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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体層と、
前記半導体層の受光面側に設けられ、第１の方向に延びる複数のフィンガー電極を含む
受光面電極とを備え、
前記複数のフィンガー電極は、前記第１の方向に直交する第２の方向に所定のピッチで
配置されており、
前記受光面電極は、前記複数のフィンガー電極を接続するとともに前記第２の方向に延
びるバスバー電極を含み、
前記フィンガー電極の一方の端部側の部分には、前記フィンガー電極の一方の端部から
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所定の距離を隔てて、第１幅広領域が形成されるとともに、前記フィンガー電極の他方の
端部側の部分には、前記フィンガー電極の他方の端部から所定の距離を隔てて、第２幅広
領域が形成され、
第１幅広領域は、前記半導体層の端部から前記所定のピッチの半分よりも小さい長さだ
け隔てて配置され、
第１幅広領域の前記第２の方向の幅は、前記フィンガー電極の中央部側の部分の前記第
２の方向の幅よりも大きいとともに、
第１幅広領域から前記フィンガー電極の中央部側とは反対側に向かって延びる前記フィ
ンガー電極の部分の前記第２の方向の幅は、前記フィンガー電極の中央部側の部分の前記
第２の方向の幅と同じになっており、
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前記バスバー電極は第２幅広領域の少なくとも一部を覆うように配置されることを特徴
とする光電変換装置。
【請求項２】
第２幅広領域の前記第２の方向の幅は、第１幅広領域の前記第２の方向の幅以上の大き
さであることを特徴とする請求項１に記載の光電変換装置。
【請求項３】
前記フィンガー電極は、印刷用マスクを用いて印刷された導電性ペーストを焼成するこ
とにより形成されており、
第１、第２幅広領域の前記第２の方向の幅は、前記印刷用マスクの厚み以上の大きさで
あることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の光電変換装置。
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【請求項４】
前記バスバー電極は、ガラスフリットを含有せず、
前記フィンガー電極は、ガラスフリットを含有することを特徴とする請求項１〜３のい
ずれか１項に記載の光電変換装置。
【請求項５】
前記フィンガー電極および前記バスバー電極は、それぞれ、第１導電性ペーストおよび
第２導電性ペーストを焼成することにより形成されており、
前記第１導電性ペーストは、前記第２導電性ペーストよりも粘度が大きいことを特徴と
する請求項１〜４のいずれか１項に記載の光電変換装置。
【請求項６】
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半導体層の受光面側に、導電性ペーストを配置する第１工程と、
前記導電性ペーストを焼成することにより、第１の方向に延びる複数のフィンガー電極
を含む受光面電極を形成する第２工程とを備え、
第１工程は、前記導電性ペーストの一方の端部側の部分に、前記導電性ペーストの一方
の端部から所定の距離を隔てて、第１幅広領域が形成され、前記導電性ペーストの他方の
端部側の部分に、前記導電性ペーストの他方の端部から所定の距離を隔てて、第２幅広領
域が形成され、かつ、第１幅広領域の前記第１の方向に直交する第２の方向の幅が、前記
導電性ペーストの中央部側の部分の前記第２の方向の幅よりも大きくなるように、前記導
電性ペーストを前記第２の方向に所定のピッチで配置する工程を含み、
第２工程は、前記複数のフィンガー電極を接続するとともに前記第２の方向に延びるバ
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スバー電極を形成する工程を含み、
第１幅広領域は、前記半導体層の端部から前記所定のピッチの半分よりも小さい長さだ
け隔てて配置され、
第１幅広領域から前記導電性ペーストの中央部側とは反対側に向かって延びる前記導電
性ペーストの部分の前記第２の方向の幅は、前記導電性ペーストの中央部側の部分の前記
第２の方向の幅と同じになっており、
前記バスバー電極は第２幅広領域の少なくとも一部を覆うように配置されることを特徴
とする光電変換装置の製造方法。
【請求項７】
第１工程は、印刷用マスクを用いて、前記導電性ペーストを印刷する工程を含み、
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第１、第２幅広領域の前記第２の方向の幅は、前記印刷用マスクの厚み以上の大きさで
あることを特徴とする請求項６に記載の光電変換装置の製造方法。
【請求項８】
第１工程は、第１導電性ペーストおよび第２導電性ペーストを配置する工程を含み、
第２工程は、前記第１導電性ペーストを焼成することにより、前記複数のフィンガー電
極を形成する工程と、前記第２導電性ペーストを焼成することにより、前記バスバー電極
を形成する工程とを含み、
前記第１導電性ペーストは、前記第２導電性ペーストよりも粘度が大きいことを特徴と
する請求項６または７に記載の光電変換装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
この発明は、光電変換装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
太陽電池などの光電変換装置の製造工程の１つである電極形成の方法としては、蒸着法
、メッキ法、印刷法およびノズル法などが挙げられる。現在では、太陽電池の低コスト化
と大量生産の観点から、スクリーン印刷法が多く用いられている。
【０００３】
このスクリーン印刷法によれば、ｎ+ｐ型の太陽電池セルに対しては、受光面（ｎ+面）
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電極の形成時に、Ａｇ粉末、ガラス粉末および有機樹脂を溶媒と共に混合して作製したＡ
ｇ導電性ペーストを、マスクを用いて受光面に印刷する。その後、乾燥および焼成するこ
とにより、複数のフィンガー電極（幅５０μｍ〜２００μｍ程度）と、フィンガー電極に
垂直に接するバスバー電極（幅１ｍｍ〜２ｍｍ程度）とを含む受光面電極を形成する。従
来、フィンガー電極やバスバー電極のアスペクト比（高さ／線幅）は、０．１〜０．２程
度であり、フィンガー電極の単位長さ当たりの抵抗値は、おおよそ０．１５Ω／ｃｍ〜０
．７０Ω／ｃｍである。
【０００４】
また、太陽電池セルの裏面電極の形成時には、Ａｌ粉末、ガラス粉末および有機樹脂を
溶媒と共に混合して作製したＡｌ導電性ペーストを、裏面全面に印刷する。その後、乾燥
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および焼成することにより、裏面電極を形成する。この裏面電極の形成時には、開放電圧
（Ｖｏｃ）を向上させ、かつ、短絡電流（Ｉｓｃ）を向上させるための裏面電界（ＢＳＦ
：Ｂａｃｋ

Ｓｕｒｆａｃｅ

Ｆｉｅｌｄ）層も同時に形成している。

【０００５】
スクリーン印刷による微細電極の形成方法としては、エッチングにより略樽形状の断面
を有する開口部が形成されたメタルマスクを用いる方法が知られている（例えば、特許文
献１参照）。この特許文献１では、略樽形状の断面を有する開口部が形成されたメタルマ
スクを用いて、半田ペースト（導電性ペースト）をスクリーン印刷することによって、メ
タルマスクに対する半田ペーストの版離れを改善している。これにより、半田ペーストが
転写されなかったり、印刷後の半田ペーストの幅が小さくなり焼成後の微細電極が剥離し
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やすくなるのをある程度抑制することが可能である。
【特許文献１】特開２００４−６９２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
太陽電池を高効率化するためには、電極形成の際に半導体層上の受光面電極の面積を低
減することにより、受光面電極の表面での反射損失を少なくして半導体層（発電層）に入
射する光の量を多くすることが必要である。また、接触抵抗値や受光面電極の長さ方向の
線抵抗値などの電流導出方向の抵抗値を小さくすることにより、発生したキャリアを、抵
抗損失なく取り出すことも必要である。
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【０００７】
受光面電極の線幅を微細化することは、入射する光の量を多くすることができるので非
常に有効である一方、受光面電極の線抵抗値が増大する。このため、受光面電極の線抵抗
値が増大するのを抑制するために、受光面電極の高さ（厚み）を大きくする必要がある。
【０００８】
５０μｍ以下の幅の微細な電極を形成する方法としては、フォトリソグラフィーを用い
る方法が知られているが、この方法を太陽電池セルの製造に用いるには、非常に複雑な工
程を要し、高コストであるので、大規模量産の技術には向いていない。
【０００９】
現在のスクリーン印刷技術を用いた電極形成方法では、実用可能な電極の線幅は、おお
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よそ１００μｍ程度である。
【００１０】
現在のスクリーン印刷法では、一般的にメッシュマスクや、メタルマスクが用いられて
いる。
【００１１】
メッシュマスクを用いて受光面電極となる導電性ペーストのパターンの線幅を小さく（
微細化）する場合、導電性ペーストのメッシュマスクに対する抜け性を良くするために、
メッシュの数を増やすとともに、メッシュの線径を小さくするのが好ましい。しかしなが
ら、メッシュの線径を小さくした場合、紗厚が小さくなるので、印刷時の導電性ペースト
の吐出量が減少し、形成される受光面電極の高さ（厚み）が小さくなるという不都合があ
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る。また、印刷後の導電性ペーストがだれないように、高粘度の導電性ペーストを用いた
場合、受光面電極の高さ（厚み）が均一になりにくく、受光面電極の線抵抗値が増大する
という不都合がある。
【００１２】
一方、メタルマスクを用いた場合、メッシュマスクを用いる場合に比べて、導電性ペー
ストの抜け性は良くなる。しかしながら、受光面電極の高さ（厚み）を大きくするために
メタルマスクの厚みを大きくした場合、メタルマスクの開口部の端部では、転写された導
電性ペーストがメタルマスクの開口部の壁面３辺から抵抗を受けるので、メタルマスクに
対する導電性ペーストの版離れが悪くなる。これにより、導電性ペーストが転写されなか
ったり、印刷後の導電性ペーストの幅が小さくなり焼成後の受光面電極の端部が剥離しや
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すくなるという不都合がある。このように受光面電極の一部が形成されなかったり剥離し
た場合、Ｊｓｃ（電流密度）やＦＦ（曲線因子）が低下しやすくなるという不都合が生じ
る。また、高粘度の導電性ペーストを用いる場合、メタルマスクの開口部の壁面３辺から
受ける抵抗が大きくなるので、メタルマスクに対する導電性ペーストの版離れが、より悪
くなるという不都合がある。
【００１３】
上記特許文献１では、メタルマスクの開口部の断面を略樽形状に形成しているので、開
口部内に残留した導電性ペーストを除去しにくい。すなわち、メタルマスクを、洗浄しに
くい。また、メタルマスクの開口部の断面を略樽形状に形成しているので、高粘度の導電
性ペーストを用いた場合、開口部に導電性ペーストが十分に充填されにくくなる。これに
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より、導電性ペーストが良好に転写されにくくなるので、受光面電極が断線したり剥離す
る場合がある。その結果、光電変換装置の変換効率が低下する場合があるという問題点が
ある。
【００１４】
この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の目的
は、変換効率を向上させることが可能な光電変換装置およびその製造方法を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
上記目的を達成するために、この発明の第１の局面による光電変換装置は、半導体層と
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、半導体層の受光面側に設けられ、第１の方向に延びる複数のフィンガー電極を含む受光
面電極とを備え、フィンガー電極の少なくとも一方の端部側の部分には、フィンガー電極
の端部から所定の距離を隔てて、幅広領域が形成されており、フィンガー電極の幅広領域
の第１の方向に直交する第２の方向の幅は、フィンガー電極の中央部側の部分の第２の方
向の幅よりも大きい。
【００１６】
この第１の局面による光電変換装置では、上記のように、フィンガー電極の少なくとも
一方の端部側の部分に幅広領域を形成し、フィンガー電極の幅広領域の第２の方向の幅を
、フィンガー電極の中央部側の部分の第２の方向の幅よりも大きくしている。これにより
、例えば、印刷用マスクを用いて導電性ペーストを印刷することにより、導電性ペースト
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（フィンガー電極）を高いアスペクト比（高さ／線幅）に形成する場合にも、印刷用マス
クの高さ（厚み）が導電性ペースト（フィンガー電極）の幅広領域の第２の方向の幅より
も大きくなるのを抑制することができる。すなわち、幅広領域に対応する印刷用マスクの
開口部の部分のアスペクト比（厚み／開口幅）が大きくなるのを抑制することができる。
これにより、導電性ペーストの端部側の部分（幅広領域）においても、印刷用マスクに対
して版離れが悪くなるのを抑制することができるので、導電性ペーストの端部側の部分（
幅広領域）が転写されなかったり、端部側の部分（幅広領域）の第２の方向の幅が小さく
なり焼成後のフィンガー電極が剥離しやすくなるのを抑制することができる。その結果、
光電変換装置の変換効率が低下するのを抑制することができる。
【００１７】
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また、第１の局面による光電変換装置では、上記のように、印刷用マスクに対する導電
性ペーストの版離れが悪くなるのを抑制しながら、フィンガー電極を高いアスペクト比（
高さ／線幅）に形成することができるので、フィンガー電極の線抵抗値が大きくなるのを
抑制することができる。その結果、光電変換装置の変換効率が低下するのをより抑制する
ことができる。
【００１８】
また、第１の局面による光電変換装置では、上記のように、幅広領域を、フィンガー電
極の端部から所定の距離を隔てて形成することによって、フィンガー電極の幅広領域より
も外側の部分が剥離した場合にも、フィンガー電極の幅広領域から内側の部分が剥離する
のを抑制することができる。また、フィンガー電極が剥離する場合、通常、端部から剥離
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するので、幅広領域をフィンガー電極の端部に形成する場合に比べて、幅広領域が剥離す
るのを抑制することができる。また、フィンガー電極の幅広領域が、フィンガー電極の幅
広領域よりも外側の部分が剥離しても電流の損失がない位置に配置されていれば、フィン
ガー電極の幅広領域よりも外側の部分が剥離した場合にも、光電変換装置の変換効率が低
下することがない。
【００１９】
上記第１の局面による光電変換装置において、好ましくは、複数のフィンガー電極は、
第２の方向に所定のピッチで配置されており、フィンガー電極の幅広領域は、半導体層の
端部から所定のピッチの半分よりも小さい長さだけ隔てて配置されている。このように構
成すれば、フィンガー電極の幅広領域を、フィンガー電極の幅広領域よりも外側の部分が
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剥離しても電流の損失がない位置に配置することができるので、フィンガー電極の幅広領
域よりも外側の部分が剥離した場合にも、光電変換装置の変換効率が低下するのを抑制す
ることができる。なお、フィンガー電極の第２の方向のピッチは、通常、電子が流れる距
離に基づいて設定されており、電子が流れる距離の約２倍がフィンガー電極の第２の方向
のピッチ（所定のピッチ）となる。このため、フィンガー電極の幅広領域を、半導体層の
端部から所定のピッチの半分の長さよりも小さい長さだけ隔てて配置すれば、フィンガー
電極の幅広領域よりも外側の部分が剥離した場合にも電流の損失がない。
【００２０】
上記第１の局面による光電変換装置において、好ましくは、フィンガー電極の両端部側
の部分には、フィンガー電極の両端部からそれぞれ所定の距離を隔てて、幅広領域が形成
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されている。このように構成すれば、フィンガー電極の両端部側において、フィンガー電
極が剥離するのを抑制することができるので、光電変換装置の変換効率が低下するのをよ
り抑制することができる。
【００２１】
上記第１の局面による光電変換装置において、好ましくは、受光面電極は、複数のフィ
ンガー電極を接続するとともに第２の方向に延びるバスバー電極を含み、バスバー電極は
、フィンガー電極の幅広領域の少なくとも一部を覆うように配置されている。このように
構成すれば、フィンガー電極に幅広領域を設けた場合にも、受光面電極の表面での反射損
失が増加するのを抑制することができるので、光電変換装置の変換効率が低下するのをよ
り抑制することができる。
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【００２２】
上記バスバー電極がフィンガー電極の幅広領域の少なくとも一部を覆うように配置され
ている光電変換装置において、好ましくは、フィンガー電極のバスバー電極が接続される
側とは反対側の部分にも、幅広領域が形成されており、フィンガー電極のバスバー電極が
接続される幅広領域の第２の方向の幅は、フィンガー電極のバスバー電極が接続される側
とは反対側の幅広領域の第２の方向の幅以上の大きさである。このように構成すれば、バ
スバー電極とフィンガー電極との接触面積を、容易に大きくすることができるので、バス
バー電極が、フィンガー電極から剥離するのを、容易に抑制することができる。
【００２３】
上記第１の局面による光電変換装置において、好ましくは、フィンガー電極は、印刷用
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マスクを用いて印刷された導電性ペーストを焼成することにより形成されており、フィン
ガー電極の幅広領域の第２の方向の幅は、印刷用マスクの厚み以上の大きさである。この
ように構成すれば、導電性ペーストの端部側の部分（幅広領域）においても、印刷用マス
クに対して版離れが悪くなるのを容易に抑制することができる。
【００２４】
上記第１の局面による光電変換装置において、好ましくは、受光面電極は、複数のフィ
ンガー電極を接続するとともに第２の方向に延びるバスバー電極を含み、バスバー電極は
、ガラスフリットを含有せず、フィンガー電極は、ガラスフリットを含有する。このよう
に構成すれば、半導体層上に絶縁膜を形成した後、絶縁膜上に、ガラスフリットを含有し
た導電性ペースト、および、ガラスフリットを含有しない導電性ペーストを印刷し、焼成

20

することによりフィンガー電極およびバスバー電極を形成する場合、ガラスフリットを含
有したフィンガー電極を、半導体層に接触させるとともに、ガラスフリットを含有しない
バスバー電極を、半導体層に接触しないように形成することができる。これにより、フィ
ンガー電極およびバスバー電極の両方が半導体層に接触する場合に比べて、パッシベーシ
ョン効果を向上させることができるので、Ｖｏｃ（開放電圧）を大きくすることができる
。
【００２５】
上記第１の局面による光電変換装置において、好ましくは、受光面電極は、複数のフィ
ンガー電極を接続するとともに第２の方向に延びるバスバー電極を含み、フィンガー電極
およびバスバー電極は、それぞれ、第１導電性ペーストおよび第２導電性ペーストを焼成
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することにより形成されており、第１導電性ペーストは、第２導電性ペーストよりも粘度
が大きい。このように構成すれば、第１導電性ペーストがだれるのを、容易に抑制するこ
とができるので、フィンガー電極を、容易に高いアスペクト比（高さ／線幅）に形成する
ことができる。
【００２６】
この発明の第２の局面による光電変換装置の製造方法は、半導体層の受光面側に、導電
性ペーストを配置する工程と、導電性ペーストを焼成することにより、第１の方向に延び
る複数のフィンガー電極を含む受光面電極を形成する工程とを備え、導電性ペーストを配
置する工程は、導電性ペーストの少なくとも一方の端部側の部分に、導電性ペーストの端
部から所定の距離を隔てて、幅広領域が形成され、かつ、導電性ペーストの幅広領域の第
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１の方向に直交する第２の方向の幅が、導電性ペーストの中央部側の部分の第２の方向の
幅よりも大きくなるように、導電性ペーストを配置する工程を含む。
【００２７】
この第２の局面による光電変換装置の製造方法では、上記のように、導電性ペーストの
少なくとも一方の端部側の部分に幅広領域が形成され、かつ、導電性ペーストの幅広領域
の第２の方向の幅が、導電性ペーストの中央部側の部分の第２の方向の幅よりも大きくな
るように、導電性ペーストを配置する。これにより、例えば、印刷用マスクを用いて導電
性ペーストを印刷することにより、導電性ペースト（フィンガー電極）を高いアスペクト
比（高さ／線幅）に形成する場合にも、印刷用マスクの高さ（厚み）が導電性ペースト（
フィンガー電極）の幅広領域の第２の方向の幅よりも大きくなるのを抑制することができ
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る。すなわち、幅広領域に対応する印刷用マスクの開口部の部分のアスペクト比（厚み／
開口幅）が大きくなるのを抑制することができる。これにより、導電性ペーストの端部側
の部分（幅広領域）においても、印刷用マスクに対して版離れが悪くなるのを抑制するこ
とができるので、導電性ペーストの端部側の部分（幅広領域）が転写されなかったり、端
部側の部分（幅広領域）の第２の方向の幅が小さくなり焼成後のフィンガー電極が剥離し
やすくなるのを抑制することができる。その結果、光電変換装置の変換効率が低下するの
を抑制することができる。
【００２８】
また、第２の局面による光電変換装置の製造方法では、上記のように、印刷用マスクに
対する導電性ペーストの版離れが悪くなるのを抑制しながら、フィンガー電極（導電性ペ
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ースト）を高いアスペクト比（高さ／線幅）に形成することができるので、フィンガー電
極の線抵抗値が大きくなるのを抑制することができる。その結果、光電変換装置の変換効
率が低下するのをより抑制することができる。
【００２９】
また、第２の局面による光電変換装置の製造方法では、上記のように、幅広領域を、導
電性ペースト（フィンガー電極）の端部から所定の距離を隔てて形成することによって、
フィンガー電極の幅広領域よりも外側の部分が剥離した場合にも、フィンガー電極の幅広
領域から内側の部分が剥離するのを抑制することができる。また、フィンガー電極が剥離
する場合、通常、端部から剥離するので、幅広領域を導電性ペースト（フィンガー電極）
の端部に形成する場合に比べて、幅広領域が剥離するのを抑制することができる。また、
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フィンガー電極の幅広領域が、フィンガー電極の幅広領域よりも外側の部分が剥離しても
電流の損失がない位置に配置されていれば、フィンガー電極の幅広領域よりも外側の部分
が剥離した場合にも、光電変換装置の変換効率が低下することがない。
【００３０】
上記第２の局面による光電変換装置の製造方法において、好ましくは、導電性ペースト
を配置する工程は、印刷用マスクを用いて、導電性ペーストを印刷する工程を含み、導電
性ペーストの幅広領域の第２の方向の幅は、印刷用マスクの厚み以上の大きさである。こ
のように構成すれば、導電性ペーストの端部側の部分（幅広領域）においても、印刷用マ
スクに対して版離れが悪くなるのを容易に抑制することができる。
【００３１】
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上記第２の局面による光電変換装置の製造方法において、好ましくは、導電性ペースト
を配置する工程は、第１導電性ペーストおよび第２導電性ペーストを配置する工程を含み
、導電性ペーストを焼成することにより、第１の方向に延びる複数のフィンガー電極を含
む受光面電極を形成する工程は、第１導電性ペーストを焼成することにより、第１の方向
に延びる複数のフィンガー電極を形成する工程と、第２導電性ペーストを焼成することに
より、複数のフィンガー電極を接続するとともに第２の方向に延びるバスバー電極を形成
する工程とを含み、第１導電性ペーストは、第２導電性ペーストよりも粘度が大きい。こ
のように構成すれば、第１導電性ペーストがだれるのを、容易に抑制することができるの
で、フィンガー電極を、容易に高いアスペクト比（高さ／線幅）に形成することができる
40

。
【発明の効果】
【００３２】
以上のように、本発明によれば、変換効率を向上させることが可能な光電変換装置を容
易に得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
図１は、本発明の一実施形態による太陽電池セルの構造を示した平面図である。図２は
、図１の１００−１００線に沿った断面図である。図３は、図１の２００−２００線に沿
った断面図である。図４は、図１に示した一実施形態による太陽電池セルの受光面電極の
詳細構造を示した平面図である。まず、図１〜図４を参照して、本発明の一実施形態によ
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る太陽電池セル１の構造について説明する。
【００３４】
本発明の一実施形態による太陽電池セル１は、図２および図３に示すように、ｐ型の半
導体基板２と、半導体基板２の受光面側に設けられた絶縁膜３および受光面電極４と、半
導体基板２の裏面上の略全面に設けられた裏面電極５とを含んでいる。なお、太陽電池セ
ル１は、本発明の「光電変換装置」の一例であり、半導体基板２は、本発明の「半導体層
」の一例である。
【００３５】
半導体基板２は、キャスト法により作製されたシリコンインゴットをマルチワイヤー法
によりスライスしたｐ型のシリコン基板や、ＣＺ法やＦＺ法により作製されたシリコンイ
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ンゴットをスライスしたｐ型の単結晶シリコン基板などからなる。
【００３６】
また、半導体基板２の受光面には、凹凸構造（テクスチャ構造）が形成されている。こ
れにより、太陽光が半導体基板２の表面で反射するのを抑制することが可能である。
【００３７】
また、半導体基板２には、ｐ型導電領域２ａと、半導体基板２の受光面側の全面に設け
られたｎ+型導電領域２ｂと、半導体基板２の裏面側の全面に設けられたｐ+型導電領域２
ｃとが形成されている。そして、ｐ型導電領域２ａとｎ+型導電領域２ｂとによって、ｐ
ｎ接合が形成されている。
20

【００３８】
+

+

ｐ 型導電領域２ｃは、裏面電極５に電気的に接続されている。なお、ｐ 型導電領域２
ｃは、裏面電界（ＢＳＦ）効果が得られるように構成することも可能である。また、半導
体基板２の裏面側に、内部反射を高めるために裏面反射層（Ｂａｃｋ

Ｓｕｒｆａｃｅ

Ｒｅｆｌｅｃｔｏｒ）を形成したり、表面再結合を防止するために酸化膜や窒化膜を形成
してもよい。
【００３９】
絶縁膜３は、反射防止膜としての機能を有する。なお、絶縁膜３（反射防止膜）や裏面
反射膜としては、各種酸化膜などを用いることが可能である。
【００４０】
また、絶縁膜３は、半導体基板２の受光面上に設けられている。また、絶縁膜３は、図
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２および図３に示すように、受光面電極４の後述するバスバー電極４１（図２参照）と半
導体基板２との間に配置されている一方、受光面電極４の後述するフィンガー電極４０（
図３参照）と半導体基板２との間には配置されていない。
【００４１】
受光面電極４は、図１に示すように、複数のフィンガー電極４０と、フィンガー電極４
０に電気的に接続されるバスバー電極４１とによって構成されている。図２および図３に
示すように、フィンガー電極４０（図３参照）は、半導体基板２（ｎ+型導電領域２ｂ）
に接触している一方、バスバー電極４１（図２参照）は、半導体基板２（ｎ+型導電領域
２ｂ）に接触していない。また、フィンガー電極４０は、半導体基板２の内部で発生した
電気を収集するために設けられており、バスバー電極４１は、収集した電気を外部に取り
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出すために設けられている。
【００４２】
複数のフィンガー電極４０は、図４に示すように、Ａ方向に延びるように形成されてい
るとともに、Ａ方向と直交するＢ方向に、例えば、約２ｍｍのピッチ（＝Ｐ１）で配置さ
れている。なお、Ａ方向は、本発明の「第１の方向」の一例であり、Ｂ方向は、本発明の
「第２の方向」の一例である。
【００４３】
ここで、本実施形態では、フィンガー電極４０のＡ方向の両端部側の部分には、フィン
ガー電極４０の両端部からそれぞれ所定の距離（例えば、約０．５ｍｍ）を隔てて、幅広
領域４０ａおよび４０ｂが形成されている。
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【００４４】
また、本実施形態では、幅広領域４０ａは、半導体基板２（絶縁膜３）の端部（端面）
から所定の距離（＝Ｌ１）だけ隔てて形成されている。具体的には、この所定の距離（＝
Ｌ１）は、フィンガー電極４０のＢ方向のピッチ（＝Ｐ１）の半分よりも小さい長さであ
り、好ましくは、Ｂ方向に隣接するフィンガー電極４０の幅広領域４０ａおよび４０ｂ以
外の領域間の距離（＝Ｌ２）の半分以下の長さである。
【００４５】
ここで、フィンガー電極４０のＢ方向のピッチ（＝Ｐ１）は、電子が流れる距離に基づ
いて設定されており、電子が流れる距離の約２倍がフィンガー電極４０のＢ方向のピッチ
（＝Ｐ１）となっている。このため、所定の距離（＝Ｌ１）は、フィンガー電極４０のＢ
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方向のピッチ（＝Ｐ１）の半分よりも小さい長さであるので、フィンガー電極４０の幅広
領域４０ａおよび４０ｂよりも外側の部分が剥離したとしても、電流の損失がない。
【００４６】
また、本実施形態では、Ａ方向に隣接する幅広領域４０ｂ（または、Ａ方向に隣接する
幅広領域４０ａ）は、互いに所定の距離（＝Ｌ３）を隔てて形成されている。この所定の
距離（＝Ｌ３）は、上記と同様の理由により、フィンガー電極４０のＢ方向のピッチ（＝
Ｐ１）よりも小さい長さであり、好ましくは、距離（＝Ｌ２）以下の長さである。
【００４７】
また、フィンガー電極４０の幅広領域４０ａおよび４０ｂ以外の領域（フィンガー電極
４０の中央部および外側の部分）は、例えば、約４０μｍ〜約４５μｍのＢ方向の幅（線
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幅）（＝Ｗ１）を有する。
【００４８】
また、フィンガー電極４０の幅広領域４０ａは、例えば、約６０μｍ〜約６５μｍのＢ
方向の幅（＝Ｗ２）を有する。また、フィンガー電極４０の幅広領域４０ｂは、幅広領域
４０ａ以上のＢ方向の幅（＝Ｗ３）を有する。なお、フィンガー電極４０の幅広領域４０
ｂのＢ方向の幅（＝Ｗ３）は、幅広領域４０ａのＢ方向の幅（＝Ｗ２）よりも大きくする
のが好ましい。
【００４９】
また、フィンガー電極４０は、例えば、約４０μｍの厚みを有する。すなわち、フィン
ガー電極４０は、アスペクト比（高さ／線幅）が０．５以上である。なお、フィンガー電

30

極４０の幅広領域４０ａおよび４０ｂ以外の領域（フィンガー電極４０の中央部および外
側の部分）のＢ方向の幅（＝Ｗ１）が約４０μｍ〜約４５μｍである場合、線抵抗値が増
大するのを抑制するためには、フィンガー電極４０は、４０μｍ程度の厚みが必要である
。
【００５０】
また、フィンガー電極４０は、ガラスフリットを含有している。すなわち、フィンガー
電極４０は、ガラスフリットを含有する導電性ペーストを焼成することにより形成されて
いる。
【００５１】
バスバー電極４１は、フィンガー電極４０に対して直交するＢ方向に延びるように形成
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されている。また、バスバー電極４１は、Ａ方向に、例えば約２ｍｍの幅（＝Ｗ１１）を
有しており、Ａ方向に隣接する２つのフィンガー電極４０に跨るように配置されている。
また、バスバー電極４１は、フィンガー電極４０の幅広領域４０ｂの上面全面を覆うよう
に配置されている。
【００５２】
また、バスバー電極４１は、ガラスフリットを含有していない。すなわち、バスバー電
極４１は、ガラスフリットを含有していない導電性ペーストを焼成することにより形成さ
れている。なお、バスバー電極４１は、ガラスフリットを含有していてもよい。
【００５３】
裏面電極５（図２参照）は、インターコネクタ（図示せず）を介して、隣接する他の太

50

(10)

JP 5172480 B2 2013.3.27

陽電池セル１の受光面電極４のバスバー電極４１に電気的に接続されている。なお、裏面
電極５は、裏面での内部反射を向上させるための裏面反射層として構成することも可能で
ある。
【００５４】
図５は、図１に示した一実施形態による太陽電池セルの製造プロセスを説明するための
平面図である。図６は、図１に示した一実施形態による太陽電池セルの製造プロセスに用
いるメタルマスクの構造を示した平面図である。図７は、図１に示した一実施形態による
太陽電池セルの製造プロセスを説明するための平面図である。次に、図１〜図７を参照し
て、本発明の一実施形態による太陽電池セル１の製造プロセスについて説明する。
【００５５】

10

まず、キャスト法、ＣＺ法またはＦＺ法などにより作製されたシリコンインゴットをマ
ルチワイヤー法によりスライスして、ｐ型の半導体基板２（図２および図３参照）を準備
する。
【００５６】
そして、酸性またはアルカリ性の溶液や、反応性プラズマなどを用いて、半導体基板２
の表面をエッチングすることによって、半導体基板２の少なくとも受光面側の表面に凹凸
構造（テクスチャ構造）を形成する。
【００５７】
その後、図２および図３に示すように、半導体基板２の受光面側にｎ型の不純物を導入
することにより、ｎ+型導電領域２ｂを形成する。
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【００５８】
そして、半導体基板２の受光面上の全面に、絶縁膜３を形成する。
【００５９】
次に、半導体基板２の裏面上にＡｌなどのｐ型の不純物を含むペースト材料を印刷し、
焼成することにより裏面電極５を形成する。このとき、ｐ型の不純物が半導体基板２内に
熱拡散し、半導体基板２の裏面側にｐ+型導電領域２ｃが形成される。
【００６０】
そして、絶縁膜３の所定領域上に、受光面電極４を形成する。
【００６１】
以上で述べた製造プロセスは、現在、多結晶シリコン太陽電池などで一般的に用いられ
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るプロセスであるが、その順序を変えることや、真空にするプロセスを部分的に用いるこ
とも可能である。
【００６２】
以下、本発明の太陽電池セル１の受光面電極４の形成方法について、詳細に説明する。
【００６３】
絶縁膜３の所定領域上に、図５に示すように、メタルマスク１０（図６参照）を用いて
、ガラスフリットを約２ｗｔ％〜約５ｗｔ％含有する導電性ペースト４０ｃをスクリーン
印刷する。なお、導電性ペースト４０ｃは、後の工程において焼成されることにより、フ
ィンガー電極４０となる。また、導電性ペースト４０ｃは、微細電極印刷時でも断線しな
い程度の高粘度のペーストを使用する。なお、メタルマスク１０は、本発明の「印刷用マ
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スク」の一例であり、導電性ペースト４０ｃは、本発明の「第１導電性ペースト」の一例
である。
【００６４】
このとき用いるメタルマスク１０には、図６に示すように、Ａ方向に延びる複数の開口
部１１が設けられている。また、開口部１１の両端部側の部分には、開口部１１の両端部
からそれぞれ所定の距離（例えば、約０．５ｍｍ）を隔てて、幅広領域１１ａおよび１１
ｂが形成されている。
【００６５】
また、開口部１１の幅広領域１１ａおよび１１ｂ以外の領域（開口部１１の中央部およ
び外側の部分）は、例えば、約４０μｍのＢ方向の幅（開口幅）（＝Ｗ４１）を有する。
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また、開口部１１の幅広領域１１ａは、例えば、約６０μｍのＢ方向の幅（開口幅）（＝
Ｗ４２）を有する。また、開口部１１の幅広領域１１ｂは、幅広領域１１ａ以上のＢ方向
の幅（開口幅）（＝Ｗ４３）を有する。
【００６６】
これにより、図５に示すように、スクリーン印刷後の導電性ペースト４０ｃのＡ方向の
両端部側の部分には、導電性ペースト４０ｃの両端部からそれぞれ所定の距離（例えば、
約０．５ｍｍ）を隔てて、幅広領域４０ｄおよび４０ｅが形成される。なお、導電性ペー
スト４０ｃの幅広領域４０ｄおよび４０ｅは、後の工程において焼成されることにより、
それぞれ、フィンガー電極４０の幅広領域４０ａおよび４０ｂとなる。
10

【００６７】
また、導電性ペースト４０ｃの幅広領域４０ｄおよび４０ｅ以外の領域（導電性ペース
ト４０ｃの中央部および外側の部分）は、例えば、約４０μｍ〜約４５μｍのＢ方向の幅
（＝Ｗ２１）を有するように形成される。また、導電性ペースト４０ｃの幅広領域４０ｄ
は、例えば、約６０μｍ〜約６５μｍのＢ方向の幅（＝Ｗ２２）を有するように形成され
る。また、導電性ペースト４０ｃの幅広領域４０ｅは、幅広領域４０ｄ以上のＢ方向の幅
（＝Ｗ２３）を有するように形成される。
【００６８】
また、メタルマスク１０は、例えば、約５０μｍの厚みを有しており、導電性ペースト
４０ｃを焼成した後のフィンガー電極４０の厚みは、約４０μｍになる。
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【００６９】
次に、図７に示すように、絶縁膜３の所定領域上、および、導電性ペースト４０ｃの所
定領域上に、メッシュマスク（図示せず）を用いて、ガラスフリットを含有しない導電性
ペースト４１ａをスクリーン印刷する。なお、導電性ペースト４１ａは、後の工程におい
て焼成されることにより、バスバー電極４１となる。また、導電性ペースト４１ａは、導
電性ペースト４０ｃと同様に、ガラスフリットを含有していてもよい。なお、導電性ペー
スト４１ａは、本発明の「第２導電性ペースト」の一例である。
【００７０】
また、導電性ペースト４１ａは、導電性ペースト４０ｃよりも小さい粘度を有する。な
お、導電性ペースト４１ａは、導電性ペースト４０ｃと同程度の粘度を有していてもよい
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。
【００７１】
導電性ペースト４１ａは、Ａ方向に、例えば約２ｍｍの幅（＝Ｗ３１）を有しており、
Ａ方向に隣接する２つの導電性ペースト４０ｃに跨がるように配置されている。また、導
電性ペースト４１ａは、導電性ペースト４０ｃの幅広領域４０ｅの上面全面を覆うように
配置される。
【００７２】
その後、導電性ペースト４０ｃおよび４１ａを焼成することにより、図１および図４に
示すように、フィンガー電極４０およびバスバー電極４１からなる受光面電極４が形成さ
れる。このとき、導電性ペースト４０ｃ（フィンガー電極４０）にはガラスフリットが含
有されているので、図３に示すように、焼成する際に、導電性ペースト４０ｃ（フィンガ
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+

ー電極４０）が絶縁膜３を貫通し、半導体基板２のｎ 型導電領域２ｂと電気的に接続さ
れる。その一方、導電性ペースト４１ａ（バスバー電極４１）にはガラスフリットが含有
されていないので、図２に示すように、焼成した場合にも、導電性ペースト４１ａ（バス
バー電極４１）は絶縁膜３を貫通しない。
【００７３】
以上のようにして、図１に示した一実施形態による太陽電池セル１が製造される。
【００７４】
本実施形態では、上記のように、フィンガー電極４０の両端部側の部分に幅広領域４０
ａおよび４０ｂを形成し、フィンガー電極４０の幅広領域４０ａおよび４０ｂのＢ方向の
幅（＝Ｗ２およびＷ３）を、フィンガー電極４０の中央部および外側の部分のＢ方向の幅
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（＝Ｗ１）よりも大きくしている。これにより、導電性ペースト４０ｃ（フィンガー電極
４０）を高いアスペクト比（高さ／線幅）に形成する場合にも、メタルマスク１０の高さ
（厚み）（約５０μｍ）が導電性ペースト４０ｃの幅広領域４０ｄおよび４０ｅのＢ方向
の幅（約６０μｍ）よりも大きくなるのを抑制することができる。すなわち、メタルマス
ク１０の開口部１１の幅広領域１１ａおよび１１ｂのアスペクト比（厚み／開口幅）が大
きくなるのを抑制することができる。これにより、導電性ペースト４０ｃの端部側の部分
（幅広領域４０ｄおよび４０ｅ）においても、メタルマスク１０に対して版離れが悪くな
るのを抑制することができるので、導電性ペースト４０ｃの端部側の部分（幅広領域４０
ｄおよび４０ｅ）が転写されなかったり、端部側の部分（幅広領域４０ｄおよび４０ｅ）
のＢ方向の幅が小さくなり焼成後のフィンガー電極４０が剥離しやすくなるのを抑制する
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ことができる。その結果、太陽電池セル１の変換効率が低下するのを抑制することができ
る。
【００７５】
また、本実施形態では、上記のように、メタルマスク１０に対する導電性ペースト４０
ｃの版離れが悪くなるのを抑制しながら、フィンガー電極４０を高いアスペクト比（高さ
／線幅）に形成することができるので、フィンガー電極４０の線抵抗値が大きくなるのを
抑制することができる。その結果、太陽電池セル１の変換効率が低下するのをより抑制す
ることができる。
【００７６】
また、本実施形態では、上記のように、幅広領域４０ａおよび４０ｂを、フィンガー電
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極４０の両端部からそれぞれ所定の距離を隔てて形成することによって、フィンガー電極
４０の幅広領域４０ａおよび４０ｂよりも外側の部分が剥離した場合にも、フィンガー電
極４０の幅広領域４０ａおよび４０ｂから内側の部分が剥離するのを抑制することができ
る。また、フィンガー電極４０が剥離する場合、通常、端部から剥離するので、幅広領域
４０ｄおよび４０ｅをフィンガー電極４０の端部に形成する場合に比べて、幅広領域４０
ｄおよび４０ｅが剥離するのを抑制することができる。また、フィンガー電極４０の幅広
領域４０ａおよび４０ｂを、フィンガー電極４０の幅広領域４０ａおよび４０ｂよりも外
側の部分が剥離しても電流の損失がない位置に配置しているので、フィンガー電極４０の
幅広領域４０ａおよび４０ｂよりも外側の部分が剥離した場合にも、太陽電池セル１の変
換効率が低下することがない。
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【００７７】
また、本実施形態では、上記のように、フィンガー電極４０の幅広領域４０ａおよび４
０ｂを、半導体基板２（絶縁膜３）の端部から所定のピッチ（＝Ｐ１）の半分よりも小さ
い長さ（＝Ｌ１）だけ隔てて配置することによって、フィンガー電極４０の幅広領域４０
ａおよび４０ｂを、容易に、フィンガー電極４０の幅広領域４０ａおよび４０ｂよりも外
側の部分が剥離しても電流の損失がない位置に配置することができる。
【００７８】
また、本実施形態では、上記のように、バスバー電極４１を、フィンガー電極４０の幅
広領域４０ｂの上面全面を覆うように配置することによって、フィンガー電極４０に幅広
領域４０ｂを設けた場合にも、受光面電極４の表面での反射損失が増加するのを抑制する
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ことができるので、太陽電池セル１の変換効率が低下するのをより抑制することができる
。
【００７９】
また、本実施形態では、上記のように、フィンガー電極４０のバスバー電極４１が接続
される幅広領域４０ｂのＢ方向の幅（＝Ｗ３）を、フィンガー電極４０の幅広領域４０ａ
のＢ方向の幅（＝Ｗ２）以上の大きさにすることによって、バスバー電極４１とフィンガ
ー電極４０との接触面積を、容易に大きくすることができる。これにより、ガラスフリッ
トを含有するフィンガー電極４０（導電性ペースト４０ｃ）と、ガラスフリットを含有し
ないバスバー電極４１（導電性ペースト４１ａ）との接着強度が弱い場合にも、バスバー
電極４１が、フィンガー電極４０から剥離するのを、容易に抑制することができる。
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【００８０】
また、本実施形態では、上記のように、フィンガー電極４０を、ガラスフリットを含有
する導電性ペースト４０ｃにより形成し、バスバー電極４１を、ガラスフリットを含有し
ない導電性ペースト４１ａにより形成することによって、ガラスフリットを含有するフィ
ンガー電極４０を、半導体基板２に接触させるとともに、ガラスフリットを含有しないバ
スバー電極４１を、半導体基板２に接触しないように形成することができる。これにより
、フィンガー電極４０およびバスバー電極４１の両方が半導体基板２に接触する場合に比
べて、パッシベーション効果を向上させることができるので、Ｖｏｃ（開放電圧）を大き
くすることができる。
【００８１】
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また、本実施形態では、上記のように、フィンガー電極４０を、導電性ペースト４１ａ
よりも粘度の大きい導電性ペースト４０ｃを用いて形成している。これにより、導電性ペ
ースト４０ｃがだれるのを、容易に抑制することができるので、フィンガー電極４０を、
容易に高いアスペクト比（高さ／線幅）に形成することができる。
【００８２】
また、本実施形態では、上記のように、フィンガー電極４０の幅広領域４０ａおよび４
０ｂ以外の領域（中央部および外側の部分）のアスペクト比（高さ／線幅）を、約１（０
．５以上）にすることによって、フィンガー電極４０の幅広領域４０ａおよび４０ｂ以外
の領域（中央部および外側の部分）のＢ方向の幅（＝Ｗ１）を小さくした場合（フィンガ
ー電極４０を微細化した場合）にも、フィンガー電極４０の線抵抗値が増大するのを容易
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に抑制することができる。
【実施例】
【００８３】
次に、上記した本発明の一実施形態による太陽電池セル１の効果を確認するために行っ
た比較実験について説明する。この比較実験では、上記実施形態に対応する実施例１によ
る太陽電池セルと、上記実施例１とは異なりフィンガー電極に幅広領域が形成されていな
い比較例１〜３による太陽電池セルとを作製した。そして、実施例１および比較例１〜３
による太陽電池セルについて、Ｊｓｃ（電流密度）、Ｖｏｃ（開放電圧）、ＦＦ（曲線因
子）およびＥｆｆ（変換効率）と、剥離したフィンガー電極の数、および、剥離長さとを
測定した。以下、詳細に説明する。
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【００８４】
（実施例１）
実施例１による太陽電池セル１は、以下のように作製した。まず、シリコンインゴット
をマルチワイヤー法によりスライスすることによって、約１０ｃｍ×約１０ｃｍの外形と
、約０．３ｍｍの厚みと、約１．５Ωｃｍの比抵抗とを有するｐ型の多結晶シリコン基板
（半導体基板２）を準備した。
【００８５】
そして、５％ＮａＯＨアルカリ水溶液に対して７％アルコールを加えた溶液中で、約８
０℃の温度で約１０分間、半導体基板２をエッチングすることにより、破砕層の除去と凹
凸構造（テクスチャ構造）の形成とを同時に行った。
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【００８６】
その後、ＰＯＣｌ3（オキシ塩化リン）を含む約８４０℃の雰囲気の電気炉中の治具に
半導体基板２を載置して、約２０分間リン拡散（熱拡散）を行うことによって、半導体基
板２の受光面側にｎ+型導電領域２ｂを形成した。そして、ＨＦ水溶液中で、ＰＳＧ（リ
ンガラス）層などを除去した後、洗浄および乾燥を行った。これにより、約７０Ω／□の
シート抵抗と、約０．３μｍの深さ（接合深さ）と、表面付近に約１０20ｃｍ‑2のドーパ
ント濃度とを有するｎ+型導電領域２ｂを形成した。
【００８７】
その後、半導体基板２の受光面上に、プラズマＣＶＤ法を用いて、約７２ｎｍの厚みと
反射防止機能とを有するＳｉＮ層からなる絶縁膜３を形成した。このとき、ガス種として
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、シランおよびアンモニアを用いた。
【００８８】
そして、半導体基板２の裏面上に、Ａｌ粉末を含有する導電性ペーストを印刷し、乾燥
させた。その後、近赤外線炉中で焼成することにより、ｐ+型導電領域２ｃおよび裏面電
極５を形成した。
【００８９】
次に、メタルマスク１０を用いて、絶縁膜３の所定領域上に導電性ペースト４０ｃをス
クリーン印刷した。
【００９０】
具体的には、メタルマスク１０の厚みは、約５０μｍであった。また、メタルマスク１

10

０の開口部１１のＡ方向の長さは、約２４ｍｍであった。また、開口部１１の幅広領域１
１ａおよび１１ｂ以外の領域（開口部１１の中央部および外側の部分）のＢ方向の幅（＝
Ｗ４１）は、約４０μｍであった。また、開口部１１の幅広領域１１ａおよび１１ｂは、
約６０μｍ×約６０μｍの正方形状であった。また、開口部１１の幅広領域１１ａおよび
１１ｂは、開口部１１の両端部からそれぞれ約０．５ｍｍ隔てた位置に形成されていた。
また、開口部１１のＢ方向のピッチは、約２．０ｍｍであった。
【００９１】
また、導電性ペースト４０ｃは、銀、ガラスフリット、有機樹脂および溶媒を適宜混合
して調整したものを用いた。また、導電性ペースト４０ｃの粘度は、約５００Ｐａ・ｓで
あった。
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【００９２】
その後、メッシュマスクを用いて、絶縁膜３の所定領域上、および、導電性ペースト４
０ｃの所定領域上に、導電性ペースト４１ａをスクリーン印刷した。導電性ペースト４１
ａは、ガラスフリットを用いずに、銀、有機樹脂および溶媒を適宜混合して調整したもの
を用いた。また、導電性ペースト４１ａの粘度は、約１００Ｐａ・ｓであった。
【００９３】
その後、導電性ペースト４０ｃおよび４１ａを焼成することにより、フィンガー電極４
０およびバスバー電極４１からなる受光面電極４を形成した。
【００９４】
このときのフィンガー電極４０の単位長さ当たりの抵抗値は、約０．１１Ω／ｃｍであ
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った。また、フィンガー電極４０の厚みは、約４０μｍであり、フィンガー電極４０の幅
広領域４０ｄおよび４０ｅ以外の領域の幅（＝Ｗ１）は、約４２μｍであった。また、バ
スバー電極４１のＡ方向の幅（＝Ｗ１１）は、約２ｍｍであった。なお、実施例１による
太陽電池セル１のその他の構造および製造方法は、上記実施形態と同様である。
【００９５】
（比較例１）
比較例１による太陽電池セルは、上記実施例１と異なり、幅広領域が形成されていない
開口部を有するメタルマスクを用いてフィンガー電極を形成した。すなわち、約４０μｍ
の均一なＢ方向の幅を有する開口部が設けられたメタルマスクを用いてフィンガー電極を
形成した。なお、比較例１による太陽電池セルのその他の製造プロセス、および、メタル
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マスクの構造は、上記実施例１と同様とした。また、焼成後のフィンガー電極の厚みおよ
びＢ方向の幅は、それぞれ、約４０μｍおよび約４２μｍであった。
【００９６】
（比較例２）
比較例２による太陽電池セルは、上記比較例１と同様、幅広領域が形成されていない開
口部を有するメタルマスクを用いてフィンガー電極を形成した。この比較例２では、上記
比較例１と異なり、約３０μｍの厚みを有するメタルマスクを用いてフィンガー電極を形
成した。なお、比較例２による太陽電池セルのその他の製造プロセス、および、メタルマ
スクの構造は、上記比較例１と同様とした。また、焼成後のフィンガー電極の厚みおよび
Ｂ方向の幅は、それぞれ、約２０μｍおよび約４２μｍであった。
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【００９７】
（比較例３）
比較例３による太陽電池セルは、上記比較例１および２と同様、幅広領域が形成されて
いない開口部を有するメタルマスクを用いてフィンガー電極を形成した。この比較例３で
は、上記比較例１と異なり、約６０μｍの均一なＢ方向の幅を有する開口部が設けられた
メタルマスクを用いてフィンガー電極を形成した。なお、比較例３による太陽電池セルの
その他の製造プロセス、および、メタルマスクの構造は、上記比較例１と同様とした。ま
た、焼成後のフィンガー電極の厚みおよびＢ方向の幅は、それぞれ、約４０μｍおよび約
６３μｍであった。
【００９８】

10

上記のように作製した実施例１および比較例１〜３による太陽電池セルについて、Ｊｓ
ｃ（電流密度）、Ｖｏｃ（開放電圧）、ＦＦ（曲線因子）およびＥｆｆ（変換効率）と、
剥離したフィンガー電極の数、および、剥離長さとを測定した。なお、Ｊｓｃ（電流密度
）、Ｖｏｃ（開放電圧）、ＦＦ（曲線因子）およびＥｆｆ（変換効率）の測定は、照射強
度１００ｍＷ／ｃｍ2の擬似太陽光（ＪＩＳ標準光ＡＭ１．５Ｇ）下で行った。また、各
太陽電池セルについて、８０本のフィンガー電極を目視で観察することにより、フィンガ
ー電極の剥離の有無を確認した。その結果を、以下の表１に示す。なお、フィンガー電極
の幅広領域よりも外側の部分に対応する領域（フィンガー電極の端部から約０．５ｍｍま
での領域）に剥離が発生しても、電流の損失がないので、約０．５ｍｍ以下の剥離につい
てはカウントしていない。

20

【００９９】
【表１】
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【０１００】
上記表１に示すように、実施例１では、フィンガー電極４０の剥離が確認されなかった
。その一方、比較例１では、４２本のフィンガー電極において、約３ｍｍ〜約１０ｍｍの
剥離が確認された。これは、以下の理由によるものと考えられる。すなわち、実施例１で
は、メタルマスク１０の厚み（約５０μｍ）がメタルマスク１０の開口部１１の幅広領域
１１ａおよび１１ｂのＢ方向の幅（＝Ｗ４２およびＷ４３）（約６０μｍ）よりも小さい
ために、導電性ペースト４０ｃの幅広領域４０ｄおよび４０ｅが開口部１１の壁面から受
ける抵抗が小さくなり、メタルマスク１０に対する導電性ペースト４０ｃの幅広領域４０
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ｄおよび４０ｅの版離れが良くなった。これにより、フィンガー電極４０の幅広領域４０
ａおよび４０ｂから内側（中央部側）の部分では、剥離が発生しなかったと考えられる。
その一方、比較例１では、メタルマスクの厚み（約５０μｍ）がメタルマスクの開口部の
Ｂ方向の幅（約４０μｍ）よりも大きいために、導電性ペーストが開口部の壁面から受け
る抵抗が大きくなり、メタルマスクに対する導電性ペーストの版離れが悪くなるとともに
、フィンガー電極の端部が剥離しやすくなったと考えられる。
【０１０１】
また、実施例１では、比較例１に比べて、Ｊｓｃ（電流密度）およびＦＦ（曲線因子）
が共に大きく、高いＥｆｆ（変換効率）を得ることができた。具体的には、実施例１のＪ
ｓｃ（電流密度）、ＦＦ（曲線因子）およびＥｆｆ（変換効率）は、それぞれ、３４．０
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ｍＡ／ｃｍ2、０．７７５および１６．２％であった。また、比較例１のＪｓｃ（電流密
度）、ＦＦ（曲線因子）およびＥｆｆ（変換効率）は、それぞれ、３３．５ｍＡ／ｃｍ2
、０．７４５および１５．３％であった。実施例１が比較例１に比べて、Ｊｓｃ（電流密
度）およびＦＦ（曲線因子）が共に大きくなったのは、比較例１では、フィンガー電極に
剥離が発生した一方、実施例１では、フィンガー電極に剥離が発生しなかったためである
と考えられる。
【０１０２】
比較例２では、比較例１と異なり、フィンガー電極の剥離が確認されなかった。これは
、以下の理由によるものと考えられる。すなわち、比較例２で用いたメタルマスクは、比
較例１と異なり、メタルマスクの厚み（約３０μｍ）がメタルマスクの開口部のＢ方向の

10

幅（約４０μｍ）よりも小さいために、導電性ペーストが開口部の壁面から受ける抵抗が
小さくなり、メタルマスクに対する導電性ペーストの版離れが良くなったためであると考
えられる。
【０１０３】
また、比較例２では、実施例１に比べて、ＦＦ（曲線因子）が小さくなった。具体的に
は、比較例２のＦＦ（曲線因子）は、０．７４０であった。これは、比較例２では、実施
例１に比べて厚みの小さいメタルマスクを用いているので、フィンガー電極の厚みが小さ
くなり、フィンガー電極自体の抵抗値が高くなったためであると考えられる。
【０１０４】
比較例３では、比較例１と異なり、フィンガー電極の剥離が確認されなかった。これは
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、以下の理由によるものと考えられる。すなわち、比較例３で用いたメタルマスクは、比
較例１と異なり、メタルマスクの厚み（約５０μｍ）がメタルマスクの開口部のＢ方向の
幅（約６０μｍ）よりも小さいために、導電性ペーストが開口部の壁面から受ける抵抗が
小さくなり、メタルマスクに対する導電性ペーストの版離れが良くなったためであると考
えられる。
【０１０５】
また、比較例３では、実施例１に比べて、Ｊｓｃ（電流密度）が小さくなった。具体的
には、比較例３のＪｓｃ（電流密度）は、３３．４ｍＡ／ｃｍ2であった。これは、以下
の理由によるものと考えられる。すなわち、比較例３では、実施例１に比べて開口部のＢ
方向の幅の大きいメタルマスクを用いているので、フィンガー電極の面積が大きくなる。
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これにより、フィンガー電極の表面での反射損失が増加し、半導体基板に入射する光の量
が減少したので、Ｊｓｃ（電流密度）が小さくなったと考えられる。
【０１０６】
なお、上記実施例１とは異なりガラスフリットを含有する導電性ペーストを用いてバス
バー電極を形成した別の実施例では、実施例１に比べて、Ｖｏｃ（開放電圧）が小さくな
った。これは、以下の理由によるものと考えられる。すなわち、上記別の実施例では、ガ
ラスフリットを含有する導電性ペーストを用いてバスバー電極を形成するので、導電性ペ
ーストを焼成してバスバー電極を形成する際に、バスバー電極が、フィンガー電極と同様
、絶縁膜３を貫通して、ｎ+型導電領域２ｂと電気的に接続される。これにより、パッシ
ベーション効果が低下し、Ｖｏｃ（開放電圧）が小さくなったと考えられる。
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【０１０７】
なお、今回開示された実施形態および実施例は、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、上記した実施形態および実施例の
説明ではなく特許請求の範囲によって示され、さらに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。
【０１０８】
例えば、上記実施形態では、光電変換装置として太陽電池（太陽電池セル）を例に挙げ
て説明したが、本発明はこれに限らず、太陽電池（太陽電池セル）以外の光電変換装置に
も適用可能である。
【０１０９】
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また、上記実施形態では、半導体層としてシリコン基板を用いた太陽電池セルについて
示したが、本発明はこれに限らず、薄膜のシリコン層を用いた太陽電池セルに適用しても
よい。また、シリコンゲルマニウム基板またはガリウム砒素基板などの化合物半導体基板
や、有機半導体などのシリコン以外の半導体層を用いた太陽電池セルにも適用可能である
。
【０１１０】
また、上記実施形態では、ｐ型の半導体基板を用いた例について示したが、本発明はこ
れに限らず、ｎ型の半導体基板を用いてもよい。この場合、半導体基板の受光面側に、ｐ
型、または、ｐ+型の導電領域を設ければよい。
【０１１１】
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また、上記実施形態では、半導体基板の受光面側にｎ+型導電領域を設けた例について
示したが、本発明はこれに限らず、半導体基板の受光面側にｎ型導電領域を設けてもよい
。
【０１１２】
また、上記実施形態では、幅広領域をフィンガー電極の両端部側の部分に設けた例につ
いて示したが、本発明はこれに限らず、幅広領域をフィンガー電極の一方の端部側の部分
に設けてもよい。
【０１１３】
また、上記実施形態では、フィンガー電極の幅広領域を正方形状に形成した例について
示したが、本発明はこれに限らず、フィンガー電極の幅広領域を正方形状以外の多角形状
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や、円形状または楕円形状などに形成してもよい。
【０１１４】
また、上記実施形態では、フィンガー電極の形成にメタルマスクを用いた例について示
したが、本発明はこれに限らず、フィンガー電極の形成にメッシュマスクを用いてもよい
。
【０１１５】
また、上記実施形態では、バスバー電極の形成にメッシュマスクを用いた例について示
したが、本発明はこれに限らず、バスバー電極の形成にメタルマスクを用いてもよい。
【０１１６】
また、上記実施形態では、半導体基板の受光面上の全面に絶縁膜を形成し、絶縁膜の所
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定領域上に導電性ペーストを印刷した後、焼成することにより、導電性ペースト（フィン
ガー電極）が絶縁膜を貫通して、フィンガー電極が半導体基板と電気的に接続する例につ
いて示したが、本発明はこれに限らず、半導体基板の受光面上の、フィンガー電極を形成
する予定の領域を除く領域のみに絶縁膜を形成し、半導体基板の受光面上の絶縁膜が形成
されていない領域に導電性ペーストを印刷することによりフィンガー電極を形成してもよ
い。
【０１１７】
また、上記実施形態では、半導体基板のｎ+型導電領域およびｐ+型導電領域を、熱拡散
により形成した例について示したが、イオンインプランテーション法などにより形成して
もよい。
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【０１１８】
また、上記実施形態では、半導体基板の受光面上に、反射防止膜としての機能を有する
絶縁膜を形成した例について示したが、本発明はこれに限らず、絶縁膜上に、別途、反射
防止膜を形成してもよい。
【０１１９】
また、上記実施形態では、半導体基板の受光面に、凹凸構造（テクスチャ構造）を形成
した例について示したが、本発明はこれに限らず、半導体基板の受光面に、凹凸構造（テ
クスチャ構造）を形成しなくてもよい。
【０１２０】
また、上記実施形態では、半導体基板の表面（受光面）に凹凸構造（テクスチャ構造）
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を形成した後に、受光面電極を形成した例について示したが、本発明はこれに限らず、半
導体基板の表面（受光面）に陽極酸化などにより、鋭く微細な凹凸構造を形成し、その上
に受光面電極を形成した後に、半導体基板の表面に凹凸構造（テクスチャ構造）を形成し
てもよい。このように構成すれば、受光面電極と半導体基板との接着強度をより大きくす
ることができるので、受光面電極が剥離するのをより抑制することができる。
【０１２１】
また、上記実施形態では、受光面電極をフィンガー電極およびバスバー電極により構成
した太陽電池セルについて示したが、本発明はこれに限らず、バスバー電極を設けず、受
光面電極をフィンガー電極のみにより構成したＭＷＴ（メタルラップスルー）構造の太陽
電池セルにも適用可能である。
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【０１２２】
また、上記実施形態では、バスバー電極を、Ａ方向に隣接する２つのフィンガー電極に
跨るように配置した例について示したが、本発明はこれに限らず、バスバー電極を、Ａ方
向に隣接する２つのフィンガー電極に跨らないように配置してもよい。すなわち、Ａ方向
に隣接するフィンガー電極の数だけバスバー電極を設けてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】本発明の一実施形態による太陽電池セルの構造を示した平面図である。
【図２】図１の１００−１００線に沿った断面図である。
【図３】図１の２００−２００線に沿った断面図である。
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【図４】図１に示した一実施形態による太陽電池セルの受光面電極の詳細構造を示した平
面図である。
【図５】図１に示した一実施形態による太陽電池セルの製造プロセスを説明するための平
面図である。
【図６】図１に示した一実施形態による太陽電池セルの製造プロセスに用いるメタルマス
クの構造を示した平面図である。
【図７】図１に示した一実施形態による太陽電池セルの製造プロセスを説明するための平
面図である。
【符号の説明】
30

【０１２４】
１

太陽電池セル（光電変換装置）

２

半導体基板（半導体層）

４

受光面電極

１０

メタルマスク（印刷用マスク）

４０

フィンガー電極

４０ａ、４０ｂ
４０ｃ

幅広領域

導電性ペースト（第１導電性ペースト）

４０ｄ、４０ｅ
４１

幅広領域

４１ａ

バスバー電極
導電性ペースト（第２導電性ペースト）
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【図２】

【図５】

【図６】

【図７】

JP 5172480 B2 2013.3.27

(20)
フロントページの続き
(56)参考文献 特開２００６−３２４５０４（ＪＰ，Ａ）
特開２００５−１１６７８６（ＪＰ，Ａ）
特開昭６３−１１９２７４（ＪＰ，Ａ）
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
Ｈ０１Ｌ ３１／０４−３１／０７８、５１／４２

JP 5172480 B2 2013.3.27

