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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】短絡その他の欠陥を生じさせることがない太陽
電池の電極の製造方法を提供する。
【解決手段】誘電体層が上に設けられた基板を準備する
。次に、誘電体層の上にピンホールフリーのマスク層を
形成する。次に、パターニングされたピンホールフリー
のマスク層をマスクとして利用して誘電体層をエッチン
グして、パターニングされた誘電体層を形成して、基板
の一部を露呈させる。次に、パターニングされたピンホ
ールフリーのマスク層を除去して、パターニングされた
誘電体積層体を露呈させて、パターニングされた誘電体
積層体内に複数の金属コンタクトを形成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽電池の製造方法であって、
　誘電体層が上に設けられた基板を準備する工程と、
　前記誘電体層の上にピンホールフリーのマスク層を形成する工程と、
　パターニングされたピンホールフリーのマスク層を形成するべく、マスクを利用せずに
前記誘電体層で前記基板を保護しながら、前記ピンホールフリーのマスク層をパターニン
グする工程と
　を備える製造方法。
【請求項２】
　前記ピンホールフリーのマスク層をパターニングする工程は、
　波長を有するレーザによるレーザアブレーション法を利用する工程を含む請求項１に記
載の製造方法。
【請求項３】
　前記レーザアブレーション法を利用する工程は、
　前記ピンホールフリーのマスク層が前記誘電体層よりも速いアブレーションレートを有
するように前記レーザの前記波長を選択する工程を含む請求項２に記載の製造方法。
【請求項４】
　前記ピンホールフリーのマスク層をパターニングする工程は、
　ウェットエッチング溶液によるスポットエッチング法を利用する工程を含む請求項１に
記載の製造方法。
【請求項５】
　前記スポットエッチング法を利用する工程は、
　前記ピンホールフリーのマスク層が前記誘電体層よりも速いエッチングレートを有する
ように前記ウェットエッチング溶液を選択する工程を含む請求項４に記載の製造方法。
【請求項６】
　前記ウェットエッチング溶液を選択する工程は、
　水酸化カリウム水溶液を利用する工程を含む請求項５に記載の製造方法。
【請求項７】
　前記ピンホールフリーのマスク層を形成する工程は、
　化学気相成長法を利用する工程を含む請求項１に記載の製造方法。
【請求項８】
　前記化学気相成長法を利用する工程は、
　アモルファスシリコン、アモルファスカーボン、およびポリイミドからなる群から選択
された材料を堆積させる工程を含む請求項７に記載の製造方法。
【請求項９】
　前記誘電体層が上に設けられた基板を準備する工程は、
　二酸化シリコン層が上に設けられた結晶シリコン基板を準備する工程を含み、
　前記ピンホールフリーのマスク層を形成する工程は、
　前記二酸化シリコン層の上にアモルファスシリコン層を形成する工程を含む請求項１に
記載の製造方法。
【請求項１０】
　前記ピンホールフリーのマスク層をパターニングする工程は、
　前記誘電体層全体を保存する工程を含む請求項１に記載の製造方法。
【請求項１１】
　太陽電池の製造方法であって、
　誘電体積層体が上に設けられた基板を準備する工程と、
　前記誘電体積層体の上にピンホールフリーのマスク層を形成する工程と、
　パターニングされたピンホールフリーのマスク層を形成するべく、マスクを利用せずに
前記誘電体積層体で前記基板を保護しながら、前記ピンホールフリーのマスク層をパター
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ニングする工程と、
　パターニングされた誘電体積層体を形成して前記基板の一部を露呈させるべく、前記パ
ターニングされたピンホールフリーのマスク層をマスクとして利用して前記誘電体積層体
をエッチングする工程と、
　前記パターニングされた誘電体積層体を露呈させるべく前記パターニングされたピンホ
ールフリーのマスク層を除去する工程と、
　前記パターニングされた誘電体積層体内に複数の金属コンタクトを形成する工程と
　を備える製造方法。
【請求項１２】
　前記誘電体積層体をエッチングする工程は、
　全体的な緩衝酸化物エッチング溶液を利用する工程を含む請求項１１に記載の製造方法
。
【請求項１３】
　前記パターニングされたピンホールフリーのマスク層を除去する工程は、
　水酸化カリウム水溶液を利用する工程を含む請求項１１に記載の製造方法。
【請求項１４】
　前記ピンホールフリーのマスク層をパターニングする工程は、
　波長を有するレーザによるレーザアブレーション法を利用する工程を含み、
　前記レーザアブレーション法を利用する工程は、
　前記ピンホールフリーのマスク層が前記誘電体積層体よりも速いアブレーションレート
を有するように前記レーザの前記波長を選択する工程を含む請求項１１に記載の製造方法
。
【請求項１５】
　前記ピンホールフリーのマスク層をパターニングする工程は、
　ウェットエッチング溶液によるスポットエッチング法を利用する工程を含み、
　前記スポットエッチング法を利用する工程は、
　前記ピンホールフリーのマスク層が前記誘電体積層体よりも速いエッチングレートを有
するように前記ウェットエッチング溶液を選択する工程を含む請求項１１に記載の製造方
法。
【請求項１６】
　前記ウェットエッチング溶液を選択する工程は、
　水酸化カリウム水溶液を利用する工程を含む請求項１５に記載の製造方法。
【請求項１７】
　前記ピンホールフリーのマスク層を形成する工程は、
　化学気相成長法を利用する工程を含む請求項１１に記載の製造方法。
【請求項１８】
　前記化学気相成長法を利用する工程は、
　アモルファスシリコン、アモルファスカーボン、およびポリイミドからなる群から選択
された材料を堆積させる工程を含む請求項１７に記載の製造方法。
【請求項１９】
　前記誘電体積層体が上に設けられた基板を準備する工程は、
　二酸化シリコン層が結晶シリコン基板の上に設けられ、窒化シリコン層が前記二酸化シ
リコン層の上に設けられた前記結晶シリコン基板を準備する工程を含み、
　前記ピンホールフリーのマスク層を形成する工程は、
　前記窒化シリコン層の上にアモルファスシリコン層を形成する工程を含む請求項１１に
記載の製造方法。
【請求項２０】
　前記ピンホールフリーのマスク層をパターニングする工程は、
　前記誘電体積層体全体を保存する工程を含む請求項１１に記載の製造方法。
【請求項２１】
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　パターニングされた誘電体層が上に設けられた基板と、
　前記パターニングされた誘電体層の上に設けられた、パターニングされたピンホールフ
リーのマスク層と
　を備え、
　前記パターニングされた誘電体層および前記パターニングされたピンホールフリーのマ
スク層は、略同じパターンを有する太陽電池。
【請求項２２】
　前記パターニングされたピンホールフリーのマスク層は、アモルファスシリコン、アモ
ルファスカーボン、およびポリイミドからなる群から選択された材料を含む請求項２１に
記載の太陽電池。
【請求項２３】
　前記基板は結晶シリコンを含み、
　前記パターニングされた誘電体層は、二酸化シリコンを含み、
　前記パターニングされたピンホールフリーのマスク層はアモルファスシリコンを含む請
求項２１に記載の太陽電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、再生可能エネルギー研究所が管理する光起電（ＰＶ）製造研究開発（Ｒ＆Ｄ
）プログラムにおいて、米国エネルギー省のＺＡＸ－４－３３６２８－０５として、政府
による支援を受けて行われた。政府は本発明に対する一定の権利を主張する。
【０００２】
　本発明の実施形態は太陽電池製造分野に係り、具体的には、太陽電池製造で利用される
直接パターンによるピンホールフリーのマスクに係る。
【背景技術】
【０００３】
　光電池は、太陽電池として通常知られているが、太陽光を電気エネルギーに直接変換す
るデバイスとして公知である。一般的に、太陽電池は、基板の表面付近にｐ－ｎ接合を形
成する半導体プロセス技術により、半導体ウェハまたは基板上に製造される。太陽光が基
板の表面に入射すると、バルク基板内に電子と正孔との対が形成され、これが基板のｐド
ープ領域およびｎドープ領域に泳動することで、ドープ領域間に電圧差を生じる。ドープ
領域は、太陽電池上の金属コンタクトと結合され、電流を電池から電池に結合された外部
回路へと流す。
【０００４】
　通常、金属コンタクトは、先ず、光起電基板の背面の誘電体層または誘電体積層体をパ
ターニングすることにより形成される。例えば、スクリーン印刷プロセスを利用して、誘
電体層上にインクパターンが形成される。次いでこのインクパターンをエッチングプロセ
スにおけるマスクとして利用して、誘電体層をパターニングする。しかし、概して全体的
な（「局所的」と対の用語である）エッチングプロセスが利用されるので、インクパター
ンに存在するピンホールも全て誘電体層にパターニングされ、誘電体層にピンホールが形
成されてしまう。こうして形成される、パターニングされた誘電体層のピンホール内には
、パターニングされた誘電体層内への金属コンタクトの形成で利用される金属層が詰って
しまい、短絡その他の欠陥を生じさせることがあり、問題である。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】本発明の一実施形態における太陽電池製造方法の一連の処理を表すフローチャー
トである。
【０００６】
【図２Ａ】本発明の一実施形態における、図１のフローチャートにおける処理１０２に対
応する、誘電体層が上に形成された基板の断面図である。
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【０００７】
【図２Ｂ】本発明の一実施形態における、図１のフローチャートの処理１０４に対応する
、ピンホールフリーのマスク層が上に形成された基板の断面図である。
【０００８】
【図２Ｃ】本発明の一実施形態における、図１のフローチャートの処理１０６に対応する
、パターニングされたピンホールフリーのマスク層が上に形成された基板の断面図である
。
【０００９】
【図２Ｄ】本発明の一実施形態における、図１のフローチャートの処理１０８に対応する
、パターニングされた誘電体層とパターニングされたピンホールフリーのマスク層とが上
に形成された基板の断面図である。
【００１０】
【図２Ｅ】本発明の一実施形態における、図１のフローチャートの処理１１０に対応する
、パターニングされた誘電体層が上に形成され、パターニングされたピンホールフリーの
マスク層が除去された基板の断面図である。
【００１１】
【図２Ｆ】本発明の一実施形態における、図１のフローチャートの処理１１２に対応する
、複数の金属コンタクトが上に形成された基板の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本明細書は、太陽電池の製造方法を記載する。本開示には、具体的な化学的適合性等の
、数多くの詳細事項が提供されており、これは本発明の実施形態の完全な理解を提供する
ためのものである。当業者であれば、これら詳細事項がなくとも、本発明の実施形態を実
施可能であることは理解できる。また、金属堆積工程等の周知の処理工程については、本
発明の実施形態を曖昧にすること回避するために、詳細には記載していない。さらに、図
面に示す様々な実施形態は、あくまで例示であるので、必ずしも実際の縮尺で描かれてい
ない場合があることを理解されたい。
【００１３】
　本明細書は、太陽電池の製造方法を開示する。先ず、誘電体層が上に設けられた基板を
準備することができる。一実施形態では、次に、ピンホールフリーのマスク層を誘電体層
の上に形成する。マスクを利用しない場合には、次にピンホールフリーのマスク層をパタ
ーニングして、パターニングされたピンホールフリーのマスク層を形成する。一実施形態
では、パターニング中に誘電体層によって基板が保護される。一実施形態では、パターニ
ングされたピンホールフリーのマスク層をマスクとして利用して誘電体層をエッチングし
て、パターニングされた誘電体層を形成して、基板の一部を露呈させる。次に、パターニ
ングされたピンホールフリーのマスク層を除去して、パターニングされた誘電体積層体を
露呈させて、パターニングされた誘電体積層体内に複数の金属コンタクトを形成する。
【００１４】
　直接パターンによるピンホールフリーのマスク層を利用することで、太陽電池の背面へ
の複数の金属コンタクトの形成に利用される誘電体層または誘電体積層体にピンホールが
実質的に形成されなくなる。本発明の一実施形態においては、最終的に太陽電池の複数の
金属コンタクトを形成するパターニングプロセスで、インク層の代わりに、ピンホールフ
リーのマスク層が利用される。マスクするパターニングプロセスとは対照的に、ピンホー
ルフリーのマスク層は、直接パターンでパターニングすることができる。一実施形態にお
いては、直接パターンによるピンホールフリーのマスク層は、レーザアブレーション法で
パターニングされる。別の実施形態では、直接パターンによるピンホールフリーのマスク
層は、スポットエッチング法（spot etching technique）でパターニングされる。
【００１５】
　直接パターンによるピンホールフリーのマスク層は、太陽電池の製造において利用可能
である。図１は、本発明の一実施形態における太陽電池製造方法の一連の処理を表すフロ
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ーチャート１００である。図２Ａ－図２Ｆは、本発明の一実施形態における、フローチャ
ート１００における各処理に対応する、太陽電池製造の各処理の断面図である。
【００１６】
　図２Ａは、本発明の一実施形態における、フローチャート１００における処理１０２に
対応する、誘電体層が上に形成された基板の断面図である。フローチャート１００の処理
１０２およびこれに対応する図２Ａを参照すると、上に誘電体層が設けられた基板が準備
される。
【００１７】
　図２Ａを参照すると、基板２００は、受光面２０２と背面２０４とを有する。一実施形
態では、受光面２０２は図２Ａに示すようにテクスチャリング加工を施されており、太陽
光収集の際の効率に関して望ましくない反射が軽減されている。一実施形態では、反射保
護被膜層２２０が、基板２００の受光面２０２の上に、共形となるよう（conformal）形
成される。複数の活性領域２０６が、基板２００の背面２０４に形成される。本発明の一
実施形態においては、複数の活性領域２０６では、図２Ａに示すようにＮ+領域とＰ＋領
域とが交互に形成されている。一実施形態では、基板２００は、結晶シリコンからなり、
Ｎ＋領域は、リン系のドーパント不純物原子を含み、Ｐ＋領域は、ボロンのドーパント不
純物原子を含む。基板２００の背面２０４には、誘電体層２０８が設けられる。一実施形
態では、誘電体層２０８が二酸化シリコン等の材料からなっていてよいが、これに限定は
されない。別の実施形態では、誘電体層２０８は誘電体層の積層体であり、例えば、誘電
体層２０８が基板２００上に設けられた二酸化シリコン層と、二酸化シリコン層の上に設
けられた窒化シリコン層とを含む。
【００１８】
　図２Ｂは、本発明の一実施形態における、フローチャート１００の処理１０４に対応す
る、ピンホールフリーのマスク層が上に形成された基板の断面図である。フローチャート
１００の処理１０４およびこれに対応する図２Ｂを参照すると、ピンホールフリーのマス
ク層が誘電体層の上に形成される。
【００１９】
　図２Ｂを参照すると、ピンホールフリーのマスク層２１０は、誘電体層２０８の表面上
に形成される。ピンホールフリーのマスク層２１０は、ピンホールの形成を伴わずに誘電
体層２０８を共形にカバーする（conformal coverage）のに適した技術により形成されて
よい。本発明の一実施形態においては、ピンホールフリーのマスク層２１０の形成には、
化学気相成長法が利用されてよい。一実施形態では、化学気相成長法の利用には、アモル
ファスシリコン、アモルファスカーボン、またはポリイミド等の材料の堆積が含まれてよ
いが、材料はこれらに限定はされない。特定の実施形態では、ピンホールフリーのマスク
層２１０はアモルファスシリコンからなり、シラン（ＳｉＨ４）またはジシラン（Ｓｉ２

Ｈ６）等のガスを利用して化学気相成長法により形成されてよいが、利用されるガスはこ
れらに限定はされない。別の特定の実施形態では、ピンホールフリーのマスク層２１０は
アモルファスカーボンからなり、メタン（ＣＨ４）、エタン（Ｃ２Ｈ６）、プロパン（Ｃ

３Ｈ８）、エチレン（Ｃ２Ｈ４）、またはプロピレン（Ｃ３Ｈ６）等のガスを利用して化
学気相成長法により形成されてよいが、利用されるガスはこれらに限定はされない。ピン
ホールフリーのマスク層２１０の堆積を、誘電体層２０８の堆積と同じプロセス工程で行
うと効率的な製造が可能となる。例えば一実施形態では、誘電体層２０８は、窒化シリコ
ン層を含む誘電体層の積層体であり、ピンホールフリーのマスク層２１０は、化学気相成
長法で利用される堆積用のガスを順番に提供することにより窒化シリコン層と同じプロセ
スステップで同じプロセスチャンバで堆積される。別の実施形態では、ピンホールフリー
のマスク層２１０の形成には、アモルファスシリコン層を二酸化シリコンの誘電体層２０
８の上に別のプロセス処理で形成することが含まれる。
【００２０】
　図２Ｃは、本発明の一実施形態における、フローチャート１００の処理１０６に対応す
る、パターニングされたピンホールフリーのマスク層が上に形成された基板の断面図であ
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る。フローチャート１００の処理１０６およびこれに対応する図２Ｃを参照すると、ピン
ホールフリーのマスク層が、マスクを利用することなくパターニングされて、パターニン
グされたピンホールフリーのマスク層が形成される。
【００２１】
　図２Ｃを参照すると、誘電体層２０８上のピンホールフリーのマスク層２１０がパター
ニングされて、パターニングされたピンホールフリーのマスク層２３０が形成される。一
実施形態では、パターニングされたピンホールフリーのマスク層２３０のパターンによっ
て、次に誘電体層２０８内に形成される複数のコンタクト開口の位置が定まる。ピンホー
ルフリーのマスク層２１０をパターニングしてパターニングされたピンホールフリーのマ
スク層２３０を形成するときには、誘電体層２０８にあまり影響を及ぼさずにピンホール
フリーのマスク層２１０を選択的にパターニングするのに適した技術が利用されてよい。
本発明の一実施形態においては、ピンホールフリーのマスク層２１０をパターニングして
パターニングされたピンホールフリーのマスク層２３０を形成することには、レーザを利
用するレーザアブレーション法の利用が含まれてよい。一実施形態では、レーザアブレー
ション法の利用には、ピンホールフリーのマスク層２１０が誘電体層２０８よりも速いア
ブレーションレートを有するようにレーザの波長を選択することが含まれる。特定の実施
形態では、レーザアブレーション処理中には誘電体層２０８が基板２００を保護する。こ
れは、誘電体層２０８のバンドギャップが基板２００のバンドギャップよりも大きいから
であり、誘電体層２０８を利用しないと、ピンホールフリーのマスク層２１０のパターニ
ングに利用されるレーザアブレーション処理により基板２００が影響を受けて望ましくな
いからである。
【００２２】
　本発明の別の実施形態においては、ピンホールフリーのマスク層２１０をパターニング
してパターニングされたピンホールフリーのマスク層２３０を形成することには、スポッ
トエッチング法の利用が含まれる。一実施形態では、スポットエッチング法の利用には、
ピンホールフリーのマスク層２１０が誘電体層２０８よりも速いエッチングレートを有す
るようにウェットエッチング溶液を選択することが含まれる。特定の実施形態では、ウェ
ットエッチング溶液の選択には、水酸化カリウム水溶液の利用が含まれる。特定の実施形
態では、スポットエッチング処理中に誘電体層２０８が基板２００を保護する。これは、
誘電体層２０８のエッチレートが基板２００のエッチレートより大幅に遅いからであり、
誘電体層２０８を利用しないと、ピンホールフリーのマスク層２１０のパターニングに利
用されるスポットエッチング処理により基板２００が影響を受けて望ましくないからであ
る。なお、誘電体層２０８の厚みがピンホールフリーのマスク層２１０の厚みよりもかな
り厚いことから、誘電体層２０８に対して直接スポットエッチング処理を行っても効果が
ない。従って本発明の一実施形態においては、太陽電池に複数の金属コンタクトを製造す
る際に、直接パターンによるピンホールフリーのマスク層を利用して誘電体層をパターニ
ングすると好適である。一実施形態では、誘電体層２０８は、約１００から５００ナノメ
ートルの範囲の厚みを有し、ピンホールフリーのマスク層２１０は約１から１００ナノメ
ートルの範囲の厚みを有する。一実施形態では、ピンホールフリーのマスク層２１０のパ
ターニングには、パターニングプロセス中に誘電体層２１０全体を保存することが含まれ
る。
【００２３】
　従って、図２Ａ－図２Ｃに関して記載したように、ピンホールフリーのマスク層は、マ
スクを利用せずにパターニングして、パターニングされたピンホールフリーのマスク層を
形成することができる。パターニングされたピンホールフリーのマスク層の形成に続いて
、背面接触太陽電池用の金属コンタクトを製造することができる（図２Ｄ－図２Ｆに関す
る記載を参照のこと）。
【００２４】
　図２Ｄは、本発明の一実施形態における、フローチャート１００の処理１０８に対応す
る、パターニングされた誘電体層とパターニングされたピンホールフリーのマスク層とが
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上に形成された基板の断面図である。フローチャート１００の処理１０８およびこれに対
応する図２Ｄを参照すると、ピンホールフリーのマスク層をマスクとして利用することで
誘電体層がエッチングされて、パターニングされた誘電体層が形成されて、基板の一部が
露呈している。
【００２５】
　図２Ｄを参照すると、パターニングされたピンホールフリーのマスク層２３０をマスク
として用いて誘電体層２０８内に複数のコンタクト開口を形成することで、パターニング
された誘電体層２４０が形成されている。誘電体層２０８をパターニングしてパターニン
グされた誘電体層２４０を形成するときには、基板２００の背面２０４に過度に影響を与
える（例えばエッチングする）ことなく（つまり、複数の活性領域２０６の有効性を劣化
させることなく）、パターニングされたピンホールフリーのマスク層２３０のパターンを
選択的に転写するのに適した技術が利用されてよい。本発明の一実施形態においては、全
体的な緩衝酸化物エッチング溶液（ＢＯＥ）を利用して（つまり、基板２００を緩衝酸化
物エッチング溶液に沈水させて）誘電体層２０８をエッチングすることで、誘電体層２０
８をパターニングして、パターニングされた誘電体層２４０を形成する。一実施形態では
、緩衝酸化物エッチング溶液は、フッ化水素酸（ＨＦ）およびフッ化アンモニウム（ＮＨ

４Ｆ）を含む水溶液からなる。特定の実施形態では、ＨＦ：ＮＨ４Ｆの割合が、約１：４
－１：１０の範囲であり、約３－１０分間の期間、約摂氏３０－４０度の温度で、誘電体
層２０８を緩衝酸化物エッチング溶液に漬ける。
【００２６】
　図２Ｅは、本発明の一実施形態における、フローチャート１００の処理１１０に対応す
る、パターニングされた誘電体層が上に形成され、パターニングされたピンホールフリー
のマスク層が除去された基板の断面図である。フローチャート１００の処理１１０および
これに対応する図２Ｅを参照すると、パターニングされたピンホールフリーのマスク層が
除去されて、パターニングされた誘電体層が露呈している。
【００２７】
　図２Ｅを参照すると、パターニングされたピンホールフリーのマスク層２１０を選択的
に除去することで、パターニングされ、複数の開口が形成された誘電体層２４０が得られ
る。本発明の一実施形態においては、パターニングされたピンホールフリーのマスク層２
１０を選択的に除去するときには、基板２００の背面２０４に過度に影響を与える（例え
ばエッチングする）ことなく（つまり、複数の活性領域２０６の有効性を劣化させること
なく）、パターニングされた誘電体層２４０においてパターン整合性が維持されるような
適切な技術が利用されてよい。一実施形態では、パターニングされたピンホールフリーの
マスク層２３０の除去には、水酸化カリウム水溶液の利用が含まれる。
【００２８】
　図２Ｆは、本発明の一実施形態における、フローチャート１００の処理１１２に対応す
る、複数の金属コンタクトが上に形成された基板の断面図である。フローチャート１００
の処理１１２およびこれに対応する図２Ｆを参照すると、パターニングされた誘電体層内
には複数の金属コンタクトが形成されている。
【００２９】
　図２Ｆを参照すると、パターニングされた誘電体層２４０の内部および複数の活性領域
２０６の上に、金属を含む材料を堆積させてパターニングすることで、複数の金属コンタ
クト２５０が形成されている。一実施形態では、複数の金属コンタクト２５０を形成する
際に利用される、金属を含む材料は、アルミニウム、銀、パラジウム、またはこれらの合
金等の金属を含んでよいが、これらに限定はされない。本発明の一実施形態において、背
面接触太陽電池２６０はこのようにして形成される。
【００３０】
　太陽電池の製造方法を上述した。本発明の一実施形態においては、誘電体が上に設けら
れた基板が準備される。ピンホールフリーのマスク層を誘電体層の上に形成する。マスク
を利用しない場合には、ピンホールフリーのマスク層をパターニングして、パターニング



(9) JP 2014-60430 A 2014.4.3

されたピンホールフリーのマスク層を形成する。一実施形態では、パターニング中に誘電
体層によって基板が保護される。

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】
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【図２Ｄ】

【図２Ｅ】

【図２Ｆ】

【手続補正書】
【提出日】平成25年12月13日(2013.12.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽電池の製造方法であって、
　誘電体層が上に設けられた基板を準備する工程と、
　前記誘電体層の上にピンホールフリーのマスク層を含む層を形成する工程と、
　パターニングされたピンホールフリーのマスク層を形成するべく、マスクを利用せずに
前記誘電体層で前記基板を保護しながら、前記ピンホールフリーのマスク層をパターニン
グする工程と、
　を備える、製造方法。
【請求項２】
　前記誘電体層をエッチングする工程は、
　全体的な緩衝酸化物エッチング溶液を利用する工程を含む、
　請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
　前記パターニングされたピンホールフリーのマスク層を除去する工程は、
　水酸化カリウム水溶液を利用する工程を含む、
　請求項１または２に記載の製造方法。
【請求項４】
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　前記ピンホールフリーのマスク層を含む層を形成する工程は、波長を有するレーザによ
るレーザアブレーション法を利用する工程を含み、
　前記レーザアブレーション法を利用する工程は、
　前記ピンホールフリーのマスク層が前記誘電体層よりも速いアブレーションレートを有
するように前記レーザの前記波長を選択する工程を含む、
　請求項１から３の何れか１項に記載の製造方法。
【請求項５】
　前記ピンホールフリーのマスク層を含む層をパターニングする工程は、ウェットエッチ
ング溶液によるスポットエッチング法を利用する工程を含み、
　前記スポットエッチング法を利用する工程は、前記ピンホールフリーのマスク層が前記
誘電体層よりも速いエッチングレートを有するように、前記ウェットエッチング溶液を選
択する工程を含む、
　請求項１から３の何れか１項に記載の製造方法。
【請求項６】
　前記ウェットエッチング溶液を選択する工程は、水酸化カリウム水溶液を含むウェット
エッチング溶液を利用する工程を含む、
　請求項５に記載の製造方法。
【請求項７】
　前記ピンホールフリーのマスク層を含む層を形成する工程は、
　化学気相成長法を利用する工程を含む、
　請求項１から６の何れか１項に記載の製造方法。
【請求項８】
　前記化学気相成長法を利用する工程は、アモルファスシリコンを堆積する工程を含む、
　請求項７に記載の製造方法。
【請求項９】
　前記誘電体層が上に設けられた基板を準備する工程は、
　二酸化シリコン層が結晶シリコン基板の上に設けられ、窒化シリコン層が前記二酸化シ
リコン層の上に設けられた前記結晶シリコン基板を準備する工程を含み、
　前記ピンホールフリーのマスク層を含む層を形成する工程は、
　前記窒化シリコン層の上にアモルファスシリコン層を形成する工程を含む、
　請求項１から８の何れか１項に記載の製造方法。
【請求項１０】
　前記ピンホールフリーのマスク層をパターニングする工程は、
　前記誘電体層全体を保存する工程を含む、
　請求項１から９の何れか１項に記載の製造方法。
【請求項１１】
　前記ピンホールフリーのマスク層を含む層を形成する工程は、
　ポリイミドを形成する工程を含む、
　請求項１から請求項７までの何れか一項に記載の製造方法。
【手続補正書】
【提出日】平成25年12月26日(2013.12.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽電池の製造方法であって、
　誘電体層が上に設けられた基板を準備する工程と、
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　前記誘電体層の上にピンホールフリーのマスク層を含む層を形成する工程と、
　パターニングされたピンホールフリーのマスク層を形成するべく、マスクを利用せずに
前記誘電体層で前記基板を保護しながら、前記ピンホールフリーのマスク層をパターニン
グする工程と、
　パターニングされた誘電体層を形成して前記基板の一部を露呈させるべく、前記パター
ニングされたピンホールフリーのマスク層をマスクとして利用して、前記誘電体層をエッ
チングする工程と、
　前記パターニングされた誘電体層を露呈させるべく前記パターニングされたピンホール
フリーのマスク層を除去する工程と、
　前記パターニングされた誘電体層内に複数の金属コンタクトを形成する工程と、
　を備える製造方法。
【請求項２】
　前記誘電体層をエッチングする工程は、
　全体的な緩衝酸化物エッチング溶液を利用する工程を含む、
　請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
　前記パターニングされたピンホールフリーのマスク層を除去する工程は、
　水酸化カリウム水溶液を利用する工程を含む、
　請求項１または２に記載の製造方法。
【請求項４】
　前記ピンホールフリーのマスク層を含む層を形成する工程は、波長を有するレーザによ
るレーザアブレーション法を利用する工程を含み、
　前記レーザアブレーション法を利用する工程は、
　前記ピンホールフリーのマスク層が前記誘電体層よりも速いアブレーションレートを有
するように前記レーザの前記波長を選択する工程を含む、
　請求項１から３の何れか１項に記載の製造方法。
【請求項５】
　前記ピンホールフリーのマスク層を含む層をパターニングする工程は、ウェットエッチ
ング溶液によるスポットエッチング法を利用する工程を含み、
　前記スポットエッチング法を利用する工程は、前記ピンホールフリーのマスク層が前記
誘電体層よりも速いエッチングレートを有するように、前記ウェットエッチング溶液を選
択する工程を含む、
　請求項１から３の何れか１項に記載の製造方法。
【請求項６】
　前記ウェットエッチング溶液を選択する工程は、水酸化カリウム水溶液を含むウェット
エッチング溶液を利用する工程を含む、
　請求項５に記載の製造方法。
【請求項７】
　前記ピンホールフリーのマスク層を含む層を形成する工程は、
　化学気相成長法を利用する工程を含む、
　請求項１から６の何れか１項に記載の製造方法。
【請求項８】
　前記化学気相成長法を利用する工程は、アモルファスシリコンを堆積する工程を含む、
　請求項７に記載の製造方法。
【請求項９】
　前記誘電体層が上に設けられた基板を準備する工程は、
　二酸化シリコン層が結晶シリコン基板の上に設けられ、窒化シリコン層が前記二酸化シ
リコン層の上に設けられた前記結晶シリコン基板を準備する工程を含み、
　前記ピンホールフリーのマスク層を含む層を形成する工程は、
　前記窒化シリコン層の上にアモルファスシリコン層を形成する工程を含む、
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　請求項１から８の何れか１項に記載の製造方法。
【請求項１０】
　前記ピンホールフリーのマスク層をパターニングする工程は、
　前記誘電体層全体を保存する工程を含む、
　請求項１から９の何れか１項に記載の製造方法。
【請求項１１】
　前記ピンホールフリーのマスク層を含む層を形成する工程は、
　ポリイミドを形成する工程を含む、
　請求項１から請求項７までの何れか一項に記載の製造方法。
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