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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｐ型のシリコン基板と、背面電極と、ｎ型のドープシリコン層と、前面電極と、を含む
太陽電池において、
　前記シリコン基板が第一表面と該第一表面に相対する第二表面を有し、該シリコン基板
の第一表面に分離して設置された複数の凹槽が形成され、
　前記背面電極が前記シリコン基板の第二表面に設置され、該第二表面とオーミック接触
し、
　前記ドープシリコン層が前記凹槽の内表面を含む前記第一表面上全体に設置され、
　前記前面電極が前記シリコン基板の第一表面に設置され、
　前記前面電極がカーボンナノチューブ構造体を含み、
　前記カーボンナノチューブ構造体が、少なくとも一枚のカーボンナノチューブフィルム
であり、単一のカーボンナノチューブフィルムは、配向して配列された複数のカーボンナ
ノチューブを含み、該複数のカーボンナノチューブが同じ方向に沿って、均一的に配列さ
れており、
　前記前面電極は、前記凹槽の内表面と接触しないように前記凹槽の開口を被覆している
ことを特徴とする太陽電池。
【請求項２】
　前記カーボンナノチューブフィルムにおけるカーボンナノチューブの間に隙間があるこ
とを特徴とする、請求項１に記載の太陽電池。
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【請求項３】
　前記太陽電池が複数の金属層を含み、該複数の金属層がそれぞれ前記シリコン基板の第
一表面と前記前面電極の間に設置されることを特徴とする、請求項１または２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、太陽電池に関し、特にカーボンナノチューブを使用した太陽電池に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　太陽エネルギーは光起電力効果を利用し、光エネルギーを直接電力に変換する電力機器
であり、光電池とも呼ばれる。一般的な一次電池や二次電池のように電力を蓄えるのでは
なく、光起電力効果により、受けた光を即時に電力に変換して出力する。主流のシリコン
太陽電池（非特許文献１を参照する）の他、様々な化合物半導体などを素材にしたものが
実用化されている。
【０００３】
　図５を参照すると、従来技術のシリコン太陽電池３０は、背面電極３２、シリコン基板
３４、ドープシリコン層３６及び前面電極３８を含む。前記シリコン基板３４は、第一表
面３４０及び第二表面３４４を含む。前記背面電極３２は、該第一表面３４０とオーミッ
ク接触するように、前記シリコン基板３４の第一表面３４０に設置されている。前記シリ
コン基板３４の第二表面３４４に、複数の凹槽３４２が形成される。光電変換材料として
の前記ドープシリコン層３６は、前記複数の凹槽３４２の内表面３４６に形成される。前
記前面電極３８は、導電的な金属網を採用し、前記シリコン基板３４の第一表面３４４に
設置されるが、前記導電的な金属が不透明な材料であるので、光の透過率に影響を与える
。太陽電池の光電変換効率を高めるために、前記前面電極３８は、透明な酸化インジウム
スズ層を採用する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】張明杰等、“太陽電池及び多晶シリコンの製造”、「材料及び冶金の学
報」、２００７年、第１６巻、第３３頁～第３８頁
【非特許文献２】Ｋａｉｌｉ　Ｊｉａｎｇ、Ｑｕｎｑｉｎｇ　Ｌｉ、Ｓｈｏｕｓｈａｎ　
Ｆａｎ、“Ｓｐｉｎｎｉｎｇ　ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　ｃａｒｂｏｎ　ｎａｎｏｔｕｂｅ
　ｙａｒｎｓ”、Ｎａｔｕｒｅ、２００２年、第４１９巻、ｐ．８０１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、前記酸化インジウムスズ層の機械的及び化学的耐用性が良くなく、該酸化イン
ジウムスズ層が前面電極３８になると、抵抗の分布が不均一であるので、前記太陽電池は
、耐用性が良くなく、光電変換効率が高くない欠点がある。
【０００６】
　従って、本発明は、高い光電変換効率を有し、耐用性の優れた太陽電池を提供すること
を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　太陽電池は、シリコン基板と、背面電極と、ドープシリコン層と、前面電極と、を含む
。前記シリコン基板が第一表面と該第一表面に相対する第二表面を有し、該シリコン基板
の第一表面に分離して設置された複数の凹槽が形成され、前記背面電極が前記シリコン基
板の第二表面に設置され、該第二表面とオーミック接触し、前記ドープシリコン層が前記
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凹槽の内表面に設置され、前記前面電極が前記シリコン基板の第一表面に設置され、前記
前面電極がカーボンナノチューブ構造体を含む。
【０００８】
　前記カーボンナノチューブ構造体が均一に分布された複数のカーボンナノチューブを含
む。
【０００９】
　前記カーボンナノチューブ構造体が少なくとも一枚のカーボンナノチューブフィルムを
含む。
【００１０】
　前記カーボンナノチューブフィルムが、同じ方向又は複数の方向に沿って配列された複
数のカーボンナノチューブを含む。
【００１１】
　前記カーボンナノチューブフィルムが、絡み合った複数のカーボンナノチューブを含む
。
【００１２】
　前記カーボンナノチューブフィルムが、等方的に配列された複数のカーボンナノチュー
ブを含む。
【００１３】
　前記シリコン基板がｐ型単結晶シリコン基板である。
【００１４】
　前記ドープシリコン層が燐又は砒素を混合したｎ型シリコン層である。
【００１５】
　前記太陽電池が複数の金属層を含み、該複数の金属層がそれぞれ前記シリコン基板の第
一表面と前記前面電極の間に設置される。
【００１６】
　前記太陽電池が反射防止層を含み、該反射防止層が前記前面電極の第一表面又は第二表
面に設置される。
【発明の効果】
【００１７】
　従来の太陽電池と比べると、本発明の太陽電池の前面電極は、カーボンナノチューブ構
造体を採用しており、太陽の光エネルギーをよく吸収することができるので、該太陽電池
は高い光電変換効率を有している。前記カーボンナノチューブ構造体は、優れた強靭性と
機械的強度を有しているので、該カーボンナノチューブ構造体を前面電極とする太陽電池
の耐用性を高めることができる。
【００１８】
　また、前記カーボンナノチューブ構造体は、カーボンナノチューブアレイから形成され
るものであるので、製造された太陽電池のコストが低くなる。前記カーボンナノチューブ
構造体が均一的な構造を有し、該カーボンナノチューブ構造体を使用した前面電極が均一
的な抵抗を有するので、前記太陽電池の性能を高めることができる。前記カーボンナノチ
ューブ構造体における隣接するカーボンナノチューブの間に均一的に配列された隙間を有
するので、該カーボンナノチューブ構造体を使用した前面電極は、優れた透光性を有する
。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態に係る太陽電池の構造を示す断面図である。
【図２】図１に示す太陽電池の前面電極のカーボンナノチューブフィルムを示す図である
。
【図３】図２に示すカーボンナノチューブフィルムにおけるカーボンナノチューブセグメ
ントを示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係る太陽電池の構造を示す下視図である。
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【図５】従来技術の太陽電池の構造を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。
【実施例１】
【００２１】
　図１を参照すると、本実施形態は、太陽電池１０を提供する。該太陽電池１０は、背面
電極１２、シリコン基板１４、ドープシリコン層１６及び前面電極１８を含む。前記シリ
コン基板１４は、第二表面１４０及び該第二表面１４０に相対する第一表面１４４を含む
。前記背面電極１２は、前記シリコン基板１４の第二表面１４０に設置され、該第二表面
１４０とオーミック接触する。前記シリコン基板１４の第一表面１４４には、複数の凹槽
１４２が分離して設置されている。前記ドープシリコン層１６は光電変換材料として、前
記複数の凹槽１４２の内表面１４６に形成される。前記前面電極１８は、前記シリコン基
板１４の第一表面１４４に設置される。該前面電極１８は、第一表面１８２及び該第一表
面１８２に相対する第二表面１８４を含む。
【００２２】
　前記太陽電池１０は、複数の金属層２０を含む。該金属層２０の材料は、アルミニウム
又は銀である。前記複数の金属層２０は、それぞれ前記シリコン基板１４の第一表面１４
４に設置し、前記前面電極１８との間に複数のヘテロ接合（ｈｅｔｅｒｏｊｕｎｃｔｉｏ
ｎ）が形成されるので、該前面電極１８とシリコン基板１４との電気接続性を高めること
ができ、前記太陽電池１０の光電変換効率を高めることができる。
【００２３】
　前記太陽電池１０は、さらに第一電極２２と第二電極２４を含む。該第一電極２２と第
二電極２４は、銀又は金からなり、分離して前記前面電極１８の第一表面１８２に設置し
、該第一表面１８２に電気的に接続される。前記第一電極２２と第二電極２４は、前記前
面電極１８に流された電流を収集することに用いられる。
【００２４】
　前記太陽電池１０は反射防止層２６を含む。該反射防止層２６は二酸化チタンからなり
、前記前面電極１８の第一表面１８２又は第二表面１８４に設置される。前記反射防止層
２６を利用することにより、太陽光を反射することを減少し、前記太陽電池１０の光電変
換効率を高めることができる。
【００２５】
　前記背面電極１２の材料は、アルミニウム、マグネシウム、銀などの金属である。該背
面電極１２の厚さは１０マイクロメートル～３００マイクロメートルである。
【００２６】
　前記シリコン基板１４は、ｐ型単結晶シリコン基板であり、その厚さが２００マイクロ
メートル～３００マイクロメートルである。隣接する前記凹槽１４２の距離が１０マイク
ロメートル～３０マイクロメートルであり、前記凹槽１４２の深さが５０マイクロメート
ル～７０マイクロメートルである。前記複数の凹槽１４２の形状と寸法は制限されること
なく、該凹槽１４２の断面が正方形、台形又は三角形などの多角形である。前記ドープシ
リコン層１６は、ｎ型ドープシリコン層であり、その厚さは、５００ナノメートル～１マ
イクロメートルである。前記ドープシリコン層１６は、例えば、前記シリコン基板１４に
多量の燐又は砒素などのｎ型ドープト材料を打込むことによって形成される。これにより
、前記ｎ型ドープト材料と前記ｐ型シリコン基板１４との間に複数のｐｎ接合を形成でき
、光エネルギーを電気エネルギーに変換させることができる。前記シリコン基板１４の第
一表面１４４に前記複数の凹槽１４２が形成されているので、前記太陽電池１０はよく光
エネルギーを吸収することができ、大きなｐｎ接合の界面面積を有する。従って、太陽電
池１０の光電変換の効率を高めることができる。
【００２７】
　前記前面電極１８は、カーボンナノチューブ構造体を採用する。前記カーボンナノチュ
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ーブ構造体は、均一に分布された複数のカーボンナノチューブを含む。
【００２８】
　前記カーボンナノチューブ構造体におけるカーボンナノチューブは、単層カーボンナノ
チューブ、二層カーボンナノチューブ又は多層カーボンナノチューブである。該カーボン
ナノチューブ構造体におけるカーボンナノチューブが単層カーボンナノチューブである場
合、該単層カーボンナノチューブの直径は０．５ナノメートル～５０ナノメートルである
。該カーボンナノチューブ構造体におけるカーボンナノチューブが二層カーボンナノチュ
ーブである場合、該二層カーボンナノチューブの直径は１.０ナノメートル～５０ナノメ
ートルである。該カーボンナノチューブ構造体におけるカーボンナノチューブが多層カー
ボンナノチューブである場合、該多層カーボンナノチューブの直径は１．５ナノメートル
～５０ナノメートルである。前記カーボンナノチューブ構造体におけるカーボンナノチュ
ーブが不純物を含まず、該カーボンナノチューブ自体の比表面積が大きいので、該カーボ
ンナノチューブ構造体自体が強い接着性を有する。従って、該カーボンナノチューブ構造
体は、自身の接着性を利用して、直接前記シリコン基板の第１表面１４４に接着し、前記
複数の凹槽１４２の開口を被覆することができる。
【００２９】
　さらに、前記カーボンナノチューブ構造体は少なくとも一枚のカーボンナノチューブフ
ィルムを含むことができる。単一の前記カーボンナノチューブフィルムにおいて、複数の
カーボンナノチューブが配向し又は配向せず配列している。
【００３０】
　前記複数のカーボンナノチューブが配向して配列する場合、前記複数のカーボンナノチ
ューブは前記カーボンナノチューブ構造体の表面に平行し、同じ方向又は複数の方向に沿
って配列されている。前記複数のカーボンナノチューブが配向せず配列する場合、前記複
数のカーボンナノチューブは、互いに絡み合って、或いは、等方的に配列されているであ
る。
【００３１】
　実施例１として、前記複数のカーボンナノチューブが配向して配列するカーボンナノチ
ューブフィルムは、図２に示されている。前記カーボンナノチューブフィルムは、カーボ
ンナノチューブアレイから引き伸ばし、形成されるものである。該カーボンナノチューブ
フィルムは、同じ方向に沿って、配列された複数のカーボンナノチューブを含む。図３を
参照すると、具体的には、前記カーボンナノチューブフィルムは、端と端に接続され、長
さが基本的に同じな複数のカーボンナノチューブセグメント１８６を含む。前記カーボン
ナノチューブセグメント１８６は、端と端が分子間力で連接される。各々のカーボンナノ
チューブセグメント１８６は、同じ方向に沿って、均一的に配列される複数のカーボンナ
ノチューブ１８８からなり、各々の前記カーボンナノチューブ１８８が分子間力で緊密に
連接される。前記カーボンナノチューブフィルムは、カーボンナノチューブアレイから引
き伸ばすことによって、形成されるので、該カーボンナノチューブフィルムの長さと幅は
、カーボンナノチューブアレイが成長された基板の寸法に関係する。
【００３２】
　本実施形態において、化学気相成長（ＣＶＤ）法で４インチの基板に超配列カーボンナ
ノチューブアレイ（非特許文献２を参照）を成長させる。前記カーボンナノチューブフィ
ルムの幅は、０．０１センチメートル～１０センチメートルであり、厚さは、１０ナノメ
ートル～１００マイクロメートルである。
【００３３】
　また、前記カーボンナノチューブフィルムの寸法が実際の応用を満足することができな
い場合、複数の前記カーボンナノチューブフィルムを隙間なく平行して並列させて、大寸
法のカーボンナノチューブフィルムを形成することができる。
【００３４】
　実施例２として、単一のカーボンナノチューブフィルムは、絡み合った複数のカーボン
ナノチューブを含む。ここで、前記複数のカーボンナノチューブは、分子間力で接近して
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、相互に絡み合って、カーボンナノチューブネットで形成されている。前記複数のカーボ
ンナノチューブは、等方的に、均一に前記カーボンナノチューブ構造体に分布されている
。前記複数のカーボンナノチューブは配向せずに配列されて、多くの微小な穴が形成され
ている。ここで、単一の前記微小な穴の直径が１０マイクロメートル以下になる。前記カ
ーボンナノチューブフィルムの厚さは、１マイクロメートル～１ミリメートルである。前
記カーボンナノチューブフィルムは、溶液に浸漬したカーボンナノチューブ原料をろ過し
て成るものである。
【００３５】
　実施例３として、単一のカーボンナノチューブフィルムは、異なる方向に沿って配列さ
れた複数のカーボンナノチューブを含む。前記カーボンナノチューブフィルムは、押し器
具を利用して、カーボンナノチューブアレイを同じ方向又は異なる方向に沿って押して形
成するものである。前記カーボンナノチューブフィルムにおいて、隣接するカーボンナノ
チューブは分子間力で接続され、カーボンナノチューブフィルムの表面と０°～１５°の
角度が形成されている。前記カーボンナノチューブフィルムの厚さは、０．５ナノメート
ル～１ミリメートルである。
【００３６】
　前記カーボンナノチューブ構造体は、積層された二枚のカーボンナノチューブフィルム
を含むことができる。隣接する二枚のカーボンナノチューブフィルムにおけるカーボンナ
ノチューブは、同じ方向又は異なる方向に沿って、配列される。具体的には、隣接する二
枚のカーボンナノチューブフィルムにおけるカーボンナノチューブは、角度αを成す。該
角度αが０°以上９０°以下である。
【００３７】
　前記カーボンナノチューブフィルムにおけるカーボンナノチューブの間に隙間があるの
で、前記前面電極１８は均一な抵抗、及び優れた透光性を有する。かつ、前記前面電極１
８にカーボンナノチューブ構造体を利用するので、該前面電極１８は優れた強靭性と機械
的強度を有する。従って、前記前面電極１８を使用した太陽電池１０の光電変換効率と耐
用性を高めることができる。
【００３８】
　前記前面電極１８は、例えば、カーボンナノチューブワイヤ、カーボンナノチューブ複
合材料などのカーボンナノチューブ構造体でも良く、透光性、導電性及び耐用性などの特
性を有するカーボンナノチューブ構造体でも良い。
【００３９】
　太陽光は前記カーボンナノチューブ構造体に照射し、該カーボンナノチューブ構造体に
おける隣接するカーボンナノチューブの間の隙間を通過して、前記太陽電池１０の複数の
凹槽１４２を照射する。太陽光が該凹槽１４２の内表面に繰り返して反射されるので、該
太陽電池１０におけるシリコン基板１４の第一表面１４４が更によく光エネルギーを吸収
することができる。前記複数の凹槽１４２の内表面１４６において、ｐ型シリコン基板１
４とｎ型ドープシリコン層１６とが接合して、複数のｐｎ接合が形成されている。接合す
る表面では、ｎ型ドープシリコンにおける余分の電子がｐ型シリコン基板に移動するよう
になり、抵抗層又は接触電位差(ｃｏｎｔａｃｔ　ｐｏｔｅｎｔｉａｌ　ｄｉｆｆｅｒｅ
ｎｃｅ)が生じる。前記ｐ型シリコン基板が陽極に接続され、前記ｎ型ドープシリコンが
陰極に接続されると、該ｎ型ドープシリコンにおける余分の電子及びｐｎ接合の電子が陽
極に移動しやすいので、前記抵抗層が薄くなり、前記接触電位差が小さくなる。従って、
抵抗が小さくなり、大きな電流を形成することができる。即ち、前記ｐｎ接合に太陽光が
あたると、それが刺激となって、複数の電子と正孔を発生する。複数の電子と正孔は、前
記ｐｎ接合によって振り分けられ、前記ｎ型ドープシリコンにおける電子が前記前面電極
１８に移動し、前記ｐ型シリコン基板における正孔が前記背面電極１２に移動する。これ
によって、該前面電極１８と該背面電極１２の間の外部回路に電流を生み出す。
【００４０】
　前記前面電極１８は、カーボンナノチューブ構造体を採用しており、太陽の光エネルギ
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ーをよく吸収することができるので、該前面電極１８を使用した太陽電池１０は高い光電
変換効率を有している。前記カーボンナノチューブ構造体は、優れた強靭性と機械的強度
を有しているので、該カーボンナノチューブ構造体を前面電極１８とする太陽電池１０の
耐用性を高めることができる。前記カーボンナノチューブ構造体は、カーボンナノチュー
ブアレイから形成されるものであるので、製造された太陽電池１０がコストが低くなる。
前記カーボンナノチューブ構造体が均一的な構造を有し、該カーボンナノチューブ構造体
を使用した前面電極１８が均一的な抵抗を有するので、前記太陽電池１０の性能を高める
ことができる。前記カーボンナノチューブ構造体における隣接するカーボンナノチューブ
の間に均一的に配列された隙間を有するので、該カーボンナノチューブ構造体を使用した
前面電極１８は、優れた透光性を有する。
【符号の説明】
【００４１】
　　１０、３０　太陽電池
　　１２、３２　背面電極
　　１４、３４　シリコン基板
　　１６、３６　ドープシリコン層
　　１８、３８　前面電極
　　２０　金属層
　　２２　第一電極
　　２４　第二電極
　　２６　反射防止層
　　１４０、３４０　シリコン基板の第二表面
　　１４２、３４２　凹槽
　　１４４、３４４　シリコン基板の第一表面
　　１４６、３４６　凹槽の内表面
　　１８２　前面電極の第一表面
　　１８４　前面電極の第二表面
　　１８６　カーボンナノチューブセグメント
　　１８８　カーボンナノチューブ
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