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(57)【要約】
半導体素子を形成するための方法は、テクスチャード加
工されたテンプレートを提供するステップと、テクスチ
ャード加工されたテンプレート上に緩衝層を形成するス
テップと、緩衝層上に基板層を形成するステップと、テ
クスチャード加工されたテンプレートを除去し、それに
より緩衝層の表面を露出させるステップと、緩衝層の露
出面上に半導体層を形成するステップとを含む。種々の
実施形態では、半導体構造は、実質的にテクスチャード
加工されていない基板層と、基板層上に配置されたテク
スチャード加工された緩衝層と、テクスチャード加工さ
れた緩衝層上に配置された半導体層とを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体素子を形成するための方法であって、該方法は、
　テクスチャード加工されたテンプレートを提供することと、
　該テクスチャード加工されたテンプレート上に緩衝層を形成することと、
　該緩衝層上に基板層を形成することと、
　該テクスチャード加工されたテンプレートを除去し、それにより、該緩衝層の表面を露
出させることと、
　該緩衝層の露出面上に半導体層を形成することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記緩衝層の形成中、該緩衝層は、前記テクスチャード加工されたテンプレートのテク
スチャを受け継ぐ、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記テクスチャは、前記緩衝層の前記露出面上に出現する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記緩衝層を形成する前に、前記テクスチャード加工されたテンプレート上に犠牲層を
形成することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記犠牲層の形成中、該犠牲層は、前記テクスチャード加工されたテンプレートの前記
テクスチャを受け継ぐ、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記テクスチャード加工されたテンプレートの除去中に、前記犠牲層を除去することを
さらに含む、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記犠牲層は、Ｐｄを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記基板層を形成する前に、前記緩衝層上に絶縁層を形成することをさらに含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記絶縁層は、酸化物を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記基板層を形成する前に、前記緩衝層上に拡散障壁を形成することをさらに含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記拡散障壁は、前記テクスチャード加工されたテンプレートの前記テクスチャを実質
的に含まない、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記拡散障壁は、Ｗ、Ｒｅ、酸化物、または窒化物のうちの少なくとも１つを含む、請
求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記拡散障壁は、Ｗを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記基板層は、Ｗ、Ｍｏ、金属合金、セラミック、またはガラスのうちの少なくとも１
つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記基板層は、約３５０℃を上回る温度でのＡｓ含有相またはＳｉ含有相のうちの少な
くとも１つの形成に実質的に影響されない材料を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記基板層は、前記テクスチャード加工されたテンプレートの前記テクスチャを実質的
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に含まない、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記半導体層は、Ｓｉ、Ｇｅ、またはＩｎＧａＡｓのうちの少なくとも１つを含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記基板層の熱膨張係数は、前記半導体層の熱膨張係数と実質的に一致する、請求項１
に記載の方法。
【請求項１９】
　前記緩衝層は、Ｃｒ、酸化物、または窒化物のうちの少なくとも１つを含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項２０】
　前記テクスチャード加工されたテンプレートは、Ｃｕ、Ｎｉ、またはＣｕ－Ｎｉ合金の
うちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　前記半導体層は、ｐ－ｎ接合部またはｐ－ｉ－ｎ接合部のうちの少なくとも１つを含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　前記半導体層上に半導体素子を形成することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記半導体素子は、ＧａＡｓ、ＡｌＧａＡｓ、ＩｎＧａＰ、ＩｎＧａＡｓＮ、ＩｎＧａ
ＡｓＰ、ＩｎＰ、ＡｌＩｎＡｓ、またはＩｎＧａＡｓのうちの少なくとも１つを含む、請
求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記半導体素子は、光起電力電池、発光ダイオード、またはレーザのうちの少なくとも
１つを含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　前記基板層は、前記半導体素子のためのバック接点として機能する、請求項２２に記載
の方法。
【請求項２６】
　半導体構造であって、
　実質的にテクスチャード加工されていない基板層と、
　該基板層上に配置された、テクスチャード加工された緩衝層と、
　該テクスチャード加工された緩衝層上に配置された、半導体層と
　を含む、半導体構造。
【請求項２７】
　前記テクスチャード加工された緩衝層の粒径は、約２５μｍを上回る、請求項２６に記
載の半導体構造。
【請求項２８】
　前記テクスチャード加工された緩衝層は、金属または金属合金を含む、請求項２６に記
載の半導体構造。
【請求項２９】
　前記テクスチャード加工された緩衝層は、Ｃｒを含む、請求項２８に記載の半導体構造
。
【請求項３０】
　前記テクスチャード加工された緩衝層は、酸化物または窒化物のうちの少なくとも１つ
を含む、請求項２６に記載の半導体構造。
【請求項３１】
　前記基板層と前記テクスチャード加工された緩衝層との間に配置された、拡散障壁をさ
らに含む、請求項２６に記載の半導体構造。
【請求項３２】
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　前記拡散障壁は、金属または金属合金を含む、請求項３１に記載の半導体構造。
【請求項３３】
　前記拡散障壁は、ＷまたはＲｅのうちの少なくとも１つを含む、請求項３２に記載の半
導体構造。
【請求項３４】
　前記拡散障壁は、酸化物または窒化物のうちの少なくとも１つを含む、請求項３１に記
載の半導体構造。
【請求項３５】
　前記基板層と前記テクスチャード加工された緩衝層との間に配置された、絶縁層をさら
に含む、請求項２６に記載の半導体構造。
【請求項３６】
　前記絶縁層は、酸化物を含む、請求項３５に記載の半導体構造。
【請求項３７】
　前記基板層は、Ｗ、Ｍｏ、金属合金、セラミック、またはガラスのうちの少なくとも１
つを含む、請求項２６に記載の半導体構造。
【請求項３８】
　前記基板層の熱膨張係数は、前記半導体層の熱膨張係数と実質的に一致する、請求項２
６に記載の半導体構造。
【請求項３９】
　前記半導体層上に配置された半導体素子をさらに含む、請求項２６に記載の半導体構造
。
【請求項４０】
　前記半導体素子は、光起電力電池、発光ダイオード、またはレーザのうちの少なくとも
１つを含む、請求項３９に記載の半導体構造。
【請求項４１】
前記半導体素子は、ＧａＡｓ、ＡｌＧａＡｓ、ＩｎＧａＰ、ＩｎＧａＡｓＮ、ＩｎＧａＡ
ｓＰ、ＩｎＰ、ＡｌＩｎＡｓ、またはＩｎＧａＡｓのうちの少なくとも１つを含む、請求
項３９に記載の半導体構造。
【請求項４２】
　半導体素子であって、
　実質的にテクスチャード加工されていないフレキシブル基板層と、
　該基板層上に配置された、複数のテクスチャード加工された半導体接合部と
　を含む、半導体素子。
【請求項４３】
　前記基板層と前記複数の半導体接合部との間に配置された、テクスチャード加工された
緩衝層をさらに含む、請求項４２に記載の半導体素子。
【請求項４４】
　前記基板層と前記複数の半導体接合部との間に配置された、絶縁層をさらに含む、請求
項４２に記載の半導体素子。
【請求項４５】
　前記複数の半導体接合部は、約１５％を上回るエネルギー変換効率を有する光起電力電
池を形成する、請求項４２に記載の半導体素子。
【請求項４６】
　前記半導体接合部の各々の粒径は、約２５μｍを上回る、請求項４２に記載の半導体素
子。
【請求項４７】
　構造であって、
　第１の金属を含む、テクスチャード加工されたテンプレートと、
　該テクスチャード加工されたテンプレート上に配置された緩衝層であって、該緩衝層は
、該第１の金属とは異なる第２の金属を含む、緩衝層と、
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　該緩衝層上に配置された、実質的にテクスチャード加工されていない基板層であって、
該基板層は、セラミック、ガラス、または該第１および第２の金属の両方とは異なる第３
の金属のうちの少なくとも１つを含む、基板層と
　を含む、構造。
【請求項４８】
　前記緩衝層のテクスチャは、前記テクスチャード加工されたテンプレートの前記テクス
チャと実質的に一致する、請求項４７に記載の構造。
【請求項４９】
　前記基板層は、約３５０℃を上回る温度でのＡｓ含有相またはＳｉ含有相のうちの少な
くとも１つの形成に実質的に影響されない材料を含み、前記テクスチャード加工されたテ
ンプレートは、約３５０℃を上回る温度でＡｓ含有相またはＳｉ含有相のうちの少なくと
も１つを形成する材料を含む、請求項４７に記載の構造。
【請求項５０】
　前記緩衝層と前記基板層との間に配置された、実質的にテクスチャード加工されていな
い拡散障壁をさらに備え、該散層は、酸化物、窒化物、または前記第１、第２、および第
３の金属とは異なる第４の金属のうちの少なくとも１つを含む、請求項４７に記載の構造
。
【請求項５１】
　前記テクスチャード加工されたテンプレートと前記緩衝層との間に配置された、Ｐｄを
含むテクスチャード加工された犠牲層をさらに備える、請求項４７に記載の構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、２００７年１１月２日に出願された米国仮特許出願第６０／９８４，７９６
号の優先権と利益を主張し、その全体が本明細書に参考として援用される。
【０００２】
　（技術分野）
　種々の実施形態では、本発明は、光起電力構造および素子に関し、特に、薄膜光起電力
技術に関する。
【背景技術】
【０００３】
　（背景）
　代替エネルギーおよびフラットパネルディスプレイ市場の両者は、その上に高結晶質の
半導体薄膜を産生するための、高品質なフレキシブル基板を必要としている。
【０００４】
　現在の太陽電池（すなわち、光電池）市場は、数１０年間実質的に変化していない技術
に依存している。市場の９０％以上に、１２～２０％の平均変換効率を持つ単結晶または
多結晶の結晶シリコン（Ｓｉ）が普及している。高コストな生産方法および半導体電子産
業との競争による原料の高需要のために、結晶性Ｓｉ素子のコストは高い。また、Ｓｉ素
子は、これらの効率を達成するためには相当に厚くなければならず、かなりの量の材料を
消費している。市場の残りの１０％には、安価で生産できるが、エネルギー変換効率は１
０％を下回る、アモルファスＳｉ、ＣｄＴｅ、または銅－インジウム－ガリウム－セレン
化物（「ＣＩＧＳ」）を土台とする、薄膜基板が広く普及している。アモルファスＳｉ効
率はまた、経時劣化する。
【０００５】
　ＧａＡｓ等のＩＩＩ－Ｖ族半導体を土台とした薄膜多接合素子には、３０％を超える高
い変換効率が実証されている。しかしながら、これらの素子は、コストが１平方メートル
あたり＄１０，０００を超える単結晶ゲルマニウム（Ｇｅ）またはＧａＡｓウエハ上に好
都合に成長されるため、これらの生産コストは非常に高い。
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【０００６】
　新興の低コストの光電池技術には、リボンで成長させたＳｉ、高分子／有機膜、および
ナノテクノロジーに基づいたアプローチを含む。これらの新規のソリューションのいずれ
も、生産量の増大、効率性の拡大、および生成ワットあたりのコスト低下に対する市場の
ニーズに完全に対処していない。
【０００７】
　高効率半導体膜（例えば、ＩＩＩ－Ｖ族半導体膜）の成長のための有用な基板は、好ま
しくは、はるかに低いコストで、より広い領域に、低欠陥膜（単結晶ウエハ上に形成され
るものに類似する）の成長を可能にする。フレキシビリティは有用な属性である。基板は
また、好ましくは、半導体関連製品および半導体処理環境の両者と化学的互換性がある。
これらの大変な労力を要する属性は、この用途に対して効率的に使用され得る材料の数を
制限する。
【０００８】
　純金属における単結晶品質に近似する、結晶方位（例えば、「２軸テクスチャ」）を持
つ多結晶金属を産生する能力は、１９４０年代から周知である。そのようなテクスチャ制
御の実用化は、缶の製造を増進するテクスチャを持つアルミニウムシートの製造を含んで
いる。しかしながら、シート材料の特性は、テクスチャがない場合の方がより等方性であ
るため、シート材料の商業用途のほとんどは、テクスチャを敬遠する。
【０００９】
　面心立方（ｆｃｃ）金属、いくつかの体心立方（ｂｃｃ）金属、およびｆｃｃ金属を土
台とするいくつかの合金は、これらが周知のロール変形および焼きなまし処理を使用して
２軸テクスチャード加工され得るため、基板材料として有用であり得る。ｆｃｃ金属およ
び合金における周知のテクスチャは、基板の結晶粒の各々のｃ軸が、基板表面に実質的に
垂直であり、ａ軸が主として長さ方向に沿って整列する、「立方体テクスチャ」である。
制御された圧延および焼きなまし処理において、これらの変形－テクスチャード加工され
た金属は、単結晶のそれに近似する２軸テクスチャを所有し得る。
【００１０】
　ニッケル（Ｎｉ）は、圧延および焼きなまし処理を使用して、明確な立方体テクスチャ
を持つ薄箔が製造され得るｆｃｃ金属の１つである。先行技術は、酸化ニッケルが安定で
ない条件下を使用して酸化物中間層が２軸テクスチャード加工されたＮｉ表面上に蒸着さ
れ得ることを示しているが、中間層（例えば、ＣｅＯ２またはＹ２Ｏ３）が安定である場
合、酸化物が下層のＮｉ箔のテクスチャを受け継ぐことを可能にし、すなわち、その上に
エピタキシャルを形成する。優良な２軸テクスチャを達成するために必要な高純度Ｎｉは
高価であり、Ｎｉは、立方体テクスチャを形成するために使用される、通常のアニーリン
グ熱処理の後には、機械的に脆弱である。
【００１１】
　これらの理由により、Ｎｉ合金および他の合金が、より堅固な、非磁性２軸テクスチャ
ード加工された箔を作るために開発されてきた。これらの合金は、しばしば、微量制御さ
れた少量のタングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、バナジウム（Ｖ）、またはクロム
（Ｃｒ）等の合金元素を含有する。比較的純粋な銅（Ｃｕ）もまた、高品質立方体テクス
チャを製造するために加工され得る。比較的低い酸素含有量および比較的低い置換型およ
び侵入型要素の含有量を有する、商用グレードのＣｕは、特に実用性がある。また、先行
技術は、広範なＮｉ－Ｃｕ合金もまた、高品質立方体テクスチャを製造するために加工さ
れ得るということを示している。
【００１２】
　金属、酸化物および窒化物等の他の材料のエピタキシャル膜は、２軸テクスチャード加
工された箔上に成長させられ得る。本願において使用される「エピタキシャル」とは、蒸
着された膜の結晶方位が、下層のテンプレートの結晶方位に由来し、直接関連するという
ことを意味する。
【００１３】
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　残念ながら、既存の変形－テクスチャード加工された箔のアプローチは、例えば、Ｓｉ
、Ｇｅ、ＧａＡｓ、ＩｎＰ、および関連する合金および化合物等の、高性能の光学素子お
よび光電池素子のために必要な半導体膜の蒸着について、しばしば商業的に実現可能でな
い。ＣｕまたはＣｕ－Ｎｉ合金でテクスチャード加工された箔を利用した、有望なアプロ
ーチは、特許文献１に記載されており、その開示全体が本明細書に参考として援用される
。しかしながら、そのような箔は、従来の半導体加工と互換性がない場合がある。Ｃｕお
よびＮｉの両方は、約３５０℃を超える通常の処理温度でＡｓまたはＳｉを含有するガス
に曝露すると、砒化物およびケイ化物の相を形成する。これらの相の形成は、著しい容量
の増加を引き起こし、箔を脆化させ、引き続く工程およびほとんどの用途について、箔を
おおむね使用不能にする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００７／００４４８３２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　ゆえに、超電導体用途について、２軸テクスチャード加工された箔の使用における相当
の進歩があった一方で、光学素子、光電子素子、および光起電力技術等の、非超電導材料
および用途のための工程および構造が必要である。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　（概要）
　従来の薄膜光電池プラットフォームおよび製作工程の前述の制限は、本願では、緩衝層
がそこからテクスチャを「受け継いだ」後であるが、半導体層の形成の前に、高度にテク
スチャード加工されたテンプレート層を除去することにより対応している。それによりテ
ンプレート層は、引き続く高品質半導体関連製品および素子の製作に適したテクスチャを
作成するために利用されるが、テンプレート層を脆化させる傾向のある処理に曝露される
前に除去される。
【００１７】
　一局面では、本発明の実施形態は、半導体素子を形成する方法を特徴とする。本方法は
、テクスチャード加工されたテンプレートを提供するステップと、テクスチャード加工さ
れたテンプレート上に緩衝層を形成するステップと、緩衝層上に基板層を形成するステッ
プと、テクスチャード加工されたテンプレートを除去する（それにより緩衝層の表面を露
出する）ステップと、緩衝層の露出面上に半導体層を形成するステップとを含む。緩衝層
の形成中、緩衝層は、テクスチャード加工されたテンプレートのテクスチャ（テクスチャ
が露出面上に現れるように）を受け継いでもよい。Ｐｄを含むか、または本質的にそれか
ら成ってもよい犠牲層は、緩衝層を形成する前に、テクスチャード加工されたテンプレー
ト上に形成されてもよい。犠牲層の形成中、犠牲層は、テクスチャード加工されたテンプ
レートのテクスチャを受け継いでもよい。犠牲層は、テクスチャード加工されたテンプレ
ートの除去時に除去されてもよい。
【００１８】
　本方法は、基板層を形成する前に、緩衝層上に絶縁層を形成するステップを含んでもよ
い。絶縁層は、酸化物を含むか、または本質的にそれから成ってもよく、および／または
アモルファスであってもよい。テクスチャード加工されたテンプレートのテクスチャを実
質的に含まなくてもよい拡散障壁が、基板層を形成する前に、緩衝層上に形成されてもよ
い。拡散障壁は、ＷまたはＲｅ等の金属または合金を含むか、または本質的にそれらから
成ってもよく、および／または酸化物または窒化物を含むか、または本質的にそれらから
成ってもよい。拡散障壁は、Ｗを含むか、または本質的にそれらから成ってもよい。
【００１９】
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　基板層は、Ｗ、Ｍｏ、金属合金、セラミック、またはガラスのうちの少なくとも１つを
含むか、または本質的にそれらから成ってもよい。基板層は、約３５０℃を上回る温度で
のＡｓ含有相および／またはＳｉ含有相の形成に実質的に影響されない材料を含むか、ま
たは本質的にその材料から成ってもよい。基板層は、テクスチャード加工されたテンプレ
ートのテクスチャを実質的に含まなくてもよい。半導体層は、Ｓｉ、Ｇｅ、またはＩｎＧ
ａＡｓのうちの少なくとも１つを含むか、または本質的にそれらから成ってもよい。基板
層の熱膨張係数は、半導体層の熱膨張係数と実質的に一致してもよい。緩衝層は、Ｃｒ、
酸化物、または窒化物のうちの少なくとも１つを含むか、または本質的にそれらから成っ
てもよい。テクスチャード加工されたテンプレートは、Ｃｕ、Ｎｉ、またはＣｕ－Ｎｉ合
金のうちの少なくとも１つを含むか、または本質的にそれらから成ってもよい。
【００２０】
　半導体層は、ｐ－ｎ結合またはｐ－ｉ－ｎ結合のうちの少なくとも１つを含むか、また
は本質的にそれらから成ってもよく、半導体素子は、半導体層上に形成されてもよい。半
導体素子は、ＧａＡｓ、ＡｌＧａＡｓ、ＩｎＧａＰ、ＩｎＧａＡｓＮ、ＩｎＧａＡｓＰ、
ＩｎＰ、ＡｌＩｎＡｓ、ＩｎＧａＡｓ、または合金またはその混合物のうちの少なくとも
１つを含むか、または本質的にそれらから成ってもよい。半導体素子は、光起電力電池、
発光ダイオード、またはレーザのうちの少なくとも１つを含んでもよい。基板層は、半導
体素子のためのバック接点として機能してもよい。
【００２１】
　別の局面では、本発明の実施形態は、実質的にテクスチャード加工されていない基板層
、基板層上に配置されたテクスチャード加工された緩衝層、およびテクスチャード加工さ
れた緩衝層上に配置された半導体層を含む半導体構造を特徴とする。テクスチャード加工
された緩衝層および／または半導体層の粒径は、約２５μｍを上回ってもよい。テクスチ
ャード加工された緩衝層は、金属または金属合金、例えば、Ｃｒを含むか、または本質的
にそれから成ってもよい。テクスチャード加工された緩衝層は、酸化物または窒化物のう
ちの少なくとも１つを含むか、または本質的にそれらから成ってもよい。
【００２２】
　構造は、基板層とテクスチャード加工された緩衝層との間に配置された拡散障壁を含ん
でもよい。拡散障壁は、金属または金属合金、例えば、ＷまたはＲｅのうちの少なくとも
１つを含むか、または本質的にそれらから成ってもよい。拡散障壁は、酸化物または窒化
物のうちの少なくとも１つを含むか、または本質的にそれらから成ってもよい。
【００２３】
　構造は、基板層とテクスチャード加工された緩衝層との間に配置された絶縁層を含んで
もよい。絶縁層は、酸化物を含むか、または本質的それらから成ってもよく、およびアモ
ルファスであってもよい。基板層は、Ｗ、Ｍｏ、金属合金、セラミック、またはガラスの
うちの少なくとも１つを含むか、または本質的にそれらから成ってもよい。基板層の熱膨
張係数は、半導体層の熱膨張係数と実質的に一致してもよい。
【００２４】
　構造は、半導体層上に配置された半導体素子を含んでもよい。半導体素子は、光起電力
電池、発光ダイオード、またはレーザのうちの少なくとも１つを含むか、または本質的に
それらから成ってもよい。半導体素子は、ＧａＡｓ、ＡｌＧａＡｓ、ＩｎＧａＰ、ＩｎＧ
ａＡｓＮ、ＩｎＧａＡｓＰ、ＩｎＰ、ＡｌＩｎＡｓ、ＩｎＧａＡｓ、または合金またはそ
の混合物のうちの少なくとも１つを含むか、または本質的にそれらから成ってもよい。
【００２５】
　また別の局面では、本発明の実施形態は、実質的にテクスチャード加工されていないフ
レキシブル基板層および基板層上に配置された複数のテクスチャード加工された半導体接
合部を含む半導体素子を特徴とする。本素子は、テクスチャード加工された緩衝層および
／または基板層と複数の半導体接合部との間に配置された絶縁層を含んでもよい。複数の
半導体接合部は、約１５％を上回るまたは約２０％を上回るエネルギー変換効率を有する
光起電力電池を形成してもよい。半導体接合部の各々の粒径は、約２５μｍより大きくて
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もよい。
【００２６】
　別の局面では、本発明の実施形態は、それ自身が、第１の金属（または金属合金）と、
第１の金属（または金属合金）とは異なる第２の金属（または金属合金）を含むか、また
は本質的にそれから成る、テクスチャード加工されたテンプレート上に配置された緩衝層
と、セラミック、ガラス、または第１および第２の金属の両方ともと異なる（または金属
合金）第３の金属（または金属合金）のうちの少なくとも１つを含むか、または本質的に
それらから成る、緩衝層上に配置された、実質的にテクスチャード加工されていない基板
層とを含むか、または本質的にそれらから成る、テクスチャード加工されたテンプレート
を含む構造を特徴とする。緩衝層のテクスチャは、テクスチャード加工されたテンプレー
トのテクスチャと実質的に一致してもよい。基板層は、約３５０℃を上回る温度でのＡｓ
含有相および／またはＳｉ含有相の形成に実質的に影響されない材料を含むか、または本
質的にそれらの材料から成ってもよい。テクスチャード加工されたテンプレートは、約３
５０℃を上回る温度でＡｓ含有相および／またはＳｉ含有相を形成する材料を含むか、ま
たは本質的にそれらの材料から成ってもよい。
【００２７】
　構造は、緩衝層と基板層との間に配置された実質的にテクスチャード加工されていない
拡散障壁を含んでもよい。拡散層は、酸化物、窒化物、または第１、第２、および第３の
金属（または金属合金）とは異なる第４の金属（または金属合金）のうちの少なくとも１
つを含むか、または本質的にそれらから成ってもよい。構造は、テクスチャード加工され
た犠牲層を含んでもよい。第１、第２、第３、第４の金属（または金属合金）とは異なる
、例えば、テクスチャード加工されたテンプレートと緩衝層との間に配置されたＰｄ等の
、第４の金属（または金属合金）を含むか、本質的にそれらから成ってもよい。
【００２８】
　これらのおよび他の目的は、本願に開示される本発明の利点および特徴とあわせて、以
下の説明、添付の図面、および請求項への参照を通じてより明確となろう。さらに、本願
に記載される種々の実施形態の特徴は、相互排他的でなく、種々の組み合わせおよび順序
で存在し得るということを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
　図面において、異なる図を通して同様の参照文字は、概して同一の部分を指す。また、
図面は、原寸どおりであるとは限らず、その代わり、本発明の原則を説明する際に、強調
が概して施される。以下の説明において、本発明の種々の実施形態は、以下の図面を参照
して説明される。
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の種々の実施形態に従う、テクスチャード加工されたテンプ
レート上に形成された、例示的構造の概念的断面図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、テクスチャード加工されたテンプレートの除去後の、図１Ａの構造
の概念図である。
【図２】図２～図４は、本発明の種々の実施形態に従う、さらなる蒸着および処理後の、
図１Ｂの構造の概念図である。
【図３】図２～図４は、本発明の種々の実施形態に従う、さらなる蒸着および処理後の、
図１Ｂの構造の概念図である。
【図４】図２～図４は、本発明の種々の実施形態に従う、さらなる蒸着および処理後の、
図１Ｂの構造の概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　（詳細な説明）
　本発明の実施形態における使用に適したテンプレートは、既知のおよび予期される半導
体関連製品と、特に化合物半導体（例えば、ＩＩＩ－Ｖ族半導体関連製品）と化学的互換
性があり、格子整合した、結晶学的志向の材料層を含む。本願において使用される場合、
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「格子整合した」とは、層または材料が、一方の層（例えば、緩衝）の他の層（例えば、
テンプレート）上への制御されたテクスチャを持つエピタキシャル成長を可能にする、相
対的格子面間隔と、引き続く高品質半導体関連製品および／または高効率半導体素子の統
合を可能にするための、許容できるレベルの欠陥とを有すること指す。金属膜について、
格子整合は、格子面間隔において約１０％以内の、好ましくは、約５％以内の、より好ま
しくは、約２％以内の相対的差異であってもよい。格子面間隔は、当該技術分野において
一般的に定義されるように、材料の単位セル格子定数を、または格子定数を参照して定義
されることができる別の原子間隔を指す場合がある。例えば、材料の格子定数は、立方結
晶表面の対角線（これは格子定数の約１．４１４倍に等しい）によって画定される格子面
間隔と格子整合されてもよい。さらに、別の材料のほぼ整数倍（繰り返すが、約１０％、
約５％、または約２％以内）の格子定数（または他の格子面間隔）を有する材料もまた、
「格子整合した」と見なされてもよい。例えば、第２の材料の２倍の格子面間隔を有する
材料は、第２の材料の原子１つおきに、おおよその格子記録を達成する。整合に必要な程
度は、考慮されている材料の種類によって異なる。例えば、高品質半導体層は、別の金属
層の上に蒸着された金属層よりも、下位層とのより近接した格子整合を必要とする。格子
整合の非制限例は、約３％以内で整合する、Ｃｒの立方体－面の対角線およびＧｅの立方
体－面の対角線の２分の１に加えて、約８％以内で整合するＣｒおよびパラジウム（Ｐｄ
）を含む。
【００３１】
　「化学的互換性」は、本願において使用される場合、材料が、半導体処理環境で敏感に
反応しない、および好ましくは、その上に統合される半導体関連製品と（少なくとも本願
において考えられる処理温度で）反応性でなくおよび反応せず、またはこれを汚染しない
ということを意味する。さらに、反応が起きた場合でも、化学的互換性のある材料は、半
導体の品質または性能を劣化させる程度までは、半導体と反応しないものとする。化学的
互換性の一非制限例として、ＧｅおよびＣｒは、反応してＧｅＣｒ化合物を形成してもよ
いが、この化合物は安定であり、ＧｅまたはＧｅ上に形成される他の半導体のどちらの性
能にも影響しない。
【００３２】
　本願において使用される「テクスチャ」とは、厚み全体を伸長しない表面の単なるトポ
ロジーとは対照的に、材料の層の厚みを通して伸長する、画定された結晶方位を指す。本
願において使用される「２軸」とは、膜の表面に垂直な配向および膜平面内の配向の両方
と近位に配列する、基板または膜の中の結晶粒を指す。２軸テクスチャリングは、半導体
膜における点欠陥および線欠陥の量の低い製造、および高角粒界のキャリア捕獲効果を最
小限にすることを可能にする。これは、通常の素子の作業条件での、これらの膜における
非常に高い電流密度を可能にする。本願において使用される場合「テクスチャード加工さ
れていない」とは、例えば、ランダムに配向した結晶粒を有するか、アモルファスである
材料等の、テクスチャの欠如した（上記で定義されるとおり）材料を指す。
【００３３】
　図１Ａを参照すると、テクスチャード加工されたテンプレート１００は、従来技術で周
知の例えば、変形圧延および焼きなまし処理によって提供される。テクスチャード加工さ
れたテンプレート１００は、薄箔の形であってもよく、約１０マイクロメータ（μｍ）と
約１００μｍとの間の、例えば、約２５μｍの厚みを有してもよい。テクスチャード加工
されたテンプレート１００の表面は、例えば、鏡のような滑らかさまで研磨されてもよい
。テクスチャード加工されたテンプレート１００は、例えば、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｃｕ合金、お
よび／またはＮｉ合金等の金属または金属合金を含むか、または本質的にそれらから成っ
てもよい。テクスチャード加工されたテンプレート１００は、例えば、立方体テクスチャ
等の２軸テクスチャ等の、画定されたテクスチャを有する。好ましくは、テクスチャード
加工されたテンプレート１００は、Ｘ線回折極点図分析によって測定されると、約１０度
未満、および好ましくは、約５度未満に広がる、半値全幅（ＦＷＨＭ）テクスチャを示す
。いくつかの実施形態では、テクスチャード加工されたテンプレート１００は、約２５μ
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ｍを上回る、好ましくは、約５０μｍを上回る、およびさらに好ましくは、約１００μｍ
を上回る粒径を有する。テクスチャード加工されたテンプレート１００は、Ｇｅ、Ｓｉ等
の半導体関連製品と、および約３５０℃を超える通常の処理温度で、ＩＩＩ－Ｖ族半導体
との化学的互換性がなくてもよい。ある実施形態では、テクスチャード加工されたテンプ
レート１００は、先駆物質またはＡｓおよび／またはＳｉを含有する他の材料に曝露され
ると、約３５０℃を上回る温度でＡｓ含有相および／またはＳｉ含有相を形成する材料を
含むか、または本質的にそれらから成る。
【００３４】
　任意に、犠牲層１１０は、テクスチャード加工されたテンプレート１００上に形成され
る。犠牲層１１０は、金属または金属合金、例えば、Ｐｄ、プラチナ（Ｐｔ）、アルミニ
ウム（Ａｌ）、または銀（Ａｇ）を含むか、または本質的にから成ってもよく、または、
テクスチャード加工されたテンプレート１００と緩衝層１２０との間に向上した格子整合
を可能にする（以下に記載される）、例えば、その間に格子面間隔を有する材料等の、元
素または化合物を含むか、または本質的にそれらから成ってもよい。犠牲層１１０は、例
えば、蒸発、スパッタリング、化学気相蒸着、原子層蒸着、分子線エピタキシー、有機金
属蒸着等の蒸着によって、または電気めっき等の電気化学的手段（電極の有無に関わらず
）によって形成されてもよい。形成中、犠牲層１１０は、テクスチャード加工されたテン
プレート１００のテクスチャを「受け継ぐ」、すなわち、そのような原子記録によって、
その厚みを通じてテクスチャを複製する。下位のテクスチャの「継承」は、例えば、実質
的にテクスチャード加工されていない基板上に、イオンビームを使用した蒸着を介して形
成された層と比較した際に、層の厚みを通じて上位のテクスチャを提供してもよい（幅の
小さいテクスチャリングおよび小さい結晶粒（すなわち、サイズが１μｍ未満）がそのよ
うな層を発現することができるが、これらは概して、その全体の厚みを通した一貫したテ
クスチャリングに欠ける）。犠牲層１１０の形成は、イオンビームを使用せずに実施され
てもよい。テクスチャード加工されたテンプレート１００の次工程中に、犠牲層１１０は
、テクスチャード加工されたテンプレート１００と実質的に反応するか、拡散してもよい
。犠牲層は、例えば、約２００ｎｍ未満、例えば、約１００ｎｍ未満、または約５０ｎｍ
未満の厚みを有してもよい。
【００３５】
　緩衝層１２０は、テクスチャード加工されたテンプレート１００上および任意的な犠牲
層１１０上に形成される。緩衝層１２０は、金属または金属合金、例えば、Ｃｒを含むか
、または本質的にそれから成ってもよく、または、窒化物または酸化物を含むか、または
本質的にそれらから成ってもよい。そのような酸化物は、本質的に酸素を含む化合物およ
び例えば、Ｓｉ等の少なくとも１つの非金属要素であってもよい。緩衝層１２０は、例え
ば、約１００ｎｍ～約５００ｎｍ、の間の、例えば、約２００ｎｍの厚みを有してもよい
。緩衝層１２０は、例えば、蒸発、スパッタリング、化学気相蒸着、原子層蒸着、分子線
エピタキシー、有機金属蒸着等の蒸着によって、または電気めっき等の電気化学的手段（
電極の有無に関わらず）によって形成されてもよい。形成中、緩衝層１２０は、テクスチ
ャード加工されたテンプレート１００のテクスチャを受け継ぐ。緩衝層１２０は、イオン
ビームを使用せずに提供されてもよい。いくつかの実施形態では、複数の緩衝層１２０が
、テクスチャード加工されたテンプレート１００上に形成され得る。
【００３６】
　任意的な拡散障壁１３０は、緩衝層１２０上に形成される。拡散障壁１３０は、実質的
に非エピタキシャルで形成されてもよく、ゆえに、緩衝層のテクスチャ１２０およびテク
スチャード加工されたテンプレート１００を実質的に欠く。拡散障壁１３０は、例えば、
Ｗまたはレニウム（Ｒｅ）等の金属または金属合金を含むか、または本質的にそれらから
成ってもよく、または、例えば、本質的に酸素およびＳｉ等の少なくとも１つの非金属要
素から成る化合物等の窒化物または酸化物を含むか、または本質的にそれらから成っても
よい。拡散障壁１３０は、基板層１４０と半導体関連製品および素子上に形成される緩衝
層１２０との間の、すべての相互拡散または反応を実質的に妨げる（以下にさらに記載さ
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れる）。
【００３７】
　拡散障壁１３０に加えて、またはその代わりに、絶縁層（図示せず）、例えば、誘電体
または他の電気絶縁体が、緩衝層１２０上に形成されてもよい。絶縁層は、アモルファス
であってもよく、および、例えば、本質的に酸素およびＳｉ等の少なくとも１つの非金属
要素から成る化合物等の酸化物を含むか、または本質的にそれらから成ってもよい。一実
施形態では、絶縁層は、窒化物または酸化アルミニウムを含むか、または本質的にそれら
から成ってもよい。絶縁層は、例えば、蒸発、スパッタリング、化学気相蒸着、原子層蒸
着、分子線エピタキシー等の蒸着によって形成されてもよく、イオンビームを使用せずに
形成されてもよい。絶縁層は、基板層１４０と続いて形成される半導体関連製品および素
子（以下にさらに記載されるように）との間に、電気絶縁を提供してもよい。
【００３８】
　基板層１４０は、緩衝層１２０上および任意的な拡散障壁１３０（および／または存在
する場合は絶縁層）上に形成される。基板層１４０は、テクスチャード加工されたテンプ
レート１００の除去後に（以下にさらに記載されるように）、半導体関連製品および素子
上に形成される緩衝層１２０に、構造支援を提供し、好ましくは、Ｇｅ、Ｓｉ、および約
３５０℃を超える通常の処理温度でＩＩＩ－Ｖ族半導体等の半導体関連製品と化学的互換
性がある。好ましい実施形態では、基板層１４０は、約３５０℃を上回る温度でＡｓ含有
相および／またはＳｉ含有相の形成に実質的に影響されない材料を含むか、または本質的
にそれらから成る。基板層１４０は、実質的に非エピタキシャルで形成されてもよく、ゆ
えに緩衝層のテクスチャ１２０およびテクスチャード加工されたテンプレート１００を実
質的に欠く。したがって、基板層１４０は、従来技術で周知の任意の方法、例えば、真空
蒸着、化学気相蒸着、熱ラミネート、電着、スラリーコーティング、有機金属蒸着、また
はラミネーションによって形成されてもよい。ラミネーションの場合では、例えば、ろう
付け用合金または接着剤等のラミネート用樹脂もまた、化学的互換性があり、任意の引き
続く半導体工程で熱的に安定でなければならない。一実施形態では、基板層１４０は、約
９００℃を上回る温度での電子ビーム状着によって形成される。基板層１４０は、合成物
、セラミック（例えば、アルミナおよび／またはジルコニア）、ガラス、金属合金、また
は例えば、Ｗ、Ｍｏ、および／またはＡｌ等の金属を含むか、または本質的にそれらから
成ってもよい。一実施形態では、基板層１４０は、追加的構造支持のためにより厚いセラ
ミック材料でコーティングされた金属を含むか、または本質的にそれから成る。種々の実
施形態では、基板層１４０はフレキシブルであり、ゆえに非平面構成へと操作されること
ができる。基板層１４０は、例えば、続いて形成される半導体素子のためのバック接点等
の接点として機能することができるように、実質的に導電性であってもよい。基板層１４
０は、例えば、約１μｍ～約０．５ｍｍの間の厚みを有してもよい。
【００３９】
　図ＩＢを参照すると、テクスチャード加工されたテンプレート１００（および存在する
場合は任意的な犠牲層１１０）は除去され、緩衝層１２０の表面１５０を曝露する。テク
スチャード加工されたテンプレート１００は、選択的な工程および／または終点モニタリ
ングによって除去されてもよい。本願で使用される場合、選択的な工程は、表面１５０に
悪影響を及ぼすことなく、実質的にすべてのテクスチャード加工されたテンプレート１０
０を除去し、それにより、表面１５０を、引き続く半導体関連製品および／またはその上
の素子の形成に適したようにする。適した選択的な工程は、例えば、化学エッチング（例
えば、硝酸等の酸による）、電気化学エッチング、プラズマエッチング、イオンビーム照
射、レーザ切断、溶解、および逆バイアススパッタリングを含んでもよい。適した終点モ
ニタリング法は、例えば、表面反射、残留ガス分析、光吸収分光分析、およびテクスチャ
ード加工されたテンプレート１００の実質的に完全な除去を検出することができる従来技
術で周知の他の方法を含んでもよい。任意に、基板層１４０の露出面は、テクスチャード
加工されたテンプレート１００の除去中に、保護層（図示せず）によって損傷または除去
から保護されてもよい。緩衝層のテクスチャ１２０（テクスチャード加工されたテンプレ
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ート１００から受け継いだ）、ゆえに、表面１５０は、テクスチャード加工されたテンプ
レート１００の除去後、実質的に変化しないままとなる。
【００４０】
　図２を参照すると、少なくとも１つの半導体層２００が、緩衝層１２０の表面１５０上
に形成される。緩衝層１２０および半導体層２００は、好ましくは、格子整合しており、
および化学的互換性を持つ。半導体層２００は、ＩＶ族元素または化合物（例えば、Ｓｉ
、Ｇｅ、またはＳｉＧｅ）、またはＩＩＩ－Ｖ族化合物（例えば、Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ、Ａ
ｓ、Ｐ、および／またはＮの組み合わせを含む化合物）の少なくとも１群を含むか、また
は本質的にそれらから成ってもよく、ドープ（すなわち、ｎ型および／またはｐ型ドーパ
ントを含む）されてもよい。好ましい実施形態では、半導体層２００は、少なくともＳｉ
、Ｇｅ、またはＩｎＧａＡｓのうちの１つを含むか、または本質的にそれらから成る。半
導体層２００は、緩衝層のテクスチャ１２０を受け継いでもよく、実質的に結晶学的配向
であってもよく、例えば、（１００）、（１１０）、または（１１１）であってもよい。
半導体層２００は、例えば、化学気相蒸着、原子層蒸着、分子線エピタキシー、液相エピ
タキシー、または析出温度が約２５℃～約７００℃の間の物理的気相成長法等の蒸着によ
って形成されてもよい。半導体層２００の厚みは、約１００ｎｍ～約５μｍの間、例えば
、約２μｍであってもよい。一実施形態では、半導体層２００は、ドープしてそこにｐ－
ｎ結合および／またはｐ－ｉ－ｎ結合を形成する。そのような接合は、引き続き製作され
る半導体素子（以下にさらに記載される）の一部分として機能してもよい。半導体層２０
０は、少なくとも１つのホモ接合または少なくとも１つのヘテロ接合を含むか、または本
質的にそれらから成ってもよい（複数の半導体関連製品を組み込む、例えば、別の材料の
層の間に「挟み込まれる」一材料の量子井戸を形成する）。
【００４１】
　好ましい実施形態では、半導体層２００（および／または続いて形成される半導体関連
製品および素子）および基板層１４０の熱膨張係数は、実質的に一致し、ゆえに、有害な
残留応力および／またはクラックを実質的に含まない、半導体関連製品および素子の製作
を可能にする。本発明の種々の実施形態によれば、実質的に一致する熱膨張係数は、約２
０％未満、好ましくは、約１０－１５％未満、さらに好ましくは、約５％未満の相対的な
差異を有する。例えば、Ｍｏの熱膨張係数は、約４．８×１０－６／℃であり、Ｇｅまた
はＧａＡｓの熱膨張係数（約５．７×１０－６／℃）と約１５％以内で一致する。
【００４２】
　図３を参照すると、本発明の種々の実施形態では、半導体素子３００は、半導体層２０
０上に形成される。半導体素子３００は、光起電力電池（例えば、図４を参照せよ）、発
光ダイオード、レーザ、またはディスプレイを含むか、または本質的にそれらから成って
もよい。半導体素子３００は、ＩＩＩ－Ｖ族化合物（例えば、Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ、Ａｓ、
Ｐ、および／またはＮの組み合わせを含む化合物）を含むか、または本質的にから成って
もよく、ドープ（すなわち、ｎ型および／またはｐ型ドーパントを含む）されてもよい。
一実施形態では、半導体素子３００は、ＧａＡｓ、ＡｌＧａＡｓ、ＩｎＧａＰ、ＩｎＧａ
ＡｓＮ、ＩｎＧａＡｓＰ、ＩｎＰ、ＡｌＩｎＡｓ、またはＩｎＧａＡｓのうちの少なくと
も１つを含むか、または本質的にそれらから成る。半導体素子３００は、ドープしてｐ－
ｎ結合および／またはｐ－ｉ－ｎ結合のうちの少なくとも１つを形成してもよい。図３で
は、境界３１０は、ｐ－ｎ結合またはｐ－ｉ－ｎ接合の真性領域における、ｐ型およびｎ
型のドープ領域のおおよその境界を表す。半導体素子３００は、半導体層２００と格子整
合されてもよく、半導体層２００のテクスチャと実質的に等しいテクスチャを有してもよ
い。半導体素子３００は、少なくとも１つのホモ接合または少なくとも１つのヘテロ接合
を含むか、または本質的にそれらから成ってもよい。
【００４３】
　図４は、半導体層２００上に形成される多接合光起電力電池４００を示す。セル４００
は、複数のｐ－ｎまたはｐ－ｉ－ｎ結合を含み、そのような３つの接合４１０、４２０、
４３０が図４に示される。接合の各々は、異なるバンドギャップを有してもよく、ゆえに
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、接合の各々は、異なる波長の光を吸収し、セル４００の全体の効率を上げる。ｐ－ｉ－
ｎ結合の真性層は、ｐ型ドープ層からｎ型ドープ層（またはその逆）への漏洩電流経路の
形成を実質的に妨げることにより、１つ以上の層における粒界に沿ったセル４００の暗電
流（その中の接合）を低減し得る。セル４００内の半導体関連製品のうちの１つ以上が、
半導体層２００に実質的に格子整合されてもよく、半導体層２００は、ｐ－ｎまたはｐ－
ｉ－ｎ結合を含んでもよい（それゆえに、上述のとおり、素子の有効部分を形成する）。
例えば、金属または透明の導電体（例えばインジウムスズ酸化物等）を含むか、または本
質的にそれらから成ってもよい上部接点４４０は、セル４００への電気接触を可能にする
ために形成されてもよい。基板層１４０は、セル４００へのバック接点として機能しても
よい。基板層１４０上に任意的な絶縁層を含有する構造では、絶縁層は、共通基板層１４
０上に形成される複数の半導体素子３００および／またはセル４００の間に、分離を提供
してもよい。セル４００（および／または他の半導体素子３００）は、一つの太陽が地上
を照明する条件下において、約１５％を上回る、約２０％を上回る、または約３０％を上
回るエネルギー変換効率を示してもよい。素子は、８０％を上回る、単結晶半導体基板上
に製作された実質的に類似の素子のエネルギー変換効率を示してもよい。
【００４４】
　本願に記載された層および／または素子製作工程は、従来のバッチまたは単一ウエハ工
程において、またはロールツーロールの連続または段階的製造法によって実行され得る。
得られる素子は、約１１５ｃｍ２を上回る表面領域を有し得る。ロールツーロール工程は
、工程の各ステップが実施される、または、一連のシステムにおいて、その各々が工程内
のステップのうちの１つ以上を実施する、連続システムにおいて行われてもよい。ロール
ツーロール工程は、犠牲層１１０、緩衝層１２０、拡散層１３０、および１つ以上の半導
体層２００の蒸着を含むか本質的にそれらから成ってもよい。ロールツーロール工程はま
た、テクスチャード加工されたテンプレート１００の除去を含んでもよい。さらに、本発
明の実施形態に従って使用される素子および材料は、実質的に非超電導であってもよい。
【００４５】
　本願において採用される用語および表現は、限定でなく説明の用語および表現として使
用されるものであり、そのような用語および表現の使用において、図示および説明された
特徴のいかなる均等物またはその一部分を排除することを意図するものではない。また、
本発明の一定の実施形態を記載したことにより、本願に開示される概念を組み込んだ他の
実施形態が、本発明の精神および範囲を逸脱することなく使用され得るということは、当
業者には明白となろう。したがって、記載の実施形態は、あらゆる点において、単に説明
的であって限定的でないと見なされる。
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