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(57)【要約】
【課題】太陽光発電基板面の反射防止サブ波長微細構造
のような反射防止微細凹凸構造の形成に好適な単粒子膜
エッチングマスクを有する基板を提供する。
【解決手段】（１）基板表面に単粒子を２次元に最密充
填配列して形成されている単粒子膜からなるエッチング
マスクを有する表面微細凹凸構造体形成用基板。（２）
該基板をエッチングして製造される太陽光発電基板。（
３）単粒子分散液調製工程、該単粒子分散液を液体面に
滴下して単粒子分散液膜を形成する滴下工程、該単粒子
分散液膜中の分散媒を揮発させて単粒子が２次元に最密
充填し、高精度に配列している単粒子膜を形成する単粒
子膜形成工程、該単粒子膜を基板表面に移し取る単粒子
膜移行工程により表面微細凹凸構造体形成用基板を製造
する。図中、Ｐは単粒子、Ｔは２次元最密充填配列状態
における単粒子間の隙間を表す。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板表面に単粒子を２次元に最密充填配列して形成されている単粒子膜からなるエッチ
ングマスクを有する表面微細凹凸構造体形成用基板。
【請求項２】
　前記単粒子膜は、下記（式１）で定義される粒子の配列のずれＤ（％）が１０％以下で
あることを特徴とする請求項１に記載のエッチングマスクを有する表面微細凹凸構造体形
成用基板。
　　　　　Ｄ（％）＝|Ｂ－Ａ|×１００／Ａ　　　（式１）
〔式中、Ａは粒子の平均粒径、Ｂは単粒子膜における粒子間の平均ピッチを示し、｜Ｂ－
Ａ｜はＢとＡの差の絶対値を示す。〕
【請求項３】
　前記単粒子膜を構成する単粒子は、粒子動的光散乱法による求めた平均粒径が３～３８
０ｎｍであることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のエッチングマスクを有する
表面微細凹凸構造体形成用基板。
【請求項４】
　前記単粒子膜を構成する単粒子は、粒径の変動係数（標準偏差を平均値で除した値）が
２０％以下であることを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか１項に記載のエッチン
グマスクを有する表面微細凹凸構造体形成用基板。
【請求項５】
　前記単粒子膜を構成する単粒子は、Ａｌ、Ａｕ、Ｔｉ、Ｐｔ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｆｅ
、Ｎｉ、Ｓｉなどの金属、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＴｉＯ２、ＭｇＯ２、ＣａＯ２などの
金属酸化物、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレートなどの有機高分子、半導体材料、
無機高分子から選ばれる少なくとも１種の材質の単粒子であることを特徴とする請求項１
～請求項４のいずれか１項に記載のエッチングマスクを有する表面微細凹凸構造体形成用
基板。
【請求項６】
　易揮発性分散媒中に該分散媒に親和性の表面を有する単粒子を分散させて単粒子分散液
を調製する単粒子分散液調製工程、該単粒子分散液を、該単粒子及び該分散媒と非親和性
の液体収容槽中の液体面に滴下して単粒子分散液膜を形成する滴下工程、該単粒子分散液
膜中の分散媒を揮発させて単粒子が２次元に最密充填配列している単粒子膜を形成する単
粒子膜形成工程、該単粒子膜を基板表面に移し取る単粒子膜移行工程、を有することを特
徴とする、基板表面に単粒子を２次元に最密充填配列して形成されている単粒子膜からな
るエッチングマスクを有する表面微細凹凸構造体形成用基板の製造方法。
【請求項７】
　前記単粒子膜移行工程に引き続いて、該単粒子膜移行工程で基板表面に形成された単粒
子膜を基板表面に固定する単粒子膜固定化工程を有することを特徴とする請求項６記載の
単粒子膜からなるエッチングマスクを有する表面微細凹凸構造体形成用基板の製造方法。
【請求項８】
　前記易揮発性分散媒が疎水性有機溶媒であり、前記易揮発性分散媒と非親和性の液体が
親水性液体であり、かつ、前記単粒子が、疎水性単粒子であることを特徴とする請求項６
又は請求項７に記載の単粒子膜からなるエッチングマスクを有する表面微細凹凸構造体形
成用基板の製造方法。
【請求項９】
　前記易揮発性分散媒が親水性溶媒であり、前記易揮発性分散媒と非親和性の液体が疎水
性液体であり、かつ、前記単粒子が、親水性単粒子であることを特徴とする請求項６又は
請求項７に記載の単粒子膜からなるエッチングマスクを有する表面微細凹凸構造体形成用
基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記単粒子膜移行工程が、前記単粒子膜形成工程で液体収容槽中の液面に形成された単
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粒子膜を、可動バリアによって液面方向に圧縮して最密充填単粒子膜を形成させながら、
予め液体収容槽中に浸漬配置している基板を基板面が液面と直角となるように液中から垂
直方向に引き上げつつ該基板面に移行させる工程であることを特徴とする請求項６～請求
項９のいずれか１項に記載の単粒子膜からなるエッチングマスクを有する表面微細凹凸構
造体形成用基板の製造方法。
【請求項１１】
　前記請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の単粒子膜からなるエッチングマスクを
有する表面微細凹凸構造体形成用基板の表面を該エッチングマスクを通してエッチング処
理して形成されている微細凹凸構造を有することを特徴とする表面微細凹凸構造体。
【請求項１２】
　前記表面微細凹凸構造体における微細凹凸構造は、下記（式２）で定義される配列のず
れＤ’（％）が１０％以下であることを特徴とする請求項１１記載の表面微細凹凸構造体
。
　Ｄ’［％］＝｜Ｃ－Ａ｜×１００／Ａ　　　（式２）
〔式中、Ａは使用した単粒子膜エッチングマスクを構成する粒子の平均粒径であり、Ｃは
微細凹凸構造における構造配列の平均ピッチを示し、｜Ｃ－Ａ｜はＣとＡの差の絶対値を
示す。〕
【請求項１３】
　前記表面微細凹凸構造体における微細凹凸構造は、可視光の波長以下のピッチで配列さ
れているアスペクト比が０．４以上の円錐状微細突起によって構成されていることを特徴
とする請求項１１又は請求項１２に記載の表面微細凹凸構造体。
【請求項１４】
　前記請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の単粒子膜からなるエッチングマスクを
有する表面微細凹凸構造体形成用基板における該エッチングマスクを有する面をエッチン
グ処理して下記（式２）で定義される配列のずれＤ’（％）が１０％以下である表面微細
凹凸構造を形成することを特徴とする表面微細凹凸構造体の製造方法。
　Ｄ’［％］＝｜Ｃ－Ａ｜×１００／Ａ　　　（式２）
〔式中、Ａは使用した単粒子膜エッチングマスクを構成する粒子の平均粒径であり、Ｃは
微細凹凸構造における構造配列の平均ピッチを示し、｜Ｃ－Ａ｜はＣとＡの差の絶対値を
示す。〕
【請求項１５】
　前記表面微細凹凸構造体の微細凹凸構造が、可視光の波長以下のピッチで配列されてい
る、高さが少なくとも５０ｎｍ以上で、アスペクト比が０．４以上の円錐状微細突起によ
って構成されていることを特徴とする請求項１１～請求項１３のいずれか１項に記載の表
面微細凹凸構造体の製造方法。
【請求項１６】
　前記請求項１１～請求項１３のいずれか１項に記載の表面微細凹凸構造体を少なくとも
１部に有する太陽光発電パネル。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽光発電基板面の反射防止構造のような基板面の微細凹凸構造の形成に好
適な単粒子膜エッチングマスクを有する基板とその製造方法、該単粒子膜エッチングマス
クを有する基板面をエッチングして得られる表面微細凹凸構造体、及び該表面微細凹凸構
造体をサブ波長反射防止微細構造体として有する太陽光発電パネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　単結晶Ｓｉ、多結晶Ｓｉ、薄膜Ｓｉ、アモルファスＳｉ、化合物薄膜、色素増感、有機



(4) JP 2009-70933 A 2009.4.2

10

20

30

40

50

薄膜、量子ドットの各種太陽光発電パネルでは、光を最大限取り込んで光電変換効率が向
上するように、表面に反射防止加工、テクスチャー構造等の工夫を施したものが開発され
てきた。
【０００３】
　例えば、結晶Ｓｉ系太陽電池における標準的な工程は、以下のように行われる。すなわ
ち、抵抗率が１～２Ω・ｃｍ程度、導電型がｐ型の単結晶若しくは多結晶Ｓｉウェハをス
ライスし、ウェットエッチング又はドライエッチングにより表面に凹凸構造を作成する。
この凹凸構造は光閉じ込め及び反射防止効果をもつ。次にｎ層を形成するためリンをウェ
ハ表面から拡散させる。この拡散法としては、拡散炉中でオキシ塩化リンを堆積・拡散さ
せるガス拡散法が一般的であるが、リンを含む溶液をスピンコートする塗布拡散法を用い
てもよい。
【０００４】
　ｎ層の形成によってｐｎ接合面が得られるが、通常ｎ層の上に反射防止膜を作成する。
単結晶Ｓｉ太陽電池の反射防止膜には酸化チタン膜が用いられることがあるが、多結晶Ｓ
ｉ太陽電池の反射防止膜には化学的気相成長法（ＣＶＤ法）或いはスパッタ法で作成した
窒化Ｓｉ膜が用いられる。窒化Ｓｉ膜中の水素が多結晶Ｓｉの粒界に存在する欠陥を終端
する（パッシベーション）ことで太陽電池の性能が向上するとの説が有力である。
【０００５】
　薄膜Ｓｉ太陽電池のうち、ガラス基板側から光を入射するスーパーストレート型構造の
場合、最初にガラス基板上に透明導電膜を形成する。透明導電膜には、凹凸を形成して光
を散乱させることにより、その上の薄膜Ｓｉ層に光を十分吸収させる役割がある。透明導
電膜としては、旭硝子の「Ａｓａｈｉ－Ｕ」などがある。ＣＶＤ法によってフッ素添加酸
化スズ膜を形成するが、この際太陽光の波長に適合した数百ｎｍの凹凸が自己形成される
。
【０００６】
　Ｓｉ層はｐ層－ｉ層－ｎ層の順にＣＶＤ法で作成する。ｐ層とｎ層が１０～数十ｎｍで
あるのに対し、ｉ層はアモルファスＳｉを用いる場合には約３００ｎｍである。アモルフ
ァスＳｉ層を厚くすると光吸収は増えるものの、ダングリングボンド欠陥が増加して光劣
化が顕著になるため、３００ｎｍ程度が良好とされる。ｎ層形成後に透明導電膜ならびに
裏面反射の役割を果たす銀電極をスパッタ法などで作成する。
【０００７】
　化合物薄膜太陽電池の場合、ソーダライムガラス基板上に裏面電極となるモリブデン膜
をスパッタ法で作成し、その上にｐ型ＣＩＧＳ光吸収層（銅・インジウム・ガリウム・セ
レンの４元化合物からなる）、さらにその上に反射防止膜、グリッド電極の順に作成され
る。
【０００８】
　これら各種太陽電池において、より多くの入射光をトラップする目的からテクスチャー
構造が表面に形成される場合がある。テクスチャー構造はＫＯＨエッチング、酸（ＨＮＯ

３、ＨＦ、ＮａＮＯ３などを混合したもの）によるエッチングで作成されるのが一般的で
ある。ＫＯＨテクスチャー構造及び酸テクスチャー構造では、単結晶Ｓｉ表面の反射率は
それぞれ約２３％及び約１７％まで低下することが報告されている（非特許文献１）。ま
た、ＫＯＨ＋添加剤のマイルドなエッチング条件で作成したピラミッド状テクスチャー構
造の反射率が８～１５％程度まで低下したとする報告もある（非特許文献１）。
【０００９】
　さらに、特許文献には様々な反射防止技術が紹介されている。特許文献１には、テクス
チャー構造を酸又はアルカリエッチングで作成後、ＰＯＣｌ３を用いた気相拡散等により
拡散層を形成し、拡散層表面に受光面の安定化のためのパッシベーション膜及び入射光の
反射防止膜として機能するＳｉＮｘ膜を、ＣＶＤ（化学的気相成長）法によって形成し、
さらにパッシベーション膜上に反射防止膜としてＴｉＯ２膜をＣＶＤ法により積層する工
程が記載されており、標準的な手法である。
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【００１０】
　特許文献２には、太陽電池を構成する半導体基板上に、ペーストを使用して多孔質の耐
エッチング性膜を形成し、多孔質の耐エッチング性膜をマスクとして用いて、エッチング
を行うことにより、半導体基板上に、微細な凹凸からなる反射防止構造を形成する技術が
開示されている。
【００１１】
　特許文献３には、エッチング液に対する耐エッチング力が膜内で分布をもつ耐エッチン
グ膜を基板表面に形成し、耐エッチング膜を介してエッチングすることで基板表面に凹凸
を形成するという基板の表面加工方法により、高性能な表面反射防止構造を基板表面に低
コストで形成する方法が開示されている。
【００１２】
　特許文献４には、ＰＮ接合部を有する半導体基板の一主面側に第一の反射防止膜を形成
すると共に、この半導体基板の一主面側と他の主面側に電極を形成した後、前記第一の反
射防止膜上に第二の反射防止膜を形成して、この第二の反射防止膜の表面部分をリアクテ
ィブイオンエッチング法によって粗面化する技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００７－１０３５７２号公報
【特許文献２】特開２００４－１０３７３６号公報
【特許文献３】特開２００３－３０９２７６号公報
【特許文献４】特開平０７－３２６７８４号公報
【非特許文献１】２００７太陽光発電技術大全／電子ジャーナル
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　上記非特許文献１に紹介されている一般的な技術で形成される微細凹凸構造を有する太
陽電池表面の反射率は８～１５％程度であり、入射光の利用効率はまだ十分高いとはいえ
ない。また、特許文献１～４の手法で形成される反射防止膜又は反射防止層の光学特性に
ついても、その製法から推定される反射率はそれほど低くなるとは考えられない。なぜな
ら、（１）反射防止の原理が、反射防止膜の上面と下面の反射波を半波長ずらして干渉の
効果によって打ち消す手法では、最小反射率を下げる効果は小さく、波長依存性があり、
入射角依存性があるため、反射防止効果が限られてしまうこと、（２）反射防止の原理が
、表面粗化によって最表層を低屈折率化するという手法では、表面微細構造が設計された
ものではないため理想的な屈折率傾斜構造を得ることは出来ず、反射防止効果は限定され
ることから、入射光の利用効率を最大化することが出来ない。
【００１４】
　Ｓｉ系を基材とするような太陽光発電パネルの場合、Ｓｉの屈折率が３．５程度であり
、その表面は非常に反射率が高い（鏡面状態で約４０％程度反射）ので、このような表面
に施工する反射防止構造は、よほど高度なものでない限り十分な効果を発揮するのは困難
である。Ｓｉ酸化膜の屈折率は約１．４５、Ｓｉ窒化膜の屈折率は約２．０で、空気とＳ
ｉの中間の屈折率であるため、この系では確かに反射防止膜として使用可能であるが、こ
れらは、いわゆる低屈折材料では決してないため、いかに膜厚を精密に制御したとしても
その反射防止効果は限定される。Ｓｉに比べて屈折率の低い材料で表面をコーティングす
ることで、反射強度自体の低減は有効であるが、そもそも、反射光を半波長ずらして反射
防止とする操作は、外部の観察者から見た反射光の低減には役立つが、発電に利用しうる
入射光の増大には無効である。テクスチャー構造による光閉じ込め効果もある程度の発電
効率の向上を得ることは出来るが、入射光をピラミッド構造による内部反射で閉じ込めよ
うとしても、実際にはロスが大きいため数回の反射でほとんど発電できる光量を下回って
しまう。
【００１５】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、単粒子膜を構成する各粒子が２次元に最密
充填していて高精度に配列している単粒子膜からなるエッチングマスクが形成されている
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表面微細凹凸体形成用基板とその製造方法を提供することを目的とするものであり、さら
に、該単粒子膜エッチングマスクが形成されている表面微細凹凸体形成用基板をエッチン
グして得られる表面微細凹凸構造体と、該表面微細凹凸構造体からなる高効率・高精度な
サブ波長反射防止微細構造面を有する太陽光発電パネルを提供することを課題とするもの
である。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明者らは鋭意検討した結果、溶剤中に粒子が分散した分散液を水槽内の液面に滴下
し、その後溶剤を揮発させることにより、粒子が精度よく２次元に最密充填した単粒子層
を形成でき、ついで、この単粒子層を太陽光発電用の半導体基板のような基板上に移し取
ることにより、高精度に配列した単粒子膜からなるエッチングマスクを基板上に形成でき
ることを見出し、さらに、この基板面をエッチングマスクを通してエッチングすることに
よって、太陽光発電用の半導体基板に求められるような光学理論に基づく高度に制御され
た反射防止サブ波長微細凹凸構造を基板面に形成できることを見出し、以下の発明を完成
するに至った。
【００１７】
（１）単粒子を２次元に最密充填配列して形成されている単粒子膜からなる表面微細凹凸
構造体形成用エッチングマスク。
【００１８】
（２）基板表面に単粒子を２次元に最密充填配列して形成されている単粒子膜からなるエ
ッチングマスクを有する表面微細凹凸構造体形成用基板。
【００１９】
（３）前記基板が太陽光発電用基板である（２）項に記載のエッチングマスクを有する表
面微細凹凸構造体形成用基板。
【００２０】
（４）前記単粒子膜は、下記（式１）で定義される粒子の配列のずれＤ（％）が１０％以
下であることを特徴とする（２）項又は（３）項に記載のエッチングマスクを有する表面
微細凹凸構造体形成用基板。
　　　　　Ｄ（％）＝|Ｂ－Ａ|×１００／Ａ　　　（式１）
〔式中、Ａは粒子の平均粒径、Ｂは単粒子膜における粒子間の平均ピッチを示し、｜Ｂ－
Ａ｜はＢとＡの差の絶対値を示す。〕
【００２１】
（５）前記単粒子膜を構成する単粒子は、粒子動的光散乱法による求めた平均粒径が３～
３８０ｎｍであることを特徴とする（２）項～（４）項のいずれか１項に記載のエッチン
グマスクを有する表面微細凹凸構造体形成用基板。
【００２２】
（６）前記単粒子膜を構成する単粒子は、粒径の変動係数（標準偏差を平均値で除した値
）が２０％以下、好ましくは１０％以下、より好ましくは５％以下であることを特徴とす
る（２）項～（５）項のいずれか１項に記載のエッチングマスクを有する表面微細凹凸構
造体形成用基板。
【００２３】
（７）前記単粒子膜を構成する単粒子は、Ａｌ、Ａｕ、Ｔｉ、Ｐｔ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｃｒ、
Ｆｅ、Ｎｉ、Ｓｉなどの金属、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＴｉＯ２、ＭｇＯ２、ＣａＯ２な
どの金属酸化物、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレートなどの有機高分子、半導体材
料、無機高分子から選ばれる少なくとも１種の材質の単粒子であることを特徴とする（２
）項～（６）項のいずれか１項に記載のエッチングマスクを有する表面微細凹凸構造体形
成用基板。
【００２４】
（８）前記単粒子膜は、該単粒子膜を通したエッチング処理によって、可視光の波長以下
のピッチで配列されている、５０ｎｍ以上、好ましくは１５２ｎｍ以上の高さの円錐状微
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細突起の高さと該円錐状微細突起の円形底面の直径の比（高さ／円形底面の直径）として
表されるアスペクト比が０．４以上の円錐状微細突起を基板面に形成することができるエ
ッチングマスクを構成していることを特徴とする（２）項～（７）項のいずれか１項に記
載のエッチングマスクを有する表面微細凹凸構造体形成用基板。
【００２５】
（９）易揮発性分散媒中に該分散媒に親和性の表面を有する単粒子を分散させて単粒子分
散液を調製する単粒子分散液調製工程、該単粒子分散液を、該単粒子及び該分散媒と非親
和性の液体収容槽中の液体面に滴下して単粒子分散液膜を形成する滴下工程、該単粒子分
散液膜中の分散媒を揮発させて単粒子が２次元に最密充填配列している単粒子膜を形成す
る単粒子膜形成工程、該単粒子膜を基板表面に移し取る単粒子膜移行工程、を有すること
を特徴とする、基板表面に単粒子を２次元に最密充填配列して形成されている単粒子膜か
らなるエッチングマスクを形成する方法。
【００２６】
（１０）易揮発性分散媒中に該分散媒に親和性の表面を有する単粒子を分散させて単粒子
分散液を調製する単粒子分散液調製工程、該単粒子分散液を、該単粒子及び該分散媒と非
親和性の液体収容槽中の液体面に滴下して単粒子分散液膜を形成する滴下工程、該単粒子
分散液膜中の分散媒を揮発させて単粒子が２次元に最密充填配列している単粒子膜を形成
する単粒子膜形成工程、該単粒子膜を基板表面に移し取る単粒子膜移行工程、を有するこ
とを特徴とする、基板表面に単粒子を２次元に最密充填配列して形成されている単粒子膜
からなるエッチングマスクを有する表面微細凹凸構造体形成用基板の製造方法。
【００２７】
（１１）前記単粒子膜移行工程に引き続いて、該単粒子膜移行工程で基板表面に形成され
た単粒子膜を基板表面に固定する単粒子膜固定化工程を有することを特徴とする（１０）
項記載の単粒子膜からなるエッチングマスクを有する表面微細凹凸構造体形成用基板の製
造方法。
【００２８】
（１２）前記易揮発性分散媒が疎水性有機溶媒であり、前記分散媒と非親和性の液体が親
水性液体であり、かつ、前記単粒子が、表面を疎水化処理されている単粒子であることを
特徴とする（１０）項又は（１１）項に記載の単粒子膜からなるエッチングマスクを有す
る表面微細凹凸構造体形成用基板の製造方法。
【００２９】
（１３）前記易揮発性分散媒が親水性溶媒であり、前記分散媒と非親和性の液体が疎水性
液体であることを特徴とする（１０）項又は（１１）項に記載の単粒子膜からなるエッチ
ングマスクを有する表面微細凹凸構造体形成用基板の製造方法。
【００３０】
（１４）前記単粒子膜移行工程が、前記単粒子膜形成工程で液体収容槽中の液面に形成さ
れた単粒子膜を、可動バリアによって液面方向に圧縮して最密充填単粒子膜を形成させな
がら、予め液体収容槽中に浸漬配置している基板を基板面が液面と直角となるように液中
から垂直方向に引き上げつつ該基板面に移行させる工程であることを特徴とする（１０）
項～（１３）項のいずれか１項に記載の単粒子膜からなるエッチングマスクを有する表面
微細凹凸構造体形成用基板の製造方法。
【００３１】
（１５）前記（２）項～（８）項のいずれか１項に記載の単粒子膜からなるエッチングマ
スクを有する表面微細凹凸構造体形成用基板又は前記（１０）項～（１４）項のいずれか
１項に記載の製造方法にしたがって製造されている単粒子膜からなるエッチングマスクを
有する表面微細凹凸構造体形成用基板の表面を該エッチングマスクを通してエッチング処
理して形成されている微細凹凸構造を有することを特徴とする表面微細凹凸構造体。
【００３２】
（１６）前記表面微細凹凸構造体における微細凹凸構造は、下記（式２）で定義される配
列のずれＤ’（％）が１０％以下であることを特徴とする、（１５）項記載の表面微細凹
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凸構造体。
　Ｄ’［％］＝｜Ｃ－Ａ｜×１００／Ａ　　　（式２）
〔式中、Ａは使用した単粒子膜エッチングマスクを構成する粒子の平均粒径であり、Ｃは
微細凹凸構造における構造配列の平均ピッチを示し、｜Ｃ－Ａ｜はＣとＡの差の絶対値を
示す。〕
【００３３】
（１７）前記表面微細凹凸構造体における微細凹凸構造は、可視光の波長以下のピッチで
配列されている、高さが５０ｎｍ以上、好ましくは１５２ｎｍ以上の円錐状微細突起の高
さと該円錐状微細突起の円形底面の直径の比（高さ／円形底面の直径）として表されるア
スペクト比が０．４以上の円錐状微細突起によって構成されていることを特徴とする（１
５）項又は（１６）項に記載の表面微細凹凸構造体。
【００３４】
（１８）前記（２）項～（８）項のいずれか１項に記載の単粒子膜からなるエッチングマ
スクを有する表面微細凹凸構造体形成用基板又は前記（１０）項～（１４）項のいずれか
１項に記載の製造方法にしたがって製造されている単粒子膜からなるエッチングマスクを
有する表面微細凹凸構造体形成用基板から選ばれる１種における該エッチングマスクを有
する面をエッチング処理して下記（式２）で定義される配列のずれＤ’（％）が１０％以
下である表面微細凹凸構造を形成することを特徴とする表面微細凹凸構造体の製造方法。
　Ｄ’［％］＝｜Ｃ－Ａ｜×１００／Ａ　　　（式２）
〔式中、Ａは使用した単粒子膜エッチングマスクを構成する粒子の平均粒径であり、Ｃは
微細凹凸構造における構造配列の平均ピッチを示し、｜Ｃ－Ａ｜はＣとＡの差の絶対値を
示す。〕
【００３５】
（１９）前記表面微細凹凸構造体の微細凹凸構造が、可視光の波長以下のピッチで配列さ
れている、高さが５０ｎｍ以上、好ましくは１５２ｎｍ以上の円錐状微細突起の高さと該
円錐状微細突起の円形底面の直径の比（高さ／円形底面の直径）として表されるアスペク
ト比が０．４以上、好ましくは１以上、より好ましくは２以上の円錐状微細突起によって
構成されていることを特徴とする（１８）項記載の表面微細凹凸構造体の製造方法。
【００３６】
（２０）前記（１５）項～（１７）項のいずれか１項に記載の表面微細凹凸構造体及び前
記（１８）項、（１９）項のいずれか１項に記載の製造方法に従って製造されている表面
微細凹凸構造体から選ばれる表面微細凹凸構造体をサブ波長反射防止微細構造体の少なく
とも１部として有する太陽光発電パネル。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明によれば、単粒子膜を構成する各粒子が２次元に最密充填し、高精度に配列した
単粒子膜エッチングマスクを、太陽光発電用基板のような表面微細凹凸構造を形成するこ
とが求められる基板上に形成することができ、該単粒子膜エッチングマスク形成面をエッ
チング処理することによって太陽光発電パネル用として好適な高効率・高精度サブ波長反
射防止微細構造体を製造することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下、本発明を詳細に説明する。
［単粒子膜エッチングマスク］
　本発明で基板上に形成される単粒子膜エッチングマスクは、図１に示すように、多数の
単粒子Ｐが２次元に最密充填した単粒子膜からなるエッチングマスクであって、好ましく
は、下記（式１）で定義される粒子の配列のずれＤ（％）が１０％以下のものである。
　　　Ｄ［％］＝｜Ｂ－Ａ｜×１００／Ａ　　　（式１）
　ここで、（式１）中のＡは単粒子膜を構成している粒子Ｐの平均粒径であり、Ｂは単粒
子膜における粒子間の平均ピッチである。また、｜Ｂ－Ａ｜はＡとＢとの差の絶対値を示
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す。
【００３９】
　粒子の平均粒径Ａとは、単粒子膜を構成している粒子の平均一次粒径のことであって、
粒子動的光散乱法により求めた粒度分布をガウス曲線にフィッティングさせて得られるピ
ークから常法により求めることができる。
【００４０】
　一方、粒子間のピッチとは、隣合う２つの粒子の頂点と頂点の距離であり、平均ピッチ
Ｂとはこれらを平均したものである。なお、粒子が球形であれば、隣合う粒子の頂点と頂
点との距離は、隣合う粒子の中心と中心の距離と等しい。
　単粒子膜エッチングマスクにおける粒子間の平均ピッチＢは、具体的には次のようにし
て求められる。
【００４１】
　まず、単粒子膜エッチングマスクにおける無作為に選択された領域で、一辺が微細構造
の繰り返し単位３０～４０波長分の正方形の領域について、原子間力顕微鏡イメージ又は
走査型電子顕微鏡イメージを得る。例えば、粒径３００ｎｍの粒子を用いた単粒子膜の場
合、９μｍ×９μｍ～１２μｍ×１２μｍの領域のイメージを得る。そして、このイメー
ジをフーリエ変換により波形分離し、ＦＦＴ像（高速フーリエ変換像）を得る。ついで、
ＦＦＴ像のプロファイルにおける０次ピークから１次ピークまでの距離を求める。こうし
て求められた距離の逆数がこの領域における平均ピッチＢ１である。このような処理を無
作為に選択された合計２５カ所以上の同面積の領域について同様に行い、各領域における
平均ピッチＢ１～Ｂ２５を求める。こうして得られた２５カ所以上の領域における平均ピ
ッチＢ１～Ｂ２５の平均値が式（１）における平均ピッチＢである。なお、この際、各領
域同士は、少なくとも１ｍｍ離れて選択されることが好ましく、より好ましくは５ｍｍ～
１ｃｍ離れて選択される。
　また、この際、ＦＦＴ像のプロファイルにおける１次ピークの面積から、各イメージに
ついて、その中の粒子間のピッチのばらつきを評価することもできる。
【００４２】
　粒子の配列のずれＤが１０％以下である単粒子膜エッチングマスクは、各粒子が２次元
に最密充填し、粒子の間隔が制御されていて、その配列の精度が高い。よって、このよう
な単粒子膜エッチングマスクを使用して、基板上の各粒子に対応する位置に円錐状微細突
起を形成することにより高精度な微細凹凸パターンとすることができる。このような２次
元最密充填は、後にも述べる自己組織化を原理とするため、多少の格子欠陥を含む。しか
しながら、２次元最密充填におけるこのような格子欠陥は、充填方位の多様性をつくるた
め、特に反射防止用途の場合には、回折格子のような反射特性を減少させて一様な反射防
止効果を与えるのに役立つ。
　表面に円錐状微細突起からなる微細凹凸パターンが形成された微細構造を有する面は、
構造のピッチ、アスペクト比、形状等が後述する条件（光学的理由による）を満たす場合
、非常に高性能な反射防止面となる。
【００４３】
　太陽光発電基板上に微細凹凸パターンを形成して反射防止体を製造する場合、単粒子膜
エッチングマスクを構成する粒子として、粒子動的光散乱法により求めた平均粒径Ａが３
～３８０ｎｍのものを使用する。粒子の平均粒径Ａと形成される円錐状微細突起の各円形
底面の直径とはほぼ同じ値となるため、平均粒径Ａが可視光の下限波長より小さな３８０
ｎｍ以下の粒子を使用することによって、形成される円錐状微細突起の円形底面の直径も
３８０ｎｍ以下となり、可視光領域での光学散乱を抑制でき、反射防止用途に好適な微細
凹凸パターンを形成することができる。また、平均粒径（Ａ）が３ｎｍ以上のものを使用
することによって、入射光が通過する屈折率の傾斜した空間の距離を十分に確保でき、い
わゆるサブ波長格子による消光効果を良好に得ることができる。
【００４４】
　また、単粒子膜エッチングマスクを構成する粒子は、粒径の変動係数（標準偏差を平均
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値で除した値）が２０％以下であるものが好ましく、１０％以下であるものがより好まし
く、５％以下のものがさらに好ましい。このように粒径の変動係数、すなわち、粒径のば
らつきが小さい粒子を使用すると、後述する単粒子膜エッチングマスクの製造工程おいて
、粒子が存在しない欠陥箇所が生じにくくなり、配列のずれＤが１０％以下である単粒子
膜エッチングマスクが得られやすい。欠陥箇所のない単粒子膜エッチングマスクからは、
入射光に対して均一な屈折率傾斜効果を与える反射防止フィルムが得られやすく好ましい
。
【００４５】
　粒子の材質としては、球状であれば特に限定されるものではない。中でも、好ましくは
、Ａｌ、Ａｕ、Ｔｉ、Ｐｔ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｓｉなどの金属、ＳｉＯ２

、Ａｌ２Ｏ３、ＴｉＯ２、ＭｇＯ２、ＣａＯ２などの金属酸化物、ポリスチレン、ポリメ
チルメタクリレートなどの有機高分子などの他、半導体材料、無機高分子などが挙げられ
る。
【００４６】
［単粒子膜エッチングマスクの形成方法］
　このような単粒子膜エッチングマスクは、エッチング対象物である太陽光発電基板上の
少なくとも片面上に配置されるものであって、いわゆるＬＢ法（ラングミュア－ブロジェ
ット法）の考え方を利用した方法により基板上に形成できる。具体的には、溶剤中に粒子
が分散した分散液を水槽内の液面に滴下する滴下工程と、溶剤を揮発させることにより粒
子からなる単粒子膜を形成する単粒子膜形成工程と、単粒子膜を太陽光発電基板上に移し
取る移行工程とを有する方法により製造できる。
　単粒子膜エッチングマスクを製造する好ましい方法について、一例を挙げて以下に具体
的に説明する。
【００４７】
（単粒子分散液調製工程、滴下工程及び単粒子膜形成工程）
　まず、クロロホルム、メタノール、エタノール、メチルエチルケトンなどの揮発性の高
い溶剤のうちの１種以上からなる疎水性の有機溶剤中に、表面が疎水性の粒子を加えて分
散液を調製する（単粒子分散液調製工程）。
一方、水槽（トラフ）を用意し、これに、その液面上で粒子を展開させるための液体（以
下、下層水という場合もある。）として水を入れる。
　そして、分散液を下層水の液面に滴下する。すると、分散媒である溶剤が揮発するとと
もに、粒子が下層水の液面上に単層で展開し、２次元的に最密充填した単粒子膜を形成す
ることができる（滴下工程及び単粒子膜形成工程）。
【００４８】
　このように、粒子として疎水性のものを選択した場合には、溶剤としても疎水性のもの
を選択する必要がある。一方、その場合、下層水は親水性である必要があり、通常、上述
したように水を使用する。このように組み合わせることによって、後述するように、粒子
の自己組織化が進行し、２次元的に最密充填した単粒子膜が形成される。ただし、粒子及
び溶剤として親水性のものを選択してもよく、その場合には、下層水として、疎水性の液
体を選択する。
【００４９】
　下層水に滴下する分散液の粒子濃度は１～１０質量％とすることが好ましい。また、滴
下速度を０．００１～０．０１ｍｌ／秒とすることが好ましい。分散液中の粒子の濃度や
滴下量がこのような範囲であると、粒子が部分的にクラスター状に凝集して２層以上とな
る、粒子が存在しない欠陥箇所が生じる、粒子間のピッチが広がるなどの傾向が抑制され
、各粒子が高精度で２次元に最密充填した単粒子膜がより得られやすい。
【００５０】
　表面が疎水性の粒子としては、先に例示した粒子のうち、ポリスチレンなどの有機高分
子からなり表面が元々疎水性を示すものを使用してもよいが、表面が親水性の粒子を疎水
化剤で疎水性にして使用してもよい。疎水化剤としては、例えば界面活性剤、金属アルコ
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キシシランなどが使用できる。
【００５１】
　界面活性剤を疎水化剤として使用する方法は、幅広い材料の疎水化に有効であり、粒子
が金属、金属酸化物などからなる場合に好適である。
　界面活性剤としては、臭素化ヘキサデシルトリメチルアンモニウム、臭素化デシルトリ
メチルアンモニウムなどのカチオン性界面活性剤、ドデシル硫酸ナトリウム、４－オクチ
ルベンゼンスルホン酸ナトリウムなどのアニオン性界面活性剤が好適に使用できる。また
、アルカンチオール、ジスルフィド化合物、テトラデカン酸、オクタデカン酸なども使用
できる。
【００５２】
　このような界面活性剤を用いた疎水化処理は、有機溶剤や水などの液体に粒子を分散さ
せて液中で行ってもよいし、乾燥状態にある粒子に対して行ってもよい。
　液中で行う場合には、例えば、クロロホルム、メタノール、エタノール、イソプロパノ
ール、アセトン、メチルエチルケトン、エチルエチルケトン、トルエン、ヘキサン、シク
ロヘキサン、酢酸エチル、酢酸ブチルなどの１種以上からなる揮発性有機溶剤中に、疎水
化対象の粒子を加えて分散させ、その後、界面活性剤を混合してさらに分散を続ければよ
い。このようにあらかじめ粒子を分散させておき、それから界面活性剤を加えると、表面
をより均一に疎水化することができる。このような疎水化処理後の分散液は、そのまま、
滴下工程において下層水の液面に滴下するための分散液として使用できる。
【００５３】
　疎水化対象の粒子が水分散体の状態である場合には、この水分散体に界面活性剤を加え
て水相で粒子表面の疎水化処理を行った後、有機溶剤を加えて疎水化処理済みの粒子を油
相抽出する方法も有効である。こうして得られた分散液（有機溶剤中に粒子が分散した分
散液）は、そのまま、滴下工程において下層水の液面に滴下するための分散液として使用
できる。なお、この分散液の粒子分散性を高めるためには、有機溶剤の種類と界面活性剤
の種類とを適切に選択し、組み合わせることが好ましい。粒子分散性の高い分散液を使用
することによって、粒子がクラスター状に凝集することを抑制でき、各粒子が高精度で２
次元に最密充填した単粒子膜がより得られやすくなる。例えば、有機溶剤としてクロロホ
ルムを選択する場合には、界面活性剤として臭素化デシルトリメチルアンモニウムを使用
することが好ましい。その他にも、エタノールとドデシル硫酸ナトリウムとの組み合わせ
、メタノールと４－オクチルベンゼンスルホン酸ナトリウムとの組み合わせ、メチルエチ
ルケトンとオクダデカン酸との組み合わせなどを好ましく例示できる。
【００５４】
　疎水化対象の粒子と界面活性剤の比率は、疎水化対象の粒子の質量に対して、界面活性
剤の質量が１／３～１／１５倍の範囲が好ましい。
　また、こうした疎水化処理の際には、処理中の分散液を撹拌したり、分散液に超音波照
射したりすることも粒子分散性向上の点で効果的である。
【００５５】
　アルコキシシランを疎水化剤として使用する方法は、Ｓｉ、Ｆｅ、Ａｌなどの粒子や、
ＡｌＯ２、ＳｉＯ２、ＴｉＯ２などの酸化物粒子を疎水化する際に有効であるが、これら
粒子に限らず、基本的には表面に水酸基を有する粒子に対して適用することができる。
【００５６】
　アルコキシシランとしては、モノメチルトリメトキシシラン、モノメチルトリエトキシ
シラン、ジメチルジエトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、ヘキシルトリメトキ
シシラン、デシルトリメトキシシラン、ビニルトリクロルシラン、ビニルトリメトキシシ
ラン、ビニルトリエトキシシラン、２－（３，４エポキシシクロヘキシル）エチルトリメ
トキシシラン、３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、３－グリシドキシプロピ
ルメチルジエトキシシラン、３－グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、ｐ－スチリ
ルトリメトキシシラン、３－メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、３－メタ
クリロキシプロピルトリメトキシシラン、３－メタクリロキシプロピルメチルジエトキシ
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シラン、３メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン、３－アクリロキシプロピルトリ
メトキシシラン、Ｎ－２（アミノエチル）３－アミノプロピルメチルジメトキシシラン、
Ｎ－２（アミノエチル）３－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－２（アミノエチル
）３－アミノプロピルトリエトキシシラン、３－アミノプロピルトリメトキシシラン、３
－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－フェニル－３－アミノプロピルトリメトキシ
シラン、３－ウレイドプロピルトリエトキシシラン、３－クロロプロピルトリメトキシシ
ラン、３－メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン、３－メルカプトプロピルトリメ
トキシシラン、３－イソシアネートプロピルトリエトキシシランなどが挙げられる。
【００５７】
　疎水化剤としてアルコキシシランを用いる場合には、アルコキシシラン中のアルコキシ
シリル基がシラノール基に加水分解し、このシラノール基が粒子表面の水酸基に脱水縮合
することで疎水化が行われる。よって、アルコキシシランを用いた疎水化は、水中で実施
することが好ましい。このように水中で疎水化を行う場合には、例えば界面活性剤などの
分散剤を併用して、疎水化前の粒子の分散状態を安定化するのが好ましいが、分散剤の種
類によっては金属アルコキシシランの疎水化効果が低減することもあるため、分散剤とア
ルコキシシランとの組み合わせは適切に選択する。
【００５８】
　アルコキシシランにより疎水化する具体的方法としては、まず、水中に粒子を分散させ
ておき、これとアルコキシシラン含有水溶液（アルコキシシランの加水分解物を含む水溶
液）とを混合し、室温から４０℃の範囲で適宜攪拌しながら所定時間、好ましくは６～１
２時間反応させる。このような条件で反応させることによって、反応が適度に進行し、十
分に疎水化された粒子の分散液を得ることができる。反応が過度に進行すると、シラノー
ル基同士が反応して粒子同士が結合してしまい、分散液の粒子分散性が低下し、得られる
単粒子膜は、粒子が部分的にクラスター状に凝集した２層以上のものになりやすい。一方
、反応が不十分であると、粒子表面の疎水化も不十分となり、得られる単粒子膜は粒子間
のピッチが広がったものになりやすい。
【００５９】
　また、アミン系以外のアルコキシシランは、酸性又はアルカリ性の条件下で加水分解す
るため、反応時には分散液のｐＨを酸性又はアルカリ性に調整する必要がある。ｐＨの調
整法には制限はないが、０．１～２．０質量％濃度の酢酸水溶液を添加する方法によれば
、加水分解促進の他に、シラノール基安定化の効果も得られるため好ましい。
　疎水化対象の粒子とアルコキシシランの比率は、疎水化対象の粒子の質量に対して、ア
ルコキシシランの質量が１／１０～１／１００倍の範囲が好ましい。
【００６０】
　所定時間反応後、この分散液に対して、前述の揮発性有機溶剤のうちの１種以上を加え
、水中で疎水化された粒子を油相抽出する。この際、添加する有機溶剤の体積は、有機溶
剤添加前の分散液に対して０．３～３倍の範囲が好ましい。こうして得られた分散液（有
機溶剤中に粒子が分散した分散液）は、そのまま、滴下工程において下層水の液面に滴下
するための分散液として使用できる。なお、こうした疎水化処理においては、処理中の分
散液の粒子分散性を高めるために、撹拌、超音波照射など実施することが好ましい。分散
液の粒子分散性を高めることによって、粒子がクラスター状に凝集することを抑制でき、
各粒子が高精度で２次元に最密充填した単粒子膜がより得られやすくなる。
【００６１】
　また、形成する単粒子膜の精度をより高めるためには、液面に滴下する前の分散液をメ
ンブランフィルターなどで精密ろ過して、分散液中に存在する凝集粒子（複数の１次粒子
からなる２次粒子）を除去することが好ましい。このようにあらかじめ精密ろ過を行って
おくと部分的に２層以上となった箇所や、粒子が存在しない欠陥箇所が生じにくく、精度
の高い単粒子膜が得られやすい。仮に、形成された単粒子膜に、数～数十μｍ程度の大き
さの欠陥箇所が存在したとすると、詳しくは後述する移行工程において、単粒子膜の表面
圧を計測する表面圧力センサーと、単粒子膜を液面方向に圧縮する可動バリアとを備えた
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ＬＢトラフ装置を使用したとしても、このような欠陥箇所は表面圧の差として検知されず
、高精度な単粒子膜エッチングマスクを得ることは難しくなる。
【００６２】
　さらに、このような単粒子膜形成工程は、超音波照射条件下で実施することが好ましい
。下層水から水面に向けて超音波を照射しながら単粒子膜形成工程を行うと、粒子の最密
充填が促進され、各粒子がより高精度で２次元に最密充填した単粒子膜が得られる。この
際、超音波の出力は１～１２００Ｗが好ましく、５０～６００Ｗがより好ましい。また、
超音波の周波数には特に制限はないが、例えば、２８ｋＨｚ～５ＭＨｚが好ましく、より
好ましくは７００ｋＨｚ～２ＭＨｚである。一般的に振動数が高すぎると、水分子のエネ
ルギー吸収が始まり、水面から水蒸気または水滴が立ち上る現象が起きるため、本発明の
ＬＢ法にとって好ましくない。また、一般的に振動数が低すぎると、下層水中のキャビテ
ーション半径が大きくなり、水中に泡が発生して水面に向かって浮上してくる。このよう
な泡が単粒子膜の下に集積すると、水面の平坦性が失われるため本発明の実施に不都合と
なる。また、超音波照射によって水面に定常波が発生する。いずれの周波数でも出力が高
すぎたり、超音波振動子と発信機のチューニング条件によって水面の波高が高くなりすぎ
たりすると、単粒子膜が水面波で破壊されるため気をつける必要がある。
【００６３】
　以上のことに留意して超音波の周波数を適切に設定すると、形成されつつある単粒子膜
を破壊することなく、効果的に粒子の最密充填を促進することができる。効果的な超音波
照射を行うためには、粒子の粒径から計算される固有振動数を目安にするのが良い。しか
し、例えば、粒径が１００ｎｍ以下などの小さな粒子になると固有振動数は非常に高くな
ってしまうため、計算結果のとおりの超音波振動を与えるのは困難になる。このような場
合は、粒子２量体、３量体、・・・２０量体程度までの質量に対応する固有振動を与える
と仮定して計算を行うと、必要な振動数を現実的な範囲まで低減させることが出来る。粒
子の会合体の固有振動数に対応する超音波振動を与えた場合でも、粒子の充填率向上効果
は発現する。超音波の照射時間は、粒子の再配列が完了するのに十分であればよく、粒径
、超音波の周波数、水温などによって所要時間が変化する。しかし、通常の作成条件では
１０秒間～６０分間で行うのが好ましく、より好ましくは３分間～３０分間である。
　超音波照射によって得られる利点は粒子の最密充填化（ランダム配列を６方最密化する
）の他に、ナノ粒子分散液調製時に発生しやすい粒子の軟凝集体を破壊する効果、一度発
生した点欠陥、線欠陥、又は結晶転移などもある程度修復する効果がある。
【００６４】
　以上に説明した単粒子膜の形成は、粒子の自己組織化によるものである。その原理は、
粒子が集結すると、その粒子間に存在する分散媒に起因して表面張力が作用し、その結果
、粒子同士はランダムに存在するのではなく、２次元的最密充填構造を自動的に形成する
というものである。このような表面張力による最密充填は、別の表現をすると横方向の毛
細管力による配列化ともいえる。
　特に、例えばコロイダルシリカのように、球形であって粒径の均一性も高い粒子が、水
面上に浮いた状態で３つ集まり接触すると、粒子群の喫水線の合計長を最小にするように
表面張力が作用し、図１に示すように、３つの粒子Ｐは図中Ｔで示す正三角形を基本とす
る隙間（粒子の位置関係を示す最小構成単位）を作った配置で安定化する。
【００６５】
　仮に、喫水線が粒子群の頂点にくる場合、すなわち、粒子Ｐが液面下に潜ってしまう場
合には、このような自己組織化は起こらず、単粒子膜は形成されない。よって、粒子と下
層水は、一方が疎水性である場合には他方を親水性にして、粒子群が液面下に潜ってしま
わないようにすることが重要である。
　下層水としては、以上の説明のように水を使用することが好ましく、水を使用すると、
比較的大きな表面自由エネルギーが作用して、一旦生成した粒子の最密充填配置が液面上
に安定的に持続しやすくなる。
【００６６】
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（単粒子膜移行工程）
　単粒子膜形成工程により液面上に形成された単粒子膜を、ついで、単層状態のままエッ
チング対象物である基板、たとえば、太陽光発電基板上に移し取る（単粒子膜移行工程）
。本発明の単粒子膜は、基板が平面でなくても２次元的な最密充填状態を維持しつつ凹凸
のある基材表面の形状に追従し、その面形状を変形させ、完全に被覆することが可能であ
る。凹凸形状に追従する際、単粒子膜内では粒子結晶面での滑り現象が起き、その形状を
２次元から３次元へ自在に変形させるものと考えられる。このような特徴から、反射防止
微細構造を作成する基板は必ずしも平面である必要はない。
【００６７】
　単粒子膜を基板面に移し取る具体的な方法には特に制限はなく、例えば、疎水性の基板
等を単粒子膜に対して略平行な状態に保ちつつ、上方から降下させて単粒子膜に接触させ
、ともに疎水性である単粒子膜と基板との親和力により、単粒子膜を基板に移行させ、移
し取る方法；単粒子膜を形成する前にあらかじめ水槽の下層水内に基板を略水平方向に配
置しておき、単粒子膜を液面上に形成した後に液面を徐々に降下させることにより、基板
上に単粒子膜を移し取る方法などがある。これらの方法によれば、特別な装置を使用せず
に単粒子膜を基板上に移し取ることができるが、より大面積の単粒子膜であっても、その
２次的な最密充填状態を維持したまま基板上に移し取りやすい点で、いわゆるＬＢトラフ
法を採用することが好ましい〔Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ａｎｄ　Ｃ
ｈｅｍｉｓｔｒｙ，　Ｖｏｌ．１１，　３３３３　（２００１）、Ｊｏｕｒｎａｌ
ｏｆ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ, Ｖｏｌ．１２，　３２６８　
（２００２）など参照。〕。
【００６８】
　図２は、ＬＢトラフ法の概略を模式的に示すものである。この方法では、水槽内の下層
水１２に基板１１をあらかじめ略鉛直方向に浸漬しておき、その状態で上述の滴下工程と
単粒子膜形成工程とを行い、単粒子膜Ｆを形成する〔図２（ａ）〕。そして、単粒子膜形
成工程後に、基板１１を上方に引き上げることによって、単粒子膜Ｆを基板１１上に移し
取ることができる〔（図２（ｂ）〕。ここで、単粒子膜Ｆは単粒子膜形成工程により液面
上ですでに単層の状態に形成されているため、移行工程の温度条件（下層水の温度）や基
板１１の引き上げ速度などが多少変動しても、移行工程において単粒子膜Ｆが崩壊して多
層化するなどのおそれはない。なお、下層水の温度は、通常、季節や天気により変動する
環境温度に依存し、ほぼ１０～３０℃程度である。
【００６９】
　また、この際、水槽として、単粒子膜Ｆの表面圧を計測する図示略のウィルヘルミープ
レート等を原理とする表面圧力センサーと、単粒子膜Ｆを液面に沿う方向に圧縮する図示
略の可動バリアとを具備するＬＢトラフ装置を使用すると、より大面積の単粒子膜Ｆをよ
り安定に基板１１上に移し取ることができる。このような装置によれば、単粒子膜Ｆの表
面圧を計測しながら、単粒子膜Ｆを好ましい拡散圧（密度）に圧縮でき、また、基板１１
の方に向けて一定の速度で移動させることができる。そのため、単粒子膜Ｆの液面から基
板１１上への移行が円滑に進行し、小面積の単粒子膜Ｆしか太陽光発電基板上に移行でき
ないなどのトラブルが生じにくい。好ましい拡散圧は、５～８０ｍＮｍ－１であり、より
好ましくは１０～４０ｍＮｍ－１である。このような拡散圧であると、各粒子がより高精
度で２次元に最密充填した単粒子膜Ｆが得られやすい。また、基板１１を引き上げる速度
は、０．５～２０ｍｍ／分が好ましい。なお、ＬＢトラフ装置は、市販品として入手する
ことができるが、大面積の太陽光発電基板のような基板を一括施工したい場合は自作又は
特注で対応する必要がある。
【００７０】
　太陽光発電基板の場合、材質としてはその発電方式などに応じて適宜選択できるが、例
えば、単結晶シリコン、多結晶シリコン、アモルファスシリコン、ガリウム砒素などの半
導体、アルミニウム、鉄、銅などの金属、ガラス、石英ガラス、マイカ、サファイア（Ａ
ｌ２Ｏ３）等の金属酸化物、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフ
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タレート、トリアセチルセルロース等の高分子材料などが挙げられる。また、必要に応じ
て基板の表面を他の材質でコーティングしてもよいし、化学的に変質させてもよい。
【００７１】
〔単粒子膜固定化工程〕
　上記のような移行工程により、太陽光発電基板上に単粒子膜エッチングマスクを形成す
ることができるが、移行工程の後には、形成された単粒子膜エッチングマスクを太陽光発
電基板上に固定するための単粒子膜固定化工程を行ってもよい。単粒子膜を太陽光発電基
板上に固定することによって、後述のエッチング工程中に粒子が太陽光発電基板上を移動
してしまう可能性が抑えられ、より安定かつ高精度にエッチングすることができる。特に
、各粒子の直径が徐々に小さくなるエッチング工程の最終段階になると、このような可能
性が大きくなる。
【００７２】
　固定化工程の方法としては、バインダーを使用する方法や焼結法がある。
　バインダーを使用する方法では、単粒子膜エッチングマスクが形成された太陽光発電基
板の該単粒子膜側にバインダー溶液を供給して単粒子膜エッチングマスクと太陽光発電基
板との間にこれを浸透させる。
　バインダーの使用量は、単粒子膜エッチングマスクの質量の０．００１～０．０２倍が
好ましい。このような範囲であれば、バインダーが多すぎて粒子間にバインダーが詰まっ
てしまい、単粒子膜エッチングマスクの精度に悪影響を与えるという問題を生じることな
く、十分に粒子を固定することができる。バインダー溶液を多く供給してしまった場合に
は、バインダー溶液が浸透した後に、スピンコーターを使用したり、太陽光発電基板を傾
けたりして、バインダー溶液の余剰分を除去すればよい。
　バインダーとしては、先に疎水化剤として例示したアルコキシシランや一般の有機バイ
ンダー、無機バインダーなどを使用でき、バインダー溶液が浸透した後には、バインダー
の種類に応じて、適宜加熱処理を行えばよい。アルコキシシランをバインダーとして使用
する場合には、４０～８０℃で３～６０分間の条件で加熱処理することが好ましい。
【００７３】
　焼結法を採用する場合には、単粒子膜エッチングマスクが形成された太陽光発電基板を
加熱して、単粒子膜エッチングマスクを構成している各粒子を太陽光発電基板に融着させ
ればよい。加熱温度は粒子の材質と太陽光発電基板の材質に応じて決定すればよいが、粒
径が１μｍφ以下の粒子はその物質本来の融点よりも低い温度で界面反応を開始するため
、比較的低温側で焼結は完了する。加熱温度が高すぎると、粒子の融着面積が大きくなり
、その結果、単粒子膜エッチングマスクとしての形状が変化するなど、精度に影響を与え
る可能性がある。また、加熱を空気中で行うと基板や各粒子が酸化する可能性があるため
、不活性ガス雰囲気下で行うことが好ましい。酸素を含む雰囲気下で焼結を行う場合は、
後述のエッチング工程で酸化層を考慮した条件を設定することが必要となる。
【００７４】
　このように、単粒子膜エッチングマスクを製造する方法は、溶剤中に粒子が分散した分
散液を水槽内の液面に滴下する滴下工程と、溶剤を揮発させることにより粒子からなる単
粒子膜を形成する単粒子膜形成工程と、形成された単粒子膜を太陽光発電基板上に移し取
る移行工程と必要に応じて単粒子膜固定化工程を有するものであるので、単層化の精度、
操作の簡便性、大面積化への対応、再現性などを兼ね備え、例えば、非特許文献＜Ｎａｔ
ｕｒｅ，　Ｖｏｌ．３６１,　７　Ｊａｎｕａｒｙ， ２６（１９９３）〕などに記載され
ている液体薄膜法や特許文献〔特開昭５８－１２０２５５号公報〕などに記載されている
いわゆる粒子吸着法に比べて非常に優れ、工業生産レベルにも対応できる。
【００７５】
［微細凹凸構造とその形成方法］
　このように単粒子膜エッチングマスクが片面に設けられた基板を気相エッチングして表
面加工する（エッチング工程）ことにより、基板の片面に円錐状微細突起を多数形成する
ことができる。具体的には、気相エッチングを開始すると、まず図３（ａ）に示すように
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面に到達し、その部分に溝が形成され、各粒子Ｐに対応する位置にそれぞれ円柱１１’が
現れる。引き続き気相エッチングを続けると、各円柱１１’上の粒子Ｐも徐々にエッチン
グされて小さくなり、同時に、基板１１の溝もさらに深くなっていく〔図３（ｂ）〕。そ
して、最終的には各粒子Ｐはエッチングにより消失し、それとともに基板１１の片面に多
数の円錐状微細突起が形成される〔図３（ｃ）〕。
【００７６】
　光学設計の考え方は、以下の光学理論による。すなわち、断面に傾斜構造を持つ微細な
凹凸を表面に多数形成した場合、そのピッチが可視光の波長以下（約３８０ｎｍ以下）、
深さを少なくとも５０ｎｍ以上、好ましくは１５２ｎｍ以上、より好ましくは３８０ｎｍ
以上、さらに好ましくは７６０ｎｍ以上にすると、深さ方向に屈折率が連続的に変化する
無数の層が存在することと等価となり、フレネル反射が起こらなくなる。光の反射は主と
してその入射面の屈折率の急激な変化により生じる。従って光が入射する境界において屈
折率が連続して滑らかに変化するような構造があれば、入射光は最終的に反射しなくなる
。凹凸構造を可視光の波長以下のサイズにすることで、入射光の散乱はほぼ起こらないよ
うになる。　
【００７７】
　非特許文献〔Ｏｐｔｉｃａ　Ａｃｔａ,　Ｖｏｌ．２９，Ｎｏ．７，９９３（１９８２
）〕, 非特許文献 〔Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｏｐｔｉｃｓ　Ｖｏｌ．２６，
Ｎｏ．６, １１４２（１９８７）〕、非特許文献〔Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｏｐｔｉｃａ
ｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ 　Ａｍｅｒｉｃａ　Ａ, Ｖｏｌ．１２，　Ｎｏ．２, ３３３
（１９９５）〕、非特許文献〔Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｏｐｔｉｃｓ,　Ｖｏｌ．３６，１５５
６（１９９７）〕などにはサブ波長格子の原理が以下のように紹介されている。
【００７８】
【数１】

　　　　　　　　　（式３）
 
　　　 
【００７９】

【数２】

　　　　　　　　（式４）
　 
【００８０】
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【数３】

　　　　　　　　（式５）
　 
【００８１】
【数４】

　　　　　　（式６）
　　　 
【００８２】
【数５】

　　　　　　　　　（式７）
　 
【００８３】
　各式中、Ｔｊ　は透過光の転移行列、λは透過光の波長、ｎｊは屈折率，ｄｊは層の厚
さ、δｊは光が媒質中を進むときの位相の変化を表現する位相膜厚、φｊは入射角、Ｒは
強度反射率である。Ｎ層の多層光学体を考えるとき、相当する転移行列は（式６）で求め
られ、（式７）により強度反射率Ｒが求められる。
【００８４】
　先端に向かって徐々に細くなる形状の突起物を用いると、見掛けの屈折率は突起物の下
部から先端に向かって、基材の屈折率から空気の屈折率に連続的に変化する構造体が得ら
れる。このように屈折率が連続的に変化する空間を光が伝播すると、入射媒体（この場合
は空気）から基材に到達する間に屈折率の急激な変化がないため、フレネル反射をほぼゼ
ロにすることができる。表面にこのような突起物構造を形成する際、構造体の断面が錐型
である場合、正弦波である場合などが考えられる。いずれの場合でも屈折率傾斜構造を水
平方向に細かく分割して計算することで、（式３）から（式７）を計算することが可能と
なる。細かく分割した構造体の一層あたりの屈折率は以下のように求めることができる。
【００８５】
【数６】

　　　　　　　　（式８）
　　　　　　　　　　　
【００８６】
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【数７】

　　　　　　　　　　　　（式９）
　　　 
【００８７】
　上式中、ｎｐａｒａｌｌｅｌは構造体に平行、ｎｐｅｒｐｅｎｄｉｃｕｌａｒは構造体
に垂直の入射光の有効屈折率、ｑは構造体の幅と周期の比、ｎ１は入射媒体の屈折率、ｎ

２は基材の屈折率である。
【００８８】
　以上の光学理論に基づいて計算すると、突起物の底部直径が３００ｎｍで断面が二等辺
三角形であると仮定したとき、図４及び図５に示すようなアスペクト比と反射率の関係が
得られる。すなわち、アスペクト比が高くなるほど反射率の低減効果が高くなる傾向があ
り、この例ではアスペクト比１以上の構造を作成すると、可視光の全波長域に関して反射
率の理論値は０．２％以下となる。特にアスペクト比２以上の構造を作成すると、反射率
は理論上０．１％以下となる。
【００８９】
　サブ波長格子による優れた反射率低減効果は、ＡＲフィルムの原理のひとつである屈折
率の低い材料で強度反射率を低減する効果を極限まで高めたものと言える。実際のＡＲフ
ィルムは反射率の波長依存性を改良するためＡＲ層を多層にするなどの工夫を行っている
が、それでも反射率カーブはフラットにならない。しかし、サブ波長格子は広帯域で高度
な反射防止効果があるため、ほぼフラットな反射率カーブが得られる。したがって、サブ
波長格子は最小反射率、波長依存性ともに通常のＡＲフィルムをはるかに凌ぐ光学特性を
発揮する。
【００９０】
　本特許の目的は、太陽光発電基板表面におけるフレネル反射を低減させることであるが
、その性能は円錐状微細突起の形状によって決定される。すなわち、（１）円錐状微細突
起構造のピッチが可視光の波長以下であること、（２）屈折率が徐々に変化する表面を作
成するため円錐状微細突起構造の斜面（母線）は直線状にすること、（３）反射防止性能
を少しでも出すためならアスペクト比は０．４以上でよいが、高度な反射防止を求めるな
ら１以上好ましくは２以上にすること、が必要となってくる。
【００９１】
　以下、エッチングによる構造作成時の諸注意点につき順を追って述べる。光学的な散乱
を抑制し、反射防止効果を十分に発揮する観点から、各円錐状微細突起の円形底面の直径
を３～３８０ｎｍに形成することが好ましく、そのためには、先に述べたとおり、単粒子
膜エッチングマスクを構成する粒子として、平均粒径Ａが３～３８０ｎｍのものを使用す
ればよい。また、各円錐状微細突起の高さは少なくとも５０ｎｍ以上、好ましくは１５２
ｎｍ以上、より好ましくは３８０ｎｍ以上、さらに好ましくは７６０ｎｍ以上である。先
に述べたように、微細突起物の高さは対象とする波長の０．４倍以上に設定すると優れた
反射防止効果が得られるので、可視光の波長下限３８０ｎｍの０．４倍である１５２ｎｍ
以上の高さを有することが好ましい。この円錐状微細突起の高さとその円形底面の直径の
比（高さ／円形底面の直径）で表されるアスペクト比は少なくとも０．４以上、好ましく
は１以上、さらに好ましくは２以上である。このような高さ、アスペクト比であれば、円
錐状微細突起が形成された部分において十分な屈折率傾斜効果が得られ、円錐状微細突起
側から入射しようとする入射光のフレネル反射を効果的に抑制できる。太陽光発電基板上
に微細構造体を直接作りこみ、そのまま反射防止体用途で使用するので、好ましいアスペ
クト比の上限は特にないが、取り扱い上あまり大きなアスペクト比は望ましくない。した
がって、おおよそアスペクト比１０を上限とすればよい。
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【００９２】
　気相エッチングに使用するエッチングガスとしては、例えば、Ａｒ、ＳＦ６、Ｆ２、Ｃ
Ｆ４、Ｃ４Ｆ８、Ｃ５Ｆ８、Ｃ２Ｆ６、Ｃ３Ｆ６、Ｃ４Ｆ６、ＣＨＦ３、ＣＨ２Ｆ２、Ｃ
Ｈ３Ｆ、Ｃ３Ｆ８、Ｃｌ２、ＣＣｌ４、ＳｉＣｌ４、ＢＣｌ２、ＢＣｌ３、ＢＣ２、Ｂｒ

２、Ｂｒ３、ＨＢｒ、ＣＢｒＦ３、ＨＣｌ、ＣＨ４、ＮＨ３、Ｏ２、Ｈ２、Ｎ２、ＣＯ、
ＣＯ２などが挙げられるが、本発明の趣旨を実行するためであればこれらに限定されるこ
とは無い。単粒子膜エッチングマスクを構成する粒子や基板の材質などに応じて、これら
のうちの１種以上を使用できる。
【００９３】
　気相エッチングは、基板の水平方向よりも垂直方向のエッチング速度が大きくなる異方
性エッチングで行う。使用可能なエッチング装置としては、反応性イオンエッチング装置
、イオンビームエッチング装置などの異方性エッチングが可能なものであって、最小で２
０Ｗ程度のバイアス電場を発生できるものであれば、プラズマ発生の方式、電極の構造、
チャンバーの構造、高周波電源の周波数等の仕様には特に制限ない。
【００９４】
　異方性エッチングをするためには、単粒子膜エッチングマスクと基板のエッチング速度
が異なる必要があり、エッチング選択比（基板のエッチング速度／単粒子膜エッチングの
エッチング速度）が好ましくは１以上、より好ましくは２以上、さらに好ましくは３以上
となるようにエッチングの各条件（単粒子膜エッチングマスクを構成する粒子の材質、基
板の材質、エッチングガスの種類、バイアスパワー、アンテナパワー、ガスの流量と圧力
、エッチング時間など）を設定することが好適である。
【００９５】
　例えば、単粒子膜エッチングマスクを構成する粒子として金粒子を選択し、基板として
ガラス基板を選択してこれらを組み合わせた場合、エッチングガスにＣＦ４、ＣＨＦ３な
どのガラスと反応性のあるものを用いると、金粒子のエッチング速度が相対的に遅くなり
、ガラス基板のほうが選択的にエッチングされる。
　単粒子膜エッチングマスクを構成する粒子としてコロイダルシリカ粒子を選択し、基板
としてＳｉ基板を選択してこれらを組み合わせた場合、エッチングガスにＳＦ６などのガ
スを用いることで、基板を比較的選択的にエッチングすることができる。
　また、電場のバイアスを数十から数百Ｗに設定すると、プラズマ状態にあるエッチング
ガス中の正電荷粒子は、加速されて高速でほぼ垂直に基板に入射する。よって、基板に対
して反応性を有する気体を用いた場合は、垂直方向の物理化学エッチングの反応速度を高
めることができる。
【００９６】
　基板の材質とエッチングガスの種類の組み合わせによるが、気相エッチングでは、プラ
ズマによって生成したラジカルによる等方性エッチングも並行して起こる。ラジカルによ
るエッチングは化学エッチングであり、エッチング対象物のどの方向にも等方的にエッチ
ングを行う。ラジカルは電荷を持たないためバイアスパワーの設定でエッチング速度をコ
ントロールすることはできず、エッチングガスのチャンバー内濃度（流量）で操作するこ
とができる。荷電粒子による異方性エッチングを行うためにはある程度のガス圧を維持し
なければならないので、反応性ガスを用いる限りラジカルの影響はゼロに出来ない。しか
し、基材を冷却することでラジカルの反応速度を遅くする手法は広く用いられており、そ
の機構を備えた装置も多いので、利用することが好ましい。
【００９７】
　また、形成される突起の形状は円錐状である必要がある。ところが、実際のエッチング
工程においては、図３に示したように突起の形状が円柱状から円錐状に変化していく過程
で、円錐の側面（側壁）がエッチングされてしまい、その結果、形成される円錐状微細突
起は、側壁の傾斜が大きく、かつ、隣り合う円錐間の溝の縦断面形状がＶ字ではなくＵ字
となってしまうことがある。このような形状になると、十分な屈折率傾斜効果を発揮でき
ず、入射光のフレネル反射の抑制が不十分となる可能性がある。よって、本エッチング工
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程においては、いわゆる堆積ガスを採用するなどして、エッチングによって形成した側壁
を保護しながらアスペクト比を向上させ、突起の形状を理想的な円錐状に近づけることが
好ましい。
【００９８】
　また、条件によっては、形成される円錐状突起の先端部分が丸みを帯びてしまうことも
ある。このような形状になると、十分な屈折率傾斜効果を発揮できず、入射光のフレネル
反射の抑制が不十分となる可能性がある。このようなケースは、堆積ガスの効果が強すぎ
る場合に見られるので、適宜調整して円錐状突起の頂上は鋭い鋭角になるよう作成する。
【００９９】
　堆積ガスについて述べる。すなわち、Ｃ４Ｆ８、Ｃ５Ｆ８、Ｃ２Ｆ６、Ｃ３Ｆ６、Ｃ４

Ｆ６、ＣＨＦ３、ＣＨ２Ｆ２、ＣＨ３Ｆ、Ｃ３Ｆ８をはじめとするフロン系のエッチング
ガスは、プラズマ状態で分解された後、分解物同士が結合することで高分子化し、テフロ
ン（登録商標）のような物質からなる堆積膜をエッチング対象物の表面に形成することが
知られている。このような堆積膜はエッチング耐性があるため、エッチング保護膜として
作用する。また、基板がシリコン基板であって、かつ、使用するエッチングガスがシリコ
ンに対してエッチング選択比が高いものである場合には、Ｏ２をエッチングガスの一部と
して導入することで、エッチングによって形成された側壁をＳｉＯ２の保護膜に変性する
ことができる。また、エッチングガスとしてＣＨ４とＨ２の混合ガスを用いることで、炭
化水素系のエッチング保護膜が得られる条件も設定できる。
　このようにエッチングガスの種類を適宜選択するなどして、エッチング保護膜を形成し
ながらエッチング工程を行うことが、より理想的な形状の円錐状微細突起を形成できる点
で好ましい。
【０１００】
　こうして得られた微細構造体について、先に述べた単粒子膜エッチングマスクにおける
粒子間の平均ピッチＢを求める方法と同様にして、その円錐状微細突起の配列の平均ピッ
チＣを求めると、この平均ピッチＣは、使用した単粒子膜エッチングマスクの平均ピッチ
Ｂとほぼ同じ値となる。また、配列の平均ピッチＣは、円錐状微細突起の円形底面の直径
ｄの平均値に相当する。さらに、この微細構造体について、下記（式２）で定義される配
列のずれＤ’（％）を求めると、その値も１０％以下となる。
　Ｄ’［％］＝｜Ｃ－Ａ｜×１００／Ａ　　　（式２）
　式中、Ａは使用した単粒子膜エッチングマスクを構成する粒子の平均粒径である。
【０１０１】
　本発明の単粒子膜は、被覆表面に凹凸、傾斜、段差等の非平面的要素があったとしても
、十分その形状に追従して表面を被覆することが可能である。したがって、必要とあれば
、このような性質を利用して非平面表面を持つ太陽電池基板（テクスチャー構造など）に
単粒子膜をコーティングし、続くエッチング工程で反射防止構造を作成することが可能で
ある。
【０１０２】
　このようにして、表面に高度な反射防止構造を付与した後は、通常の作成工程によって
太陽電池パネルを完成する。すなわち、例えば基材に結晶Ｓｉ基板を用いた場合は、（１
）ｐｎ接合形成〔リン酸化炉でオキシ塩化リン（ＰＯＣｌ３）などを堆積させた後９００
℃程度で約３０分加熱を行うことで、Ｓｉ結晶中にリンを拡散させ、リン濃度１×１０１

９～１×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３程度のｎ型拡散層を形成しｐｎ接合面を得る方法、
或いはリンを含む溶液をスピンコートする塗布拡散法を用いてもよい。〕、（２）裏面電
極形成〔裏面全面にアルミニウム電極をスクリーン印刷によって形成し炉で焼成。焼成時
裏面にはアルミニウムが拡散するためｐ＋層（裏面電解層）が形成され、ｐｐ＋接合で発
生する電解のため、ｐ層中で発生した電子が裏面に到達しにくくなり、正孔との再結合が
抑制される。〕、（３）表面電極形成〔反射防止膜上にバスバーとフィンガーよりなる銀
電極を形成し炉で焼成。焼成中に銀電極は反射防止膜中を貫通してｎ層と接触する（ファ
イアースルー）〕。
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【０１０３】
　通常、上記（１）と（２）の間に反射防止膜形成工程が入るが、この工程では窒化Ｓｉ
などの反射防止膜を形成することを目的としているので、本発明の技術を行うにあたって
省略してよい。ただ、窒化Ｓｉの屈折率は２．０２でありＳｉの屈折率より小さいため、
表面反射強度を減少させる意味で導入しても全く問題はない。
【０１０４】
　また、本発明の太陽電池は表面に微細な凹凸を有するため、リンを拡散してｎ型拡散層
を形成する際、ｐｎ接合界面が表面微細構造を継承して凹凸形状になる。この界面凹凸形
状は、表面に作成するサブ波長反射防止構造のピッチを有しているが、拡散によって得ら
れるため、界面凹凸形状は表面凹凸形状ほど鋭い山と谷はなく、むしろ均されてある程度
平坦化している。しかし、依然として凹凸があるので、このことがｐｎ接合界面の面積を
増大するのに役立っており、単位面積当たりの起電力を高める効果をもつ。
【０１０５】
　本発明の主旨は、太陽電池の発電効率をサブ波長微細構造によって最大化することであ
る。したがって、以上述べてきたように太陽光発電基板そのものを微細加工することが最
も効果的な方法となる。なぜなら、Ｓｉ基板による太陽電池の場合、入射側の屈折率（空
気の屈折率１．０）と基板の屈折率（Ｓｉの屈折率３．５）の差が非常に大きく、この界
面に反射防止加工を施すことが入射光の利用効率向上に最も効果的であるからである。し
かし、例えば太陽電池を収納するガラスケースのガラス板（屈折率１．４５～１．５５程
度）の表面と裏面にも同様のサブ波長微細凹凸反射防止構造を施工しておけば、ガラスケ
ースによる入射光の損失を低減できて好適である。このように、太陽光発電パネル中に含
まれる太陽電池表面以外の界面にも、本発明の微細構造を施工することで、全体としての
光電変換効率を向上することが可能であり、また本発明の主旨に沿っている。
【０１０６】
　以上説明したように、本発明の単粒子膜エッチングマスクは、単粒子膜を構成する各粒
子が２次元に最密充填し、高精度に配列したものであるので、これを使用することによっ
て、高効率・高精度なサブ波長反射防止微細構造を太陽光発電基板の表面に直接作成する
ことができる。本発明による反射防止微細構造は、一般的ないわゆるテクスチャー構造や
表面粗化による構造とは違い、高度に光学設計されたものを作成することが可能である。
そのため、テクスチャー構造や表面粗化による構造、もしくは干渉効果による反射防止膜
を施工した通常の太陽光発電基板と比較して、はるかに高度は反射防止効果を発揮するこ
とが可能となるのである。
【実施例】
【０１０７】
　以下に、本発明の実施例について説明する。なお、ここでは単純な系として単結晶Ｓｉ
太陽電池を例にして実施例を紹介するが、本発明の概念を用いるものである限り、必ずし
も対象とする太陽電池の方式を限定するものではない。
【０１０８】
実施例１
　平均粒径が２９８．２ｎｍで、粒径の変動係数が６．７％である球形コロイダルシリカ
の５．０質量％水分散体（分散液）を用意した。なお、平均粒径及び粒径の変動係数は、
Ｍａｌｖｅｒｎ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ Ｌｔｄ 社製 Ｚｅｔａｓｉｚｅｒ　Ｎａｎｏ
－ＺＳによる粒子動的光散乱法で求めた粒度分布をガウス曲線にフィッティングさせて得
られるピークから求めた。
　ついで、この分散液を孔径１．２μｍφのメンブランフィルターでろ過し、メンブラン
フィルターを通過した分散液に濃度１．０質量％のフェニルトリエトキシシランの加水分
解物水溶液を加え、約４０℃で３時間反応させた。この際、フェニルトリエトキシシラン
の質量がコロイダルシリカ粒子の質量の０．０２倍となるように分散液と加水分解水溶液
とを混合した。
　ついで、反応終了後の分散液に、この分散液の体積の４倍の体積のメチルエチルケトン
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を加えて十分に攪拌して、疎水化されたコロイダルシリカを油相抽出した。
【０１０９】
　こうして得られた濃度０．９１質量％の疎水化コロイダルシリカ分散液を、単粒子膜の
表面圧を計測する表面圧力センサーと、単粒子膜を液面に沿う方向に圧縮する可動バリア
とを備えた水槽（ＬＢトラフ装置）中の液面（下層水として水を使用、水温２５℃）に滴
下速度０．０１ｍｌ／秒で滴下した。なお、水槽の下層水には、あらかじめ太陽電池基板
として用いるためのｐ型シリコン基板（結晶軸１００、直径４インチ、片面鏡面研磨）を
略鉛直方向に浸漬しておいた。
　その後、超音波（出力１００Ｗ、周波数１５００ｋＨｚ）を下層水中から水面に向けて
１５分間照射して粒子が２次元的に最密充填するのを促しつつ、分散液の溶剤であるメチ
ルエチルケトンを揮発させ、単粒子膜を形成させた。
　ついで、この単粒子膜を可動バリアにより拡散圧が３０ｍＮｍ－１になるまで圧縮し、
ｐ型シリコン基板を４ｍｍ／分の速度で引き上げ、基板の片面上に移し取った。
　ついで、単粒子膜が形成されたシリコンウェーハー上にバインダーとして１質量％モノ
メチルトリメトキシシランの加水分解液を浸透させ、その後、加水分解液の余剰分をスピ
ンコーター（３０００ｒｐｍ）で１分間処理して除去した。その後、これを１００℃で１
０分間加熱してバインダーを反応させ、コロイダルシリカからなる単粒子膜エッチングマ
スク付きのｐ型シリコン基板を得た。
【０１１０】
　一方、この単粒子膜エッチングマスクについて、１０μｍ×１０μｍの領域を無作為に
１カ所選択して、その部分の原子間力顕微鏡イメージを得て、ついで、このイメージをフ
ーリエ変換により波形分離し、ＦＦＴ像を得た。ついで、ＦＦＴ像のプロファイルにおけ
る０次ピークから１次ピークまでの距離を求め、さらにその逆数を求めた。この逆数がこ
の領域における粒子間の平均ピッチＢ１である。
　このような処理を合計２５カ所の１０μｍ×１０μｍの領域について同様に行い、各領
域における平均ピッチＢ１～Ｂ２５を求め、これらの平均値を算出し、式（１）における
平均ピッチＢとした。なお、この際、隣り合う各領域同士が５ｍｍ～１ｃｍ程度離れるよ
うに各領域を設定した。
　算出された平均ピッチＢは３０２．９ｎｍであった。
　そこで、粒子の平均粒径Ａ＝２９８．２ｎｍと、平均ピッチＢ＝３０２．９ｎｍとを前
記式（１）に代入したところ、この例の単粒子膜エッチングマスクにおける粒子の配列の
ずれＤは１．５８％であった。
【０１１１】
　ついで、単粒子膜エッチングマスク付き基板に対して、ＳＦ６：ＣＨ２Ｆ２＝２５：７
５～７５：２５の混合ガスにより気相エッチングを行った。エッチング条件は、アンテナ
パワー１５００Ｗ、バイアスパワー５０～３００Ｗ（１３．５６ＭＨｚ）、ガス流量３０
～５０ｓｃｃｍとした。得られた微細構造体のＳＥＭ像を図６に示す。原子間力顕微鏡イ
メージから実測した円錐状微細突起の平均高さｈは９３４．３ｎｍで、単粒子膜エッチン
グマスクについて実施した方法と同じ方法で求めた円錐状微細突起の配列の平均ピッチＣ
（円形底面の平均直径ｄ）は３０２．５ｎｍで、これらから算出されるアスペクト比は３
．０９であった。この微細構造体に対して、式（２）による円錐状微細突起の配列のずれ
Ｄ’を求めたところ、１．４４％であった。
【０１１２】
　なお、円錐状微細突起の平均高さｈは次のように求めた。まず、微細構造体において無
作為に選択された５μｍ×５μｍの領域１カ所について原子間力顕微鏡イメージを得て、
ついで、イメージの対角線方向に沿うプロファイルを作製した。そして、そこに現れた凹
凸の平均値を求めた。このような処理を無作為に選択された合計２５カ所の５μｍ×５μ
ｍの領域について同様に行い、各領域における平均値を求めた。こうして得られた２５カ
所の領域における平均値をさらに平均したものを平均高さｈとした。各対角線上には、２
３±２個の突起が含まれる。
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【０１１３】
次に、このシリコン基板にオキシ塩化リン（ＰＯＣｌ３）を拡散源としてｐｎ接合界面を
作成した。９１０±５℃の拡散炉中で３０分間処理を行って気相反応によりリンをシリコ
ン表面に拡散して、シリコン基板の表面にｎ層を形成した。この際、表面側（反射防止微
細構造面）にオキシ塩化リンを反応させ、裏面側はアルミニウムペーストを塗布してｎ層
が出来るのを防いだ。焼成後、受光面の安定化のためのパッシベーション膜として機能す
るＳｉＮｘ膜を、受講面側にＣＶＤ法（化学的気相成長法）によって形成した。最後に、
表裏面に電極を作成して単結晶Ｓｉ型太陽電池を完成した。
【０１１４】
　得られた単結晶Ｓｉ型太陽電池のサブ波長反射防止構造表面に対する垂直入射反射率を
Ｏｃｅａｎ　Ｏｐｔｉｃｓ社製ＵＳＢ２０００で測定したところ、図７に示すような可視
光表面反射率を得た。可視光反射率は全域でほぼ０．２５％程度の高度なものであり、か
つ波長依存性もないことが実証された。次に、１５０ｍＷ／ｃｍ２の光源（ソーラーシミ
ュレーター；東京インスツルメンツＯＲＩＥＬシリーズ１５０Ｗ）を用いて作成した太陽
電池の特性を評価した。端子を短絡した時の電流（短絡電流）を有効受光面積で割った値
である短絡電流密度を測定したところ、３９．２ｍＡ／ｃｍ２であった。
【０１１５】
比較例１
　受光面側表面にサブ波長反射防止微細構造を作成しない点を除いて、実施例１と全く同
じ操作で作成した単結晶Ｓｉ太陽電池を用意した。したがって、この太陽電池表面は平坦
である。垂直入射反射率を測定したところ、図８に示すように約４０％であった。実施例
と同じソーラーシミュレーターで短絡電流密度を測定したところ、２１．７ｍＡ／ｃｍ２

であった。
【０１１６】
比較例２
　受光面側表面にＫＯＨエッチングによるテクスチャー構造を作成する点を除いて、実施
例１と全く同じ操作で作成した単結晶Ｓｉ太陽電池を用意した。したがって、この太陽電
池表面はピラミッド形状のテクスチャーに覆われている。垂直入射反射率を測定したとこ
ろ、図９に示すように約１６％であった。実施例と同じソーラーシミュレーターで短絡電
流密度を測定したところ、３０．４ｍＡ／ｃｍ２であった。
【図面の簡単な説明】
【０１１７】
【図１】単粒子膜エッチングマスクを模式的に示す平面図。
【図２】単粒子膜エッチングマスクの製造方法の一例を示す概略図。
【図３】エッチングによる微細構造体の製造方法について説明する図。
【図４】アスペクト比と反射率の関係の理論値について説明する図。
【図５】アスペクト比の反射率波長依存性を説明する図。
【図６】単結晶Ｓｉ型太陽電池のサブ波長反射防止構造表面のＳＥＭ像を示す図。
【図７】実施例１の太陽電池表面に対する垂直入射反射率を示す図。
【図８】比較例１の太陽電池表面に対する垂直入射反射率を示す図。
【図９】比較例２の太陽電池表面に対する垂直入射反射率を示す図。
【符号の説明】
【０１１８】
　Ｐ　粒子
　Ｆ　単粒子膜
　Ｃ　微細構造体
　Ｔ　２次元最密充填配列状態における粒子の位置関係を表す最小構成単位
１１　基板
１１’円柱
１２　下層水
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