まで加熱することができる。通常は、約１２０～２４０℃の
範囲内の温度で十分である。次に、場合によっては、チャンバ内に水素ガスを導入し、基
板は、付加的表面清浄化のためにプラズマ放電に曝される。しかしながら、清浄化及び前
処理段階については多くの変形形態が可能である。通常は、これらの段階は、デバイスの
付加的製作に用いるチャンバ内で実施される。
【００２２】
　基板上に形成された種々の半導体層は通常（常にそうとは限らないが）、プラズマ蒸着
によって施こされる。多くの異なる型のプラズマ蒸着が、可能である。非限定的な実施例
には、化学蒸着（ＣＶＤ）、真空プラズマ溶射（ＶＰＳ）、低圧プラズマ溶射（ＬＰＰＳ
）、プラズマ化学蒸着（ＰＥＣＶＤ）、高周波プラズマ化学蒸着（ＲＥＰＥＣＶＤ）、膨
張熱プラズマ化学蒸着（ＥＴＰＣＶＤ）、電子サイクロトロン共鳴プラズマ化学蒸着（Ｅ
ＣＲＰＥＣＶＤ）、誘導結合プラズマ化学蒸着（ＩＣＰＥＣＶＤ）及び空気プラズマ溶射
（ＡＰＳ）が含まれる。例えば反応性スパッタリングのようなスパッタリング法もまた、
用いることができる。さらに、これらの方法のいずれかの組み合わせもまた、用いること
ができる。当業者は、これらの堆積法の全てに対する一般的操作の詳細に精通している。
幾つかの好ましい実施形態では、種々の半導体層は、ＰＥＣＶＤ法によって形成される。
【００２３】
　図１に示す本発明の１つの実施形態では、基板１０の前面１２上に、真性アモルファス
シリコン層１６が形成される。前に述べたように、真性層１６は、非ドープ（すなわち、
実質的にゼロのドーパント濃度を有する）状態である。層は、多数の方法で形成すること
ができる。非限定的な実施例として、シリコン基板１０は、プラズマ反応チャンバ（例え
ば、ＣＶＤ又はＰＥＣＶＤ）内に配置することができる。チャンバを脱気にした後、基板
は、例えば約１２０℃～約２４０℃のような適切な温度まで加熱することができる。シラ
ンのようなシリコン含有ガスが、例えばグロー放電などによってプラズマを生成しながら
、チャンバ内にポンプ圧送される。プラズマは、ガス前駆体の分解を引き起こして、シリ
コンのアモルファス層の形成をもたらす。
【００２４】
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　真性層１６の厚さは、層の光学的及び電気的特性を含む種々の要因によって決まること
になる。層の厚さは、基板界面における電荷担体の再結合を最小する必要がある程度によ
って最も大きな影響を受ける。通常、層１６の厚さは、約２５０オングストロームよりも
小さいか又はそれに等しい。幾つかの具体的な実施形態では、層１６は、約３０オングス
トローム～約１８０オングストロームの範囲内の厚さを有する。所定の状況下で最も適切
な厚さは、例えば、半導体を組み込む光起電力デバイスの光電変換効率に関する測定値を
取ることによって、不必要な労力なしに決定することができる。
【００２５】
　この実施形態によると、透明膜又は層１８は、光起電力デバイスの受光側上の真性アモ
ルファスシリコン層１６上に配置される。膜１８は、デバイスに反射防止（ＡＲ）特性を
与える。透明膜は、金属酸化物のような様々な材料を含むことができる。非限定的な実施
例には、窒化ケイ素（ＳｉＮ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、ドープＺｎＯ及びインジウムスズ
酸化物（ＩＴＯ）が含まれる。膜１８は、スパッタリング又は蒸発のような種々の従来の
方法によって形成することができる。その厚さは、所望のＡＲ特性を含む種々の要因によ
って決まることになる。通常、透明膜１８（それは上面２０を有する）は、約２００オン
グストローム～約１０００オングストロームの範囲内の厚さを有することになる。
【００２６】
　第２のアモルファス半導体層２２は、基板１０の背面１４の一部分上に配置される。基
板１０は、光起電力デバイスの主要電力生成層であるが、半導体層２２は、デバイスの電
極の１つの構成部品を構成する。当業者には分かるように、電極は一般的に、デバイスを
通してかつ外部回路まで電力（電流）を運ぶように設計される。半導体層２２は、光起電
力デバイスの電気的構成に応じてｎ型又はｐ型のいずれかとすることができる。
【００２７】
　本発明の主要な実施形態によると、第２のアモルファス層２２は、ドーパント濃度の観
点で組成傾斜している。一般に、ドーパント濃度は、基板との界面すなわち図１の領域２
４において実質的にゼロである。層２２の反対側すなわち領域２６上で、ドーパント濃度
は、半導体導電性目標の観点で最大である。これらの型の層の組成傾斜の概念はまた、全
体的に本発明の出願人による係属中の出願、すなわち２００５年１０月３１日出願のＪ．
Ｊｏｈｎｓｏｎ及びＶ．Ｍａｎｉｖａｎｎａｎの米国特許出願第１１／２６３，１５９号
に記載されている。その特許出願の内容は、参考文献として本明細書に組み入れている。
【００２８】
　「組成傾斜した」という用語は、半導体層２２の深さ（「Ｄ」）の関数としてドーパン
ト濃度の変化（すなわち、「段階的変化」）を記述することを意図するものである。幾つ
かの実施形態では、段階的変化は、実質的に連続的であるが、これは、必ずしもそうであ
ることを必要としない。例えば、濃度の変化率自体が、深さによって変化することができ
、幾つかの領域では僅かに増大し、また他の領域では僅かに低下することができる。（し
かしながら、全体の段階的変化は、基板１０に向かう方向のドーパント濃度の低下として
常に特徴付けられる）。さらに、幾つかの事例では、ドーパント濃度は、深さの幾分かの
部分において一定のままとすることができるが、その部分はおそらく非常に小さなものと
なる。段階的変化のありとあらゆるこれらの変動は、「傾斜した」という用語によって包
含することを意図する。所定の半導体層の具体的なドーパント濃度プロフィールは、例え
ば半導体デバイスのドーパントの型及び電力要件並びにその微細構造及び厚さのような種
々の要因によって決まることになる。
【００２９】
　上述のように、層２２のドーパント濃度は、特定のドーパントプロフィールにかかわら
ず、基板との界面において実質的にゼロである。従って真性領域２４は、基板表面１４と
の界面において電荷担体の再結合を防止するように機能する。アモルファス層２２の反対
側の下面において、領域２６は、実質的に導電性である。その領域の具体的なドーパント
濃度は、半導体デバイスの特定の要件に応じて決まることになる。多結晶又は単結晶シリ
コン基板の場合の非限定的な実施例として、領域２６は、多くの場合、約１×１０１６ｃ
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ｍ－３～約１×１０２１ｃｍ－３の範囲内のドーパントの濃度を有することになる。
【００３０】
　傾斜アモルファス層２２の厚さはまた、領域２６の用いたドーパントの型、基板の導電
型、傾斜プロフィール及びドーパント濃度のような種々の要因によって決まることになる
。層１６の場合におけるのと同様に、層２２の厚さは通常、約２５０オングストロームよ
りも小さいか又はそれに等しい。幾つかの具体的な実施形態では、傾斜層２２は、約３０
オングストローム～約１８０オングストロームの範囲内の厚さを有する。層１６について
前記したように、所定の状況下において最も適切な厚さは、デバイスの光電変換効率に関
する測定値を取ることによって、容易に決定することができる。他の特性（開回電圧（Ｖ

ＯＣ）、短絡電流（ＩＳＣ）及び充填率（ＦＦ）のような）の測定はまた、層２２の最も
適切な厚さを決定するのに役立てることができる。
【００３１】
　幾つかの好ましい実施形態（全てではないが）では、電極層２８は、アモルファス半導
体層２２の背面上に形成される（図１）。通常、電極層２８は、金属原子が導電層（以下
で説明する）から半導体層２２内に拡散するのを防止する拡散障壁層として機能する。電
極層２８は一般的に、インジウムスズ酸化物、ＺｎＯ、ドープＺｎＯ及び同様のものなど
の導電材料で形成される。電極層２８は、導電層を堆積するのに用いるあらゆる一般的な
堆積法のいずれかで形成することができる。層２８は通常、約５０オングストローム～約
５００オングストロームの範囲内の厚さを有するが、この範囲は大きく変化させることが
できる。
【００３２】
　引き続き図１を参照すると、金属接点３０は、アモルファス半導体層２２上に配置され
る。金属接点３０は、電極層２８を介在させないで層２２上に直接施されることになる。
層２８が存在する場合には、金属層３０は、その上に施されることになる。金属接点３０
は、光起電力デバイスによって生成された電流を所望の場所まで運搬する導電電極として
機能する。金属接点は、銀（Ａｇ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、モリブデン（
Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、チタニウム（Ｔｉ）、パラジウム（Ｐｄ）及びその種々の
組み合わせのような様々な導電材料で形成することができる。金属接点３０は、図１に材
料の層として示しているが、その形状及び寸法は、さらに以下に記載するように大きく変
化させることができる。金属接点は、例えばプラズマ蒸着、スクリーン印刷、真空蒸発（
マスクを用いることもある）、空気ディスペンシング、又はインクジェット印刷などの直
接書き込み法のような種々の方法によって形成することができる。
【００３３】
　第３のアモルファス半導体層３２は、基板１０の背面１４の別の部分上に配置される。
層２２の場合におけるのと同様に、半導体層３２は、光起電力デバイスの電極の１つの別
の構成部品を構成する。層３２は、ｎ型又はｐ型のものとすることができる。しかしなが
ら、この型の半導体構成のほとんどにおいて、層３２は、半導体層２２の導電性とは異な
る導電性（ｎ又はｐ）を有する。（図１では、層２２は、ｎ型として適宜示しているが、
層３２は、ｐ型として示している）。
【００３４】
　アモルファス半導体層２２の場合におけるのと同様に、層３２は、ドーパント濃度の観
点で組成傾斜している。従って、ドーパント濃度は、基板との界面すなわち図１の領域３
４において実質的にゼロである。この真性領域は、前記したように電荷担体の再結合を防
止する。層３２の反対側すなわち領域３６上で、ドーパント濃度は、半導体導電性目標の
観点で最大である。層２２及び１６の場合におけるのと同様に、層３２の厚さは通常、約
２５０オングストロームよりも小さいか又はそれに等しい。幾つかの具体的な実施形態で
は、層は、約３０オングストローム～約１８０オングストロームの範囲内の厚さを有する
。
【００３５】
　領域２６の場合におけるのと同様に、領域３６は通常、約１×１０１６ｃｍ－３～約１
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×１０２１ｃｍ－３の範囲内のドーパントの濃度を有することになる。しかしながら、具
体的な濃度は、領域２６の濃度と同一である必要はなく、部分的にはデバイスの全体構成
によって決まることになる。さらに、半導体層３２の全体の段階的変化パターンは、半導
体層２２の段階的変化パターンと同様又は実質的に同一とすることができる。しかしなが
ら、幾つかの実施形態では、段階的変化プロフィールは、互いに異なる、すなわちここで
も層組成並びに厚さ、ドーパント型、半導体要件及び同様のものなどのような要因によっ
て決まるものとすることができる。さらに、「領域」２４、２６、３４及び３６の正確な
深さは、半導体層厚さ及びドーパントプロフィールのような本明細書に記載した要因に応
じて変化させることができることも強調しておきたい。他の図に示した類似の領域につい
ても、同じことが当てはまる。
【００３６】
　図１では、半導体層２２及び３２の個々の幅は、互いに等しいものとして示している。
（図では、幅寸法は、矢印及び文字「Ｗ」で表している）。しかしながら、幅が等しいこ
とは必ずしも必要ではない。幾つかの好ましい実施形態では、ｉ－ｐ傾斜アモルファス層
（ここでは、任意の電極層３８）の幅は、アモルファス半導体層３２の背面上に施すこと
ができる。層３８は、例えば以下に記載する下にあるアモルファス半導体層と金属接点と
の間の拡散障壁層として機能する層２８と同様の方式で実施する。電極層３８はまた一般
的に、導電材料で形成される。電極層３８は、層２８と同じ厚さを有することができるが
、幾つかの実施形態では、厚さはまた異なるものとすることができる。
【００３７】
　図１に示すように、金属接点４０は、アモルファス半導体層３２上に配置される。金属
接点３０の場合におけるのと同様に、接点４０は、層３２上に直接施されるか又は任意の
層３８の上に施されることになる。金属接点４０は、光起電力デバイスによって生成され
た電流を所望の場所まで運搬する別の導電電極として機能する。金属接点は、上述の導電
材料で形成することができ、通常は接点３０と同一の材料で作られる。さらに、接点４０
の寸法及び形状は、それを形成した方式で可能なように大きく変化させることができる。
言い換えると、これらのパラメータ及び細部は、それらが大部分は光起電力デバイスの全
体構造によって決まるので、接点３０におけるのと同じである必要はない。
【００３８】
　同様に図１に示すように、第２のアモルファス半導体層２２は、分離溝４２によって第
３のアモルファス半導体層３２から間隔を置いて配置される。一般的には、溝４２の主要
な機能は、２つの半導体層を電気的及び構造的に分離しかつ/又は接点層３０を接点層４
０から分離することである。溝の正確な形状もまた、変化させることができる。溝は、種
々の半導体及び金属層の製作中又は製作後のいずれかにおいて、多数の従来通りの方法に
よって形成することができる。実施例として、溝は、レーザ穿孔などの穿孔法によって又
は機械的スクライビング法によって形成することができる。幾つかの事例では、溝は、例
えばポリマー樹脂（ここでは図示せず）のような電気絶縁材料で充填されるか又は部分的
に充填される。絶縁材料は、エッチング、フライス加工又はスクライビング段階などのデ
バイスを形成するのに用いる種々の製作段階の間に基板１０の底面を保護するのに役立て
ることができる。
【００３９】
　接点層３０及び４０は、種々の半導体素子を相互接続するための電気システムの部分を
構成する。そのようなシステムには、あらゆる従来の電気的設計を用いることができる。
本明細書で強調するように、好ましい実施形態は、デバイスの前面すなわち上面２０には
入射光を妨害することになる何らの特徴形状部も実質的にないことを保証する場所に電気
接点の全てが組み込まれることを要求する。そこで、一般的に、種々の電気相互接続部は
、ほぼ基板背面１４の近傍に設置されて、「全背面接点構成」構成を形成する。
【００４０】
　１つの例示として、接点は、交互かみ合いさせることができる。例えば（及び、デバイ
スの平面斜視図で視た場合に）、接点は、米国特許出願公開第２００５／００６２０４１
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号に記載されているように、くし形として配置することができ、この特許出願公開は、参
考文献として本明細書に組み入れている。交互かみ合い配置はまた、例えば米国特許第５
０５３０８３号（Ｓｉｎｔｏｎ）、同第４２００４７２号（Ｃｈａｐｐｅｌｌ他）及び米
国特許出願公開第２００４／０２００５２０号（Ｍｕｌｌｉｇａｎ他）のような種々の他
の文献に記載されており、これらもまた、参考文献として本明細書に組み入れている。当
業者は、不必要な労力なしに、特定のデバイスに最も適切な金属被覆及び電気的スキーム
を容易に決定することができるであろう。
【００４１】
　半導体層２２及び３２の組成傾斜は、種々の方法によって実施することができる。各層
の堆積は一般的に、別々の段階で行われる。通常、傾斜は、プラズマ蒸着中にドーパント
レベルを調整することによって達成される。典型的な実施形態では、シラン（ＳｉＨ４）
のようなシリコン前駆体ガスが、その中に基板を配置する真空チャンバ内に導入される。
水素のような希釈ガスもまた、シリコン前駆体ガスと共に導入することができる。前駆体
ガスの流量は、大きく変化させることができるが、一般的には約１０ｓｃｃｍ～約３００
ｓｃｃｍの範囲内にある。堆積の初期段階の間には、何らのドーパント前駆体も存在しな
い。従って、領域２４及び３４は、上述のように実質的に真性（「非ドープ」）であり、
従って基板１０の表面を不動態化するのに役立つ。
【００４２】
　層２２及び３２の各々について堆積プロセスが継続するにつれて、プラズマ混合物に対
してドーパント前駆体が加えられる。前駆体の選択は、勿論例えばリン（Ｐ）、ヒ素（Ａ
ｓ）及びアンチモン（Ｓｂ）などのｎ型ドーパント、又はホウ素（Ｂ）などのｐ型ドーパ
ントのような選択ドーパントによって決まることになる。ドーパント化合物の幾つかの非
限定的な実施例には、ｐ型ドーパント用のジボランガス（Ｂ２Ｈ６）、又はｎ型ドーパン
ト用のホスフィン（ＰＨ３）を挙げることができる。ドーパントガスは、純粋な形態とす
ることができ、或いはそれらガスは、アルゴン、水素又はヘリウムなどのキャリアガスで
希釈することができる。
【００４３】
　各層２２及び３２の形成の間に、ドーパントガスの付加は、所望のドーピングプロフィ
ールをもたらすように、注意深く制御される。当業者は、この作業を実施するのに用いる
ことができる、例えば質量流制御器のようなガス計量装置について精通している。ドーパ
ントガスの供給量は、上述の傾斜スキームと実質的に合致するように選択されることにな
る。従って、極めて一般的な表現では、ドーパントガスの供給量は、堆積プロセスの間に
徐々に増加させることになる。しかしながら、供給量の多くの具体的な変化は、堆積スキ
ーム内にプログラムすることができる。プロセスのこの段階の終わりにおける最大流量は
、前に述べたように実質的導電領域２６及び３６の形成をもたらす。領域２６及び３６の
各々は、基板との間でヘテロ接合を形成する。
【００４４】
　図１の実施形態では、真性アモルファスシリコン層は、基板の前面上に形成された。し
かしながら、他の実施形態では、真性層の代わりに、組成傾斜アモルファス半導体層が形
成される。この別の実施形態の１つの例示は、図２に示している。（この図では、図１の
素子と同様の又は同一の素子の多くは、ラベル表示していないか又は同一の要素番号で示
している）。従って、図２に示すように、第１のアモルファス半導体層５０は、基板１０
の前面１２上に配置される。第１のアモルファス半導体層は、その深さにわたって組成傾
斜している。従って、層は、基板との界面（すなわち、領域５２）で実質的に真性であり
、反対側（領域５４）において実質的に導電性である。
【００４５】
　層５０は、図１の傾斜層について前記したのと同じ方法により組成傾斜させることがで
きる。さらに、層５０の傾斜プロフィールは、他の傾斜層のプロフィールと同様とするこ
とができるが、層５０の傾斜プロフィールは、異なるプロフィールを有するようにするこ
ともできる。通常、層の導電領域（すなわち、領域５４）は、前に記載した一般的な範囲
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、すなわち約１×１０１６ｃｍ－３～約１×１０２１ｃｍ－３のドーパント原子の濃度を
有することになる。傾斜層５０に用いるドーパントの型は、部分的には基板の導電型によ
って決まることになる。一般的に、層は、基板との間でヘテロ接合を形成する。
【００４６】
　他のドープ領域の場合におけるのと同様に、層５０の具体的なドーパント濃度プロフィ
ールは、例えば半導体デバイスのドーパントの型及び電力要件並びにその微細構造及び厚
さのような種々の要因によって決まることになる。組成傾斜層５０の存在は、電荷担体の
再結合を防止するための付加的部位として、非常に利点を有することができる。このよう
にして、デバイスの集電極に向かう電荷担体の意図する経路は、強化され、それによって
より大きな光電変換をもたらす。層５０は、前面電界（ＦＳＦ）と呼ぶ場合がある。
【００４７】
　図１の実施形態におけるのと同様に、図２のアモルファス半導体層５０上に、透明膜又
は層５６が配置されて、デバイスに反射防止特性を与える。さらに、デバイスはまた、基
板の背面１４上に形成された第２及び第３のアモルファス半導体層２２、３２を含む。好
ましい実施形態では、これらの層の各々は、前記したように組成傾斜している。
【００４８】
　引き続き図２を参照すると、金属接点層３０及び４０は、それぞれ層２２及び３２上に
形成される。この特定の例示では、金属接点層と下にあるアモルファス層２２及び３２（
すなわち、図１における層２８及び３８に類似している）との間に何らの電極層もない。
しかしながら、この実施形態でも同様に例えば拡散障壁として実施するために、電極層を
利用することもできることを理解されたい。
【００４９】
　本発明の幾つかの好ましい実施形態では、半導体デバイスの平面の少なくとも１つは、
テクスチャ加工される。デバイスの種々の表面をテクスチャ加工することにより、望まし
くない光反射を低下させることができる。さらに、テクスチャ加工は、半導体層の１つに
おける光路長を長くすること（「光学的光捕捉」）によって、入射光をなお一層効果的に
利用することを可能にする。通常、少なくとも前側（すなわち、入射光に最も近い表面）
が、テクスチャ加工される。
【００５０】
　テクスチャ加工は、様々な方法によって実施することができる。１つの有益な情報源は
、Ｄａｖｉｄ　Ｋｉｎｇ他による、ＩＥＥＥ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　Ｐｒｏｃｅｅｄｉ
ｎｇｓ（１９９１）、３０３－３０８ページの「シリコン太陽電池のランダムテクスチャ
加工のための異方性エッチング法の実験的最適化」という論文である。この論文は、参考
文献として本明細書に組み入れている。非常に多くの場合、テクスチャ加工は、水酸化カ
リウム又は水酸化ナトリウムのような低濃度（例えば、約５容量％よりも小さい）の塩基
性化合物で薄めたアルカリ溶液を用いて、エッチング法によって実施することができる。
アルカリ溶液は、例えばイソプロピルアルコールなどのヒドロキシ化合物のような他の成
分も同様に含むことができる。多くの他の型のアルカリ溶液もまた、用いることができる
。
【００５１】
　図３は、これらの好ましい実施形態の幾つかの半導体デバイスの非限定的な例示である
。（この図では、図１の素子と同様の又は同一の素子の多くは、ラベル表示していないか
又は同一の要素番号で示している）。幾つかの好ましい実施形態では、基板の前面１２は
、図３に示すようにテクスチャ加工される。さらに、背面１４は、テクスチャ加工するこ
とができる。
【００５２】
　テクスチャ加工の型は、前に考察した多数の要因に応じて大きく変化させることができ
る。１つの実施例として、テクスチャ加工特徴形状部は、図３に示すように微小ピラミッ
ド６０の形態とすることができる。図３は、全平面をテクスチャ加工されたものとしてた
またま示しているが、そうであるための要件又は好ましさは何もないことを強調しておき
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たい。当業者には分かるように、表面の多くにおいてテクスチャ加工プロフィールは、下
にある表面のプロフィールから効果的に得ることができる。例えば、基板表面１２及び１
４がテクスチャ加工されている場合には、これらの表面上に堆積した層（及びその後の層
）は、多くの場合基板表面の共形特徴形状部に適合することになる。例えば、これは、図
３において半導体層１６、２２、３２、透明層１８、及び金属接点層３０、４０について
示している。（例えば、図１の層２８及び３８のような任意の電極層もまた、存在する場
合にはテクスチャ加工することができる）。
【００５３】
　光起電力デバイス用の半導体層のテクスチャ加工に関する種々の他の詳細は、当技術分
野では公知である。１つの実施例として、米国特許第６、６７０、５４２号（Ｓａｋａｔ
ａ他）は、光起電力変換デバイスに用いる単結晶層のテクスチャ加工表面を形成する各段
階を記載している。Ｓａｋａｔａ他の特許もまた、参考文献として本明細書に組み入れて
いる。さらに、Ｓａｋａｔａ他は、ｉ型アモルファス層（本明細書に記載したアモルファ
ス層と同様な）が、所望の程度の層均一性でテクスチャ加工表面上に形成されることを保
証するのに役立つ手順を記載している。
【００５４】
　上記の説明は、多くの場合太陽電池デバイスとして用いられる半導体構造に関連してい
る。これらのデバイスの１以上は、ソーラモジュールの形態の中に組み込むことができる
。例えば、多数の太陽電池は、互いに電気的に直列又は並列に接続されてモジュールを形
成することができる。（当業者は、電気的接続その他に関する詳細に精通している）。そ
のようなモジュールは、個々の太陽電池デバイスよりもはるかに大きなエネルギー出力が
可能となる。
【００５５】
　ソーラモジュールの非限定的な実施例は、例えば米国特許第６６６７４３４号（Ｍｏｒ
ｉｚａｎｅ他）のような種々の文献に記載されており、この特許は、参考文献として本明
細書に組み入れている。モジュールは、種々の方法によって形成することができる。例え
ば、多数の太陽電池デバイスは、ガラス層の間、又はガラス層と例えばＥＶＡ（エチレン
酢酸ビニル）から作られたもののような透明樹脂シートとの間に挟むことができる。従っ
て本発明の幾つかの実施形態によると、ソーラモジュールは、少なくとも１つの太陽電池
デバイスを含み、太陽電池デバイスそれ自体は、前に説明したように半導体基板に隣接す
る組成傾斜アモルファス層を含む。傾斜層の使用により、光電変換効率その他のようなデ
バイス特性が改善され、それによってソーラモジュールの全体性能を高めることができる
。
【００５６】
　Ｍｏｒｉｚａｎｅ他の文献はまた、ソーラモジュールの幾つかについての種々の他の特
徴を記載している。例えば、この特許は、光がモジュールの前面及び後面の両方に接触す
ることができる、「両面入射」型ソーラモジュールを記載している。さらに、この特許は
、極度に防湿（例えば、アウトドアで用いるもの）とする必要があるソーラモジュールを
記載している。これらの型のモジュールでは、各太陽電池素子の側面を密封するために、
シール用樹脂を用いることができる。さらに、モジュールは、近くのガラス層から望まし
くないナトリウムの拡散を防止する種々の樹脂層を含むことができる。これらの型のソー
ラモジュールの全ては、本明細書に記載した組成傾斜アモルファス層（又は複数の層）を
含むデバイスを組み込むことができる。
【００５７】
　当業者は一般的に、例えば種々の基板材料、裏当て材料及びモジュールフレームのよう
なソーラモジュールの主要な構成部品に関する多くの他の詳細に精通している。例えば、
モジュールの中及び外の結線（例えば、電気変換器につながるもの）並びに種々のモジュ
ール封入法のようなその他の詳細及び考慮事項もまた、よく知られている。
【実施例】
【００５８】
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　一般的な実施例を以下に示す。この実施例は、単なる例示と見なすべきであり、特許請
求する本発明の範囲に対する何らかの限定であると解釈すべきではない。
【００５９】
　本発明の幾つかの実施形態による光起電力デバイスの製作は、以下のように行うことが
できる。１つの導電型の単結晶又は多結晶半導体基板（又はシリコンウェーハ）は、最初
に従来通りの方法によってエッチングすることができる。例えば、最初に石英容器内に、
選択割合の超高純度脱イオン水、水酸化カリウム（ＫＯＨ、４５％濃度）及びイソプロピ
ルアルコールを含むテクスチャ加工溶液を準備することができる。テクスチャ加工溶液の
温度は通常、約６５℃～８０℃に維持される。次に、基板は、所望の程度のエッチングを
達成するのに好適になるように定めた時間（一般的には約５～６０分）の間、攪拌溶液内
に浸漬することができる。テクスチャ加工段階に続いて、基板は、取り出され、かつ脱イ
オン水で洗い流される。
【００６０】
　幾つかの事例では、テクスチャ加工の前に、基板には、種々の前処理段階が行われる。
例えば、基板（例えば、ウェーハ）は、緩衝酸化物エッチング（ＢＯＥ）溶液内に６０秒
間浸漬し、続いて表面損傷除去エッチングを行うことができる。後者の段階は、ＫＯＨ：
Ｈ２Ｏが１：１の溶液内において８５℃で約３０分間実施することができ、約３０ミクロ
ンほどの所望の基板の薄層化を得ることができる。次に、ウェーハは、表面酸化を防止す
るために、イソプロピルアルコール内に少なくとも１０分間貯蔵することができる。
【００６１】
　図３の例示的な実施形態を参照すると、基板１０は次に、デバイスの前側上の特徴形状
部の形成に備えて、プラズマ反応チャンバ（例えば、プラズマ化学蒸着システム）内に配
置することができる。真空ポンプを用いて、チャンバから大気気体を除去し、次に約１２
０～約２４０℃に基板を予熱する。基板の前面上に、任意の水素プラズマ表面前処理段階
が実施される。約５０～約５００ｓｃｃｍ（標準立方センチメートル毎分）の流量で、水
素（Ｈ２）がチャンバ内に導入される。絞り弁を用いて、約２００ｍＴｏｒｒ～約８００
ｍＴｏｒｒの範囲内の一定の処理圧力を維持する。約６ｍＷ／ｃｍ２～約５０ｍＷ／ｃｍ
２の範囲内の電力密度を有する交流周波数入力電力を用いて、プラズマを発生させかつ維
持する。印加する入力電力は、約１００ｋＨｚ～約２．４５ＧＨｚとすることができる。
水素プラズマ表面前処理時間は、約１～６０秒である。
【００６２】
　水素プラズマ前処理段階の終わりに（このような段階を用いる場合）、シラン（ＳｉＨ

４）が、約１０ｓｃｃｍ～約３００ｓｃｃｍの流量でプロセスチャンバ内に導入される。
これにより、真性アモルファスシリコン層１６の堆積を開始することになる。（この実施
形態では、アモルファス層の組成が真性（非ドープ）になるようにプラズマ内にはドーパ
ント前駆体は全く含まれず、従って半導体基板の表面を不動態化するのに役立つ）。堆積
は、真性層が所望の平均厚さを達成するまで続けられる。上述のように、層は通常、下に
ある基板の表面プロフィールに合致し、従って同様にテクスチャ加工表面を有することに
なる。
【００６３】
　真性層１６の形成後に、好適なプロセスチャンバ内で透明反射防止層又は皮膜１８を形
成することができる。前述したように、スパッタリング、ＣＶＤ、蒸発及び同様のものな
どのような多数の方法を用いて、そのような層を形成することができる。堆積は、層１８
が、所望の厚さを有するまで続けられる。層１６の場合におけるのと同様に、層１８は通
常、下にある表面に緊密に合致し、従ってテクスチャ加工最上部表面２０を形成すること
になる。
【００６４】
　次に、基板１０は、背面特徴形状部の全ての形成に備えて、真空チャンバ内に再配置す
ることができる。背面アモルファス層、並びに上にある金属接点、及び介在する任意の電
極層の各々の形成に関する多数の詳細が存在する。これらは、半導体産業では極めて通常
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のものであるので、これらの層の形成に含まれる多くの段階を詳しく述べる必要はない。
当業者には分かるように、背面上の種々の層の形成は、例えばマスキング、硬化（暴露）
、フォトレジストリフトオフ、エッチング及び同様のもののような一連の堆積及びフォト
リソグラフィ段階を含む。
【００６５】
　傾斜層２２及び３２の形成に関して、簡単に再検討することにする。（これらの形成の
段階は、実質的に同等にすることができるが、異なる導電型を形成するために様々なドー
パント原子が用いられる）。デバイスの前側について記載したのと同様に、最初に背面に
対して水素プラズマ前処理段階を行うことができ、この段階では、シランが、プロセスチ
ャンバ内に約１０ｓｃｃｍ～約３００ｓｃｃｍの流量で導入される。これにより、結果と
して真性アモルファス領域２４及び３４（どちらの層が最初に形成されるかに応じて）の
形成が生じることになる。各事例では、ドーパント前駆体が存在しないことにより、基板
の背面１４を不動態化するように機能する。
【００６６】
　層２２及び３２の各々の堆積プロセスが進むにつれて、所望のドーパント前駆体が、そ
の後連続してプラズマ混合物に加えられる。ドーパント前駆体の実施例には、Ｂ２Ｈ６、
Ｂ（ＣＨ３）３、及びＰＨ３がある。これらは、純粋な形態とすることができ或いはアル
ゴン、水素又はヘリウムなどのキャリアガスで希釈することができる。前駆体の流量は、
組成傾斜層堆積の進行につれて増大する。これにより、単一層にわたってドーピング濃度
の勾配が形成される。傾斜層堆積プロセスの最後において、プラズマ中のドーパント前駆
体の濃度は、実質的にドープアモルファス半導体特性が得られるすなわち領域２６及び３
６が形成されるほどになる。
【００６７】
　次に、電極層２８及び３８（存在する場合）は、スパッタリングなどの前記した技術の
１以上により、それぞれの傾斜層上に形成することができる。接点３０及び４０はまた、
例えばスクリーン印刷のような従来通りの方法で形成することができる。分離溝４２はま
た、例えばレーザ穿孔又は機械的スクライビングのような公知の方法で形成することがで
きる。当業者は、デバイスの他の従来通りの製作段階についても同様に精通しているであ
ろう。さらに、上に記載した特許及び他の文献はさらに、この型の複数のデバイスを含む
モジュールの製造に関して、さらに詳細を示している。
【００６８】
　本発明を詳細に説明しかつ例示してきたが、本説明は、本発明の異なる実施形態の実施
例を開示するものであり、示した実施例又は例示に限定することを意図するものではない
ことをはっきりと理解されたい。従って、当業者は、本発明の特許請求した発明概念の技
術思想及び技術的範囲から逸脱することなく、種々の修正、改造及び変更に想到すること
ができる。上述した特許、特許出願、論文及び図書の全ては、参考文献として本明細書に
組み入れている。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の１つの実施形態による光起電力デバイスの構造を示す概略断面図。
【図２】本発明の別の実施形態による光起電力デバイスの構造を示す概略断面図。
【図３】本発明のさらに別の実施形態による光起電力デバイスの構造を示す概略断面図。
【符号の説明】
【００７０】
　１０　基板
　１２　基板の前面
　１４　基板の背面
　１６　第１のアモルファスシリコン層
　１８　透明膜／層
　２０　層１８の上面
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　２２　第２のアモルファス半導体層
　２４　第２のアモルファス層の領域
　２６　第２のアモルファス層の領域
　２８　電極層
　３０　金属接点層
　３２　第３のアモルファス半導体層
　３４　半導体層３２の領域
　３６　半導体層３２の領域
　３８　電極層
　４０　金属接点層
　４２　溝
　５０　組成傾斜アモルファス半導体層
　５２　層５０の領域
　５４　層５０の領域
　５６　透明層
　６０　テクスチャ加工特徴形状部

【図１】
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【図２】

【図３】
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