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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
鋳造シリコンを製造する方法であって、
結晶のシリコンの底部種結晶層（９００）をるつぼの底部に装填するステップと、
結晶のシリコンの少なくとも１つの側板種結晶層を前記るつぼの少なくとも１つの側壁（
９３０、９４０）の隣に装填するステップと、
前記るつぼを蓋（７１１、１１１１）で覆うステップと、
液体のシリコンを前記るつぼ内に導入するステップと、
前記底部種結晶層（９００）および／または前記少なくとも１つの側板種結晶層の一部（
９００）を溶融するステップと、
シリコンの固形物を形成するステップと、
前記蓋の少なくとも１つの孔（７１１ａ、１１１３）を通して不活性ガスを流し込むステ
ップと、
少なくとも１つの他の孔（７１１ｂ、１１１２）を通して前記不活性ガスを抜き出すステ
ップと、
前記固形物を冷却するステップとを含む、方法。
【請求項２】
請求項１に記載の方法であって、前記固形物を形成するステップは、前記るつぼの底面を
通して熱を抽出するステップを含む、方法。
【請求項３】
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請求項１に記載の方法であって、前記固形物を形成するステップは、前記るつぼの底面お
よび少なくとも１つの側壁を通して熱を抽出するステップを含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光起電力技術の分野、ならびに光起電力途用に鋳造シリコンを製造するため
の方法および装置に一般的に関する。さらに、本発明は、光起電力電池および他の半導体
デバイスなど、デバイスを製造するために使用できる新しい形態の鋳造シリコンに関する
。新しいシリコンは、単結晶構造、準単結晶構造、双晶構造、または幾何学的多結晶構造
を有し、種結晶を使用する鋳造法によって製造できる。
【０００２】
　本出願は、２００７年７月２０日に出願した米国仮出願第６０／９５１，１５５号の利
益を主張するものである。米国仮出願第６０／９５１，１５５号は開示全体が参照により
本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００３】
　光起電力電池は、光を電流に変換する。光起電力電池の最も重要な特徴の１つは、光エ
ネルギーを電気エネルギーに変換する際のその効率である。光起電力電池は、様々な半導
体材料から製造できるが、シリコンは、手ごろな価格で容易に入手でき、また光起電力電
池を製造する際に使用するのに電気的特性、物理的特性、および化学的特性のバランスが
とれているため、シリコンが一般的に使用されている。
【０００４】
　光起電力電池の知られている製造手順では、シリコン原料に正または負の導電型を有す
るドーパントをドープし、溶融し、次いで、個々のケイ素粒子の粒径に応じて、結晶化し
たシリコンを溶融帯から単結晶シリコンのインゴットの形に引き出すか（チョクラルスキ
（ＣＺ）または浮遊帯（ＦＺ）法を介して）、あるいは多結晶シリコン（ｍｕｌｔｉ－ｃ
ｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　ｓｉｌｉｃｏｎ）またはポリ結晶シリコン（ｐｏｌｙｃｒｙｓｔ
ａｌｌｉｎｅ　ｓｉｌｉｃｏｎ）のブロックまたは「ブリック」に鋳造することによって
結晶化する。本明細書で使用されているような「単結晶シリコン」という用語は、全体を
通して１つの一貫した結晶方位を有する、単一の結晶シリコンの本体を指す。さらに、従
来の多結晶シリコンは、複数のランダム配向結晶が多結晶シリコンの本体内に配置されて
いるセンチメートルスケールの粒径分布を有する結晶シリコンを指す。しかし、本明細書
で使用されているように、「幾何学的に秩序化された多結晶シリコン」（以下、「幾何学
的多結晶シリコン」と略す）は、複数の秩序結晶が多結晶シリコンの本体内に配置されて
いる、幾何学的に秩序化されたセンチメートルスケールの粒径分布を有する、本発明の実
施形態による、結晶シリコンを指す。例えば、幾何学的多結晶シリコンでは、結晶粒は、
典型的には、平均粒径約０．５ｃｍから約５ｃｍであり、幾何学的多結晶シリコンの本体
内の粒子配向は、所定の配向に従って制御される。さらに、本明細書で使用されているよ
うに、「ポリ結晶シリコン」という用語は、マイクロメートルスケールの粒径および結晶
シリコンの与えられた本体内に配置される複数の粒子配向を持つ結晶シリコンを指す。例
えば、結晶粒は、典型的には、平均粒径がサブミクロン程度からミクロン程度までであり
（例えば、個別の結晶粒は、肉眼には見えない）、粒子配向は全体にわたってランダムに
分布する。上述の手順では、インゴットまたはブロックは、知られているスライシングま
たはソーイング法によって切断され、ウェハとも呼ばれる複数の薄い基板に分けられる。
次いで、これらのウェハを光起電力電池に加工できる。
【０００５】
　光起電力電池の製造に使用する単結晶シリコンは、一般に、ＣＺまたはＦＺ法によって
生産され、これらの方法は両方とも結晶シリコンの円筒形状のブールが生産されるプロセ
スである。ＣＺプロセスでは、種結晶が溶融シリコンのプールに触れると、ブールの固体
部分を通して熱が抽出される間にブールがゆっくりとプールから引き出される。本明細書
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で使用されているように、「種結晶」という用語は、固化時に液体シリコンが種の結晶化
度に適応するように液体シリコンと接触させられる１片の結晶材料を指す。ＦＺプロセス
では、固体材料が溶融帯に通されて、一般的に種結晶と接触させることによって、溶融帯
の一方の側に入った後溶融され、溶融帯の他方の側で再固化される。
【０００６】
　近年、鋳造ステーション内で単結晶または幾何学的多結晶材料を生産するための新しい
技術が発明されており、これは、米国特許出願第１１／６２４，３６５号および１１／６
２４，４１１号で開示され、２００７年１月１８日に出願された米国特許出願公開第２０
０７０１６９６８４Ａ１号および第２００７０１６９６８５Ａ１号として公開されている
。多結晶シリコンインゴットを加工する鋳造プロセスは、光起電力技術の分野において知
られている。簡単に言うと、このようなプロセスでは、溶融シリコンは、石英るつぼなど
のるつぼに入れられ、その中に入っているシリコンの結晶化が可能なように制御しつつ冷
却される。結果として得られる鋳造結晶シリコンのブロックは、一般的に、光起電力電池
を製造するために使用されるウェハのサイズと同じか、またはそれに近いサイズの断面を
有する複数のブリックに切り分けられ、これらのブリックは、ソーイングされるか、また
は他の方法で切断され、そのようなウェハが形成される。そのような方法で生産される多
結晶シリコンは、そこから作製されるウェハ内で結晶粒の互いに対する配向が効果的にラ
ンダムである結晶粒の集塊である。単結晶または幾何学的多結晶シリコンは、特に選択さ
れた粒子配向および（後者の場合に）結晶粒境界を有し、上述の特許出願において開示さ
れている新しい鋳造技術によって、液体シリコンを、プロセス中に部分的に固体のままで
あり固化時に熱が抽出される大きなシード層と接触させることにより形成されうる。本明
細書で使用されているように、「シード層」という用語は、連続層を形成する所望の結晶
配向を持つ結晶または結晶群を指す。これらは、鋳造を目的としてるつぼの片側に適合す
るように作製することが可能である。
【０００７】
　最高品質の鋳造インゴットを生産するためには、いくつかの条件が満たされなければな
らない。第１に、そのインゴットのできる限り大きな部分が所望の結晶化度を有する。イ
ンゴットが単結晶であることが意図されている場合、インゴットの使用可能な部分全体が
単結晶であるべきであり、また幾何学的多結晶材料についても同様である。第２に、シリ
コンに含まれる欠陥ができる限り少なくなければならない。欠陥は、個別の不純物、不純
物の集塊、固有の格子欠陥、ならびに転位および積層欠陥などのシリコン格子中の構造欠
陥を含みうる。これらの欠陥のうちの多くが、結晶シリコンから作製された機能性光起電
力電池内の電荷担体の高速な再結合を引き起こす可能性がある。これは、電池セルの効率
の低下をもたらしうる。
【０００８】
　長年の開発努力の結果、十分に成長したＣＺおよびＦＺシリコン中の欠陥の量を最小限
度に抑えることができた。転位を含まない単結晶は、種において混入されるすべての転位
が成長することを許される細いネック部を最初に成長させることによって得られる。介在
物および二次相（例えば、窒化ケイ素、酸化ケイ素、または炭化ケイ素の粒子）の混入は
、溶融物に対する種結晶の逆方向回転を維持することによって回避される。酸素混入は、
工業において知られているようにＦＺまたは磁気ＣＺ技術を使用して最小限度に抑えるこ
とができる。金属不純物は、一般的に、ブールを終わらせた後にポットスクラップまたは
タング端に残すことによって最小限度に抑えられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　いくつかの実施形態によれば、本発明は、シリコンなどの、太陽電池用の材料の改善さ
れた鋳造を行うための方法および装置に関する。本発明は、望ましくは、炭素濃度が非常
に低いシリコンなど、鋳造シリコンの純度を改善するために不活性ガスの蓋および／また
は流れを利用する。不純物が少なければ、インゴットに含まれる異物粒子（介在物と呼ば



(4) JP 5380442 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

れる）の数は少なくなり、ウェハおよび／または太陽電池の歩留まりが改善する。純度を
高めたシリコンのさらなる利点として、同じインゴットから得られる単結晶材料が多くな
る、および／または大きくなることが挙げられる。シリコン中の不純物が少ないと、結晶
成長速度も高速化される。さらに、炭素含有量が少ないと、ウェハを太陽電池にするため
に様々な熱プロセスを使用することができる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　従来のシリコン鋳造プロセスでは、炭素が過飽和する。対照的に、本発明のいくつかの
実施形態では、炭素レベルは飽和限界より低く、望ましくは、飽和限界より十分に低い。
不活性ガスがＳｉＯ分子を排出するため炉の炭素成分および／または炉内の炭素成分に対
する動作寿命を延ばすことができ、また排出経路を制御することで、ＳｉＯガスの炭素成
分の曝露を減少させることができる。
【００１１】
　本明細書で使用されているように、「準単結晶シリコン」という用語は、本体の５０体
積％超について全体を通して１つの一貫した結晶配向を有する、結晶シリコンの本体を指
し、例えば、このような準多結晶シリコンは、多結晶領域の隣の単一結晶シリコンの本体
を含むか、または他の結晶配向のシリコンのより小さな結晶を一部または全部含むシリコ
ンの大きな、切れ目なく一貫している結晶を含むことができ、より小さな結晶は、全体積
の５０％超を構成しない。好ましくは、準単結晶シリコンは、全体積の２５％超を構成し
ない小さな結晶を含むことができる。より好ましくは、準単結晶シリコンは、全体積の１
０％超を構成しない小さな結晶を含むことができる。さらに好ましくは、準単結晶シリコ
ンは、全体積の５％超を構成しない小さな結晶を含むことができる。
【００１２】
　本明細書で使用されているように、「双晶シリコン」という用語は、本体の５０体積％
以上について全体を通して１つの一貫している結晶配向を有し、また本体の体積の残り部
分についてもう１つの一貫している結晶配向を有する、シリコンの本体を指す。例えば、
このような双晶シリコンは、ある１つの結晶配向を有する単一結晶シリコンの本体を、結
晶シリコンの体積の残部を構成する異なる結晶配向を有する単一結晶シリコンの他の本体
に隣接して含むことができる。好ましくは、双晶シリコンは、シリコンの同じ本体内に２
つの離散領域を含み、それらの領域は結晶配向のみが異なるものとすることができる。
【００１３】
　実施された、また広い意味で説明されている本発明によれば、鋳造シリコンを製造する
方法が提供され、この方法は、シリコンで満たされているるつぼを層の上に置くステップ
であって、この層はヒートシンクと接触する熱伝導性材料と断熱領域とを含み、層の熱伝
導性部分は、るつぼの底面の約５％から約９９％までと接触している、ステップと、熱伝
導層を通して熱を抽出することによってシリコンを固化させるステップとを含む。鋳造シ
リコンを第１の温度にし、次いで第２の温度まで冷却することによって種結晶成長を導く
ために、熱抽出はシリコンの一部または全部が溶融された後に行われてもよい。
【００１４】
　本発明によれば、鋳造シリコンを製造する方法であって、るつぼの中心に向かって内向
きにテーパが付けられている壁を有するるつぼ内にシリコンを入れるステップと、シリコ
ンを溶融するステップと、るつぼの底部を通して熱を抽出することによってシリコンを固
化するステップと、鋳造シリコンを第１の温度にするステップと、シリコンを第１の温度
と異なる第２の温度まで冷却するステップと、るつぼから鋳造シリコンを引き出すステッ
プと、次いで鋳造シリコンから複数のセクションを切り出すステップとを含む方法も提供
される。
【００１５】
　本発明によれば、鋳造シリコンを製造する方法であって、るつぼの中心から外向きにテ
ーパが付けられている壁を有するるつぼ内にシリコンを入れるステップと、シリコンを溶
融するステップと、るつぼの底部を通して熱を抽出することによってシリコンを固化する
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ステップと、鋳造シリコンを第１の温度にするステップと、シリコンを第１の温度と異な
る第２の温度まで冷却するステップと、るつぼから鋳造シリコンを引き出すステップと、
次いで鋳造シリコンから複数のセクションを切り出すステップとを含む方法も提供される
。
【００１６】
　本発明の方法によれば、底面と複数の側壁を有するシリコンを鋳造するためのるつぼで
あって、この複数の側壁のうちの少なくとも１つは、るつぼの底面に垂直である、底面か
ら上方に延びる方向で見た平面に関して約１°から約２５°の角度でるつぼの中心に向か
って内向きにテーパが付けられている、るつぼも形成される。テーパが付けられている１
つまたは複数の壁で、底面から離れる方向で切り取られた容器断面の面積が縮小すること
がある。
【００１７】
　本発明の方法によれば、底面と複数の側壁を有するシリコンを鋳造するためのるつぼで
あって、この複数の側壁のうちの少なくとも１つは、るつぼの底面に垂直である、底面か
ら上方に延びる方向で見た平面に関して約２°より大きい角度でるつぼの中心から外向き
にテーパが付けられている、るつぼも形成される。テーパが付けられている１つまたは複
数の壁で、底面から離れる方向で切り取られた容器断面の面積が増大することがある。
【００１８】
　本発明によれば、鋳造シリコンを製造する方法であって、るつぼの内側側壁を剥離コー
ティングによってコーティングし、底壁を未コーティングのまま残すステップと、シリコ
ン種結晶を未コーティング壁と接触させ、シリコン原料をるつぼの中に入れ、種結晶を少
なくとも部分的固体状態に維持しながら原料を溶融し、種結晶を通じて熱を抽出すること
によってシリコンを固化し、シリコンを第１の温度にし、シリコンを第２の温度に冷却す
るステップとを含む方法も提供される。
【００１９】
　本発明によれば、鋳造シリコンを製造する方法であって、すでに鋳造されているインゴ
ットを複数のスラブにスライスするステップと、スラブを化学処理して不純物を除去する
ステップと、種結晶層として使用するためにスラブをるつぼに入れるステップと、次いで
鋳造のためるつぼに原料を充填するステップとを含む方法も提供される。
【００２０】
　本発明によれば、鋳造シリコンを製造する方法であって、層の中心領域内の種結晶が表
面に垂直な１つの結晶極方向を有し、層領域の約５０％から約９９％までを覆い、その一
方で、層の縁に残っている種結晶が表面に垂直な少なくとも１つの異なる結晶極方向を有
し、残りの層領域を覆うように、単結晶シリコン種結晶の層をるつぼの少なくとも１つの
表面上に配置するステップと、原料シリコンを加えて、原料および種結晶層の一部を溶融
状態にするステップと、種結晶層を通して熱を抽出することによってシリコンを固化させ
るステップと、シリコンを所定の、例えば均一な第１の温度にし、次いで好ましくは、シ
リコンを均一な第２の温度まで均一に冷却するステップとを含む方法も提供される。
【００２１】
　本発明によれば、鋳造シリコンを製造する方法であって、少なくとも約１０ｃｍ×約１
０ｃｍの面積を有する少なくとも１つの単結晶種結晶を、部分的に断熱性のベースプレー
ト上に載るるつぼの底面上に配置するステップと、固体または液体シリコン原料を導入し
て種結晶を部分的に溶融し、凸状固体境界が単結晶成長の断面積を増やすように種結晶を
通じて熱を抽出するステップと、シリコンを第１の温度にし、シリコンを第２の温度まで
好ましくは均一に冷却するステップと、種結晶に対向する鋳造シリコンの側面からスラブ
を切断するステップと、化学プロセスを使用してスラブを洗浄するステップと、その後の
鋳造プロセスに新しい種結晶層として大きなスラブを使用するステップとを含む方法も提
供される。
【００２２】
　本発明によれば、鋳造シリコンを製造する方法であって、結晶シリコンの種結晶層を固
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体シリコン原料とともに蓋またはカバーを有するるつぼ内に装填するステップと、種結晶
層の一部を固体に維持しつつ、またアルゴンおよび窒素ガスの少なくとも一方を蓋または
カバー内の少なくとも１つの孔を通して流し、少なくとも他方の孔からガスが出るように
しつつ、シリコンを溶融し、固化するステップと、シリコンを好ましくは均一に冷却する
ステップとを含む方法も提供される。
【００２３】
　本発明によれば、鋳造シリコンを製造する方法であって、結晶シリコンの種結晶層をる
つぼに装填し、蓋を有するるつぼを覆うステップと、液体シリコンをるつぼ内に導入し、
液体シリコンは好ましくは過熱されるステップと、種結晶層の一部を溶融させるステップ
と、アルゴンおよび窒素ガスの少なくとも一方を蓋の少なくとも１つの孔に通して流し、
少なくとも１つの他の孔からガスが出るようにしつつシリコンを固化するステップと、シ
リコンを冷却するステップとを含む方法も提供される。
【００２４】
　本発明によれば、鋳造シリコンを製造するプロセスであって、固体原料とともに結晶シ
リコンの種結晶層を装填するステップと、種結晶層の中心部分の一面にわたって本質的に
平坦であり、種結晶層の縁では凸状である固体／液体界面を維持しつつ原料および種結晶
層の一部を溶融するステップと、同じ固体／液体界面形状を少なくとも最初には維持しつ
つ種結晶層を通して熱を抽出することによってシリコンを固化するステップと、シリコン
を第１の温度にし、シリコンを第２の温度に冷却し、加熱と冷却は好ましくは均一である
、ステップとを含むプロセスも提供される。
【００２５】
　本発明によれば、鋳造シリコンを製造するプロセスであって、固体原料とともに結晶シ
リコンの種結晶層を装填するステップと、種結晶層全体にわたって実質的に平坦である固
体／液体界面を維持しつつ原料および種結晶層の一部を溶融するステップと、種結晶層の
縁を含む領域内で少なくとも最初は余分な熱を加えつつ種結晶層を通して熱を抽出するこ
とによってシリコンを固化するステップと、シリコンを第１の温度にし、シリコンを第２
の温度になるまで好ましくは均一冷却し、加熱と冷却は好ましくは均一である、ステップ
とを含むプロセスも提供される。
【００２６】
　本発明によれば、シリコンを鋳造するための装置であって、ヒートシンク上に載せられ
たるつぼを囲んで並ぶ、シリコンを溶融するために備えられている加熱装置と、ヒートシ
ンクを通じて熱の制御された抽出を行うための手段と、ガスを導入するためのポートと、
一次加熱装置と一緒に配置され、るつぼを取り囲み、電流が流されるとるつぼ内の異なる
領域で誘導加熱を行うことができる、断熱された水冷管の少なくとも１つのループとを備
える装置も提供される。
【００２７】
　本明細書に組み込まれ、本明細書の一部をなす、付属の図面は、本発明の実施形態を例
示しており、また説明と併せて、本発明の特徴、利点、および原理を説明するのに役立つ
。図面の説明を以下に示す。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１Ａ】本発明の一実施形態による、鋳造ステーション内のるつぼの下で断熱層が熱伝
導層と組み合わされている例示的なシステムを示す図である。
【図１Ｂ】本発明の一実施形態による、鋳造ステーション内のるつぼの下で断熱層が熱伝
導層と組み合わされている例示的なシステムを示す図である。
【図２Ａ】本発明の実施形態による、中にある鋳造シリコンに対する所望の効果の例示と
ともにテーパを付けられたるつぼの実施例を示す図である。
【図２Ｂ】本発明の実施形態による、中にある鋳造シリコンに対する所望の効果の例示と
ともにテーパを付けられたるつぼの実施例を示す図である。
【図２Ｃ】本発明の実施形態による、中にある鋳造シリコンに対する所望の効果の例示と
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ともにテーパを付けられたるつぼの実施例を示す図である。
【図２Ｄ】本発明の実施形態による、中にある鋳造シリコンに対する所望の効果の例示と
ともにテーパを付けられたるつぼの実施例を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態による、部分的にコーディングされているるつぼ内に装填さ
れるシリコン原料の一実施例を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態による、種結晶層材料をリサイクルするための方法の一実施
例を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態による、種結晶層を形成する単一結晶シリコンの例示的な構
成を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態による、大きな単一結晶種結晶層を形成するための例示的な
方法を示す図である。
【図７Ａ】本発明の一実施形態による、低炭素単結晶または多結晶シリコンを鋳造するた
めの例示的な装置を示す図である。
【図７Ｂ】本発明の一実施形態による、低炭素単結晶または多結晶シリコンを鋳造するた
めの例示的な装置を示す図である。
【図８】本発明の実施形態による、単結晶または多結晶シリコンを鋳造するための例示的
な装置を示す図である。
【図９】本発明の実施形態による、単結晶または多結晶シリコンを鋳造するための例示的
な装置を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態による、シリコンの例示的な鋳造インゴットを示す図である
。
【図１１】本発明の実施形態による、シリコン単結晶または多結晶シリコンを鋳造するた
めの例示的な蓋を示す図である。
【図１１Ａ】本発明の実施形態による、シリコン単結晶または多結晶シリコンを鋳造する
ための例示的な蓋を示す図である。
【図１１Ｂ】本発明の実施形態による、シリコン単結晶または多結晶シリコンを鋳造する
ための例示的な蓋を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　次に、本発明の実施形態を詳細に参照するが、その実施例は、付属の図面に例示されて
いる。可能な限り、同じまたは類似の参照番号は、同じまたは類似の部分を指し示すため
に図面全体を通して使用される。
【００３０】
　本発明による実施形態において、溶融シリコンの結晶化は、種結晶を使用する鋳造プロ
セスによって行われる。本明細書で開示されているように、このような鋳造プロセスは、
結晶化されたシリコンの鋳造された本体中の結晶粒の粒径、形状、および配向が制御され
るように実装されうる。本明細書で使用されているように、「鋳造」という用語は、溶融
シリコンを保持するために使用される鋳型または容器内で溶融シリコンを冷却することに
よってシリコンが形成されることを意味する。例えば、シリコンは、るつぼ内での固化に
よって形成されうるが、そこでは固化はるつぼの少なくとも１つの壁から始まり、るつぼ
からシリコンを引き出す冷却された異物を介さない。したがって、溶融シリコンの結晶化
は、種結晶を移動したり、または鋳型、容器、もしくはるつぼを移動したりしてブールを
「引く」ことでは制御されない。さらに、本発明の一実施形態に従い、鋳型、容器、また
はるつぼは、溶融シリコンを固化するため少なくとも１つの高温側壁表面を備える。本明
細書で使用されているように、「高温壁」という用語は、溶融シリコンと等温であるか、
またはそれよりも高い温度である表面を指す。好ましくは、高温壁表面は、シリコンの加
工中に固定されたままである。
【００３１】
　本発明の実施形態に従い、結晶化されたシリコンは、連続的単結晶、または制御された
結晶粒配向を有する連続的多結晶のいずれかとすることができる。本明細書で使用されて
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いるように、「連続的単結晶シリコン」という用語は、シリコンの本体が単結晶シリコン
の１つの均質な本体であり、一緒に結合されてより大きなシリコン片を形成することにな
る小さなシリコン片ではない、単結晶シリコンを指す。さらに、本明細書で使用されてい
るように、「連続的多結晶シリコン」という用語は、シリコンの本体が多結晶シリコンの
１つの均質な本体であり、一緒に結合されてより大きなシリコン片を形成することになる
小さなシリコン片ではない、多結晶シリコンを指す。
【００３２】
　本発明の実施形態による、シリコンの鋳造は、結晶シリコンの「種結晶」の所望の集合
体を、例えば、溶融シリコンを保持することができる石英るつぼなどの容器の底部内に配
置することによって行うことができる。種結晶は、るつぼの底部のすべて、または大半、
または実質的にすべてを覆うことができる。本明細書で使用されているように、「種結晶
」という用語は、所望の結晶構造を持ち、シリコン片を入れる容器の表面に適合する側面
を有する、幾何学的に成形されたシリコン片を指す。このような種結晶は、単結晶シリコ
ン片または幾何学的に秩序化された１片の多結晶シリコンのいずれかとすることができる
。本発明に従い、種結晶は、底面に平行な上面を有することができるが、そうでなくても
よい。例えば、種結晶は、差し渡し約２ｍｍから約１０ｍｍまで、差し渡し約１００ｍｍ
から約１０００ｍｍまでと様々なサイズのシリコン片とすることができる。シリコン片は
、約１ｍｍから約１０００ｍｍまで、好ましくは約１０ｍｍから５０ｍｍまでの厚さを有
することができる。種結晶の好適さサイズおよび形状は、使いやすさとタイリングに応じ
て選択できる。以下でさらに詳しく説明するタイリングは、シリコン種結晶がるつぼの底
部または側部および底面上に所定の幾何学的配向またはパターンで配列される場所である
。
【００３３】
　次いで、シリコン原料がるつぼ内に導入され、種結晶上に置かれ、次いで原料が溶融さ
れる。代替として、るつぼ内に直接、また種結晶上に溶融シリコンが注ぎ込まれうる。溶
融シリコンが注ぎ込まれる、るつぼは、好ましくは最初に、シリコンの溶融温度に非常に
近い温度またはシリコンの溶融温度にされ、次いで、溶融シリコンが注ぎ込まれる。本発
明の実施形態に従って、固化が始まる前に種結晶の薄層が溶融されうる。
【００３４】
　次いで、溶融シリコンは、好ましくは溶融シリコンの結晶化が固体種結晶の元の頂部の
レベルでまたはそれよりも低い位置から開始し、種結晶から遠ざかる、好ましくは上方へ
遠ざかる形で進行するように溶融シリコンの冷却が行われる方法で、種結晶の存在下で冷
却し、結晶化するようにできる。これは、種結晶を通りヒートシンクへ向かう融解熱を抽
出することによって行うことができる。明細書で使用されているように、「ヒートシンク
」という用語は、材料の他の本体から熱を抽出するために使用される材料の本体を指す。
ヒートシンクは、高温領域から低温領域への熱伝導手段、低温流体による対流、または低
温物体へのエネルギーの直接輻射によって熱を抽出することができる。温度勾配は、一般
的に、一方の側が冷却される物体と平衡状態にある間に他方の側が冷たい領域とエネルギ
ーを交換するようにヒートシンク上で維持される。
【００３５】
　約１４１０℃から約１３００℃までの範囲内の温度などの第１の温度は、通常、固形物
上のおよび／または固形物を通る温度勾配を含む。平均して約１２５０℃から約１３８０
℃までの範囲内の温度などの第２の温度は、通常、固形物上のおよび／または固形物を通
る低下した温度勾配および／または均一な温度プロフィールを含む。代替として、第１の
温度は、約１４１０℃から約１４５０℃までの範囲の温度を含み、第２の温度は、約１２
００℃から約１４００℃までの範囲の温度を含む。温度勾配を下げるステップは、ときに
は、この開示の文脈においてアニーリングと称されることもある。アニーリングは、例え
ば、断熱材を閉鎖することを含みうる。
【００３６】
　本発明の実施形態によれば、溶融シリコンと結晶化されたシリコンとの間の液体固体界
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面は、溶融または固化時に、鋳造プロセス全体を通して実質的に平坦に維持される必要は
ない。つまり、溶融シリコンの縁のところの固体液体界面は、冷却時に、溶融シリコンと
シリコン種結晶との間の距離を増加する方向に移動するように制御される。溶融シリコン
の固化が開始すると、固化前線は最初は実質的に平坦であり、好ましくはシリコンの成長
する固体塊の水平縁において強い曲率を示す。したがって、固体液体界面の形状は、鋳造
プロセス全体を通して制御された外形を有することができる。
【００３７】
　溶融シリコンの結晶化を本発明の実施形態による方法で行うことにより、ランダムでは
なく特定の結晶粒境界および特定の粒径を有する鋳造シリコンを作製することができる。
それに加えて、すべての種結晶が互いに同じ相対的方向、例えばるつぼの底部に対し垂直
である（１００）極方向および矩形または正方形の断面を持つるつぼの側面に対し４５°
の角度をなす（１１０）極方向に配向されるように種結晶を配向することにより、そのよ
うな鋳造シリコンの極方向が種結晶の極方向と同じである単結晶シリコンである、または
本質的に単結晶シリコンである鋳造シリコンの大きな本体が得られる。同様に、他の極方
向は、るつぼの底部に対し垂直であるものとしてよい。さらに、共通極方向がるつぼの底
部に対して垂直になるように１つまたは複数の種結晶が配列されうる。さらに、本発明の
一実施形態に従って、結晶成長の有効性を最大化し、所望の結晶方位を持つできる限り大
きな体積のシリコンを形成するために、２つ以上の異なる極方向を持つ種結晶が一緒に使
用されうる。
【００３８】
　本発明の実施形態による、鋳造プロセスに使用される種結晶は、所望のどのようなサイ
ズおよび形状のものでもよいが、正方形、矩形、六角形、菱形、八角形のシリコン片など
の、適切に幾何学的に成形された単結晶シリコン片、または幾何学的に秩序化された多結
晶シリコン片である。これらは、タイリングを促すように成形され、したがって、これら
は、縁と縁が接するように配置され、つまり「タイル状に配置」され、所望のパターンで
るつぼの底部に適合するようにできる。また、本発明の実施形態に従って、種結晶は、る
つぼの１つまたは複数の側部に配置されうる。このような種結晶は、例えば、単結晶シリ
コンのブールなどの結晶シリコン源をソーで切断して所望の形状を持つ複数の断片に分け
ることによって得られる。種結晶は、本発明の実施形態によるプロセスによって作製され
るシリコンの試料から切り出すことによって形成することも可能であり、その後の鋳造プ
ロセスで使用する種結晶は、初期鋳造プロセスから作製することができる。例えば、転位
のない種結晶材料のより小さな断片を使用して、新しい種結晶層として使用するるつぼの
底部全体を覆うのに十分な、転位のない大きな単一結晶を成長させることができる。
【００３９】
　次に、本発明の実施形態によりシリコンを調製するためのプロセスおよび装置について
説明する。しかし、これらは、本発明の実施形態によるシリコンを形成するための唯一の
方法でないことは理解されるであろう。
【００４０】
　図１Ａおよび１Ｂを参照すると、図１Ａには鋳造ステーション高温帯の断面が示されて
おり、これは、種結晶鋳造プロセスの溶融段階の終わりの液体シリコン１００と固体シリ
コン１０１を示している。シリコンは、例えば溶融石英またはシリカのるつぼであっても
よい、底と壁を有するるつぼ１１０内に配置される。この時点で、るつぼ１１０内の固体
シリコン１０１は、るつぼの底部にすでに配置されているシリコンの種結晶層から全体が
構成される。原料シリコン（図示せず）が、種結晶層の頂部に導入される。原料シリコン
は、固体として装填されてるつぼ内で溶融されるか、または別の容器内で溶融され、種結
晶の頂部に液体として導入されうる。いずれかの場合に、元のシリコン種結晶層は、部分
的に溶融され、固体シリコン１０１は、全体がシリコン種結晶層の残りから構成される。
好ましくは、るつぼ１１０は、るつぼ１１０から結晶化シリコンの除去を補助するために
シリカ、窒化ケイ素、または液体カプセル材から作製されたものなどの剥離コーティング
を有する。
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【００４１】
　図１Ａをさらに参照すると、炉高温帯のこの図において、抵抗加熱装置１２０が、シリ
コンを溶融するのに必要な温度を維持するためのエネルギーを供給し、その際に、断熱材
１３０が外側室（図示せず）への熱漏れを防ぐ。本発明の一実施形態に従って、るつぼ１
１０は、制御された方法でシリコンから熱を奪うのにも役立つ多数の層によって支持され
る。例えば、熱伝導ブロック１４０は、水冷室（図示せず）に熱を放射し、これにより、
その上にある高温帯構成要素を冷却する。図１Ａには断面が示され、図１Ｂには三次元で
示されている、グラファイト支持板１４２は、熱伝導層１４１から熱を伝導し、次に、る
つぼ１１０およびシリコン１００、１０１から熱を奪う。断熱層１５０は、例示的な構成
で熱伝導層１４１を囲み、熱除去経路を変更して、その結果、固化前線の形状を変更する
ことができる。固体グラファイト側板１４３は、るつぼ１１０を囲み、るつぼの構造を支
持する。本発明の実施形態に従って、鋳造ステーションは、グラファイト支持板１４２を
有していてもよいが、伝導層１４１および断熱層１５０によって制御される調整された熱
伝導経路は不要である。
【００４２】
　さらに図１Ａおよび１Ｂを参照すると、グラファイト側板１４３は、グラファイト支持
板１４２上に載り、熱を直接板１４２に伝えることができ、これにより、るつぼの底部縁
のところに冷点を発生させることができる。しかし、層１４１および１５０に対する調整
された熱伝導の効果は、冷却パラメータを変更することができ、したがって、液体／固体
界面の形状は、例えば、るつぼ１１０の温度を高くして維持することにより、側方溶融が
少量のみ得られる。例えば、図１Ａに示されているように、固体シリコン１０１について
は、るつぼ１１０の下にある材料で熱交換が行われるため左右の縁のところの曲率が大き
くなる。このような曲率の結果、固体が横方向に膨張し、種結晶構造が外側に成長する可
能性がある。図１Ａでは、固体シリコン１０１の結晶成長方向は、黒色の矢印で示されて
いる。
【００４３】
　図２Ａ～２Ｄを参照すると、シリコンの結晶成長は、るつぼの形状を変更することによ
って変更されうる。例えば、結晶成長は、図２Ａおよび２Ｂに示されているように、外向
きにテーパが付けられているるつぼ２００内で行うことができ、その場合、固体シリコン
２２１に対する液体シリコン２２０の曲率は、種結晶（図示せず）の横方向膨張を促進し
、その成長方向は図２Ｂにおいて矢印によって示されている。他の実施例では、結晶成長
は、図２Ｃおよび２Ｄに示されているように、内向きにテーパが付けられているるつぼ２
１０内で行うことができ、これは、図２Ａのるつぼ２００と同様に、使用可能な鋳造シリ
コン２２２の量を最大にし、鋳造シリコンインゴット（２２２＋２２３）を切断して複数
のブリック（破線で示されている）に分けるときに除去されるべき使用可能でないまたは
望ましくないシリコン２２３の量を最小にするという利点も有する。鋳造シリコンの側壁
上の望ましくないシリコン２２３のテーパ形状は（図２Ｄにおける断面で見て）、るつぼ
の底部のところのシリコンが、それより速く冷却されるインゴットの頂部のところのシリ
コンと比べて、固化および結晶成長時に高温状態で費やす余分な時間に理由がある。
【００４４】
　図３は、鋳造のためるつぼ３１０内に装填されたシリコン（原料３００および結晶種３
０１）の断面を例示している。窒化ケイ素または炭化ケイ素などの剥離コーティング３２
０が、原料３００が接触するるつぼ３１０の領域に施すことができるが、これは鋳造時に
完全に溶融されることになるシリコン３００の領域に対応する。結晶種３０１よりも下に
は、コーティングは施されていない。種結晶３０１は、完全には溶融されず、したがって
、るつぼ１１０に付着しない。
【００４５】
　図４は、結晶シリコン種結晶層の再利用のためのプロセスを例示している。図４に示さ
れているように、種結晶層４０１から成長させた鋳造インゴット４００は、最初に、種結
晶層４０１を含む材料のスラブを除去するために点線にそってスライスされる。次いで、
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材料のスラブは、点線縁のところで切り取られ、他のるつぼ内での配置に邪魔になるおそ
れのある過剰な材料を除去する。切り取られたスラブ４０２は、元の種結晶層４０１のサ
イズおよび形状に合わせて切り取られており、その後、好適な液体または他の材料を収納
しているタンクもしくはタブ型容器などの容器４０１内で、潜在的に他の類似のシリコン
片で処理され、これにより層４０１から汚染物質および破片を（および場合によっては他
のシリコン片も）除去してから、スラブはその後の鋳造プロセスにおける種結晶層として
使用するため新しいるつぼ４２０内に置かれる。
【００４６】
　図５は、種結晶層を形成するように配列されている単一結晶シリコン片の例示的な構成
を示している。（００１）結晶方位は、シリコン太陽電池の製造に関して有利な特性を有
することが示されている。（００１）シリコンは、表面全体を覆うピラミッドのパターン
を形成するように化学エッチングが施され、これにより、反射を小さくし、材料内の光の
経路長を延長することによってシリコンの光トラップ機能を改善することができる。化学
エッチングは、知られている方法によって実行できる。しかし、（００１）シリコンの鋳
造は、シリコンの多結晶領域に隣接する位置に配置されたときにその（００１）極方向に
対し鋭角の角度で結晶粒境界を成長させる傾向があるため困難である。多結晶シリコンの
成長に対抗するため、複数の単結晶シリコン種結晶の幾何学的構成がるつぼ（図示せず）
内の少なくとも１つの表面、例えば、るつぼの底面に配置されるようにでき、この幾何学
的構成は、最密充填多角形を含む。図５に示されているように、１片の（００１）シリコ
ン５００は、（１１１）シリコン５０１の矩形の周によって囲まれる。周囲シリコン５０
１の極方位は、（１１１）として示されているが、これは、多結晶領域に隣接して成長し
たときに競争的に有利である結晶方位である可能性がある。このようにして、結果として
得られる鋳造インゴット（図示せず）の大部分は、（００１）シリコンからなり、シリコ
ン５０１から成長させた競争的に有利な（１１１）結晶粒は、シリコン５００上で（００
１）シリコンによって占有される領域内の多結晶シリコンの成長を制限する。同様に、本
発明の実施形態に従って、多結晶シリコンの本体を鋳造することによって形成されるシリ
コン結晶粒は、柱状に成長させることができる。さらに、このような結晶粒は、固化が進
行するときに収縮する（００１）断面領域を有するのではなく、結晶粒を形成する種結晶
の形状であるか、または結晶粒を形成する種結晶の形状に近い断面を有することができる
。このような特に選択された結晶粒境界を有するシリコンを作製する場合、好ましくは、
結晶粒境界接合部は、１つの隅部で交わる３つの結晶粒境界のみを有し、これは図５に示
されている構成において満たされる条件である。
【００４７】
　図６は、種結晶層として使用する面積の大きな、転位を含まない単一結晶を製造するた
めのプロセスを例示している。断面で示されている、このプロセスでは、ポリ結晶原料６
００は、面積が約２５ｃｍ２から約１０，０００ｃｍ２まで、厚さが約３ｍｍから１００
０ｍｍまでの横方向寸法を有するものとしてよい単一結晶の種結晶６０１と一緒に装填さ
れる。原料６００は、るつぼ６１０内に置かれ、次いで、熱伝導部分（６２０）と断熱部
分（６３０）からなる、層６２０、６２１、および６３０の上にある場（図示せず）に置
かれる。熱伝導部分６２０の領域は、好ましくは、種結晶６０１の約５０％から約１５０
％の側面積を有する、るつぼ６１０の底部のほぼ同じ形状であるべきである。溶融時に、
熱伝導領域６２０を通して熱が抽出され支持板６２１に送られるが、熱が断熱層６３０を
通過するのは妨げられる。鋳造の溶融段階であっても熱伝導領域６２０を通して熱が外へ
伝導され、これにより、種結晶６０１の完全な溶融が妨げられる。すべての原料６００お
よび種結晶６０１のごく一部が溶融されて液体シリコン６０２にされた後、残っている固
体シリコン６０３は、固化プロセスの核形成層として働く。断熱層６３０が存在すること
で、核形成および成長時に固体シリコン６０３の形状、さらには図６の矢印で示されてい
る方向を制御することができる。固化表面の曲率が強いため、固体シリコン６０３の外向
きの成長が生じ、その一方で、多結晶領域６０５は最小にされる。インゴット６０４が鋳
造された後、新しい種結晶スラブ６０６として使用されるインゴットの上側部分から水平
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層を切り出すことができる（破線）。スラブ６０６は、新しいるつぼ６１０内の新しいイ
ンゴットとして、またはなおいっそう大きい単一結晶の出発点として、洗浄され、切り取
られ、使用されうるが、ここでもまた、説明したばかりのプロセスを使用する。
【００４８】
　図７Ａおよび７Ｂは、種結晶インゴット内の低炭素単結晶または多結晶シリコンの鋳造
のための装置の断面を示している。図７Ａに示されているように、種結晶７００は、炉高
温帯（ラベルは付けられていない）内に配置されているるつぼ７１０内に原料７０１と一
緒に装填される。るつぼ７１０は、セラミック製蓋７１１（図７Ｂにも示されている）で
覆われているように例示されているが、覆いを取って、周囲の外気に対して完全に開放さ
れるようにできる。鋳造では、るつぼ７１０内に落ち込む場合があるグラファイト断熱材
７２０の脱離した断片からインゴット内に混入されるか、またはるつぼ７１０からの酸素
が溶融したシリコン中に溶解する気相反応によってインゴットに内に混入される可能性が
あり、その後、ＳｉＯ分子（図示せず）として蒸発する。これらの分子は、炉のグラファ
イト部分７２０、７５０、７６０に付着し、反応ＳｉＯ＋２Ｃ→ＳｉＣ＋ＣＯを介して反
応することができる。
【００４９】
　ＣＯガス分子が液体の中に入り、そこでＳｉＣが形成され、Ｏが再び遊離してサイクル
を繰り返す。セラミック製蓋７１１（図７Ｂに示されている）をるつぼ７１０に導入し、
プロセスガス７３０（例えば、アルゴンとすることができる）を慎重に制御することによ
って、炭素混入の両方の機構が効果的に停止または厳しく制限できる。セラミック製蓋７
１１は、例えば、溶融シリカ、石英、炭化ケイ素、窒化ケイ素、および同様の物質を含む
、多数の材料で作製することができる。アルゴンなどの不活性ガスの新規供給が流路７４
０内を通過し、他の流路（図示せず）を通って出て、上述の炭素ガス反応を妨げることが
設計では望ましい。
【００５０】
　さらに図７Ａおよび７Ｂを参照すると、鋳造プロセスは、炉内にるつぼ７１０を設置す
る前に１つまたは複数の種結晶７００および原料７０１を装填することによって、または
１つまたは複数の種結晶７００のみを装填し、その後液体シリコン７７０を別の溶融室か
らるつぼ内に導入することによって実行することができる。
【００５１】
　図８は、鋳造時に固体液体界面の形状を修正するための本発明の実施形態による装置を
示している。図８に示されているように、ターゲットとする加熱を材料８００、８０１に
加えるために、一次加熱装置８２０および追加加熱装置８４０が鋳造ステーションの高温
帯（断熱材８３１によって囲まれているように示されている）内に置かれる。固体種結晶
材料８０１の上にある液体材料８００は、るつぼ８１０の側壁の近くの縁のところで湾曲
している界面を有する。一次加熱装置８２０は、一次ヒートシンク８６０と一緒に、通常
は、実質的に平坦な固体液体界面（図示せず）を形成する働きをする。しかし、追加加熱
装置８４０は、電流を直接材料８００、８０１に流して、るつぼ８１０の壁の近くの材料
８００、８０１の縁に誘導加熱を及ぼし、これによりその付近の固体材料８０１を溶融す
る。
【００５２】
　図８に示されているような追加加熱装置８４０は、循環する液体８５０で冷却され、周
囲層８３０によって一次加熱装置８２０から断熱された、例えば、銅を使用した、導電性
材料のコイルである。追加加熱装置８４０は、図８に例示されているように、ループでる
つぼ８１０を囲む一巻コイルであるか、またはらせんを構成するループ間に所望の間隔を
有するらせんを形成する複数のループを有するものとすることができる。追加加熱装置８
４０は、さらに、固体液体界面（図示せず）に影響を及ぼすためにるつぼ８１０の壁に相
対的に移動できるように構成することもできる。追加加熱装置８４０は、水が冷却する銅
製パイプを流れる電流によって動作し、これによりパイプを流れる電流が液体シリコンと
結合しシリコン内に対応する電流を誘起する強磁場を形成する。シリコン内の、および／
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またはシリコンを通る電流から生じる抵抗熱は、局部的な方法で、および／または局部的
な形で加熱作用を引き起こす。
【００５３】
　代替として、抵抗加熱装置は、追加加熱装置８４０として使用することも可能であるが
、抵抗加熱装置は、材料８００、８０１などの材料の比体積に熱を加えることを目的とす
るときにはそれほど効率的でない場合がある。図８に示されている装置で鋳造を行うとき
には、追加加熱装置８４０は、種結晶材料８０１を過度に溶融しないように、溶融サイク
ルの終わり近くでのみ作動させる。追加加熱装置８４０は、固化プロセスの少なくとも最
初の２０％のあたりまで熱をるつぼ８１０に加え続ける。追加加熱装置８４０は、冷却段
が実行されるまで固化プロセス全体を通してるつぼ８１０に熱を加え続けてもよい。
【００５４】
　図９に示されているように、一実施形態によれば、単結晶および／または双晶シリコン
の体積は、種結晶側板および／またはスラブを使用してさらに増やすこともできる。種結
晶９００は、るつぼ９１０の１つまたは複数の側壁９３０、９４０上に置くこともできる
。種結晶９００は、るつぼ９１０の四方の壁すべてに配置することができるが、例示のみ
のために、種結晶９００は、壁９３０、９４０上にのみ示されている。好ましくは、るつ
ぼ９１０の四方の壁のどれかに置かれる種結晶９００は、結晶成長が促進されるように柱
状および／またはモノリシックである。好ましくは、るつぼ９１０の四方の壁のどれかに
置かれている柱状種結晶はそれぞれ、るつぼ９１０の底面上で真下に置かれている種結晶
と同じ粒子配向を有する。幾何学的多結晶シリコン成長の場合、このようにして柱状種結
晶を配置することで、幾何学的多結晶シリコン粒の成長はるつぼ９１０の高さほどに促さ
れる。代替として、側面では単結晶スラブが使用され、その結果、単結晶材料が増える。
【００５５】
　さらに図９を参照すると、種結晶９００のこのような構成の利点は、結晶度が高く、ま
た成長速度が速いシリコンを鋳造する高速で単純な自己伝播プロセスである点である。例
えば、るつぼ９１０内にキャビティ、例えば、底部と４つの壁を形成するように積み重ね
られた多数の種結晶からなるシリコン「カップ」内で、シリコンを溶融することができる
。代替として、るつぼ９１０内にキャビティ、例えば、底部と４つの壁を形成するように
積み重ねられた多数の種結晶からなるシリコン「カップ」内に、溶融シリコンを注ぎ込ん
でもよい。代替の実施例では、収容「カップ」は、最初に、シリコンの溶融温度まで高め
られるが、固体状態に維持され、次いで、溶融シリコンが、注ぎ込まれ、熱平衡に至らせ
る。次いで、上記の実施例において、るつぼ９１０が冷却され、これにより、熱がるつぼ
９１０の開いている上部にそのまま加えられている間に、例えば、熱を周囲に放射する固
体ヒートシンク材料（図示せず）によってるつぼ９１０の底部および側部から熱が除去さ
れる。このようにして、結果として得られるシリコンの鋳造インゴットは、単結晶である
か、または幾何学的多結晶（使用される種結晶９００の種類およびその配向に応じて）で
あるものとしてよく、結晶化は、独自の多結晶鋳造プロセスよりも高速に進行する。この
プロセスを繰り返すために、知られている技術を使用して、結晶化したシリコンインゴッ
トの側部および底部の一部が除去され、その後の鋳造プロセスで再利用できる。好ましく
は、複数の種結晶、例えば、種結晶９００は、種結晶９００の間の共通極方向がるつぼ９
１０の底部および側部のそれぞれに対し垂直となるように配列され、したがって、るつぼ
９１０の底部と側部との間に結晶粒境界は形成されない。
【００５６】
　一実施形態によれば、図１１、１１Ａ、および１１Ｂに示されているように、シリコン
を鋳造するための蓋１１１１は、中央注入孔１１１３に関して配置されている複数の成形
孔１１１２を備えている。望ましくは、ただし必ずというわけではないが、成形孔１１１
２は、中心に一般的にスロット状の部分を備え、一般的に円形の部分がスロット部分の端
部に、および／またはその近くに配置されている。成形孔１１１２の形状は、ときには、
「犬用の骨」および／または「亜鈴」とも呼ばれることがある。スロットおよび／または
円は、好適な任意のサイズおよび／または配置であってよい。望ましくは、１つの成形孔
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１１１２は、蓋１１１１のそれぞれの側部および蓋１１１１のそれぞれの隅部に対応し、
例えば、成形孔１１１２は合計で８つである。隅部成形孔は、長さのほぼ半分など、側部
成形孔よりも短いものとすることができる。望ましくは、成形孔１１１２は、テーパが付
けられ、例えば、蓋１１１１の内側では狭く、蓋１１１１の外側では広くなっている。成
形孔は、シリコン中への破片および／または汚染物質の逆混合および／または混入を低減
することができる。
【００５７】
　本明細書で開示されているように、本発明の実施形態は、単結晶シリコン、準単結晶シ
リコン、双晶シリコン、または幾何学的多結晶シリコンの大きな本体を、単純で費用効果
の高い鋳造プロセスによって生産するために使用されうる。本発明の実施形態によるプロ
セスで使用されるシリコン原料、および生産されるシリコンは、ホウ素、アルミニウム、
リチウム、ガリウム、リン、アンチモン、ヒ素、およびビスマスを含むリストから選択さ
れる１つまたは複数のドーパントを含有することが可能である。このような１つまたは複
数のドーパントの総量は、約０．０１ｐｐｍａ（原子数％での１００万分率）から約２ｐ
ｐｍａとすることができる。好ましくは、シリコン中の１つまたは複数のドーパントの量
は、約０．１から約５０Ω－ｃｍ、好ましくは約０．５から約５．０Ω－ｃｍの抵抗率を
有する。代替として、本明細書で開示されているプロセスおよび装置を使用して、好適な
液相を有する他の材料を鋳造することもできる。例えば、ゲルマニウム、ガリウムヒ素、
シリコンゲルマニウム、サファイア、および多数の他のＩＩＩ－ＶまたはＩＩ－ＶＩ族材
料、さらには金属および合金は、本発明の実施形態により鋳造可能である。
【００５８】
　さらに、シリコンの鋳造が、本明細書において説明されているが、他の半導体材料およ
び非金属結晶材料も、本発明の範囲および精神から逸脱することなく鋳造することが可能
である。例えば、本発明の発明者は、ゲルマニウム、ガリウムヒ素、シリコンゲルマニウ
ム、酸化アルミニウム（その単一結晶形態のサファイアを含む）、窒化ガリウム、酸化亜
鉛、硫化亜鉛、ガリウムインジウムヒ素、アンチモン化インジウム、ゲルマニウム、イッ
トリウムバリウム酸化物、ランタニド酸化物、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、およ
び液相を持つ他の半導体、酸化物、および金属間化合物などの本発明の実施形態による他
の材料の鋳造も考察している。それに加えて、多数の他のＩＩＩ－Ｖ族またはＩＩ－ＶＩ
族材料、さらには金属および合金も、本発明の実施形態により鋳造可能である。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、鋳造シリコンを製造する方法は、結晶シリコンの種結晶層を
、るつぼの底面など、るつぼ内に装填するステップを含みうる。この方法は、固体シリコ
ン原料を、種結晶層の上などの、るつぼ内に装填するステップを含みうる。この方法は、
蓋を、容器の口など、るつぼの開口部にかぶせるステップを含みうる。この方法は、不活
性ガスを中央ポートなど蓋の少なくとも１つの孔を通してるつぼ内に流入させるステップ
を含むことができ、その場合、不活性ガスは、アルゴンおよび／または窒素とすることが
できる。シリコンに関して不活性である他のガス、例えば、ヘリウム、キセノン、および
／または他の好適な蒸気なども使用できる。
【００６０】
　この方法は、さらに、不活性ガスを蓋の少なくとも１つの他の孔、例えば、複数の放射
状に配置されている開口を通してるつぼから抜くステップをさらに含むことができる。望
ましくは、ガス抜きで、るつぼ内への逆流、混入、および／または逆混合を防止する。こ
の方法は、種結晶層の一部を固体状態に維持しつつ、またシリコンの固形物を形成しつつ
、シリコン原料を溶融するステップを含みうる。この方法は、固形物を冷却するステップ
も含みうる。望ましくは、この方法は、るつぼの少なくとも底面を通して熱を抽出するこ
とによって固形物を形成するステップを含む。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、不活性ガスの流れは、少なくともシリコン原料の溶融時およ
び固形物の形成時に生じる。代替として、最初の乾燥および／またはガス除去の段階を除
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いて、不活性ガスが常時送られる。好ましくは、不活性ガスを流すことで、るつぼに対し
、２～３ミリメートル程度の液圧などの周囲環境よりも高い圧力を加える。この方法は、
水蒸気を除去し、および／または低減するなどのために、種結晶層およびシリコン原料を
装填した後、また不活性ガスの流入が開始する前に、るつぼに真空を印加するステップを
さらに含むことができる。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、不活性ガスを流したり、抜いたりすることで、グラファイト
断熱材からシリコン中に落下する炭粉からなど、鋳造シリコン中への炭素混入を少なくと
も部分的に低減もしくは防止する。不活性ガスを流し込んだり、抜いたりすることで、溶
融シリコンからなど、るつぼ内のＳｉＯが少なくとも部分的に低減されうる。
【００６３】
　いくつかの実施形態では、固形物は、約１×１０１６から約４×１０１７などの炭素濃
度および／またはほぼ溶解限界を有する低炭素シリコンを含む。上述のように、一般的に
低い炭素濃度は、太陽電池用途に望ましい。本発明によるシリコンの低い炭素濃度は、他
の鋳造シリコン法およびさらにはＣＺシリコンの高い炭素濃度とは対照的である。
【００６４】
　いくつかの実施形態では、本発明は、平均炭素濃度が約４×１０１７原子数／ｃｍ３の
溶解度限界より低く、平均酸素濃度が約８×１０１７原子数／ｃｍ３より低い鋳造シリコ
ンの本体を含む。酸素濃度の範囲は、例えば、約１．２×１０１８から約１×１０１７と
することができる。
【００６５】
　代替として、鋳造シリコンを製造する方法は、結晶シリコンの種結晶層をるつぼ内に任
意選択で装填するステップと、るつぼを蓋で任意選択で覆うステップと、液体シリコンを
るつぼ内に導入するステップと、存在するならば種結晶層の一部を溶融させるステップと
、シリコンの固形物を形成するステップと、不活性ガスをるつぼ内に任意選択で流し込む
ステップと、不活性ガスをるつぼから任意選択で抜き出すステップと、固形物を冷却する
ステップとを含む。不活性ガスは、蓋および／またはるつぼ内の、および／または蓋およ
び／またはるつぼを貫通する１つまたは複数の孔および／または開口に入るか、または供
給されうる。不活性ガスは、蓋および／またはるつぼ内の、および／または蓋および／ま
たはるつぼを貫通する１つまたは複数の孔および／または開口から出るか、および／また
は排出されうる。望ましくは、ただし必ずというわけではないが、供給ポートおよび排出
ポートは異なるオリフィスである。代替として、同心円状構成および／または形状の場合
と同様に、単一の貫通部が供給と排出の両方の働きをする。
【００６６】
　本明細書で開示されているこの方法およびすべての方法において提示されているステッ
プの順序は、明示されていない限り、ステップのリストされている並びおよび／または数
に限定されるとみなされるべきでない。
【００６７】
　液体シリコンは、るつぼに過熱された液体を導入した後に種結晶の薄層を溶融するため
一定量の過熱がなされるなどする過熱液体シリコンを含みうる。代替として、この一定量
の過熱は、溶融シリコンの温度より約１℃から約１００℃ほど高い過熱を含む。他の範囲
の過熱も可能である。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、鋳造シリコンを製造する方法は、結晶シリコンの底部種結晶
層をるつぼの底部に装填するステップと、結晶シリコンの少なくとも１つの側板種結晶層
をるつぼの少なくとも１つの側壁の隣に装填するステップと、るつぼを蓋で覆うステップ
と、液体シリコンをるつぼ内に導入するステップと、底部種結晶層または少なくとも１つ
の側板種結晶層の一部を溶融するステップと、シリコンの固形物を形成するステップと、
蓋の少なくとも１つの孔を通して不活性ガスを流し込むステップと、少なくとも１つの他
の孔を通して不活性ガスを抜き出すステップと、固形物を冷却するステップとを含む。種
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結晶側板および／または結晶は、望ましくは、るつぼの底面上の種結晶層に対応する配向
を有する。種結晶側板は、側壁に一時的に貼り付けられ、および／または例えば、底部種
結晶層と結合され、および／または底部種結晶層と組み合わされうる。
【００６９】
　「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓｅｓ　ｆｏｒ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒ
ｉｎｇ　Ｍｏｎｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｃａｓｔ　Ｓｉｌｉｃｏｎ　ａｎｄ　Ｍｏｎ
ｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｃａｓｔ　Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｂｏｄｉｅｓ　ｆｏｒ　Ｐｈｏ
ｔｏｖｏｌｔａｉｃｓ」という表題の米国特許出願公開第２００７／０１６９６８４Ａ１
号では、種結晶側板の使用を開示している。「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔ
ｕｓｅｓ　ｆｏｒ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｇｅｏｍｅｔｒｉｃ　Ｍｕｌｔｉｃｒ
ｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｃａｓｔ　Ｓｉｌｉｃｏｎ　ａｎｄ　Ｇｅｏｍｅｔｒｉｃ　Ｍｕｌ
ｔｉｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｃａｓｔ　Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｂｏｄｉｅｓ　ｆｏｒ　Ｐｈ
ｏｔｏｖｏｌｔａｉｃｓ」という表題の米国特許出願公開第２００７／０１６９６８５Ａ
１号でも、種結晶側板の使用を開示している。同一出願人による出願公開第２００７／０
１６９６８４号および第２００７／０１６９６８５号は内容全体が参照により本明細書に
組み込まれている。
【００７０】
　いくつかの実施形態では、固形物を形成するステップは、るつぼの底面を通して熱を抽
出するステップを含む。代替として、固形物を形成するステップは、るつぼの底面および
少なくとも１つの側壁を通して熱を抽出するステップを含むことができる。代替として、
熱は、上面および／または蓋を通して抽出されうる。好適な冷却方法として、対流機構、
伝導機構、および／または輻射機構が挙げられる。
【００７１】
　いくつかの実施形態では、鋳造シリコンを製造する方法は、結晶シリコンの種結晶層を
固体シリコン原料とともに蓋を有するるつぼ内に任意選択で装填するステップと、シリコ
ン原料を溶融し、種結晶層の一部を固体状態が存在する場合に固体状態に維持しつつ、ま
た蓋もしくはカバー内の少なくとも１つの孔を通して不活性ガスを流すとともに蓋または
カバー内の少なくとも１つの他の孔を通して不活性ガスを抜き出しつつシリコンの固形物
を形成するステップと、固形物を冷却するステップとを含む。
【００７２】
　いくつかの実施形態では、鋳造シリコンを製造する方法は、結晶シリコンの種結晶層を
るつぼ内に装填するステップと、るつぼを蓋で覆うステップと、液体シリコンをるつぼ内
に導入するステップと、種結晶層の一部を溶融させるステップと、不活性ガスを蓋の少な
くとも１つの孔に通して流す一方で少なくとも１つの他の孔から不活性ガスが抜けるよう
にしつつシリコンの固形物を形成するステップと、固形物を冷却するステップとを含む。
【００７３】
　いくつかの実施形態では、鋳造シリコンを製造する方法は、結晶シリコンの種結晶層を
るつぼ内に装填するステップと、るつぼを蓋で覆うステップと、過熱液体シリコンをるつ
ぼ内に導入するステップと、種結晶層の一部を溶融させるステップと、シリコンの固形物
を形成するステップと、固形物を冷却するステップとを含む。この方法は、るつぼに過熱
された液体を導入した後に種結晶の薄層を溶融するのに十分な一定量の過熱も含みうる。
代替として、るつぼは、種結晶材料の導入とその後の液体および／または溶融シリコンの
急速導入に先立ってシリコンの融点の温度に、および／または融点より高い温度に加熱で
きる。過熱は、シリコンの融点より約１℃から約１００℃ほど高い温度など、好適な量の
過熱を含みうる。
【００７４】
　いくつかの実施形態によれば、鋳造シリコンを製造する方法は、液体シリコンをるつぼ
内に導入し、および／または固体シリコン原料をるつぼに入れてシリコン原料を溶融する
ステップと、シリコンの固形物を形成するステップと、不活性ガスをるつぼ内に流し込む
ステップと、不活性ガスをるつぼから抜き出すステップと、固形物を冷却するステップと
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を含む。この方法は、るつぼおよび／またはるつぼの少なくとも一部またはるつぼの開口
部を蓋で覆うステップをさらに含みうる。不活性ガスを流すステップは、不活性ガスを蓋
またはるつぼ内の１つまたは複数の孔に通すステップを含むことができる。不活性ガスを
抜き出すステップは、不活性ガスを蓋またはるつぼ内の１つまたは複数の孔に通すステッ
プを含むことができる。不活性ガスを流す、および／または抜き出すための孔は、丸形、
正方形、矩形、三角形、スロット、成形孔、および／または同様の形状などの好適な形状
とすることができる。不活性ガスを流し、抜き出すステップは、同じおよび／または異な
る孔を通じて行うことができる。
【００７５】
　以下の実施例は、本発明の実施形態による実験結果である。これらの実施例は、本発明
の実施形態の例を示し、図解することのみのために提示されており、いかなる形でも本発
明の範囲を制限するものと解釈されるべきではない。
【実施例】
【００７６】
［実施例１］
　るつぼの準備：るつぼを２つの層からなる支持構造物上に配置した。支持構造物の底部
層は、大きさが８０ｃｍ×８０ｃｍ×２．５ｃｍである固体同質成形グラファイト板であ
り、これが複合層を支持した。上側複合層は、大きさが６０ｃｍ×６０ｃｍ×１．２ｃｍ
の熱伝導性同質成形グラファイト板である内部領域を有し、厚さ１．２ｃｍの断熱グラフ
ァイト繊維板の１０ｃｍの周で四方の側面すべてにおいて囲まれていた。このようにして
、複合層は、底部層を完全に覆った。
【００７７】
　種結晶の準備：１辺１４０ｍｍからの正方形の断面を有するようにダイヤモンドコーテ
ィングされたバンドソーを使用して、ＭＥＭＣ，Ｉｎｃ．社から入手した、０．３ｐｐｍ
ａのホウ素を有する純粋なチョクラルスキ（ＣＺ）シリコン（単結晶）のブールをその長
さにそって切り落とした。その結果得られた単結晶シリコンのブロックにおいて同じソー
を使用してその断面を切り開き、厚さが約２ｃｍから約２ｃｍまでの複数のスラブを形成
した。これらのスラブを、単結晶シリコン種結晶、つまり「種結晶」として使用した。シ
リコンブールの（１００）結晶極方位を維持した。次いで、その結果得られた単一結晶シ
リコンスラブを、スラブの（１００）方向が上を向くように石英るつぼの底部に配列し、
（１１０）方向をるつぼの一方の側部に対し平行に保った。石英るつぼは、側面が６８ｃ
ｍ、深さが約４０ｃｍの正方形の断面を有していた。スラブの長い寸法部分がるつぼの底
部に対し平行で、その側部が接触して、るつぼの底部に単一の完全な層を形成するように
、スラブをるつぼの底部に配列した。
【００７８】
　鋳造：るつぼに、種結晶板を装填し、次いで、室温で最大総質量２６５ｋｇの固体シリ
コン原料を充填した。約０．３ｐｐｍａの全インゴットドーピングに対し十分なホウ素を
供給するために、高濃度ホウ素ドープシリコンの数枚のウェハを加えた。充填されたるつ
ぼを、支持構造物の断熱部分に配置されたグラファイト支持板で最初に囲み、次いで、多
結晶シリコンを鋳造するために使用される現場溶融／方向性凝固鋳造ステーション内に装
填した。抵抗加熱装置を約１５５０℃まで加熱することによって溶融プロセスを実行し、
断熱材を全部で６ｃｍ開くことによって底部から熱が放射できるようにしつつ頂部から加
熱されるように加熱装置を構成した。この構成により、溶融はトップダウン方向でるつぼ
の底部に向かって進行した。底部を通る受動的冷却によって、種結晶が溶融温度で固体状
態に保持されたが、これは熱電対で監視された。１０分おきに溶融物内に石英ディップロ
ッドを降ろして溶融の程度を測定した。残りの固体材料の高さを決定するために、ディッ
プロッドの高さを場の中の空のるつぼで得た測定結果と比較した。ディップロッド測定に
より、最初に原料が溶融し、次いで、溶融段階が、種結晶の約１．５ｃｍの高さ部分のみ
が残るまで続けることができた。この時点で、加熱力は、１５００℃の温度設定まで下が
り、底部からの輻射は、断熱材を１２ｃｍまで開くことによって増大した。種結晶のさら
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に１または２ミリメートル分が溶融し、その後、固化が開始したが、これはディップロッ
ド測定によって観察された。次いで、種結晶の単結晶成長が、固化ステップの終わりまで
進行した。上から下への熱勾配が安定する通常パラメータを使用して成長段階および鋳造
サイクルの残り段階を実行し、次いで、インゴット全体を、ゆっくりと室温まで冷却した
。鋳造シリコン生成物は、６６ｃｍ×６６ｃｍ×２４ｃｍのインゴットであった。種結晶
と一致する結晶度の領域は、底部から始まり、溶融していない材料の縁と一致し、成長が
始まるとそこから横方向外向きにるつぼ壁に向かって成長し、結晶化の終わりに向かって
一定のサイズに安定化した。単結晶シリコン構造は、インゴットから切り取ったブリック
を目視検査することから明らかであった。
［実施例２］
　図１のように種結晶形成を行い、大きな単結晶体積を含むインゴットを鋳造した。冷却
した後、インゴットをその側部を下にして立て、切断用の固定ダイヤモンド研磨剤を入れ
たバンドソー内に装填した。インゴットの底部を厚さ２ｃｍの単一層として切断した。次
いで、この層を切断テーブル上に水平方向で固定した。同じバンドソーで、それぞれの側
部から１．５ｃｍほど除去されるように層の縁を切り取った。次いで、スラブにサンドブ
ラストを掛け、これにより、接着剤および異物を除去し、その後、金属を除去するために
高温の水酸化ナトリウム槽内でエッチングし、すすぎ、ＨＣｌ槽内に浸漬した。次いで、
前のインゴットと同じサイズの標準的なるつぼの底部に、スラブを置いた。シリコン原料
を、総質量２６５ｋｇとなるように装填し、鋳造プロセスを繰り返し、第２の種結晶イン
ゴットを形成した。
［実施例３］
　種結晶の準備：種結晶層の準備は、５８×５８ｃｍの被覆面積および２～３ｃｍの範囲
の厚さとなるように、るつぼの底部を裏打ちするために使用される正方形の（１００）板
１８ｋｇから始まった。これらの板をまとめて１つの大きな正方形にし、るつぼの中心に
置いた。次に、この正方形を（１１１）結晶方位の種結晶の厚さ２ｃｍの層で囲み、全種
結晶層を６３ｃｍ×６３ｃｍの正方形にした。
【００７９】
　鋳造：種結晶を入れたるつぼに、総質量２６５ｋｇになるまでシリコンを充填し、鋳造
ステーション内に置いた。鋳造は、実施例１のように実施されたが、その際に、種結晶層
が溶融の終わりおよび固化の開始までの間損なわれることのないようにプロセスを監視し
た。その結果得られたインゴットを１２．５ｃｍのブリックの５×５格子に切断した。ブ
リックの結晶構造を光学検査すると、（１１１）結晶は緩衝層として働き、ランダムに核
形成された結晶粒が（１００）体積中に侵入するのを防ぐことがわかった。
［実施例４］
　るつぼの準備：標準的な６９ｃｍ２のるつぼを２つの層からなる支持構造物上に配置し
た。これらの層を、複合層の寸法が異なることを除き、実施例１のように構成した。底部
固体グラファイト層は、前のように８０×８０×２．５ｃｍ３の寸法を有するが、複合層
の熱伝導部分は、わずか２０×２０×１．２ｃｍ３のサイズであり、底部層の上の中心に
置かれた。底部層の残り部分を、断熱グラファイト繊維板で覆った。
【００８０】
　種結晶の準備：２１ｃｍ×２１ｃｍ×２ｃｍのサイズの（１００）結晶方位の単一結晶
シリコンの単一片をるつぼの底部の中心に置いた。次いで、るつぼに、総質量２６５ｋｇ
となるようにシリコン原料の残部を充填した。
【００８１】
　鋳造：るつぼおよび支持板を鋳造ステーション内に置き、実施例１のように循環させた
が、ただし、小さな熱抽出領域が与えられた場合に、シリコンの固化のための時間の余裕
をみた。冷却した後、インゴットを複数の片に分けた。片に分けられたインゴットを目視
検査することで、制御された熱抽出からの、結晶の強い外向きの成長が確認された。
［実施例５］
　るつぼの準備：標準的な６９ｃｍ２のるつぼをグラファイト支持板上に置き、実施例１
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のように種結晶層、原料、およびドーパントを装填したが、ただし、原料には前のインゴ
ットからリサイクルされたシリコンは含まれていなかった。次いで、寸法６９×６９×１
２ｃｍ３の溶融シリカ蓋をるつぼ内に置いた。プロセスガスが導入される上部断熱材の孔
に伸縮管（ｔｅｌｅｓｃｏｐｉｎｇ　ｔｕｂｅ）が取り付けられるように鋳造ステーショ
ンを修正した。次いで鋳造ステーションに一定分量を充填し、上昇させてテレスコープ（
ｔｅｌｅｓｃｏｐｅ）と係合させた。変更されたレシピを用いて鋳造ステーションを稼動
させ、ガス制御を高め、固化処理設定を変更してるつぼの蓋の効果を補正するようにした
。その結果得られたインゴットを測定したところ、典型的なインゴットに見られる炭素濃
度の１／１０であることがわかり、さらに、鏡状の上面を有し、典型的なインゴットに比
べて含まれる異物は少なかった。
［実施例６］
　るつぼの準備：剥離コーティングを使用しない標準的な６９ｃｍ２のるつぼを準備した
。
【００８２】
　種結晶の準備：（１００）結晶方位の単一結晶シリコンの単一片をるつぼの底部の中心
に置いた。次いで、追加の種結晶スラブをるつぼの四方の側壁に追加した。次いで、るつ
ぼに、シリコン原料の残部を充填した。
【００８３】
　鋳造：るつぼおよび種結晶材料を鋳造ステーション内に置き、側壁を通しての熱の抽出
を含む溶融プロセスと固化プロセスを繰り返した。断片に分けたインゴット１０２５を目
視検査したところ、側部種結晶スラブの望ましい効果により図１０に示されているように
側面にそって単結晶材料１０２２が得られることが確認された。底部種結晶層１１００は
溶融時に酸化され、その結果、インゴットの中心部に多結晶材料１０２３が得られた。
【００８４】
　したがって、本発明の実施形態および上述の実施例によれば、本発明の実施形態に従っ
てシリコンから作製されたウェハは、適切に薄いものであり、光起電力電池で使用するこ
とができる。例えば、ウェハは、厚さ約１０ミクロンから厚さ約３００ミクロンまでとす
ることができる。さらに、光起電力電池で使用されるウェハは、好ましくは、ウェハ厚さ
（ｔ）より大きい拡散長（Ｌｐ）を有する。例えば、Ｌｐ対ｔの比は、少なくとも０．５
であるのが適している。これは、例えば、少なくとも約１．１、または少なくとも２とす
ることができる。拡散長は、少数キャリア（ｐ型材料中の電子など）が多数キャリア（ｐ
型材料中の正孔）と再結合する前に拡散できる平均距離である。Ｌｐは、関係式Ｌｐ＝（
Ｄτ）１／２で少数キャリア寿命τに関係付けられ、ただし、Ｄは、拡散定数である。拡
散長は、光子線誘導電流技術または表面光起電力技術などの、多くの技術によって測定で
きる。例えば、拡散長の測定方法の説明については、参照により本明細書に組み込まれて
いる、Ａ．ＦａｈｒｅｎｂｒｕｃｈおよびＲ．Ｂｕｂｅ著「Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｓ　
ｏｆ　Ｓｏｌａｒ　Ｃｅｌｌｓ」、Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ、１９８３年、９０～
１０２頁を参照されたい。
【００８５】
　ウェハは、約１００ミリメートルから約６００ミリメートルまでの幅を有するものとし
てよい。好ましくは、ウェハの少なくとも１つの寸法は少なくとも約５０ｍｍである。本
発明のシリコンから作製されたウェハ、したがって本発明によって作製された光起電力電
池は、例えば、約１００から約３６００平方センチメートルの表面積を有するものとする
ことができる。ウェハのおもて面は、好ましくはテクスチャ加工される。例えば、ウェハ
は、化学エッチング、プラズマエッチング、またはレーザもしくは機械式スクライブを使
用して適切にテクスチャ加工することができる。単結晶ウェハが使用される場合、ウェハ
をエッチングして、高温で、例えば、約７０℃から約９０℃の温度で、約１０から約１２
０分間、水酸化ナトリウムなどの塩基の水溶液中でウェハを処理することによって異方性
テクスチャ加工面を形成することができる。この水溶液は、イソプロパノールなどのアル
コールを含んでいてもよい。
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【００８６】
　したがって、太陽電池は、本発明の実施形態により鋳造シリコンインゴットから形成さ
れたウェハを使用して製造することができるが、この作業は、鋳造シリコンの固形物をス
ライスして少なくとも１枚のウェハを形成するステップと、ウェハの表面上で洗浄手順を
任意選択で実行するステップと、この表面上でテクスチャ加工ステップを任意選択で実行
するステップと、表面をドープすることによってｐｎ接合を形成するステップと、この表
面上に反射防止コーティングを任意選択で堆積するステップと、例えばアルミニウム焼結
ステップを用いて、裏面電界を任意選択で形成するステップと、ウェハの少なくとも１つ
の表面上に導電性接点を形成するステップとを含む。
【００８７】
　例えばｐ型シリコンウェハを使用して光起電力電池を作成するための典型的な、また一
般的なプロセスにおいて、ウェハは、一方の側面を好適なｎ型ドーパントに曝され、これ
により、エミッタ層およびｐｎ接合をウェハのおもて側、つまり受光側に形成する。典型
的には、ｎ型層またはエミッタ層は、化学的または物理的堆積法などの当技術分野で一般
に使用されている技術を使用してｎ型ドーパントをｐ型ウェハのおもて面上に最初に堆積
し、そのような堆積の後に、ｎ型ドーパント、例えば、リンをシリコンウェハのおもて面
内にドライブインし、ｎ型ドーパントをウェハ表面内にさらに拡散させることによって形
成される。この「ドライブイン」ステップは、一般的にウェハを高温に曝すことによって
実行される。こうして、ｐｎ接合は、ｎ型層とｐ型シリコンウェハ基板との間の境界領域
に形成される。ウェハ表面は、エミッタ層を形成するリンまたは他のドーピングの前に、
テクスチャ加工することができる。光吸収をさらに改善するために、窒化シリコンなどの
反射防止コーティングが、典型的には、ウェハのおもて側に施され、ときには表面および
／またはバルクの同時不動態化を行う。
【００８８】
　ｐｎ接合を光エネルギーに曝すことによって発生した電位を利用するために、光起電力
電池は、典型的には、ウェハのおもて面に導電性おもて面電気接触部を、またウェハの後
面に導電性後面電気接触部を備えるが、接触部は両方とも、ウェハの後ろにあってもよい
。このような接触部は、典型的には、１つまたは複数の導電性の高い金属で作製され、し
たがって、典型的には、不透明である。
【００８９】
　そこで、上述の実施形態による太陽電池は、放射状に分布する欠陥を実質的に含まない
連続単結晶シリコンの、それぞれ少なくとも約３５ｃｍである少なくとも２つの寸法を有
する本体からスライスされたウェハ、ウェハ内のｐｎ接合、ウェハの表面上の反射防止コ
ーティング、およびウェハの少なくとも１つの表面上の複数の導電性接触部を備えること
ができ、本体は、スワール欠陥を実質的に含まず、また酸素に由来する積層欠陥を実質的
に含まない。
【００９０】
　また、上述の実施形態による太陽電池は、放射状に分布する欠陥を実質的に含まない連
続多結晶シリコンの、共通極方向が本体の表面に垂直である粒子配向の所定の構成を有し
、それぞれ少なくとも約１０ｃｍである少なくとも２つの寸法をさらに有する本体からス
ライスされたウェハ、ウェハ内のｐｎ接合、ウェハの表面上の反射防止コーティング、お
よびウェハの少なくとも１つの表面上の複数の導電性接触部を備えることができ、多結晶
シリコンは、約０．５ｃｍから約３０ｃｍまでの平均結晶粒境界長を有する結晶粒を含み
、本体は、スワール欠陥を実質的に含まず、また酸素に由来する積層欠陥を実質的に含ま
ない。
【００９１】
当業者には、本発明の範囲または精神から逸脱することなく、開示されている構造および
方法に様々な修正および変更を加えることが可能であることは明らかであろう。本発明の
他の実施形態は、当業者には、本明細書および本明細書に開示されている本発明の実施を
検討すれば明らかになるであろう。本明細書および実施例は、例示にすぎないものと考え
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るものとし、本発明の真の範囲および精神は請求項により示される。以下は、当初の請求
項の記載である。
（請求項１）
鋳造シリコンを製造する方法であって、
結晶のシリコンの種結晶層をるつぼ内に装填するステップと、
固体のシリコン原料を前記るつぼ内に装填するステップと、
蓋を前記るつぼの開口部にかぶせるステップと、
前記蓋の少なくとも１つの孔を通して、前記るつぼ内に不活性ガスを流し込むステップと
、
前記蓋の少なくとも１つの他の孔を通して、前記るつぼから前記不活性ガスを抜き出すス
テップと、
前記種結晶層の一部を固体状態に維持しつつ前記シリコン原料を溶融するステップと、
シリコンの固形物を形成するステップと、
前記固形物を冷却するステップとを含む、方法。
（請求項２）
前記種結晶層の前記装填ステップで、前記種結晶層が前記るつぼの底面上に置かれる、請
求項１に記載の方法。
（請求項３）
前記不活性ガスは、アルゴンまたは窒素を含む、請求項１に記載の方法。
（請求項４）
前記不活性ガスの前記抜き出すステップは、前記るつぼ内への逆流を防止する、請求項１
に記載の方法。
（請求項５）
前記不活性ガスを流し込むステップは、少なくとも前記シリコン原料の溶融時および固形
物の前記形成時に生じる、請求項１に記載の方法。
（請求項６）
前記不活性ガスを流し込むステップは、周囲環境より高い圧力に前記るつぼを加圧する、
請求項１に記載の方法。
（請求項７）
前記方法は、前記種結晶層および前記シリコン原料を装填した後、また前記不活性ガスの
流入が開始する前に、前記るつぼに真空を印加するステップをさらに含む、請求項１に記
載の方法。
（請求項８）
前記固形物を形成するステップは、前記るつぼの少なくとも底面を通して熱を抽出するス
テップを含む、請求項１に記載の方法。
（請求項９）
前記不活性ガスを流し込むステップおよび前記抜き出すステップは、前記鋳造シリコン中
への炭素混入を少なくとも部分的に低減するか、または防止する、請求項１に記載の方法
。
（請求項１０）
前記不活性ガスを流し込むステップおよび前記抜き出すステップは、前記るつぼ内のＳｉ
Ｏを少なくとも部分的に低減する、請求項１に記載の方法。
（請求項１１）
前記固形物は、低炭素シリコンを含む、請求項１に記載の方法。
（請求項１２）
請求項１に記載の方法によって形成されるシリコンの本体であって、前記本体は、約４×
１０１７原子数／ｃｍ３の溶解度限界より低い平均炭素濃度、および約８×１０１７原子
数／ｃｍ３より低い平均酸素濃度を有する、本体。
（請求項１３）
鋳造シリコンを製造する方法であって、



(22) JP 5380442 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

結晶のシリコンの種結晶層をるつぼ内に装填するステップと、
前記るつぼを蓋で覆うステップと、
液体シリコンを前記るつぼ内に導入するステップと、
前記種結晶層の一部を溶融するステップと、
シリコンの固形物を形成するステップと、
前記るつぼ内に不活性ガスを流し込むステップと、
前記るつぼから前記不活性ガスを抜き出すステップと、
前記固形物を冷却するステップとを含む、方法。
（請求項１４）
前記液体シリコンは、過熱された液体シリコンを含む、請求項１３に記載の方法。
（請求項１５）
前記るつぼに前記過熱された液体を導入した後に、一定量の過熱で前記種結晶の薄層を溶
融する、請求項１４に記載の方法。
（請求項１６）
前記一定量の過熱は、約１℃から約１００℃までの範囲である、請求項１４に記載の方法
。
（請求項１７）
前記不活性ガスは、アルゴンまたは窒素を含む、請求項１３に記載の方法。
（請求項１８）
前記不活性ガスを抜き出す前記ステップは、前記るつぼ内への逆流を防止する、請求項１
３に記載の方法。
（請求項１９）
鋳造シリコンを製造する方法であって、
結晶のシリコンの底部種結晶層をるつぼの底部に装填するステップと、
結晶のシリコンの少なくとも１つの側板種結晶層を前記るつぼの少なくとも１つの側壁の
隣に装填するステップと、
前記るつぼを蓋で覆うステップと、
液体のシリコンを前記るつぼ内に導入するステップと、
前記底部種結晶層および／または前記少なくとも１つの側板種結晶層の一部を溶融するス
テップと、
シリコンの固形物を形成するステップと、
前記蓋の少なくとも１つの孔を通して不活性ガスを流し込むステップと、
少なくとも１つの他の孔を通して前記不活性ガスを抜き出すステップと、
前記固形物を冷却するステップとを含む、方法。
（請求項２０）
前記固形物を形成するステップは、前記るつぼの底面を通して熱を抽出するステップを含
む請求項１９に記載の方法。
（請求項２１）
前記固形物を形成するステップは、前記るつぼの底面および少なくとも１つの側壁を通し
て熱を抽出するステップを含む請求項１９に記載の方法。
（請求項２２）
鋳造シリコンを製造する方法であって、
結晶のシリコンの種結晶層を固体のシリコン原料とともに蓋を有するるつぼ内に装填する
ステップと、
前記シリコン原料を溶融し、前記種結晶層の一部を固体状態に維持しつつ、また前記蓋も
しくは前記カバー内の少なくとも１つの孔を通して不活性ガスを流すとともに前記蓋もし
くは前記カバー内の少なくとも１つの他の孔を通して前記不活性ガスを抜き出しつつシリ
コンの固形物を形成するステップと、
前記固形物を冷却するステップとを含む、方法。
（請求項２３）
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鋳造シリコンを製造する方法であって、
結晶のシリコンの種結晶層をるつぼ内に装填するステップと、
前記るつぼを蓋で覆うステップと、
液体のシリコンを前記るつぼ内に導入するステップと、
前記種結晶層の一部を溶融させるステップと、
不活性ガスを前記蓋の少なくとも１つの孔に通して流す一方で少なくとも１つの他の孔か
ら前記不活性ガスを抜き出しつつシリコンの固形物を形成するステップと、
前記固形物を冷却するステップとを含む、方法。
（請求項２４）
鋳造シリコンを製造する方法であって、
結晶のシリコンの種結晶層をるつぼ内に装填するステップと、
前記るつぼを蓋で覆うステップと、
過熱液体シリコンを前記るつぼ内に導入するステップと、
前記種結晶層の一部を溶融するステップと、
シリコンの固形物を形成するステップと、
前記固形物を冷却するステップとを含む、方法。
（請求項２５）
前記るつぼに前記過熱された液体を導入した後に、一定量の過熱で前記種結晶の薄層を溶
融する、請求項２４に記載の方法。
（請求項２６）
前記一定量の過熱は、約１℃から約１００℃までの範囲である、請求項２４に記載の方法
。
（請求項２７）
鋳造シリコンを製造する方法であって、
液体シリコンを前記るつぼ内に導入するステップと、
シリコンの固形物を形成するステップと、
不活性ガスを前記るつぼ内に流し込むステップと、
前記るつぼから前記不活性ガスを抜き出すステップと、
前記固形物を冷却するステップとを含む、方法。
（請求項２８）
前記方法は、前記るつぼを蓋で覆うステップをさらに含む、請求項２７に記載の方法。
（請求項２９）
前記不活性ガスを流し込むステップは、前記不活性ガスを前記蓋または前記るつぼ内の１
つまたは複数の孔に通すステップを含む、請求項２８に記載の方法。
（請求項３０）
前記不活性ガスを抜き出すステップは、前記不活性ガスを前記蓋または前記るつぼ内の１
つまたは複数の孔に通すステップを含む、請求項２８に記載の方法。
（請求項３１）
前記不活性ガスを抜き出すための前記孔は、成形孔を含む、請求項３０に記載の方法。
（請求項３２）
前記流し込むステップおよび前記抜き出すステップは、異なる孔を通して実行される、請
求項２８に記載の方法。
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