
JP WO2017/164099 A1 2017.9.28

10

(57)【要約】
　光電変換装置（１０）は、半導体基板（１）と、パッ
シベーション膜（３）と、ｎ型非晶質半導体層と、ｐ型
非晶質半導体層（５ｐ）と、電極（７）とを備える。パ
ッシベーション膜（３）は、半導体基板（１）の一方の
表面に形成される。ｎ型非晶質半導体層およびｐ型非晶
質半導体層（５ｐ）は、半導体基板（１）の面内方向（
Ｙ軸方向）に交互に配置される。ｐ型非晶質半導体層（
５ｐ）は、長手方向（Ｘ軸方向）に膜厚減少領域（５１
）を有する。ｎ型非晶質半導体層も同様である。電極（
７）は、ｐ型非晶質半導体層（５ｐ）上に配置され、膜
厚減少領域（５１）の長手方向に対する曲率ｒが正であ
る領域には配置されない。ｎ型非晶質半導体層上の電極
も同様である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の導電型を有する半導体基板と、
　前記半導体基板の一方の面に形成され、前記第１の導電型を有する第１の非晶質半導体
層を少なくとも１つ含む第１の非晶質半導体部と、
　前記半導体基板の一方の面に形成されるとともに前記半導体基板の面内方向において前
記第１の非晶質半導体層と交互に配置され、前記第１の導電型と異なる第２の導電型を有
する第２の非晶質半導体層を少なくとも１つ含む第２の非晶質半導体部と、
　前記第１の非晶質半導体部上に互いに離間して配置された複数の第１の電極と、
　前記第２の非晶質半導体部上に互いに離間して配置された複数の第２の電極とを備え、
　前記第１および第２の非晶質半導体層の各々は、前記非晶質半導体層を幅方向に横断す
るように形成され、膜厚が減少する膜厚減少領域を少なくとも１つ含み、
　前記膜厚減少領域の前記非晶質半導体層の長手方向に対する曲率が正である領域には、
電極が形成されていない、光電変換装置。
【請求項２】
　前記半導体基板と、前記第１および第２の非晶質半導体部との間に配置されたパッシベ
ーション膜を更に備える、請求項１に記載の光電変換装置。
【請求項３】
　前記パッシベーション膜は、真性水素化非晶質シリコンを含む、請求項２に記載の光電
変換装置。
【請求項４】
　前記曲率が正である領域は、１×１０20ｃｍ-3以上の前記第１の導電型を有するドーパ
ントまたは１×１０20ｃｍ-3以上の前記第２の導電型を有するドーパントを含む、請求項
１から請求項３のいずれか１項に記載の光電変換装置。
【請求項５】
　前記曲率が正である領域の膜厚は、１ｎｍ以上である、請求項１から請求項４のいずれ
か１項に記載の光電変換装置。
【請求項６】
　配線シートまたはワイヤーグリッドからなる導電部と、
　前記導電部上に配置された複数の光電変換装置とを備え、
　前記複数の光電変換装置の各々は、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の光電
変換装置からなる、光電変換モジュール。
【請求項７】
　複数の光電変換モジュールを含む光電変換モジュールアレイと、
　前記光電変換モジュールアレイから受けた直流電力を交流電力に変換する電力変換器と
を備え、
　前記複数の光電変換モジュールの各々は、請求項６に記載の光電変換モジュールからな
る、太陽光発電システム。
【請求項８】
　複数の太陽光発電サブシステムと、
　前記複数の太陽光発電サブシステムに対応して設けられた複数の電力変換器とを備え、
　前記複数の太陽光発電サブシステムの各々は、複数のモジュールシステムを含み、
　前記複数のモジュールシステムの各々は、複数の光電変換モジュールアレイを含み、
　前記複数の光電変換モジュールアレイの各々は、複数の光電変換モジュールを含み、
　複数の光電変換モジュールの各々は、請求項６に記載の光電変換モジュールからなる、
太陽光発電システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光電変換装置、光電変換モジュールおよび太陽光発電システムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　特許第５２７０６５８号には、裏面電極型太陽電池が開示されている。この裏面電極型
太陽電池は、単結晶シリコン基板の裏面に、ヘテロ接合を形成し、ｎ型非晶質半導体層と
ｐ型非晶質半導体層が交互に形成されており、櫛型構造となっている。そして、ｎ型非晶
質半導体層とｐ型非晶質半導体層の上にはそれぞれ電極が形成されている。また、この裏
面電極型太陽電池は、互いに接続されていない非晶質半導体層を備え、非晶質半増体層の
離間部分にも電極が形成されている。
【発明の概要】
【０００３】
　特許第５２７０６５８号に記載された裏面電極型太陽電池においては、非晶質半導体層
が離間しており、この離間している部分上にも、電極が形成されている。
【０００４】
　しかし、この離間部分においては、結晶部分で発電されたキャリアを収集できない。そ
の結果、離間部分も電極に接続されているため、光電変換装置の特性が低下するという問
題がある。
【０００５】
　そこで、この発明の実施の形態によれば、良好な特性を有する光電変換装置を提供する
。
【０００６】
　また、この発明の実施の形態によれば、良好な特性を有する光電変換装置を備えた光電
変換モジュールを提供する。
【０００７】
　更に、この発明の実施の形態によれば、良好な特性を有する光電変換装置を備えた太陽
光電システムを提供する。
【０００８】
　この発明の実施の形態によれば、光電変換装置は、半導体基板と、第１の非晶質半導体
部と、第２の非晶質半導体部と、複数の第１の電極と、複数の第２の電極とを備える。半
導体基板は、第１の導電型を有する。第１の非晶質半導体部は、半導体基板の一方の面に
形成され、第１の導電型を有する第１の非晶質半導体層を少なくとも１つ含む。第２の非
晶質半導体部は、半導体基板の一方の面に形成されるとともに半導体基板の面内方向にお
いて第１の非晶質半導体層と交互に配置され、第１の導電型と異なる第２の導電型を有す
る第２の非晶質半導体層を少なくとも１つ含む。複数の第１の電極は、第１の非晶質半導
体部上に互いに離間して配置される。複数の第２の電極は、第２の非晶質半導体部上に互
いに離間して配置される。そして、第１および第２の非晶質半導体層の各々は、非晶質半
導体層を幅方向に横断するように形成され、膜厚が減少する膜厚減少領域を少なくとも１
つ含み、膜厚減少領域の非晶質半導体層の長手方向に対する曲率が正である領域には、電
極が形成されていない。
【０００９】
　曲率ｒが正である領域は、導電層が薄いため、開放電圧が低い部分であるので、電極に
接続すると、特性の低下が起こる。しかし、この発明の実施の形態による光電変換装置に
おいては、曲率ｒが正である領域には電極が設けられていないので、特性の低下が起こら
ない。
【００１０】
　また、膜厚減少領域には、導電層が存在するので、導電型半導体層の電界パッシベーシ
ョン効果により、キャリア寿命が低下せず、キャリアが電極に有効に収集される。
【００１１】
　従って、光電変換装置の変換効率を向上できる。
【００１２】
　好ましくは、光電変換装置は、半導体基板と、第１および第２の非晶質半導体部との間
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に配置されたパッシベーション膜を更に備える。
【００１３】
　パッシベーション膜の化学的なパッシベーションによって、半導体基板とパッシベーシ
ョン膜との界面におけるキャリアの再結合が抑制され、キャリアの収集効率が増加する。
【００１４】
　従って、光電変換装置の変換効率を更に向上できる。
【００１５】
　好ましくは、パッシベーション膜は、真性水素化非晶質シリコンを含む。
【００１６】
　パッシベーション膜を形成した後の工程において、パッシベーション膜を形成したとき
の温度と同程度の温度で半導体層が形成される結果、半導体基板に与える熱歪みが抑制さ
れ、半導体基板の特性劣化が抑制される。また、半導体基板の表面の未結合手を水素によ
って終端でき、キャリアの再結合が抑制される。
【００１７】
　従って、光電変換装置の変換効率を更に向上できる。
【００１８】
　好ましくは、曲率が正である領域は、１×１０20ｃｍ-3以上の第１の導電型を有するド
ーパントまたは１×１０20ｃｍ-3以上の第２の導電型を有するドーパントを含む。
【００１９】
　膜厚減少領域のうち、曲率が正である領域がドーパントを含む良好な導電層であれば、
導電型半導体層の電界パッシベーション効果により、キャリアの寿命が低下せず、キャリ
アが電極に有効に収集される。
【００２０】
　従って、光電変換装置の変換効率を更に向上できる。
【００２１】
　好ましくは、曲率が正である領域の膜厚は、１ｎｍ以上である。
【００２２】
　膜厚減少領域のうち、曲率が正である領域の膜厚が１ｎｍ以上であれば、曲率が正であ
る領域には、導電層が存在し、その導体層の電界パッシベーション効果により、キャリア
の寿命が低下せず、キャリアが電極に有効に収集される。そして、非晶質半導体層が離間
して設けられている場合に比べて、曲線因子が向上して、良好な特性が得られる。また、
良好な電界パッシベーション効果が得られる。
【００２３】
　従って、光電変換装置の変換効率を更に向上できる。
【００２４】
　また、この発明の実施の形態によれば、光電変換モジュールは、導電部と、複数の光電
変換装置とを備える。導電部は、配線シートまたはワイヤーグリッドからなる。複数の光
電変換装置は、導電部上に配置される。そして、複数の光電変換装置の各々は、上記のい
ずれかの光電変換装置からなる。
【００２５】
　上記の光電変換装置は、変換効率を向上できるので、その光電変換装置を備えた光電変
換モジュールも、変換効率を向上できる。
【００２６】
　更に、この発明の実施の形態によれば、太陽光発電システムは、光電変換モジュールア
レイと、電力変換器とを備える。光電変換モジュールアレイは、複数の光電変換モジュー
ルを含む。電力変換器は、光電変換モジュールアレイから受けた直流電力を交流電力に変
換する。そして、複数の光電変換モジュールの各々は、上記に記載の光電変換モジュール
からなる。
【００２７】
　上記に記載の光電変換モジュールは、変換効率を向上できるので、太陽光発電システム
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は、変換効率を向上できる。
【００２８】
　更に、この発明の実施の形態によれば、太陽光発電システムは、複数の太陽光発電サブ
システムと、複数の電力変換器とを備える。複数の電力変換器は、複数の太陽光発電サブ
システムに対応して設けられる。複数の太陽光発電サブシステムの各々は、複数のモジュ
ールシステムを含む。複数のモジュールシステムの各々は、複数の光電変換モジュールア
レイを含む。複数の光電変換モジュールアレイの各々は、複数の光電変換モジュールを含
む。複数の光電変換モジュールの各々は、上記に記載の光電変換モジュールからなる。
【００２９】
　上記に記載の太陽光発電システムよりも大きい規模の太陽光発電システムの変換効率を
向上できる。
【発明の効果】
【００３０】
　光電変換装置、光電変換モジュールおよび太陽光発電システムの変換効率を向上できる
。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】この発明の実施の形態１による光電変換装置の構成を示す平面図である。
【図２】図１に示す線ＩＩ－ＩＩにおける光電変換装置の断面図である。
【図３】半導体基板の表面に凹凸がある場合の非晶質半導体層の膜厚の測定方法を説明す
るための図である。
【図４】この発明の実施の形態における配線シートの一部を拡大した模式図である。
【図５】光電変換装置(導電部を含む)の断面を示す模式図である。
【図６】光電変換装置(導電部を含む)の他の方向の断面を示す模式図である。
【図７】ワイヤーグリッドを用いた光電変換装置(導電部を含む)の断面を示す模式図であ
る。
【図８】ｐ型非晶質半導体層を形成するためのメタルマスクの平面図である。
【図９】ｎ型非晶質半導体層を形成するためのメタルマスクの平面図である。
【図１０】電極を形成するためのメタルマスクの平面図である。
【図１１】図１に示す光電変換装置の製造方法を示す第１の工程図である。
【図１２】図１に示す光電変換装置の製造方法を示す第２の工程図である。
【図１３】図１に示す光電変換装置の製造方法を示す第３の工程図である。
【図１４】図１に示す光電変換装置の製造方法を示す第４の工程図である。
【図１５】実施の形態２による光電変換装置の構成を示す概略図である。
【図１６】この実施の形態による光電変換装置を備える光電変換モジュールの構成を示す
概略図である。
【図１７】この実施の形態による光電変換装置を備える太陽光発電システムの構成を示す
概略図である。
【図１８】図１７に示す光電変換モジュールアレイの構成を示す概略図である。
【図１９】この実施の形態による光電変換装置を備える別の太陽光発電システムの構成を
示す概略図である。
【図２０】この実施の形態による光電変換装置を備える太陽光発電システムの構成を示す
概略図である。
【図２１】この実施の形態による光電変換装置を備える別の太陽光発電システムの構成を
示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一また
は相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
【００３３】
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　この明細書においては、非晶質半導体層は、微結晶相を含んで良いものとする。微結晶
相は、平均粒子径が１～５０ｎｍである結晶を含む。また、この明細書においては、光電
変換装置は、光電変換素子、光電変換素子を用いた光電変換モジュール、および光電変換
モジュールを備えた太陽電池発電システムを含む。更に、説明を分かりやすくするために
、以下で参照する図面においては、構成が簡略化または模式化して示されたり、一部の構
成部材が省略されたりしている。そして、各図に示された構成部材間の寸法比は、必ずし
も実際の寸法比を示すものではない。
【００３４】
　［実施の形態１］
　図１は、この発明の実施の形態１による光電変換装置の構成を示す平面図である。図２
は、図１に示す線ＩＩ－ＩＩにおける光電変換装置の断面図である。
【００３５】
　図１および図２を参照して、この発明の実施の形態１による光電変換装置１０は、半導
体基板１と、反射防止膜２と、パッシベーション膜３と、ｎ型非晶質半導体部４と、ｐ型
非晶質半導体部５と、電極６，７とを備える。
【００３６】
　半導体基板１は、例えば、ｎ型単結晶シリコン基板からなる。半導体基板１は、例えば
、１００～１５０μｍの厚さを有する。そして、半導体基板１は、一方の表面にテクスチ
ャ構造が形成されている。テクスチャ構造が形成された面を「受光面」と言う。
【００３７】
　反射防止膜２は、半導体基板１の一方の表面（受光面）に接して配置される。
【００３８】
　パッシベーション膜３は、半導体基板１の受光面と反対側の表面に接して配置される。
【００３９】
　ｎ型非晶質半導体部４は、パッシベーション膜３に接して配置される。
【００４０】
　ｐ型非晶質半導体部５は、半導体基板１の面内方向（Ｙ軸方向）においてｎ型非晶質半
導体部４に隣り合って配置される。より詳しくは、ｐ型非晶質半導体部５は、半導体基板
１の面内方向（Ｙ軸方向）においてｎ型非晶質半導体部４との間で所望の間隔を隔てて配
置される。
【００４１】
　そして、ｎ型非晶質半導体部４およびｐ型非晶質半導体部５は、半導体基板１の面内方
向（Ｙ軸方向）において交互に配置される。
【００４２】
　ｎ型非晶質半導体部４は、少なくとも１つのｎ型非晶質半導体層４ｎを含む。ｎ型非晶
質半導体層４ｎは、ｎ型非晶質半導体層４ｎの長手方向（Ｘ軸方向）において、所望の間
隔で膜厚減少領域４１を有する。膜厚減少領域４１は、ｎ型非晶質半導体層４ｎのうち、
膜厚減少領域４１以外の部分よりも膜厚が薄い領域である。そして、膜厚減少領域４１は
、ｎ型非晶質半導体層４ｎの幅方向（Ｙ軸方向）にｎ型非晶質半導体層４ｎを横断する。
ｎ型非晶質半導体層４ｎは、少なくとも１つの膜厚減少領域４１を含んでいればよい。
【００４３】
　ｐ型非晶質半導体部５は、少なくとも１つのｐ型非晶質半導体層５ｐを含む。ｐ型非晶
質半導体層５ｐは、ｐ型非晶質半導体層５ｐの長手方向（Ｘ軸方向）において、所望の間
隔で膜厚減少領域５１を有する。膜厚減少領域５１は、ｐ型非晶質半導体層５ｐのうち、
膜厚減少領域５１以外の部分よりも膜厚が薄い領域である。そして、膜厚減少領域５１は
、ｐ型非晶質半導体層５ｐの幅方向（Ｙ軸方向）にｐ型非晶質半導体層５ｐを横断する。
ｐ型非晶質半導体層５ｐは、少なくとも１つの膜厚減少領域５１を含んでいればよい。
【００４４】
　電極６は、ｎ型非晶質半導体層４ｎ上にｎ型非晶質半導体層４ｎに接して配置される。
【００４５】
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　電極７は、ｐ型非晶質半導体層５ｐ上にｐ型非晶質半導体層５ｐに接して配置される。
【００４６】
　電極６がｎ型非晶質半導体層４ｎ上に配置され、電極７がｐ型非晶質半導体層５ｐ上に
配置されることが好ましい。
【００４７】
　隣り合うｎ型非晶質半導体部４ｎとｐ型非晶質半導体部５ｐとの間のギャップ領域に電
極６（または電極７）が形成されると、これらの領域において、パッシベーション膜３を
介してｐｎ接合のリーク電流が増大するからである。
【００４８】
　従って、隣り合う電極６と電極７とは、Ｙ軸方向に距離Ｌだけ隔てて配置されている。
距離Ｌは、例えば、約１００～３００μｍである。
【００４９】
　図２の（ｂ）に示すように、膜厚減少領域４１，５１の各々は、ｎ型非晶質半導体層４
ｎまたはｐ型非晶質半導体層５ｐの長手方向（Ｘ軸方向）に対する曲率ｒが負の領域と曲
率ｒが正の領域とを有する。そして、光電変換装置１０においては、膜厚減少領域４１，
５１のうち、曲率ｒが正である領域には、電極６，７が設けられない。
【００５０】
　膜厚減少領域４１，５１は、導電層が薄いので、これらの領域において、開放電圧が低
下するため、膜厚減少領域４１，５１が電極に繋がると、曲線因子が低下し、変換効率が
低下するからである。
【００５１】
　膜厚減少領域４１，５１の膜厚Ｔ１は、膜厚減少領域４１，５１が形成されていない領
域の膜厚Ｔ２の１０％～８０％の範囲の膜厚である。
【００５２】
　このように、ｎ型非晶質半導体層４ｎおよびｐ型非晶質半導体層５ｐは、長手方向（Ｘ
軸方向）に所望の間隔で膜厚減少領域４１，５１をそれぞれ有するが、膜厚減少領域４１
，５１が膜厚減少領域４１，５１以外の領域の膜厚Ｔ２に対して１０～８０％の膜厚Ｔ１
を有する。その結果、ｎ型非晶質半導体層４ｎおよびｐ型非晶質半導体層５ｐは、長手方
向（Ｘ軸方向）において、ひと繋がりになっているので、ｎ型非晶質半導体層４ｎおよび
ｐ型非晶質半導体層５ｐが長手方向に繋がっていない場合よりもパッシベーション効果を
得ることができる。
【００５３】
　また、膜厚減少領域４１，５１のうち、曲率ｒが正である領域に、電極６，７を設けな
いことにより、曲線因子が向上して、光電変換装置１０の良好な特性が得られる。膜厚減
少領域４１，５１は、導電層が薄いため、開放電圧が低い部分であり、電極に接続すると
、特性の低下が起こるためである。
【００５４】
　更に、膜厚減少領域４１，５１は、ｐ型またはｎ型を示すドーパントを含む。例えば、
ＳＩＭＳ（Secondary Ion Mass Spectroscopy）による分析結果によれば、膜厚減少領域
４１，５１は、１×１０20ｃｍ-3以上のドーパント（ボロンまたはリン）を含む。
【００５５】
　膜厚減少領域４１，５１は、ドーパントを含んだ良好な導電層であることが好ましい。
膜厚減少領域４１，５１が良好な導電層であれば、導電型半導体層の電界パッシベーショ
ン効果によって、キャリアの寿命が低下せず、キャリアを電極に有効に収集できるからで
ある。
【００５６】
　なお、ドーパントをＥＤＸ（エネルギー分散型Ｘ線分析）等のＳＩＭＳ以外の方法を用
いて検出してもよい。
【００５７】
　膜厚減少領域４１，５１の下は、パッシベーション膜３の化学的なパッシベーション効
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果に加え、ｎ型非晶質半導体層４ｎおよびｐ型非晶質半導体層５ｐの導電型半導体層の電
界パッシベーション効果により、キャリアは、寿命が低下せず、電極に有効に収集される
。
【００５８】
　従って、膜厚減少領域４１，５１を設けずに、ｎ型非晶質半導体層４ｎおよびｐ型非晶
質半導体層５ｐが離間している場合に比べて、曲線因子が向上して、良好な特性が得られ
る。
【００５９】
　そして、膜厚減少領域４１，５１は、良好な電界パッシベーション効果が得られるよう
に、１ｎｍ以上の膜厚を有することが好ましい。なお、膜厚減少領域４１，５１は、膜厚
減少領域４１，５１以外の部分よりも膜厚が薄いので、膜厚減少領域４１，５１以外の部
分の膜厚よりも厚くなることはない。
【００６０】
　また、膜厚減少領域４１，５１は、膜厚減少領域４１，５１以外の部分よりも膜厚が薄
いので、膜厚減少領域４１，５１が設けられていない一繋がりのｎ型非晶質半導体層およ
びｐ型非晶質半導体層が形成される場合に比べ、半導体基板１に印加される応力が軽減さ
れ、半導体基板１の反りや撓みが抑制される。
【００６１】
　光電変換装置１０においては、Ｘ軸方向における膜厚減少領域４１の位置は、Ｘ軸方向
における膜厚減少領域５１の位置と異なる。このように膜厚減少領域４１の位置を膜厚減
少領域５１の位置と異なることにすることで、同じ位置とする場合よりも、半導体基板１
に印加される応力が軽減され、半導体基板１の反りや撓みを抑制できる。そして、膜厚減
少領域４１，５１のＸ軸方向における長さは、例えば、２ｍｍ以下であり、半導体基板１
で発生するキャリア（電子および正孔）の拡散長（例えば、約２ｍｍ）よりも短い。従っ
て、膜厚減少領域４１，５１の下の領域におけるキャリアの再結合が抑制され、キャリア
の収集効率を向上させることができる。
【００６２】
　反射防止膜２は、例えば、シリコン酸化膜とシリコン窒化膜とからなる。そして、シリ
コン酸化膜が半導体基板１に接して配置され、シリコン窒化膜がシリコン酸化膜に接して
配置される。シリコン酸化膜は、例えば、２０ｎｍの膜厚を有し、シリコン窒化膜は、例
えば、６０ｎｍの膜厚を有する。
【００６３】
　パッシベーション膜３は、例えば、非晶質シリコン、非晶質シリコンの酸化物、非晶質
シリコンの窒化物、非晶質シリコンの酸窒化物、非晶質シリコンの炭化物、多結晶シリコ
ンおよびアルミナのいずれかからなる。
【００６４】
　実施の形態１においては、パッシベーション膜３は、シリコン酸化膜からなる。そして
、パッシベーション膜３は、シリコンの熱酸化膜からなっていてもよいし、プラズマＣＶ
Ｄ（Chemical Vapour Deposition）法等の気相成膜法によって形成されたシリコンの酸化
物からなっていてもよい。
【００６５】
　パッシベーション膜３は、例えば、１０ｎｍ以下の膜厚を有する。パッシベーション膜
３の膜厚が１０ｎｍよりも薄くなるとパッシベーション性は低下するが、パッシベーショ
ン膜３の膜厚を厚くすると直列抵抗成分が高くなる。そのため、パッシベーション性及び
直列抵抗成分を考慮すると、パッシベーション膜３の膜厚は、１０ｎｍ以下が望ましい。
【００６６】
　ｎ型非晶質半導体層４ｎは、ｎ型の導電型を有し、水素を含有する非晶質半導体層であ
る。ｎ型非晶質半導体層４ｎは、例えば、ｎ型非晶質シリコン、ｎ型非晶質シリコンゲル
マニウム、ｎ型非晶質ゲルマニウム、ｎ型非晶質シリコンカーバイド、ｎ型非晶質シリコ
ンナイトライド、ｎ型非晶質シリコンオキサイド、ｎ型非晶質シリコンオキシナイトライ
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ド、およびｎ型非晶質シリコンカーボンオキサイド等からなる。
【００６７】
　ｎ型非晶質半導体層４ｎは、例えば、ｎ型ドーパントとしてリン（Ｐ）を含む。
【００６８】
　そして、ｎ型非晶質半導体層４ｎの膜厚は、例えば、５～２０ｎｍである。
【００６９】
　ｐ型非晶質半導体層５ｐは、ｐ型の導電型を有し、水素を含有する非晶質半導体層であ
る。ｐ型非晶質半導体層５ｐは、例えば、ｐ型非晶質シリコン、ｐ型非晶質シリコンゲル
マニウム、ｐ型非晶質ゲルマニウム、ｐ型非晶質シリコンカーバイド、ｐ型非晶質シリコ
ンナイトライド、ｐ型非晶質シリコンオキサイド、ｐ型非晶質シリコンオキシナイトライ
ド、およびｐ型非晶質シリコンカーボンオキサイド等からなる。
【００７０】
　ｐ型非晶質半導体層５ｐは、例えば、ｐ型ドーパントとしてボロン（Ｂ）を含む。
【００７１】
　そして、ｐ型非晶質半導体層５ｐの膜厚は、例えば、５～２０ｎｍである。
【００７２】
　電極６，７は、例えば、Ａｇ（銀）、Ｎｉ（ニッケル）、Ａｌ（アルミニウム）、Ｃｕ
（銅）、Ｓｎ（錫）、Ｐｔ（プラチナ）、Ａｕ（金）、Ｔｉ（チタン）等の金属、ＩＴＯ
等の酸化物導電体膜、又はこれらの金属の合金、又はこれら金属の積層膜で構成されてい
る。電極６，７は、導電率の高い金属により構成されていることが好ましい。電極６，７
の厚さは、例えば、５０ｎｍ～１μｍ程度である。
【００７３】
　上記の例では、半導体基板１の表面が平坦である場合について説明したが、実際には、
半導体基板１には、ダメージ層を除去するために行うエッチングの影響等によって、テク
スチャが形成されていない面にも、１μｍ程度の凹凸が存在する場合がある。ここで、半
導体基板１の表面に凹凸がある場合の非晶質半導体層の膜厚の測定方法について説明する
。
【００７４】
　図３は、半導体基板１の表面に凹凸がある場合の非晶質半導体層の膜厚の測定方法を説
明するための図である。
【００７５】
　表面に凹凸が形成されている半導体基板１上に、パッシベーション膜３を形成し、パッ
シベーション膜３上に、膜厚減少領域４１を有するｎ型非晶質半導体層４ｎ、または膜厚
減少領域５１を有するｐ型非晶質半導体層５ｐを形成する。
【００７６】
　そして、走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）または透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）を用いて、その半
導体基板１の断面写真を撮影する。撮影結果から、パッシベーション膜３と半導体基板１
との界面Ｓを容易に確認することができる。
【００７７】
　図３の（ａ）は、パッシベーション膜３と半導体基板１の表面との界面Ｓからｎ型非晶
質半導体層４ｎまたはｐ型非晶質半導体層５ｐの表面までの膜厚ｈを測定した結果を表す
模式図である。
【００７８】
　図３の（ａ）に示す各膜厚ｈをプロットし直すことにより、図３の（ａ）に示す各膜厚
ｈを、図３の（ｂ）に示すように表すことができる。つまり、半導体基板１の表面が略平
坦なものとして非晶質半導体層（ｎ型非晶質半導体層、ｐ型非晶質半導体層）の膜厚を容
易に特定することができる。
【００７９】
　また、半導体基板１の両面にテクスチャが形成されている基板を用いた場合においても
、上記と同様の方法でテクスチャ上の膜厚を測定してプロットし直すことで、膜厚減少領



(10) JP WO2017/164099 A1 2017.9.28

10

20

30

40

50

域を判断することができる。
【００８０】
　なお、シリコンウェハーのテクスチャ構造が形成されていない面は、最大で２μｍ程度
の高低差を有するが、テクスチャ構造が形成された面（最大で数１０μｍの高低差）に比
べると、高低差が非常に小さく、ほぼフラットである。
【００８１】
　従って、後述する配線シート等の外部配線とのコンタクトのし易さ、および電極６，７
間の短絡の生じ難さを考慮すると、パッシベーション膜３、ｎ型非晶質半導体層４ｎおよ
びｐ型非晶質半導体層５ｐ等は、本来、比較的フラットである裏面（テクスチャ構造が形
成されていない面）上に形成されるのが好ましい。
【００８２】
　しかし、入射光を効率良く半導体基板１に閉じ込めるためには、半導体基板１の裏面に
も、テクスチャ構造が形成されることが好ましく、更に、半導体基板１の裏面にテクスチ
ャ構造を有することで、半導体基板１の表面積が増加し（１．７倍程度）、コンタクト抵
抗を下げることができる。
【００８３】
　また、半導体基板１の片面にだけ、テクスチャ構造を有する場合には、異方性エッチン
グを行う際、テクスチャを形成しない面を保護する工程が必要となる。一方、半導体基板
１の両面にテクスチャ構造を形成する場合には、半導体基板１の両面を保護する必要がな
いので、プロセス工数を低減することができる。
【００８４】
　次に、光電変換装置１０の導電部の構成について説明する。
【００８５】
　図４は、この発明の実施の形態における配線シートの一部を拡大した模式図である。図
５は，光電変換装置(導電部を含む)の断面を示す模式図である。また、図６は，光電変換
装置(導電部を含む)の他の方向の断面を示す模式図である。図７は、ワイヤーグリッドを
用いた光電変換装置(導電部を含む)の断面を示す模式図である。
【００８６】
　光電変換装置１０の導電部を形成する際、光電変換装置１０を配線回路と電気的に接続
する。外部配線回路は、たとえば、図４に示す配線シートを用いることができる。また、
他の方法として、図７に示すようにワイヤーグリッド８を用いた接続とすることもできる
。
【００８７】
　図４を参照して、配線シート３０は、絶縁性基板３１と、ｎ型用配線材３２ｎと、ｐ型
用配線材３２ｐとを備える。ｎ型用配線材３２ｎおよびｐ型用配線材３２ｐは、絶縁性基
板３１の上に形成される。
【００８８】
　絶縁性基板３１は、絶縁性の材料であればよく、例えば、ポリエチレンテレフタレート
（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリフェニレンサルファイド（ＰＰ
Ｓ）、ポリビニルフルオライド（ＰＶＦ）、ポリイミド等を用いてもよい。絶縁性基板３
１の膜厚は、特に限定されないが、２５μｍ以上、１５０μｍ以下程度が好ましい。また
、絶縁性基板３１は、１層構造でもよいし、２層以上の多層構造であってもよい。
【００８９】
　ｎ型用配線材３２ｎおよびｐ型用配線材３２ｐは、櫛歯形状を有し、所定の間隔を隔て
て交互に配置されている。光電変換装置１０の裏面に形成された電極６および電極７は、
それぞれ、ｎ型用配線材３２ｎおよびｐ型用配線材３２ｐと接合される（図５および図６
参照）。
【００９０】
　絶縁性基板３１の表面には、接続用配線（図示略）が形成されている。接続用配線によ
って、隣り合う光電変換装置１０のｎ型用配線材３２ｎとｐ型用配線材３２ｐとが電気的
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に接続され、配線シート３０上の隣り合う光電変換装置１０は、互いに電気的に接続され
ている。これにより、光電変換装置１０の受光面に光が入射することによって発生した電
流を、ｐ型用配線材３２ｐおよびｎ型用配線材３２ｎを介して外部に取り出すことができ
る。
【００９１】
　ｎ型用配線材３２ｎおよびｐ型用配線材３２ｐは、導電性の材料で構成されていればよ
く、例えば、Ｃｕ、Ａｌ、Ａｇ等のいずれかの金属でもよいし、または、これらのいずれ
かの金属を主成分とする合金等であってもよい。
【００９２】
　ｎ型用配線材３２ｎおよびｐ型用配線材３２ｐの膜厚は、特に限定されないが、例えば
、１０μｍ以上、１００μｍ以下が好ましい。ｎ型用配線材３２ｎおよびｐ型用配線材３
２ｐの膜厚が１０μｍよりも薄くなると配線抵抗が高くなることがある。また、１００μ
ｍよりも厚くなると、ｎ型用配線材３２ｎおよびｐ型用配線材３２ｐと光電変換装置１０
とを貼り合せる際に熱をかける必要がある。その結果、１００μｍよりも厚くなると、ｎ
型用配線材３２ｎおよびｐ型用配線材３２ｐと、光電変換装置１０の半導体基板１との熱
膨張係数の違いなどにより、配線シート３０の反りが大きくなるため、ｎ型用配線材３２
ｎおよびｐ型用配線材３２ｐの膜厚は、１００μｍ以下がより好ましい。
【００９３】
　また、ｎ型用配線材３２ｎおよびｐ型用配線材３２ｐの表面の一部には、ニッケル、金
、白金、パラジウム、銀、錫、インジウム、ＩＴＯなどの導電性材料が形成されていても
よい。このように構成することで、ｎ型用配線材３２ｎと光電変換装置１０の電極６との
電気的接続、およびｐ型用配線材３２ｐと光電変換装置１０の電極７との電気的接続が良
好となり、ｎ型用配線材３２ｎおよびｐ型用配線材３２ｐの耐候性が向上する。ｎ型用配
線材３２ｎおよびｐ型用配線材３２ｐは、１層構造でもよいし、２層以上の多層構造であ
ってもよい。
　次に、ｐ型非晶質半導体層、およびｎ型非晶質半導体層の形成方法について、メタルマ
スクを用いた形成方法について説明する。
【００９４】
　図８は、ｐ型非晶質半導体層５ｐを形成するためのメタルマスクの平面図である。
【００９５】
　図８の（ｂ）は、図８の（ａ）に示す線ＶＩＩＩＢ－ＶＩＩＩＢにおけるメタルマスク
の断面図である。
【００９６】
　図８を参照して、メタルマスク２００は、ｐ型非晶質半導体層５ｐを形成するための複
数の開口領域２０１を有する。
【００９７】
　複数の開口領域２０１は、Ｙ軸方向に一定の間隔を隔てて配置されている（図８の（ａ
）参照）。Ｙ軸方向に隣り合う開口領域２０１と開口領域２０１の間隔ＧＡは、約２ｍｍ
以下である。
【００９８】
　開口領域２０１は、膜厚減少領域５１以外のｐ型非晶質半導体層５ｐを形成するための
開口部２０１Ａと、膜厚減少領域５１を形成するための凸部２０１Ｂとを有する。
【００９９】
　凸部２０１Ｂは、深さ（Ｚ軸方向の長さ）が、開口部２０１ＡのＺ軸方向の長さの約１
／２となるようにハーフエッチングされている。
【０１００】
　このように、凸部２０１Ｂが設けられることにより、開口領域２０１は、区切られ、開
口部２０１Ａの長辺と短辺の長さの比（アスペクト比）を小さくすることができる。そし
て、開口部２０１Ａのアスペクト比は、３００以下が好ましい。その結果、メタルマスク
２００の機械的強度が増し、メタルマスクの洗浄や加熱を行った場合でも、メタルマスク
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２００の反りを抑制することができる。
【０１０１】
　また、プラズマＣＶＤ法を用いてｐ型非晶質半導体層５ｐを成膜することにより、ハー
フエッチングされた凸部２０１Ｂの下側に反応ガスが回り込み、開口部２０１Ａに成膜さ
れるｐ型非晶質半導体層５ｐよりも膜厚が薄い膜厚減少領域５１のｐ型非晶質半導体層５
ｐが凸部２０１Ｂの下側に成膜される。なお、凸部２０１Ｂの大きさにもよるが、凸部２
０１Ｂの下側に成膜されるｐ型非晶質半導体層５ｐの膜厚は、開口部２０１Ａに成膜され
るｐ型非晶質半導体層５ｐの１０％～８０％程度である。
【０１０２】
　メタルマスク２００は、ステンレス鋼、銅、ニッケル、ニッケルを含む合金（例えば、
ＳＵＳ４３０、４２アロイ、又はインバー材等）、モリブデン等の金属で構成されていて
もよい。メタルマスク２００に代えて、ガラス、セラミック（アルミナ、ジルコニア等）
、有機フィルム等で構成されたマスクを用いてもよい。また、半導体基板をエッチングし
たマスクを用いてもよい。また、メタルマスク２００の厚さは、例えば、５０μｍ～３０
０μｍ程度が好ましい。この場合、メタルマスク２００が磁力で曲がったり、浮いたりし
難い。
【０１０３】
　半導体基板１の熱膨張係数と、原料コストとを考慮すると、メタルマスク２００は、４
２アロイがより好ましい。メタルマスク２００の厚さに関し、製造コストを考慮すると、
メタルマスク２００を１回で使い捨てることは問題となる。メタルマスク２００を何度も
使用することによって生産のランニングコストを抑制することができるため、メタルマス
ク２００を再生して多数回使用することが好ましい。この場合、メタルマスク２００に付
着する成膜物を、弗酸やＮａＯＨを用いて除去する。
【０１０４】
　図９は、ｎ型非晶質半導体層４ｎを形成するためのメタルマスクの平面図である。図９
を参照して、メタルマスク３００は、ｎ型非晶質半導体層４ｎを形成するための複数の開
口領域３０１を有する。
【０１０５】
　メタルマスク３００の詳細な説明は、図８に示すメタルマスク２００の詳細な説明と同
じであり、開口領域２０１、開口部２０１Ａおよび凸部２０１Ｂをそれぞれ開口領域３０
１、開口部３０１Ａおよび凸部３０１Ｂと読み替え、ｐ型非晶質半導体層５ｐをｎ型非晶
質半導体層４ｎと読み替え、膜厚減少領域５１を膜厚減少領域４１と読み替えればよい。
【０１０６】
　なお、メタルマスク３００において、Ｙ軸方向に隣り合う開口部３０１Ａの間隔ＧＡは
、約５００～１５００μｍである。
【０１０７】
　図１０は、電極６，７を形成するためのメタルマスクの平面図である。図１０を参照し
て、メタルマスク４００は、電極６を形成するための複数の開口部４０１ｎと、電極７を
形成するための複数の開口部４０１ｐとを有する。開口部４０１ｐ，４０１ｎのアスペク
ト比は、３００以下が好ましい。
【０１０８】
　メタルマスク４００は、上述のメタルマスク２００，３００と同様、金属、セラミック
、ガラス、有機物等の材料が用いられる。メタルマスク４００に用いられる材料や加工方
法によって、メタルマスク４００を用いて形成された電極６，７の端部は、メタルマスク
４００の開口部４０１ｐ，４０１ｎのように角張った形状になりにくい場合がある。
　メタルマスクを用いた形成方法について説明したが、作製方法は、これに限るものでは
なく、例えば、エッチングペーストによるパターニング等でも、ハーフトーン印刷等を用
いることで、同様に形成することができる。
【０１０９】
　図１１から図１４は、それぞれ、図１に示す光電変換装置１０の製造方法を示す第１か
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ら第４の工程図である。
【０１１０】
　図１１を参照して、光電変換装置１０の製造が開始されると、バルクのシリコンからワ
イヤーソーによって１００～３００μｍの厚さを有するウェハを切り出す。そして、ウェ
ハの表面のダメージ層を除去するためのエッチングと、厚さを調整するためのエッチング
とを行い、半導体基板１’を準備する（図１１の工程（ａ）参照）。
【０１１１】
　そして、半導体基板１’の一方の面に保護膜２０を形成する（図１１の工程（ｂ）参照
）。保護膜２０は、例えば、シリコン酸化膜およびシリコン窒化膜からなる。
【０１１２】
　その後、保護膜２０が形成された半導体基板１’をＮａＯＨおよびＫＯＨ等のアルカリ
溶液（例えば、ＫＯＨ：１～５ｗｔ％、イソプロピルアルコール：１～１０ｗｔ％の水溶
液）を用いてエッチングする。これによって、保護膜２０が形成された半導体基板１’の
面と反対側の表面が異方性エッチングされ、ピラミッド形状のテクスチャ構造が形成され
る。そして、保護膜２０を除去することによって半導体基板１が得られる（図１１の工程
（ｃ）参照）。
【０１１３】
　引き続いて、半導体基板１の表面を熱酸化して酸化膜１１を半導体基板１の受光面に形
成するとともにパッシベーション膜３を半導体基板１の裏面（受光面と反対側の表面）に
形成する（図１１の工程（ｄ）参照）。
【０１１４】
　半導体基板１の酸化は、ウェット処理および熱酸化のいずれでもよい。ウェット酸化の
場合は、例えば、半導体基板１を過酸化水素、硝酸およびオゾン水等に浸漬し、その後、
ドライ雰囲気中で８００～１０００℃で半導体基板１を加熱する。また、熱酸化の場合、
例えば、酸素または水蒸気の雰囲気中で半導体基板１を９００～１０００℃に加熱する。
【０１１５】
　図１１の工程（ｄ）の後、スパッタリング法、ＥＢ（Electron Beam）蒸着およびＴＥ
ＯＳ法等を用いて酸化膜１１に接してシリコン窒化膜１２を形成する。これによって、反
射防止膜２が半導体基板１の受光面に形成される（図１２の工程（ｅ）参照）。
【０１１６】
　図１２の工程（ｅ）の後、半導体基板１をプラズマ装置の反応室に入れ、上述したメタ
ルマスク２００を半導体基板１のパッシベーション膜３上に配置する（図１２の工程（ｆ
）参照）。
【０１１７】
　そして、半導体基板１の温度を１５０～２１０℃に設定し、０～１００ｓｃｃｍの水素
（Ｈ2）ガス、４０ｓｃｃｍのＳｉＨ4ガス、および４０ｓｃｃｍのジボラン（Ｂ2Ｈ6）ガ
スを反応室に流し、反応室の圧力を４０～１２０Ｐａに設定する。その後、ＲＦパワー密
度が５～１５ｍＷ／ｃｍ2である高周波電力（１３．５６ＭＨｚ）を平行平板電極に印加
する。なお、Ｂ2Ｈ6ガスは、水素によって希釈されており、Ｂ2Ｈ6ガスの濃度は、例えば
、２％である。
【０１１８】
　これによって、メタルマスク２００によって覆われていないパッシベーション膜３の領
域にｐ型非晶質シリコンが堆積され、ｐ型非晶質半導体層５ｐがパッシベーション膜３上
に形成される（図１２の工程（ｇ）参照）。この場合、メタルマスク２００上にも、ｎ型
非晶質シリコン３１が堆積する。
【０１１９】
　図１２の工程（ｇ）の後、メタルマスク２００に代えてメタルマスク３００をパッシベ
ーション膜３およびｐ型非晶質半導体層５ｐ上に配置する（図１３の工程（ｈ）参照）。
【０１２０】
　なお、図１３の工程（ｈ）においては、メタルマスク３００は、パッシベーション膜３
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から離れているように図示されているが、ｐ型非晶質半導体層５ｐの膜厚は、上述したよ
うに５～２０ｎｍと非常に薄いので、実際には、メタルマスク３００は、パッシベーショ
ン膜３に近接して配置されている。
【０１２１】
　そして、半導体基板１の温度を約１７０℃に設定し、０～１００ｓｃｃｍのＨ2ガス、
４０ｓｃｃｍのＳｉＨ4ガス、および４０ｓｃｃｍのホスフィン（ＰＨ3）ガスを反応室に
流し、反応室の圧力を４０～２００Ｐａに設定する。その後、ＲＦパワー密度が約８．３
３ｍＷ／ｃｍ2である高周波電力（１３．５６ＭＨｚ）を平行平板電極に印加する。なお
、ＰＨ3ガスは、水素によって希釈されており、ＰＨ3ガスの濃度は、例えば、１％である
。
【０１２２】
　これによって、メタルマスク３００によって覆われていないパッシベーション膜３の領
域にｎ型非晶質シリコンが堆積され、ｎ型非晶質半導体層４ｎがパッシベーション膜３上
に形成される（図１３の工程（ｉ）参照）。この場合、メタルマスク３００上にも、ｎ型
非晶質シリコン３２が堆積する。
【０１２３】
　ｎ型非晶質半導体層４ｎを堆積した後、メタルマスク３００を除去すると、半導体基板
１の面内方向に交互に配置されたｎ型非晶質半導体層４ｎおよびｐ型非晶質半導体層５ｐ
がパッシベーション膜３上に形成された状態になる（図１３の工程（ｊ）参照）。
【０１２４】
　図１３の工程（ｊ）の後、開口部４０１ｎ，４０１ｐがそれぞれｎ型非晶質半導体層４
ｎおよびｐ型非晶質半導体層５ｐ上に位置するようにメタルマスク４００を配置する（図
１４の工程（ｋ）参照）。
【０１２５】
　そして、メタルマスク４００を介して電極６，７をそれぞれｎ型非晶質半導体層４ｎお
よびｐ型非晶質半導体層５ｐ上に形成する（図１４の工程（ｌ）参照）。電極６，７の膜
厚は、５０ｎｍ～１μｍが好ましく、５０ｎｍ～５００ｎｍがさらに好ましい。電極６，
７が厚くなると、半導体基板１にかかる応力が強くなり、半導体基板１の反りの原因とな
るからである。
【０１２６】
　これによって、光電変換装置１０が完成する（図１４の工程（ｍ）参照）。
【０１２７】
　上述した方法によって光電変換装置１０を製造した場合、ｎ型非晶質半導体層４ｎとｐ
型非晶質半導体層５ｐとは、重ならなくてもよいし、ｎ型非晶質半導体層４ｎとｐ型非晶
質半導体層５ｐとの一部が重なってもよい。
【０１２８】
　ｎ型非晶質半導体層４ｎとｐ型非晶質半導体層５ｐとが重ならない場合、ｐ型非晶質半
導体層５ｐとｎ型非晶質半導体層４ｎは、間隔Ｋを隔てて形成される。間隔Ｋは、例えば
、約０～１００μｍである。ｐ型非晶質半導体層５ｐとｎ型非晶質半導体層４ｎの間の領
域は、パッシベーション膜３によってパッシベーションされているため、半導体基板１中
で発生したキャリアは、殆ど消滅しないが、パッシベーション膜３が剥き出しであれば、
作製中に、または作製後に徐々に特性低下が起こるので、ｎ型非晶質半導体層４ｎとｐ型
非晶質半導体層５ｐとが重なる構成、または、シリコン酸化膜などの保護層で保護される
ことが望ましい。
【０１２９】
　ｎ型非晶質半導体層４ｎとｐ型非晶質半導体層５ｐとが一部重なる場合、ｐ型非晶質半
導体層５ｐとｎ型非晶質半導体層４ｎとの間に、これらの半導体層が一部重なるオーバー
ラップ領域が形成される。しかしながら、ｐ型非晶質半導体層５ｐとｎ型非晶質半導体層
４ｎは、導電率が低いため、ｐ型非晶質半導体層５ｐとｎ型非晶質半導体層４ｎとの間で
電流は流れず、ｐｎ接合の短絡は生じない。
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【０１３０】
　また、上記においては、ｎ型非晶質半導体層４ｎおよびｐ型非晶質半導体層５ｐの両方
に膜厚減少領域４１，５１が形成されると説明したが、実施の形態１においては、これに
限らず、ｎ型非晶質半導体層４ｎおよびｐ型非晶質半導体層５ｐの少なくとも一方に膜厚
減少領域が形成されていればよい。
【０１３１】
　半導体基板１で発生するキャリア（電子及び正孔）の拡散長は、２ｍｍ程度である。ｐ
型非晶質半導体層５ｐの膜厚減少領域５１のＸ軸方向における長さがキャリア（電子及び
正孔）の拡散長（約２ｍｍ）より大きければ、ｐ型非晶質半導体層５ｐとｐ型非晶質半導
体層１０２ｐとの間でキャリアが消滅し、光電変換効率が低下する。しかし、実施の形態
１では、膜厚減少領域５１のＸ軸方向における長さが２ｍｍ以下であるため、キャリアを
消滅させず、光電変換効率を向上させることができる。
【０１３２】
　上述したように、光電変換装置１０は、膜厚減少領域４１を長手方向に所望の間隔で配
置したｎ型非晶質半導体層４ｎを少なくとも１つ含むｎ型非晶質半導体部４と、膜厚減少
領域５１を長手方向に所望の間隔で配置したｐ型非晶質半導体層５ｐを少なくとも１つ含
むｐ型非晶質半導体部５と、ｎ型非晶質半導体層４ｎ上に配置された電極６と、ｐ型非晶
質半導体層５ｐ上に配置された電極７とを備え、ｎ型非晶質半導体層４ｎの膜厚減少領域
４１のうち、長手方向に対する曲率ｒが正である領域と、ｐ型非晶質半導体層５ｐの膜厚
減少領域５１のうち、長手方向に対する曲率ｒが正である領域とには、電極が設けられて
いない。
【０１３３】
　この曲率ｒが正である領域は、導電層が薄いため、開放電圧が低い部分であるので、電
極に接続すると、特性の低下が起こる。しかし、光電変換装置１０においては、曲率ｒが
正である領域には電極が設けられていないので、特性の低下が起こらない。
【０１３４】
　また、膜厚減少領域には、導電層が存在するので、パッシベーション層３による化学的
なパッシベーション効果に加え、導電型半導体層の電界パッシベーション効果により、キ
ャリア寿命が低下せず、キャリアが電極に有効に収集される。
【０１３５】
　従って、光電変換装置１０の変換効率を向上できる。
【０１３６】
　パッシベーション層３が剥き出しの構成であれば、作製中に、または作製後に徐々に特
性低下が起こるが、光電変換装置１０では、導電層で覆っているため、特性の低下が起こ
りにくい。パッシベーション層３を絶縁層で覆うこともできるが、上記導電層による電界
パッシベーション効果が得られず、マスクを新たに追加する必要が有り、工程数とコスト
が余計にかかる。光電変換装置１０では、良好な特性が得られ、かつ、工程数とコストを
削減できる。また、メタルマスクを用いたプロセスの場合、ハーフエッチングを適用する
ことで、開口領域は、区切られ、開口部の長辺と短辺の長さの比（アスペクト比）を小さ
くすることができる。その結果、メタルマスクの機械的強度が増し、メタルマスクの洗浄
や加熱を行った場合でも、メタルマスクの反りを抑制することができる。良好なパターン
が有られ、マスクの耐久性も向上し、コストの低減となる。
【０１３７】
　光電変換装置１０の製造に用いるメタルマスク２００，３００，４００は、上述したよ
うに、３００以下のアスペクト比を有する開口部２０１Ａ，３０１Ａ，４０１ｎ，４０１
ｐを備えるので、磁場を用いてメタルマスク２００，３００，４００を半導体基板１に密
着させる際、メタルマスク２００，３００，４００が磁場の影響によって撓みにくく、一
定の精度でメタルマスク２００，３００，４００を半導体基板１に密着させることができ
る。
【０１３８】
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　その結果、メタルマスク２００，３００，４００を用いて、所望の形状を有するｎ型非
晶質半導体層４ｎ、ｐ型非晶質半導体層５ｐおよび電極６，７を形成することができる。
【０１３９】
　［実施の形態２］
　図１５は、実施の形態２による光電変換装置の構成を示す概略図である。図１５を参照
して、実施の形態２による光電変換装置１０Ａは、図１および図２に示す光電変換装置１
０のパッシベーション膜３をパッシベーション膜３Ａに代えたものであり、その他は、光
電変換装置１０と同じである。
【０１４０】
　パッシベーション膜３Ａは、ｉ型非晶質半導体層からなる。ｉ型非晶質半導体層は、実
質的に真性で水素を含有する非晶質半導体層である。
【０１４１】
　ｉ型非晶質半導体層は、例えば、ｉ型非晶質シリコン、ｉ型非晶質シリコンゲルマニウ
ム、ｉ型非晶質ゲルマニウム、ｉ型非晶質シリコンカーバイド、ｉ型非晶質シリコンナイ
トライド、ｉ型非晶質シリコンオキシナイトライド、ｉ型非晶質シリコンオキサイド、ｉ
型非晶質シリコンカーボンオキサイド等からなる。
【０１４２】
　パッシベーション膜３Ａの膜厚は、例えば、１～１０ｎｍである。
【０１４３】
　パッシベーション膜３Ａとしてｉ型非晶質半導体層を用いた場合、パッシベーション膜
３Ａを形成する工程の後の工程で、ｎ型非晶質半導体層４ｎおよびｐ型非晶質半導体層５
ｐが低温で形成され、ｎ型非晶質半導体層４ｎおよびｐ型非晶質半導体層５ｐは、水素を
含んでいるので、パッシベーション効果が高い。
【０１４４】
　従って、上述した膜厚減少領域４１，５１による電界パッシベーション効果も、より期
待できるので、光電変換装置１０Ａの変換効率を更に向上できる。
【０１４５】
　光電変換装置１０Ａは、図１１から図１４に示す工程（ａ）～工程（ｍ）の工程（ｄ）
を反射防止膜２を形成する工程に代え、工程（ｅ）をパッシベーション膜３Ａを形成する
工程に代えた工程図に従って製造される。
【０１４６】
　パッシベーション膜３Ａは、次の方法によって形成される。パッシベーション膜３Ａを
構成するｉ型非晶質半導体層は、プラズマＣＶＤ法によって形成される。
【０１４７】
　より具体的には、基板温度：１３０～２１０℃、水素ガス流量：０～１００ｓｃｃｍ、
シランガス流量：４０ｓｃｃｍ、圧力：４０～１２０Ｐａ、ＲＦパワー密度：５～１５ｍ
Ｗ／ｃｍ2の条件下でプラズマＣＶＤ法によってｉ型非晶質半導体層を堆積する。
【０１４８】
　光電変換装置１０Ａにおいては、パッシベーション効果の更なる向上によって、光電変
換装置１０よりも変換効率を高くできる。
【０１４９】
　実施の形態２におけるその他の説明は、実施の形態１における説明と同じである。
【０１５０】
　［実施の形態３］
　図１６は、この実施の形態による光電変換装置を備える光電変換モジュールの構成を示
す概略図である。図１６を参照して、光電変換モジュール１０００は、複数の光電変換装
置１００１と、カバー１００２と、出力端子１００３，１００４とを備える。
【０１５１】
　複数の光電変換装置１００１は、アレイ状に配置され、直列に接続される。なお、複数
の光電変換装置１００１は、直列に接続される代わりに、並列接続されてもよく、直列と
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並列を組み合わせて接続されてもよい。
【０１５２】
　そして、複数の光電変換装置１００１の各々は、光電変換装置１０，１０Ａのいずれか
からなる。
【０１５３】
　カバー１００２は、耐候性のカバーからなり、複数の光電変換装置１００１を覆う。カ
バー１００２は、例えば、光電変換装置１００１の受光面側に設けられた透明基材（例え
ば、ガラス等）と、光電変換装置１００１の受光面側と反対の裏面側に設けられた裏面基
材（たとえば、ガラス、樹脂シート等）と、透明基材と裏面基材との間の隙間を埋める封
止材（例えば、ＥＶＡ等）とを含む。
【０１５４】
　出力端子１００３は、直列に接続された複数の光電変換装置１００１の一方端に配置さ
れる光電変換装置１００１に接続される。
【０１５５】
　出力端子１００４は、直列に接続された複数の光電変換装置１００１の他方端に配置さ
れる光電変換装置１００１に接続される。
【０１５６】
　上述したように、光電変換装置１０，１０Ａは、変換効率に優れる。
【０１５７】
　従って、光電変換モジュール１０００の変換効率を向上できる。
【０１５８】
　なお、光電変換モジュール１０００に含まれる光電変換装置１００１の数は、２以上の
任意の整数である。
【０１５９】
　また、実施の形態３による光電変換モジュールは、図１６に示す構成に限らず、光電変
換装置１０，１０Ａのいずれかを用いる限り、どのような構成であってもよい。
【０１６０】
　［実施の形態４］
　図１７は、この実施の形態による光電変換装置を備える太陽光発電システムの構成を示
す概略図である。
【０１６１】
　図１７を参照して、太陽光発電システム１１００は、光電変換モジュールアレイ１１０
１と、接続箱１１０２と、パワーコンディショナー１１０３と、分電盤１１０４と、電力
メーター１１０５とを備える。
【０１６２】
　接続箱１１０２は、光電変換モジュールアレイ１１０１に接続される。パワーコンディ
ショナー１１０３は、接続箱１１０２に接続される。分電盤１１０４は、パワーコンディ
ショナー１１０３および電気機器１１１０に接続される。電力メーター１１０５は、分電
盤１１０４および系統連系に接続される。
【０１６３】
　光電変換モジュールアレイ１１０１は、太陽光を電気に変換して直流電力を発電し、そ
の発電した直流電力を接続箱１１０２に供給する。
【０１６４】
　接続箱１１０２は、光電変換モジュールアレイ１１０１が発電した直流電力を受け、そ
の受けた直流電力をパワーコンディショナー１１０３へ供給する。
【０１６５】
　パワーコンディショナー１１０３は、接続箱１１０２から受けた直流電力を交流電力に
変換し、その変換した交流電力を分電盤１１０４に供給する。
【０１６６】
　分電盤１１０４は、パワーコンディショナー１１０３から受けた交流電力および／また
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は電力メーター１１０５を介して受けた商用電力を電気機器１１１０へ供給する。また、
分電盤１１０４は、パワーコンディショナー１１０３から受けた交流電力が電気機器１１
１０の消費電力よりも多いとき、余った交流電力を電力メーター１１０５を介して系統連
系へ供給する。
【０１６７】
　電力メーター１１０５は、系統連系から分電盤１１０４へ向かう方向の電力を計測する
とともに、分電盤１１０４から系統連系へ向かう方向の電力を計測する。
【０１６８】
　図１８は、図１７に示す光電変換モジュールアレイ１１０１の構成を示す概略図である
。
【０１６９】
　図１８を参照して、光電変換モジュールアレイ１１０１は、複数の光電変換モジュール
１１２０と、出力端子１１２１，１１２２とを含む。
【０１７０】
　複数の光電変換モジュール１１２０は、アレイ状に配列され、直列に接続される。なお
、複数の光電変換モジュール１１２０は、直列に接続される代わりに、並列接続されても
よく、直列と並列を組み合わせて接続されてもよい。そして、複数の光電変換モジュール
１１２０の各々は、図１６に示す光電変換モジュール１０００からなる。
【０１７１】
　出力端子１１２１は、直列に接続された複数の光電変換モジュール１１２０の一方端に
位置する光電変換モジュール１１２０に接続される。
【０１７２】
　出力端子１１２２は、直列に接続された複数の光電変換モジュール１１２０の他方端に
位置する光電変換モジュール１１２０に接続される。
【０１７３】
　なお、光電変換モジュールアレイ１１０１に含まれる光電変換モジュール１１２０数は
、２以上の任意の整数である。
【０１７４】
　太陽光発電システム１１００における動作を説明する。光電変換モジュールアレイ１１
０１は、太陽光を電気に変換して直流電力を発電し、その発電した直流電力を接続箱１１
０２を介してパワーコンディショナー１１０３へ供給する。
【０１７５】
　パワーコンディショナー１１０３は、光電変換モジュールアレイ１１０１から受けた直
流電力を交流電力に変換し、その変換した交流電力を分電盤１１０４へ供給する。
【０１７６】
　分電盤１１０４は、パワーコンディショナー１１０３から受けた交流電力が電気機器１
１１０の消費電力以上であるとき、パワーコンディショナー１１０３から受けた交流電力
を電気機器１１１０に供給する。そして、分電盤１１０４は、余った交流電力を電力メー
ター１１０５を介して系統連系へ供給する。
【０１７７】
　また、分電盤１１０４は、パワーコンディショナー１１０３から受けた交流電力が電気
機器１１１０の消費電力よりも少ないとき、系統連系から受けた交流電力およびパワーコ
ンディショナー１１０３から受けた交流電力を電気機器１１１０へ供給する。
【０１７８】
　太陽光発電システム１１００は、上述したように、変換効率に優れた光電変換装置１０
，１０Ａのいずれかを備えている。
【０１７９】
　従って、太陽光発電システム１１００の変換効率を改善できる。
【０１８０】
　図１９は、この実施の形態による光電変換装置を備える別の太陽光発電システムの構成
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を示す概略図である。
【０１８１】
　この実施の形態による光電変換装置を備える太陽光発電システムは、図１９に示す太陽
光発電システム１１００Ａであってもよい。
【０１８２】
　図１９を参照して、太陽光発電システム１１００Ａは、図１７に示す太陽光発電システ
ム１１００に蓄電池１１０６を追加したものである、その他は、太陽光発電システム１１
００と同じである。
【０１８３】
　蓄電池１１０６は、パワーコンディショナー１１０３に接続される。
【０１８４】
　太陽光発電システム１１００Ａにおいては、パワーコンディショナー１１０３は、接続
箱１１０２から受けた直流電力の一部または全部を適切に変換して蓄電池１１０６に蓄電
する。
【０１８５】
　パワーコンディショナー１１０３は、その他、太陽光発電システム１１００における動
作と同じ動作を行う。
【０１８６】
　蓄電池１１０６は、パワーコンディショナー１１０３から受けた直流電力を蓄電する。
また、蓄電池１１０６は、光電変換モジュールアレイ１１０１の発電量および／または電
気機器１１１０の電力消費量の状況に応じて、蓄電した電力を、適宜、パワーコンディシ
ョナー１１０３へ供給する。
【０１８７】
　このように、太陽光発電システム１１００Ａは、蓄電池１１０６を備えているので、日
照量の変動による出力変動を抑制できるとともに、日照のない時間帯であっても、蓄電池
１１０６に蓄電された電力を電気機器１１１０に供給することができる。
【０１８８】
　なお、蓄電池１１０６は、パワーコンディショナー１１０３に内蔵されていてもよい。
【０１８９】
　また、実施の形態４による太陽光発電システムは、図１９，２０に示す構成または図１
８，１９に示す構成に限らず、光電変換装置１０，１０Ａのいずれかを用いる限り、どの
ような構成であってもよい。
【０１９０】
　［実施の形態５］
　図２０は、この実施の形態による光電変換装置を備える太陽光発電システムの構成を示
す概略図である。
【０１９１】
　図２０を参照して、太陽光発電システム１２００は、サブシステム１２０１～１２０ｎ
（ｎは２以上の整数）と、パワーコンディショナー１２１１～１２１ｎと、変圧器１２２
１とを備える。太陽光発電システム１２００は、図１７，１９に示す太陽光発電システム
１１００，１１００Ａよりも規模が大きい太陽光発電システムである。
【０１９２】
　パワーコンディショナー１２１１～１２１ｎは、それぞれ、サブシステム１２０１～１
２０ｎに接続される。
【０１９３】
　変圧器１２２１は、パワーコンディショナー１２１１～１２１ｎおよび系統連系に接続
される。
【０１９４】
　サブシステム１２０１～１２０ｎの各々は、モジュールシステム１２３１～１２３ｊ（
ｊは２以上の整数）からなる。
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【０１９５】
　モジュールシステム１２３１～１２３ｊの各々は、光電変換モジュールアレイ１３０１
～１３０ｉ（ｉは２以上の整数）と、接続箱１３１１～１３１ｉと、集電箱１３２１とを
含む。
【０１９６】
　光電変換モジュールアレイ１３０１～１３０ｉの各々は、図１８に示す光電変換モジュ
ールアレイ１１０１と同じ構成からなる。
【０１９７】
　接続箱１３１１～１３１ｉは、それぞれ、光電変換モジュールアレイ１３０１～１３０
ｉに接続される。
【０１９８】
　集電箱１３２１は、接続箱１３１１～１３１ｉに接続される。また、サブシステム１２
０１のｊ個の集電箱１３２１は、パワーコンディショナー１２１１に接続される。サブシ
ステム１２０２のｊ個の集電箱１３２１は、パワーコンディショナー１２１２に接続され
る。以下、同様にして、サブシステム１２０ｎのｊ個の集電箱１３２１は、パワーコンデ
ィショナー１２１ｎに接続される。
【０１９９】
　モジュールシステム１２３１のｉ個の光電変換モジュールアレイ１３０１～１３０ｉは
、太陽光を電気に変換して直流電力を発電し、その発電した直流電力をそれぞれ接続箱１
３１１～１３１ｉを介して集電箱１３２１へ供給する。モジュールシステム１２３２のｉ
個の光電変換モジュールアレイ１３０１～１３０ｉは、太陽光を電気に変換して直流電力
を発電し、その発電した直流電力をそれぞれ接続箱１３１１～１３１ｉを介して集電箱１
３２１へ供給する。以下、同様にして、モジュールシステム１２３ｊのｉ個の光電変換モ
ジュールアレイ１３０１～１３０ｉは、太陽光を電気に変換して直流電力を発電し、その
発電した直流電力をそれぞれ接続箱１３１１～１３１ｉを介して集電箱１３２１へ供給す
る。
【０２００】
　そして、サブシステム１２０１のｊ個の集電箱１３２１は、直流電力をパワーコンディ
ショナー１２１１へ供給する。
【０２０１】
　サブシステム１２０２のｊ個の集電箱１３２１は、同様にして直流電力をパワーコンデ
ィショナー１２１２へ供給する。
【０２０２】
　以下、同様にして、サブシステム１２０ｎのｊ個の集電箱１３２１は、直流電力をパワ
ーコンディショナー１２１ｎへ供給する。
【０２０３】
　パワーコンディショナー１２１１～１２１ｎは、それぞれ、サブシステム１２０１～１
２０ｎから受けた直流電力を交流電力に変換し、その変換した交流電力を変圧器１２２１
へ供給する。
【０２０４】
　変圧器１２２１は、パワーコンディショナー１２１１～１２１ｎから交流電力を受け、
その受けた交流電力の電圧レベルを変換して系統連系へ供給する。
【０２０５】
　太陽光発電システム１２００は、上述したように、変換効率に優れた光電変換装置１０
，１０Ａのいずれかを備えている。
【０２０６】
　従って、太陽光発電システム１２００の変換効率を改善できる。
【０２０７】
　図２１は、この実施の形態による光電変換装置を備える別の太陽光発電システムの構成
を示す概略図である。
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【０２０８】
　この実施の形態による光電変換装置を備える太陽光発電システムは、図２１に示す太陽
光発電システム１２００Ａであってもよい。
【０２０９】
　図２１を参照して、太陽光発電システム１２００Ａは、図２０に示す太陽光発電システ
ム１２００に蓄電池１２４１～１２４ｎを追加したものであり、その他は、太陽光発電シ
ステム１２００と同じである。
【０２１０】
　蓄電池１２４１～１２４ｎは、それぞれ、パワーコンディショナー１２１１～１２１ｎ
に接続される。
【０２１１】
　太陽光発電システム１２００Ａにおいては、パワーコンディショナー１２１１～１２１
ｎは、それぞれ、サブシステム１２０１～１２０ｎから受けた直流電力を交流電力に変換
し、その変換した交流電力を変圧器１２２１へ供給する。また、パワーコンディショナー
１２１１～１２１ｎは、それぞれ、サブシステム１２０１～１２０ｎから受けた直流電力
を適切に変換し、その変換した直流電力をそれぞれ蓄電池１２４１～１２４ｎへ蓄電する
。
【０２１２】
　蓄電池１２４１～１２４ｎは、サブシステム１２０１～１２０ｎからの直流電力量に応
じて、蓄電した電力をそれぞれパワーコンディショナー１２１１～１２１ｎへ供給する。
【０２１３】
　このように、太陽光発電システム１２００Ａは、蓄電池１２４１～１２４ｎを備えてい
るので、日照量の変動による出力変動を抑制できるとともに、日照のない時間帯であって
も、蓄電池１２４１～１２４ｎに蓄電された電力を変圧器１２２１に供給することができ
る。
【０２１４】
　なお、蓄電池１２４１～１２４ｎは、それぞれ、パワーコンディショナー１２１１～１
２１ｎに内蔵されていてもよい。
【０２１５】
　また、実施の形態５による太陽光発電システムは、図２０，２１に示す構成に限らず、
光電変換装置１０，１０Ａのいずれかを用いる限り、どのような構成であってもよい。
【０２１６】
　更に、実施の形態５においては、太陽光発電システム１２００，１２００Ａに含まれる
全ての光電変換装置が実施の形態１，２による光電変換装置１０，１０Ａである必要はな
い。
【０２１７】
　例えば、あるサブシステム（サブシステム１２０１～１２０ｎのいずれか）に含まれる
光電変換装置の全てが実施の形態１，２による光電変換装置１０，１０Ａのいずれかであ
り、別のサブシステム（サブシステム１２０１～１２０ｎのいずれか）に含まれる光電変
換装置の一部または全部が光電変換装置１０，１０Ａ以外の光電変換装置である場合も有
り得るものとする。
【０２１８】
　［変形例］
　上記の実施の形態１，２においては、光電変換装置１０，１０Ａについて説明し、実施
の形態３～５においては、実施の形態１，２のいずれかの光電変換装置を用いた光電変換
モジュール、および太陽光発電システムについて説明した。
【０２１９】
　この発明の実施の形態による光電変換装置は、上述した各実施の形態のみに限定されず
、発明の範囲内で種々の変更が可能である。また、各実施の形態は、適宜組み合わせて実
施することが可能である。
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【０２２０】
　（１）上述した実施の形態１～実施の形態５において、光電変換装置における半導体基
板１の導電型は、ｎ型であると説明したが、半導体基板１は、ｐ型であってもよい。
【０２２１】
　（２）上述した実施の形態１～実施の形態５による光電変換装置は、半導体基板１の受
光面に反射防止膜２が形成されている例を説明したが、反射防止膜２が形成されていなく
てもよい。また、反射防止膜２に代えて、高濃度のｎ型ドーパントが拡散されたｎ+層が
形成されていてもよい。あるいは、半導体基板１の受光面と反射防止膜２との間に、高濃
度のｎ型ドーパントが拡散されたｎ+層が形成されていてもよい。または、半導体基板１
と反射防止膜２との間に、ｉ型非晶質半導体層およびｎ型非晶質半導体層を順次形成した
ものでもよい。
【０２２２】
　（３）上述した実施の形態１～実施の形態２の光電変換装置は、半導体基板１の裏面の
全面に、パッシベーション膜３，３Ａを形成した後、パッシベーション膜３，３Ａの上に
ｐ型非晶質半導体層を形成し、その後、ｎ型非晶質半導体層を形成する例を説明したが、
ｐ型非晶質半導体層とｎ型非晶質半導体層の形成順序は、これに限定されない。例えば、
パッシベーション膜３，３Ａを形成した後、ｎ型非晶質半導体層をパッシベーション膜３
，３Ａ上に形成し、その後、ｐ型非晶質半導体層をパッシベーション膜３，３Ａ上に形成
してもよい。
【０２２３】
　（４）上述した実施の形態１～実施の形態５による光電変換装置は、半導体基板１の受
光面にテクスチャが形成されている例を説明したが、半導体基板１の裏面にテクスチャが
形成されていてもよい。
【０２２４】
　［実施例］
＜実施例1＞
　実施例１は、実施の形態２に従って、光電変換装置を作製し、その特性の評価を行った
。作製について以下に具体的に説明する。
【０２２５】
　まず、１５６ｍｍのｎ型のバルクシリコンから１５０μｍの厚さのウェハを切り出し、
ウェハ表面のダメージ層を除去するためのエッチングと、厚さを調整するためのエッチン
グとを行った。これらのエッチングされたウェハの片面に保護膜を形成する。保護膜とし
てシリコン窒化膜を形成した。保護膜が形成されたウェハを、ＫＯＨ：１～５ｗｔ％、イ
ソプロピルアルコール：１～１０ｗｔ％の水溶液を用いてウェットエッチングを行った。
エッチング後に保護膜を除去した。
【０２２６】
　引き続いて、半導体基板１の受光面に、シリコン酸化膜とシリコン窒化膜とからなる反
射防止膜２を形成した。まず、半導体基板１の表面を熱酸化して半導体基板１の受光面に
酸化膜を形成し、その後、受光面の酸化膜上にシリコン窒化膜を形成することにより反射
防止膜２を形成した。
【０２２７】
　次に、パッシベーション膜３Ａとして、実質的に真性で、水素を含有する非晶質シリコ
ン膜をプラズマＣＶＤ装置によって５ｎｍ形成した。プラズマＣＶＤ装置が備える反応室
に導入される反応ガスは、シランガス、水素ガスを用いた。そして、半導体基板１の温度
を２００℃、水素ガス流量を１００ｓｃｃｍ、シランガス（ＳｉＨ4）流量を４０ｓｃｃ
ｍ、反応室内の圧力を１００Ｐａ、高周波（１３．５６ＭＨｚ）電力密度を１０ｍＷ／ｃ
ｍ2とする条件を用いて成膜した。
【０２２８】
　続いて、パッシベーション膜３Ａ上に、メタルマスク２００を配置し、ｐ型非晶質半導
体層５ｐを１０ｎｍ形成した。
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【０２２９】
　ここで、メタルマスク２００の開口部２０１Ａの幅を８００μｍとし、長さを３８ｍｍ
とし、凸部２０１Ｂの幅を２００μｍとした。
【０２３０】
　ｐ型非晶質半導体層５ｐは、プラズマＣＶＤ法を用いて形成した。プラズマＣＶＤ装置
が備える反応室に導入される反応ガスは、シランガス、水素ガス、及び水素希釈されたジ
ボランガス（ジボラン濃度は２％）を用いた。そして、水素ガス流量を１００ｓｃｃｍ、
シランガス流量を４０ｓｃｃｍ、ジボランガス流量を４０ｓｃｃｍ、半導体基板１の温度
を２００℃とし、反応室内の圧力を１００Ｐａ、高周波電力密度を１０ｍＷ／ｃｍ2とす
る条件を用いて成膜した。
【０２３１】
　続いて、パッシベーション膜３Ａ上に、メタルマスク３００を配置し、ｎ型非晶質半導
体層４ｎを１０ｎｍ形成した。
【０２３２】
　ここで、メタルマスク３００の開口部３０１Ａの幅を８００μｍとし、長さを３８ｍｍ
とし、凸部３０１Ｂの幅を２００μｍとした。
【０２３３】
　ｎ型非晶質半導体層４ｎは、プラズマＣＶＤを用いて形成した。プラズマＣＶＤ装置が
備える反応室に導入される反応ガスは、シランガス、水素ガス、及び水素で希釈されたホ
スフィンガス（ホスフィン濃度は例えば１％）を用いた。そして、半導体基板１の温度を
１７０℃、水素ガス流量を１００ｓｃｃｍ、シランガス流量を４０ｓｃｃｍ、ホスフィン
ガス流量を４０ｓｃｃｍ、反応室内の圧力を４０Ｐａ、高周波電力密度を８．３３ｍＷ／
ｃｍ2とする条件を用いて成膜した。
【０２３４】
　次に、ｎ型非晶質半導体層４ｎの形成後、ｎ型非晶質半導体層４ｎおよびｐ型非晶質半
導体層５ｐ上に、それぞれ、電極６，７を形成した。
【０２３５】
　電極６，７は、メタルマスク４００を半導体基板１上に配置し、スパッタ法によって銀
電極を形成することによって形成された。メタルマスク４００の開口部４０１ｎ，４０１
ｐの開口幅を７００μｍとし、長さを３７．９ｍｍとし、開口の長手方向の間隔を３００
μｍとした。そして、電極６，７の膜厚を２００ｎｍとした。
【０２３６】
　以上のように作製した導電部を形成する前の光電変換装置の断面をＴＥＭ観察した。そ
の結果、ｎ型非晶質半導体層４ｎおよびｐ型非晶質半導体層５ｐの膜厚減少領域４１，５
１の幅は、１５０μｍであった。また、膜厚減少領域４１，５１の最も薄い部分は、１ｎ
ｍであった。
【０２３７】
　また、ＳＩＭＳにより、膜厚減少領域４１，５１のドーパント濃度を測定した。ｐ型非
晶質半導体層５ｐの膜厚減少領域５１のボロン濃度は、１×１０20ｃｍ-3、ｎ型非晶質半
導体層４ｎの膜厚減少領域４１のリン濃度は、３×１０20ｃｍ-3であった。
【０２３８】
＜比較例1＞
　メタルマスク２００，３００において、凸部２０１Ｂ，３０１Ｂが無いメタルマスクを
用いて光電変換装置を作製した以外は、実施例１と同様に作製した。
【０２３９】
　以上のように作製した導電部を形成する前の光電変換装置の断面をＴＥＭ観察した。そ
の結果、ｐ型非晶質半導体層およびｎ型非晶質半導体層の膜厚減少領域は、存在せず、一
様な半導体層であった。また、目視で観察したところ、半導体層の間隔が不均一であった
。
＜比較例２＞
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　メタルマスク２００，３００において、凸部２０１Ｂ，３０１Ｂが他のパターンと同じ
厚さのメタルマスクを用いて、作製した以外は実施例１と同様に作製した。
【０２４０】
　以上のように作製した導電部を形成する前の光電変換装置の断面をＴＥＭ観察した。そ
の結果、ｐ型非晶質半導体層およびｎ型非晶質半導体層の半導体層が離間していた。また
、ＳＩＭＳにより、離間した領域のドーパント濃度を測定した。ｐ型非晶質半導体層の離
間した領域のボロン濃度は、１×１０19ｃｍ-3以下であり、ｎ型非晶質半導体層の離間し
た領域のリン濃度は、１×１０19ｃｍ-3以下であった。
＜比較例３＞
　メタルマスク４００において、開口がひと繋がりになっている長手方向の分離のないメ
タルマスクを用いて、作製した以外は実施例１と同様に作製した。
【０２４１】
　以上のように作製した導電部を形成する前の光電変換装置の断面をＴＥＭ観察した。そ
の結果、ｐ型非晶質半導体層およびｎ型非晶質半導体層の膜厚減少領域の幅は、１５０μ
ｍであった。また、その厚さの最も薄い部分は、１ｎｍであった。また、膜厚減少領域の
上に、電極が存在した。
【０２４２】
　ＳＩＭＳにより、膜厚減少領域のドーパント濃度を測定した。ｐ型非晶質半導体層の膜
厚減少領域のボロン濃度は、１×１０20ｃｍ-3であり、ｎ型非晶質半導体層の膜厚減少領
域のリン濃度は、３×１０20ｃｍ-3であった。
【０２４３】
　以上のように作製した光電変換装置に配線シート３０を用いて導電部を形成し、光電変
換装置とした。
【０２４４】
　ソーラーシュミレータを用いて、作製した光電変換装置の変換効率を測定したところ、
実施例１の変換効率に対して、比較例１の変換効率は、０．９３であり、比較例２の変換
効率は、０．９７であり、比較例３の変換効率は、０．９５であった。実施例１は、比較
例１～３よりも、優れた特性を有していることが分かった。
【０２４５】
　また、作製した光電変換装置を室内に１か月放置した後に、再度、ソーラーシュミレー
タを用いて、変換効率を測定したところ、実施例１の変換効率に対して、比較例１の変換
効率は、０．９３であり、比較例２の変換効率は、０．９４であり、比較例３の変換効率
は、０．９４であった。実施例１は、比較例１～３よりも、優れた特性を有していること
が分かった。
＜実施例２＞
　パッシベーション膜を１ｎｍのシリコン酸化膜とした以外は、実施例１と同等に作製し
た。以上の光電変換装置の特性を測定したところ、実施例１とほぼ同等の特性が得られた
。
【０２４６】
　この発明の実施の形態によれば、光電変換装置は、次の構成を有する。
【０２４７】
　（構成１）
　この発明の実施の形態によれば、光電変換装置は、半導体基板と、第１の非晶質半導体
部と、第２の非晶質半導体部と、複数の第１の電極と、複数の第２の電極とを備える。半
導体基板は、第１の導電型を有する。第１の非晶質半導体部は、半導体基板の一方の面に
形成され、第１の導電型を有する第１の非晶質半導体層を少なくとも１つ含む。第２の非
晶質半導体部は、半導体基板の一方の面に形成されるとともに半導体基板の面内方向にお
いて第１の非晶質半導体層と交互に配置され、第１の導電型と異なる第２の導電型を有す
る第２の非晶質半導体層を少なくとも１つ含む。複数の第１の電極は、第１の非晶質半導
体部上に互いに離間して配置される。複数の第２の電極は、第２の非晶質半導体部上に互
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いに離間して配置される。そして、第１および第２の非晶質半導体層の各々は、非晶質半
導体層を幅方向に横断するように形成され、膜厚が減少する膜厚減少領域を少なくとも１
つ含み、膜厚減少領域の非晶質半導体層の長手方向に対する曲率が正である領域には、電
極が形成されていない。
【０２４８】
　曲率ｒが正である領域は、導電層が薄いため、開放電圧が低い部分であるので、電極に
接続すると、特性の低下が起こる。しかし、この発明の実施の形態による光電変換装置に
おいては、曲率ｒが正である領域には電極が設けられていないので、特性の低下が起こら
ない。
【０２４９】
　また、膜厚減少領域には、導電層が存在するので、導電型半導体層の電界パッシベーシ
ョン効果により、キャリア寿命が低下せず、キャリアが電極に有効に収集される。
【０２５０】
　従って、光電変換装置の変換効率を向上できる。
【０２５１】
　（構成２）
　構成１において、光電変換装置は、半導体基板と、第１および第２の非晶質半導体部と
の間に配置されたパッシベーション膜を更に備える。
【０２５２】
　パッシベーション膜の化学的なパッシベーションによって、半導体基板とパッシベーシ
ョン膜との界面におけるキャリアの再結合が抑制され、キャリアの収集効率が増加する。
【０２５３】
　従って、光電変換装置の変換効率を更に向上できる。
【０２５４】
　（構成３）
　構成２において、パッシベーション膜は、真性水素化非晶質シリコンを含む。
【０２５５】
　パッシベーション膜を形成した後の工程において、パッシベーション膜を形成したとき
の温度と同程度の温度で半導体層が形成される結果、半導体基板に与える熱歪みが抑制さ
れ、半導体基板の特性劣化が抑制される。また、半導体基板の表面の未結合手を水素によ
って終端でき、キャリアの再結合が抑制される。
【０２５６】
　従って、光電変換装置の変換効率を更に向上できる。
【０２５７】
　（構成４）
　構成１から構成３のいずれかにおいて、曲率が正である領域は、１×１０20ｃｍ-3以上
の第１の導電型を有するドーパントまたは１×１０20ｃｍ-3以上の第２の導電型を有する
ドーパントを含む。
【０２５８】
　膜厚減少領域のうち、曲率が正である領域がドーパントを含む良好な導電層であれば、
導電型半導体層の電界パッシベーション効果により、キャリアの寿命が低下せず、キャリ
アが電極に有効に収集される。
【０２５９】
　従って、光電変換装置の変換効率を更に向上できる。
【０２６０】
　（構成５）
　構成１から構成４のいずれかにおいて、曲率が正である領域の膜厚は、１ｎｍ以上であ
る。
【０２６１】
　膜厚減少領域のうち、曲率が正である領域の膜厚が１ｎｍ以上であれば、曲率が正であ
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る領域には、導電層が存在し、その導体層の電界パッシベーション効果により、キャリア
の寿命が低下せず、キャリアが電極に有効に収集される。そして、非晶質半導体層が離間
して設けられている場合に比べて、曲線因子が向上して、良好な特性が得られる。また、
良好な電界パッシベーション効果が得られる。
【０２６２】
　従って、光電変換装置の変換効率を更に向上できる。
【０２６３】
　（構成６）
　この発明の実施の形態によれば、光電変換モジュールは、導電部と、複数の光電変換装
置とを備える。導電部は、配線シートまたはワイヤーグリッドからなる。複数の光電変換
装置は、導電部上に配置される。そして、複数の光電変換装置の各々は、構成１から構成
５のいずれかに記載の光電変換装置からなる。
【０２６４】
　構成１から構成５のいずれかに記載の光電変換装置は、変換効率を向上できるので、そ
の光電変換装置を備えた光電変換モジュールも、変換効率を向上できる。
【０２６５】
　（構成７）
　この発明の実施の形態によれば、太陽光発電システムは、光電変換モジュールアレイと
、電力変換器とを備える。光電変換モジュールアレイは、複数の光電変換モジュールを含
む。電力変換器は、光電変換モジュールアレイから受けた直流電力を交流電力に変換する
。そして、複数の光電変換モジュールの各々は、構成６に記載の光電変換モジュールから
なる。
【０２６６】
　構成６に記載の光電変換モジュールは、変換効率を向上できるので、構成７による太陽
光発電システムは、変換効率を向上できる。
【０２６７】
　（構成８）
　構成７において、太陽光発電システムは、電力変換器から受けた電力を蓄積する電力蓄
積器を更に備える。
【０２６８】
　構成８によれば、複数の光電変換モジュールによって発電された電力を蓄積できる。
【０２６９】
　（構成９）
　この発明の実施の形態によれば、太陽光発電システムは、複数の太陽光発電サブシステ
ムと、複数の電力変換器とを備える。複数の電力変換器は、複数の太陽光発電サブシステ
ムに対応して設けられる。複数の太陽光発電サブシステムの各々は、複数のモジュールシ
ステムを含む。複数のモジュールシステムの各々は、複数の光電変換モジュールアレイを
含む。複数の光電変換モジュールアレイの各々は、複数の光電変換モジュールを含む。複
数の光電変換モジュールの各々は、構成６に記載の光電変換モジュールからなる。
【０２７０】
　構成９によれば、構成７に記載の太陽光発電システムよりも大きい規模の太陽光発電シ
ステムの変換効率を向上できる。
【０２７１】
　（構成１０）
　構成９において、太陽光発電システムは、複数の電力変換器に対応して設けられた複数
の電力蓄積器を更に備える。
【０２７２】
　構成１０によれば、複数の太陽光発電サブシステムによって発電された電力を蓄積でき
る。
【０２７３】
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　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて特許請求の範囲
によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる
ことが意図される。
【産業上の利用可能性】
【０２７４】
　この発明は、光電変換装置、光電変換モジュールおよび太陽光発電システムに適用され
る。
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