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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受光面と裏面とを有する半導体基板と、第１導電型を有する第１半導体領域と、第２導
電型を有する第２半導体層とを備え、
　前記第１半導体領域及び前記第２半導体層は、前記裏面側に形成される太陽電池であっ
て、
　前記半導体基板は、前記裏面に複数の凸部を有し、
　前記複数の凸部の一の凸部と、他の凸部と、によって凹部は構成され、
　前記第１半導体領域は、前記複数の凸部の表面に形成され、前記半導体基板の表面に不
純物を混入させた拡散層からなり、
　前記第２半導体層は、前記凹部に非晶質半導体を積層して形成される太陽電池。
【請求項２】
　前記凸部の高さは、前記第２半導体層の厚さよりも大きい請求項１に記載の太陽電池。
【請求項３】
　前記一の凸部と前記一の凸部に隣接した前記他の凸部との間隔は、５ｍｍ以内である請
求項１又は２に記載の太陽電池。
【請求項４】
　前記半導体基板は、第１導電型である請求項１から３のいずれか１項に記載の太陽電池
。
【請求項５】
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　前記第２半導体層は、前記第１半導体領域上にも形成されている請求項１から４のいず
れか１項に記載の太陽電池。
【請求項６】
　前記第２半導体層は、前記半導体基板上にｉ型非晶質半導体層と第２導電型を有する非
晶質半導体層とが順次形成されている請求項１から５のいずれか１項に記載の太陽電池。
【請求項７】
　受光面と裏面とを有する半導体基板の裏面側に、第１導電型を有する第１半導体領域を
形成する工程Ｓ１と、裏面上に、第２導電型を有する第２半導体層を形成する工程Ｓ２と
を有する太陽電池の製造方法であって、
　前記工程Ｓ１は、前記半導体基板を加熱し、前記半導体基板に不純物を混入させること
により、前記半導体基板の表面に前記第１半導体領域が形成される工程を有し、
　前記工程Ｓ２は、
　間隔を空けて前記第１半導体領域を除去することにより、前記半導体基板の表面に前記
第１半導体領域が形成された複数の凸部と、凹部と、を形成する工程Ｓ２１と、
　前記凹部に非晶質半導体を積層して前記第２半導体層を形成する工程Ｓ２２とを有する
太陽電池の製造方法。
【請求項８】
　前記工程Ｓ２２は、前記第１半導体領域上にも前記第２半導体層を形成する請求項７に
記載の太陽電池の製造方法。
【請求項９】
　前記工程Ｓ２２は、前記第２半導体層として、前記半導体基板上にｉ型非晶質半導体層
と第２導電型を有する非晶質半導体層とを順次形成する請求項７又は８に記載の太陽電池
の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ｎ型半導体層及びｐ型半導体層が半導体基板の裏面側に形成された裏面接合
型の太陽電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　太陽電池は、クリーンで無尽蔵に供給される太陽光エネルギーを直接電気エネルギー変
換することができるため、新しいエネルギー源として期待されている。
【０００３】
　従来、ｎ型の導電型を有する半導体層及びｐ型の導電型を有する半導体層が半導体基板
の裏面上に形成された太陽電池、いわゆる裏面接合型の太陽電池が知られている（例えば
、特許文献１、図４参照）。これらの半導体層上には、光を受光することにより生成され
た光生成キャリアを収集するため、電極が形成されている。
【０００４】
　裏面接合型の太陽電池では、ｎ型半導体層もｐ型半導体層も半導体基板の裏面側に形成
されるため、導電型の異なる半導体層と電極とが接触しやすくなったり、正負の電極どう
しが接触しやすくなったりする。接触が生じると短絡が起こるため、メタルマスクを用い
て電極を形成したり、スクリーン印刷法を用いてレジストを形成後に、不要な半導体層や
不要な電極層を除去したりする方法が用いられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－１１２０１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　しかしながら、このような方法を用いて電極を形成したり、半導体層を除去したりする
ことにより半導体層に傷が生じるおそれがあった。すなわち、電極形成に用いられるメタ
ルマスクや、スクリーン印刷の際に、スキージに押されたスクリーンが、半導体層に接触
することにより、半導体層に傷が生じるおそれがあった。近年では、半導体層の薄膜化が
進んでいる。膜厚の薄い半導体層の場合には、傷が半導体基板にまで達する可能性もある
。また電極形成時だけでなく、太陽電池を取り扱う際においても傷が生じる可能性もある
。半導体層と半導体基板との接合部分に傷が生じると、接合部分が有する機能が低下して
しまう。傷を生じた接合部分がｐｎ接合の場合は、変換効率の低下につながる。パッシベ
ーションとしての半導体層が設けられていた場合には、傷を生じた接合部分は、キャリア
の再結合を抑制できない。
【０００７】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、半導体層と半導体基板との接
合部分に傷が生じることを抑制でき、変換効率の低下が抑制された太陽電池を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決するため、本発明は、次のような特徴を有している。本発明の特徴
は、受光面と裏面とを有する半導体基板（半導体基板１０）と、第１導電型を有する第１
半導体領域（第１半導体領域２０）と、第２導電型を有する第２半導体層（第２半導体層
３０）とを備え、前記第１半導体領域及び前記第２半導体層は、前記裏面側に形成される
太陽電池（太陽電池１）であって、前記半導体基板は、前記裏面に複数の凸部（凸部５０
）を有し、前記第１半導体領域は、前記凸部の表面に形成され、前記第２半導体層は、複
数の前記凸部のうち一の凸部（一の凸部５０ａ）と前記一の凸部に隣接した他の凸部（他
の凸部５０ｂ）との間に位置する前記半導体基板上に形成され、前記一の凸部と前記他の
凸部とによって、第２半導体層を底部（底部５７）とする凹部（凹部５５）が形成される
ことを要旨とする。
【０００９】
　本発明によれば、第２半導体層は、一の凸部と一の凸部に隣接した他の凸部との間に位
置する半導体基板に形成され、凸部の高さは、半導体基板に形成された第２半導体層より
も高い。このため、メタルマスクやスクリーンは、一の凸部と一の凸部に隣接した他の凸
部とに阻まれ、一の凸部と他の凸部との間に位置する半導体基板に形成された第２半導体
層まで到達し難くなる。太陽電池を取り扱う際においても同様のことがいえる。このため
、第２半導体層と半導体基板との接合に傷が生じるのを抑制できる。また、第１半導体領
域は、半導体基板と同一の結晶状態であるため、半導体基板と第１半導体領域との接合部
分は、傷が生じ難い。
【００１０】
　また、前記凹部の深さは、０．４μｍ以上であることを要旨とする。
【００１１】
　また、前記一の凸部と前記一の凸部に隣接した前記他の凸部との間隔は、５ｍｍ以内で
あることを要旨とする。
【００１２】
　また、前記半導体基板は、第１導電型であることを要旨とする。
【００１３】
　また、前記第２半導体層は、前記第１半導体領域上にも形成されていることを要旨とす
る。
【００１４】
　また、受光面と裏面とを有する半導体基板の裏面側に、第１導電型を有する第１半導体
領域を形成する工程Ｓ１と、裏面上に、第２導電型を有する第２半導体層を形成する工程
Ｓ２とを有する太陽電池の製造方法であって、前記工程Ｓ１は、前記半導体基板を加熱し
、前記半導体基板に不純物を混入させることにより、前記半導体基板の表面に前記第１半
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導体領域が形成される工程を有し、前記工程Ｓ２は、間隔を空けて前記第１半導体領域を
除去することにより、前記半導体基板を露出させる工程Ｓ２１と、前記第１半導体領域の
除去により露出した前記半導体基板上に前記第２半導体層を形成する工程Ｓ２２とを有し
、除去されずに残った複数の凸部に前記第１半導体領域が形成されており、複数の前記凸
部のうちの一の凸部と前記一の凸部に隣接した他の凸部とによって形成される凹部の底部
は、前記第２半導体層であることを要旨とする。
【００１５】
　また、工程Ｓ２２は、前記半導体基板上に前記第２半導体層を形成するとともに、前記
第１半導体領域上にも前記第２半導体層を形成することを要旨とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は、半導体層と半導体基板との接合部分に傷が生じるのを抑制でき、変換効率の
低下が抑制された太陽電池を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る太陽電池１を裏面側から視た平面図である。
【図２】図２は、図１のＡ－Ａ線における拡大断面図である。
【図３】図３は、本発明の実施形態に係る太陽電池１の製造方法を説明するためのフロー
チャートである。
【図４】図４は、本発明の実施形態に係る太陽電池１の製造方法を説明するための図であ
る。
【図５】図５は、本発明の実施形態に係る太陽電池１の製造方法を説明するための図であ
る。
【図６】図６は、本発明の実施形態に係る太陽電池１の製造方法を説明するための図であ
る。
【図７】図７は、本発明の実施形態に係る太陽電池１の製造方法を説明するための図であ
る。
【図８】図８は、本発明の実施形態に係る太陽電池１の製造方法を説明するための図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の実施形態に係る太陽電池の一例について、図面を参照しながら説明する。以下
の図面の記載において、同一または類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。
図面は模式的なのものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることを留意すべ
きである。従って、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきものである。図
面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論であ
る。
【００１９】
（１）太陽電池１の概略構成
　本発明の実施形態に係る太陽電池１の概略構成について、図１及び図２を参照しながら
説明する。図１は、本発明の実施形態に係る太陽電池１を裏面側から視た平面図である。
図２は、図１のＡ－Ａ線における拡大断面図である。
【００２０】
　図１及び図２に示すように、太陽電池１は、第１導電型の半導体基板１０、第１半導体
領域２０、第２半導体層３０、電極４０ｎ、電極４０ｐ、収集電極７０ｎ及び収集電極７
０ｐを備える。
【００２１】
　半導体基板１０は、光を受ける受光面と、受光面とは反対側に設けられる裏面とを有す
る。半導体基板１０は、受光面に光を受けることによって、キャリア（電子と正孔）を生
成する。本実施形態に係る太陽電池１において、半導体基板１０はｎ型の単結晶シリコン
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からなる。半導体基板１０は、裏面に複数の凸部５０を有する。
【００２２】
　図示していないが、半導体基板１０の受光面には、テクスチャと呼ばれる凹凸が形成さ
れていても良い。これによって、受光面での光の反射を抑制できる。受光面には、キャリ
アの再結合を抑制するパッシベーション層が設けられていても良い。半導体基板１０の受
光面には光の入射を遮る構造体（例えば、電極など）は形成されておらず、受光面全面で
の受光が可能である。
【００２３】
　第１半導体領域２０は、半導体基板１０の裏面側に、第１方向ｘに沿って延びるように
形成される。第１半導体領域２０の長手方向が第１方向ｘとなる。また、第１半導体領域
２０は、第２方向ｙに所定の間隔を空けて複数形成される。第１半導体領域２０は、半導
体基板１０の裏面に設けられた凸部５０の表面に形成される。図２に示されるように、第
１半導体領域２０は、凸部５０の内部に形成されている。また、図２に示されるように、
一の凸部５０ａと一の凸部５０ａに隣接した他の凸部５０ｂとによって、凹部５５が形成
される（図６参照）。
【００２４】
　第１半導体領域２０は、半導体基板１０と同じ第１導電型の不純物を高濃度に有する。
太陽電池１において、第１半導体領域２０の導電型は、ｎ＋型である。第１半導体領域２
０は、ｎ型の単結晶シリコンにｎ型ドーパント（例えば、リン（Ｐ））を混入させたｎ＋

型拡散層からなる。
【００２５】
　第１半導体領域２０は、半導体基板１０と同一の結晶状態である。半導体基板１０は、
単結晶であるため、第１半導体領域２０も単結晶である。第１半導体領域２０は、拡散層
であるため、第１半導体領域２０と半導体基板１０との界面は、表面から０．５μｍ程度
の深いところに形成される。このため、第１半導体領域２０と半導体基板１０との接合部
分は、傷が生じ難い。
【００２６】
　第２半導体層３０は、半導体基板１０の裏面上に、第１方向ｘに沿って形成される。第
２半導体層３０は、一の凸部５０ａと他の凸部５０ｂとの間に位置する半導体基板１０に
形成される。従って、半導体基板１０上において、図２に示されるように、半導体基板１
０との間でｐｎ接合を形成する第２半導体層３０と第１半導体領域２０とは、交互に形成
される。第１半導体領域２０と第２半導体層３０と交互に形成される方向は、第２方向ｙ
と一致する。太陽電池１において、第１方向ｘと第２方向ｙとは直交している。また、第
２半導体層３０は、凹部５５の底部５７となる。
【００２７】
　第２半導体層３０は、第１導電型と異なる第２導電型を有する。太陽電池１において、
第２半導体層３０の導電型は、ｐ型である。
【００２８】
　第２半導体層３０は、ｉ型非晶質半導体層３０ｉとｐ型非晶質半導体層３０ｐとからな
る。ｉ型非晶質半導体層３０ｉ及びｐ型非晶質半導体層３０ｐは、水素を含む非晶質半導
体によって構成することができる。このような非晶質半導体としては、例えば、非晶質シ
リコン、非晶質シリコンカーバイド、あるいは非晶質シリコンゲルマニウムなどが挙げら
れる。ｉ型非晶質半導体層３０ｉは、非晶質半導体に不純物を積極的に導入することなく
形成される。ｐ型非晶質半導体層３０ｐは、非晶質半導体にｐ型ドーパント（例えば、ボ
ロン（Ｂ））を混入させて形成される。
【００２９】
　太陽電池１では、ｎ型の半導体基板１０上にｉ型非晶質半導体層３０ｉとｉ型非晶質半
導体層３０ｉとが順次形成された構造（いわゆる、「ＨＩＴ」（登録商標）構造）である
ため、ｐｎ接合特性は向上する。
【００３０】
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　図２に示されるように、電極４０ｎと接続されている部分を除いて、第１半導体領域２
０は、第２半導体層３０に覆われている。第２半導体層３０は、第１半導体領域２０上に
も形成される。太陽電池１において、第２半導体層３０は、第１半導体領域２０上では、
結晶表面でのキャリアの再結合を抑制するパッシベーション層として働く。
【００３１】
　図２に示されるように、太陽電池１において、第２半導体層３０は、一の凸部５０ａと
他の凸部５０ｂとの間に位置する半導体基板１０の裏面上に形成され、凸部５０の高さは
、半導体基板１０の裏面上に形成された第２半導体層３０よりも高い。このため、第２半
導体層３０に対する物理的な接触が、第１半導体領域２０によって抑制される。従って、
第２半導体層３０と半導体基板１０との接合に傷が生じるのを抑制できる。太陽電池１に
おいて、第２半導体層３０と半導体基板１０との接合は、ｐｎ接合であるため、接合部分
に傷が生じることによる変換効率の低下を抑制できる。なお、凸部５０の高さは、第１方
向ｘと第２方向ｙと直交する第３方向ｚに沿った長さである。
【００３２】
　凹部５５の深さＤは、０．４μｍ以上であることが好ましい。このような構成とするこ
とで、第２半導体層３０と半導体基板１０との接合に傷が生じるのをより抑制できる。な
お、凸部５０の高さと凹部５５の深さＤとは、一致する。
【００３３】
　一の凸部５０ａと他の凸部５０ｂとの間隔Ｌは、５ｍｍ以内であることが好ましい。こ
のような構成とすることで、一の凸部５０ａと他の凸部５０ｂとの間に物が入りにくくな
り、第２半導体層３０と半導体基板１０との接合に傷が生じるのをより抑制できる。
【００３４】
　太陽電池１において、凸部５０の高さは、第２半導体層の厚さｈの５倍以上であること
が好ましい。このような構成とすることで、第２半導体層３０と半導体基板１０との接合
に傷が生じるのをより抑制できる。
【００３５】
　第１半導体領域２０の厚さＨは、０．５μｍ以上であり、第２半導体層の厚さｈは、０
．１μｍ以下であることが好ましい。このような構成とすることで、第２半導体層３０と
半導体基板１０との接合に傷が生じるのをより抑制できる。なお、ｉ型非晶質半導体層３
０ｉの厚みは、実質的に発電に寄与しない程度、例えば数Å～２５０Å程度である。
【００３６】
　電極４０ｎは、第１半導体領域２０を介して、半導体基板１０で生成されたキャリア（
電子）を収集する。本実施形態において、電極４０ｎは、接続層４１、バリア層４３、下
地層４５及び鍍金層４７を有するが、これに限るものではない。
【００３７】
　接続層４１は、第１半導体領域２０から光生成キャリアを収集するために設けられる。
接続層４１は、レーザー光によって、第２半導体層３０を変質させて、低抵抗化すること
により形成される。第１半導体領域２０上に形成された第２半導体層３０に溝を設けた場
合は、接続層４１は、バリア層４３と同一の材料により形成される。第１半導体領域２０
上に形成された第２半導体層３０は、パッシベーション層としての役割を有する。パッシ
ベーション層の面積を広くするという観点から、第２方向ｙにおける接続層４１の幅は、
短い方が好ましい。具体的には、第２方向ｙにおける凸部５０の幅に比べて、接続層４１
の幅を１０分の１以下にするのが好ましい。第１方向ｘに沿って、ライン上に接続層４１
を形成するのではなく、第１方向ｘに沿って、所定間隔を設けて接続層４１を形成しても
良い。
【００３８】
　バリア層４３は、下地層４５を構成する金属が、第１半導体領域２０上に形成された第
２半導体層３０に拡散するのを防ぐために設けられる。バリア層４３には、例えば、チタ
ン（Ｔｉ）が用いられる。バリア層４３に透明電極（ＴＣＯ）を用いても良い。
【００３９】
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　下地層４５は、鍍金層４７を形成するための下地として設けられる。下地層４５には、
例えば、Ｃｕ、あるいはＣｕ合金、Ａｇ、Ｎｉが用いられる。
【００４０】
　鍍金層４７は、電極４０ｎの抵抗損失を小さくするために設けられる。鍍金層４７は、
複層となるように形成しても良い。このようにすることによって、電極４０ｎは、扱いや
すくなる。鍍金層４７は、例えば、下地層４５と同一の材料が用いられる。鍍金層４７を
複層とする場合は、下地層４５と同一の材料から複数選択して用いても良い。
【００４１】
　電極４０ｐは、第２半導体層３０を介して、半導体基板１０で生成された光生成キャリ
ア（正孔）を収集する。本実施形態において、電極４０ｐは、バリア層４３、下地層４５
及び鍍金層４７を有するが、これに限るものではない。バリア層４３、下地層４５及び鍍
金層４７の構成は、電極４０ｎと同様である。
【００４２】
　収集電極７０ｎは、複数の電極４０ｎで収集された光生成キャリア（電子）をさらに収
集する。図１に示されるように、収集電極７０ｎは、各電極４０ｎの端部に接続される。
収集電極７０ｐは、複数の電極４０ｐで収集されたキャリア（正孔）をさらに収集する。
図１に示されるように、収集電極７０ｐは、各電極４０ｐの端部に接続される。太陽電池
１において、収集電極７０ｎ及び収集電極７０ｐは、１つずつとなるような接続方法であ
るが、収集電極７０ｎ及び収集電極７０ｐが複数設けられるような接続方法であっても良
い。
【００４３】
（２）太陽電池１の製造方法
　太陽電池１の製造方法について、図３から図８を用いて説明する。図３は、本発明の実
施形態に係る太陽電池１の製造方法を説明するためのフローチャートである。図４から図
８は、本発明の実施形態に係る太陽電池１の製造方法を説明するための図である。
【００４４】
　図３に示されるように、太陽電池１の製造方法は、工程Ｓ１から工程Ｓ３を有する。
【００４５】
　工程Ｓ１は、半導体基板１０の裏面側に、第１導電型を有する第１半導体領域２０を形
成する工程である。まず、半導体基板１０が準備される。半導体基板１０は、ｎ型の単結
晶シリコン基板である。半導体基板１０表面の汚れを除去するため、半導体基板１０には
、酸又はアルカリ溶液でエッチングがなされている。準備された半導体基板１０を加熱し
、半導体基板１０の表面にｎ型の不純物を混入させることにより、図４に示されるように
、半導体基板１０の表面上に第１半導体領域２０が形成される。第１半導体領域２０は、
ｎ＋型の導電型を有する拡散層である。このため、第１半導体領域２０は、半導体基板１
０と同一の結晶状態となる。第１半導体領域２０は、厚さＨが０．５μｍ以上となるよう
に形成するのが好ましい。
【００４６】
　工程Ｓ２は、半導体基板１０の裏面上に、第２導電型を有する第２半導体層３０を形成
する工程である。工程Ｓ２は、工程Ｓ２１と工程Ｓ２２とを有する。
【００４７】
　工程Ｓ２１は、間隔を空けて第１半導体領域２０を除去する工程である。まず、図４に
示されるように、第１半導体領域２０上に、第１半導体領域２０を保護するためのレジス
ト６０が、スクリーン印刷法により塗布される。レジスト６０が塗布された第１半導体領
域２０部分が、太陽電池１における第１半導体領域２０となる。このため、レジスト６０
は、第２方向ｙにおいて間隔を空けて塗布される。この間隔によって、間隔Ｌが概ね定ま
る。従って、間隔Ｌが５ｍｍ以内となるように、レジスト６０を塗布するのが好ましい。
レジスト６０には、第１半導体領域２０をエッチングするエッチング液に耐性を有する材
料を用いる。
【００４８】
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　次に、エッチングによって、第１半導体領域２０を除去する。第１半導体領域２０を除
去するため、エッチング液には、例えば、フッ硝酸が用いられる。エッチングによって、
図５に示されるように、間隔を空けて第１半導体領域２０が除去される。レジスト６０が
塗布された部分の第１半導体領域２０が残り、レジスト６０が塗布されていない第１半導
体領域２０が除去される。これによって、半導体基板１０が露出する。また、第１半導体
領域２０を表面に有する複数の凸部が形成される。第１半導体領域２０を突出させるため
、太陽電池１において、第１半導体領域２０だけでなく、半導体基板１０の一部も除去さ
れている。また、図４に示されるように、除去されずに残った複数の凸部によって、一の
凸部５０ａと一の凸部５０ａに隣接した他の凸部５０ｂとが形成される。レジスト６０を
除いた一の凸部５０ａ及び一の凸部５０ａの高さは、概ね凹部５５の深さＤとなるため、
一の凸部５０ａ及び一の凸部５０ａの高さが０．４μｍ以上となるように、第１半導体領
域２０及び半導体基板１０を除去するのが好ましい。次に、アルカリ溶液（例えば、Ｎａ
ＯＨ）を用いて、レジスト６０を剥離する。洗浄液（例えば、ＳＣ－２溶液及びＨＦ）を
用いて、半導体基板１０を洗浄する。
【００４９】
　工程Ｓ２２は、第１半導体領域２０の除去により露出した半導体基板１０の表面上に、
第２半導体層３０を形成する工程である。第１半導体領域２０の除去により露出した半導
体基板１０の表面上に、ＣＶＤ法を用いて、ｉ型非晶質半導体層３０ｉを形成する。さら
に、ｉ型非晶質半導体層３０ｉ上に、ｐ型非晶質半導体層３０ｐを形成する。これによっ
て、第２半導体層３０は、一の凸部５０ａと他の凸部５０ｂとによって形成される凹部５
５の底部５７を形成する。第２半導体層３０は、凹部５５の底部５７であるため、凸部５
０の高さは、半導体基板１０上に形成された第２半導体層３０よりも高くする必要がある
。従って、凸部５０の高さと比べて、第２半導体層３０の厚さｈが５分の１以下となるよ
うに、第２半導体層３０を形成することが好ましい。また、第２半導体層３０の厚さｈは
、０．１μｍ以下であることが好ましい。
【００５０】
　ｉ型非晶質半導体層３０ｉ及びｐ型非晶質半導体層３０ｐを形成する方法として、例え
ば、化学気相成長法（ＣＶＤ法）が挙げられる。図６に示されるように、工程Ｓ２２では
、半導体基板１０上に第２半導体層３０を形成するとともに、第１半導体領域２０上、す
なわち前記凸部上にも第２半導体層３０を形成しても良い。すなわち、裏面側の半導体基
板１０の略全面に第２半導体層３０を形成しても良い。これによって、製造工程の簡略化
が図られる。太陽電池１では、第１半導体領域２０は、第２半導体層３０に覆われている
。
【００５１】
　工程Ｓ３は、電極４０ｎ及び電極４０ｐを形成する工程である。まず、第１半導体領域
２０上にある第２半導体層３０を変質させる、あるいは第２半導体層３０をスクライブす
ることにより、接続層４１を形成する。第２半導体層３０を変質させる方法には、例えば
、レーザーを用いる方法がある。変質化した第２半導体層３０部分、すなわち接続層４１
を通って、キャリアは、外部回路に取り出される。スクライブする方法にも、レーザーを
用いる方法がある。レーザーの波長及びパワー等によって、変質化の度合いや、スクライ
ブの度合いが変わる。他には、エッチングペーストやレジストを用いて、第１半導体領域
２０上に形成された第２半導体層３０の一部をエッチング除去する方法、第１半導体領域
２０上に形成された第２半導体層３０の一部を機械的に削る方法、レーザーによって除去
する方法が挙げられる。これによって、第１半導体領域２０を底面とする溝が形成される
。この場合、バリア層４３を形成する際に、溝にバリア層４３を構成する材料が入り込む
。すなわち、接続層４１とバリア層４３とは同一材料によって、一緒に形成される。
【００５２】
　太陽電池１において、第１半導体領域２０上にも形成された第２半導体層３０は、パッ
シベーション層としての役割を有する。このため、接続層４１の幅を短くすることが好ま
しい。具体的には、第２方向ｙにおける凸部５０の幅に比べて、接続層４１の幅を１０分
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の１以下にすることが好ましい。
【００５３】
　次に、図７に示されるように、バリア層４３及び下地層４５を順に形成する。バリア層
４３は、第２半導体層３０上に形成される。形成されたバリア層４３上に下地層４５は、
形成される。バリア層４３及び下地層４５は、例えば、スパッタ法を用いて形成される。
【００５４】
　次に、スクリーン印刷法を用いて下地層４５上にレジスト６０を塗布する。レジスト６
０が塗布された下地層４５部分が電極４０ｎ及び電極４０ｐの一部となる。このため、電
極４０ｎ及び電極４０ｐが形成する位置にレジスト６０を塗布する。レジスト６０には、
バリア層４３及び下地層４５をエッチングするエッチング液に耐性を有する材料を用いる
。
【００５５】
　従来の太陽電池であれば、レジスト６０を塗布する際に、スキージに押されたスクリー
ンが半導体層に接触することがある。膜厚の薄い半導体層と半導体基板とが接合されてい
る場合、このときの接触によって、接合部分に傷が生じる可能性があった。一方、本実施
形態に係る太陽電池１によれば、膜厚の薄い第２半導体層３０は、一の凸部５０ａと一の
凸部５０ａに隣接した他の凸部５０ｂとの間に形成される。このため、レジスト６０を印
刷する際に、スクリーンは、一の凸部５０ａ及び他の凸部５０ｂに阻まれて、第２半導体
層３０に接触する可能性が低下する。結果、第２半導体層３０と半導体基板１０との接合
部分に傷が生じるのを抑制できる。
【００５６】
　次に、エッチングによって、バリア層４３及び下地層４５を除去する。バリア層４３及
び下地層４５を除去するため、エッチング液には、例えば、塩化第二鉄及びケイフッ化水
素酸が用いられる。エッチングによって、図８に示されるように、レジスト６０が塗布さ
れた部分が残り、レジスト６０が塗布されていないバリア層４３及び下地層４５が除去さ
れる。下地層４５上に塗布されたレジスト６０は、例えば、ＮａＯＨ溶液によって、除去
される。その後、下地層４５上に鍍金層４７を形成する。電解めっきを行うことにより、
鍍金層４７が形成される。これによって、図２に示されるような太陽電池１が形成される
。
【００５７】
（３）作用・効果
　太陽電池１によれば、半導体基板１０の裏面側に複数の凸部５０が形成され、第２半導
体層３０は、一の凸部５０ａと一の凸部５０ａに隣接した他の凸部５０ｂとの間に位置す
る半導体基板１０上に形成され、一の凸部５０ａと他の凸部５０ｂとによって、第２半導
体層３０を底部５７とする凹部５５が形成される。このため、レジスト６０を印刷する際
に、メタルマスクやスクリーンは、一の凸部５０ａと他の凸部５０ｂとに阻まれて、第２
半導体層３０に接触する可能性が低下する。結果、第２半導体層３０と半導体基板１０と
の接合部分に傷が生じるのを抑制できる。メタルマスクやスクリーンだけでなく、ハンド
リング時における他の物理的接触も抑制できる。第１半導体領域２０は、凸部５０に形成
される。さらに、第１半導体領域２０は、半導体基板１０と同一の結晶状態であり、接合
が表面より深い部分にある。このため、半導体基板１０と第１半導体領域２０との接合部
分は、傷が生じ難い。
【００５８】
　太陽電池１によれば、凹部５５の深さＤは、０．４μｍ以上である。また、一の凸部５
０ａと他の凸部５０ｂとの間隔Ｌは、５ｍｍ以内である。このため、一の凸部５０ａ及び
他の凸部５０ｂが、第２半導体層３０に対する外部からの物理的接触を阻みやすくなる。
第２半導体層３０と半導体基板１０との接合に傷が生じるのをより抑制できる。
【００５９】
　太陽電池１によれば、半導体基板１０は、第１導電型である。このため、半導体基板１
０と第２半導体層３０とは異なる導電型を有する。従って、半導体基板１０と第２半導体
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層３０との接合はｐｎ接合である。半導体基板１０と第２半導体層３０との接合部分に傷
が生じることによる変換効率の低下を抑制できる。
【００６０】
　太陽電池１によれば、第２半導体層３０は、第１半導体領域２０にも形成されている。
第１半導体領域２０上の第２半導体層３０はパッシベーション層として働くため、キャリ
アの再結合を抑制できる。
【００６１】
　太陽電池１の製造方法によれば、工程Ｓ１は、半導体基板１０を加熱し、半導体基板１
０に不純物を混入させることにより、半導体基板１０の表面に前記第１半導体領域２０が
形成される工程を有し、工程Ｓ２は、間隔を空けて前記第１半導体領域２０を除去するこ
とにより、半導体基板１０を露出させる工程Ｓ２１と、第１半導体領域２０の除去により
露出した半導体基板１０上に第２半導体層３０を形成する工程Ｓ２２とを有し、除去され
ずに残った複数の凸部５０に第１半導体領域２０が形成されており、一の凸部５０ａと一
の凸部５０ａに隣接した他の凸部５０ｂとによって形成される凹部５５の底部５７は、第
２半導体層３０である。これによって、太陽電池１を製造することができる。
【００６２】
　太陽電池１の製造方法によれば、工程Ｓ２２は、半導体基板１０上に第２半導体層３０
を形成するとともに、第１半導体領域２０上にも第２半導体層３０を形成する。これによ
って、太陽電池１の製造工程の簡略化が図られる。
【００６３】
（４）その他の実施形態
　上述したように、本発明の実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の一
部をなす論述及び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。
【００６４】
　本発明の実施形態では、半導体基板１０はｎ型であり、第１半導体領域２０はｎ＋型で
あり、第２半導体層３０はｐ型であるが、必ずしもそうである必要はない。例えば、半導
体基板１０はｎ型であり、第１半導体領域２０はｐ型であり、第２半導体層３０はｎ型で
あっても良い。この場合には、半導体基板１０と裏面でキャリアが再結合しないように設
けられるＢＳＦ層としての第２半導体層３０との接合部分に傷が生じるのを抑制できる。
【００６５】
　また、半導体基板１０はｐ型であり、第１半導体領域２０はｐ＋型であり、第２半導体
層３０はｎ型であっても良い。この場合には、太陽電池１と同様に、第２半導体層３０と
半導体基板１０との接合であるｐｎ接合部分に傷が生じるのを抑制できる。太陽電池１と
同様に、第２半導体層３０を第１半導体領域２０上にも形成しても良い。第１半導体領域
２０上の第２半導体層３０はパッシベーション層として働くため、キャリアの再結合を抑
制できる。
【００６６】
　また、半導体基板１０はｐ型であり、第１半導体領域２０はｎ型であり、第２半導体層
３０はｐ型であっても良い。この場合には、半導体基板１０と裏面でキャリアが再結合し
ないように設けられるＢＳＦ層としての第２半導体層３０との接合部分に傷が生じるのを
抑制できる。
【００６７】
　また、半導体基板１０は、単結晶シリコンからなるが、必ずしもそうである必要はない
。半導体基板１０は、多結晶シリコンからなっても良い。
【００６８】
　また、第２半導体層３０は、ｉ型非晶質半導体層３０ｉとｐ型非晶質半導体層３０ｐと
からなるが、必ずしもｉ型非晶質半導体層３０ｉは必要でない。すなわち、第２半導体層
３０は、ｐ型非晶質半導体層３０ｐからなっても良い。
【００６９】
　このように、本発明はここでは記載していない様々な実施形態を含む。従って、本発明
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の技術的範囲は上記の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定
められるものである。
【符号の説明】
【００７０】
　１…太陽電池、１０…半導体基板、１２…裏面、２０…第１半導体領域、３０…第２半
導体層、３０ｉ…ｉ型非晶質半導体層、３０ｐ…ｐ型非晶質半導体層、４０ｎ…ｎ型電極
、４０ｐ…ｐ型電極、４１…接続層、４３…バリア層、４５…下地層、４７…鍍金層、５
０，５０ａ，５０ｂ…凸部、５５…凹部、５７…底部、６０…レジスト、７０ｎ，７０ｐ
…収集電極

【図１】 【図２】
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