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(57)【要約】
【課題】本発明は、光反射性、および接着性に優れ、か
つ上記接着性を長期間維持することができる太陽電池モ
ジュール用裏面充填材シートを提供することを主目的と
するものである。
【解決手段】本発明は、白色層用透明樹脂および白色顔
料を有する白色層と、上記白色層を挟持する接着層用透
明樹脂を有する接着層とを有する太陽電池モジュール用
裏面充填材シートであって、上記接着層用透明樹脂が、
シラン変性透明樹脂であることを特徴とする太陽電池モ
ジュール用裏面充填材シートを提供することにより上記
課題を解決するものである。
【選択図】図１



(2) JP 2009-94320 A 2009.4.30

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　白色層用透明樹脂および白色顔料を有する白色層と、
前記白色層を挟持する接着層用透明樹脂を有する接着層とを有する太陽電池モジュール用
裏面充填材シートであって、
　前記接着層用透明樹脂が、シラン変性透明樹脂であることを特徴とする太陽電池モジュ
ール用裏面充填材シート。
【請求項２】
　前記白色層用透明樹脂が、非シラン変性透明樹脂であることを特徴とする請求項１に記
載の太陽電池モジュール用裏面充填材シート。
【請求項３】
　前記白色層用透明樹脂と、前記接着層用透明樹脂とが、同種の樹脂であることを特徴と
する請求項１または請求項２に記載の太陽電池モジュール用裏面充填材シート。
【請求項４】
　前記シラン変性透明樹脂が、エチレン性不飽和シラン化合物と重合用樹脂とを共重合し
てなるシラン変性共重合体であって、
　前記重合用樹脂が、ポリエチレンであることを特徴とする請求項１から請求項３までの
いずれかの請求項に記載の太陽電池モジュール用裏面充填材シート。
【請求項５】
　前記白色顔料が、酸化チタンであることを特徴とする請求項１から請求項４までのいず
れかの請求項に記載の太陽電池モジュール用裏面充填材シート。
【請求項６】
　裏面保護シートと、
　前記裏面保護シート上に形成された、請求項１から請求項５までのいずれかの請求項に
記載の太陽電池モジュール用裏面充填材シートと、
　前記太陽電池モジュール用裏面充填材シート上に形成された、太陽電池素子と、
　前記太陽電池素子上に形成された前面充填材シートと、
　前記前面充填材シート上に形成された透明前面基板とを有することを特徴とする太陽電
池モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、接着性の経時変動が少ない太陽電池モジュール用裏面充填材シートに関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、環境問題に対する意識の高まりから、クリーンなエネルギー源としての太陽電池
が注目されている。
　太陽電池素子は単結晶シリコン基板や多結晶シリコン基板を用いて作製することが多い
ため太陽電池素子は物理的衝撃に弱く、また屋外に太陽電池を取り付けた場合に雨などか
らこれを保護する必要がある。また、太陽電池素子１枚では発生する電気出力が小さいた
め、複数の太陽電池素子を直並列に接続して、実用的な電気出力が取り出せるようにする
必要がある。このため複数の太陽電池素子を接続し透明基板および充填材で封入して太陽
電池モジュールを作製することが通常行われている。一般に太陽電池モジュールは、透明
前面基板、前面充填材シート、太陽電池素子、裏面充填材シートおよび裏面保護シート等
を順次積層し、これらを真空吸引して加熱圧着するラミネーション法等を利用して製造さ
れる。
【０００３】
　また、上記太陽電池モジュールとしては、通常、上記裏面保護シートを、白色顔料を含
む材料を用いて形成した白色裏面保護シートとし、上記透明前面基板から入射した光のう
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ち太陽電池素子で吸収されず透過してきた光を反射し、再度太陽電池素子に光を吸収させ
ることにより、光電変換効率の向上が図られたものが用いられている。
【０００４】
　またさらに、特許文献１には、より効率的に太陽電池素子に光を反射し、再吸収させて
光電変換効率の向上を図るために、太陽電池素子に隣接する裏面充填材シートに酸化チタ
ン等の無機化合物を添加することで白色にしたものが開示されている（特許文献１）。
【０００５】
　ここで、上記裏面充填材シートとしては、上記太陽電池素子と上記裏面保護シートとを
十分な強度で接着する接着力が要求され、さらに上記太陽電池素子の保護の観点から、耐
久性、耐候性、耐熱性、耐光性、耐水性等の諸特性に優れた樹脂からなることが求められ
るため、近年、ガラス等の無機材料と優れた接着性を発揮するアルコキシシリル基を有す
るシラン変性樹脂、なかでもエチレン性不飽和シラン化合物と、ポリオレフィン等の樹脂
とを重合させてなるシラン変性樹脂が用いられている（特許文献２）。
【０００６】
　また、上記シラン変性樹脂が有するアルコキシシリル基は、水の存在下で、容易に加水
分解され、シラノール基となり、さらに上記シラノール基は、加熱等により容易に縮合反
応しシロキサン基を生成することが知られている。つまり、水が存在すると、上記太陽電
池素子等との接着に関与するアルコキシシリル基が、シロキサン基として消費され、接着
性が低下することが知られている。
【０００７】
　さらに、白色顔料として一般的に用いられる、酸化チタン等の金属酸化物は、吸湿性が
高いものであることが知られている。
【０００８】
　したがって、上記シラン変性樹脂を用いた裏面充填材シートに白色顔料として、例えば
、上記酸化チタン等の金属酸化物を添加した場合には、上記裏面充填材シートが、上記金
属酸化物と共に水を含む可能性が高く、その結果、上記アルコキシシリル基がシロキサン
基の生成と共に減少するため、短期間で上記裏面充填材シートの接着性が低下するおそれ
があるといった問題があった。また、このような接着性が低下した裏面充填材シートを用
いて太陽電池モジュールを製造した場合には、短期間で、起電力が低下する等の不具合が
生じるおそれがあるといった問題があった。
　また、上記金属酸化物のなかには、吸湿した水と共に存在した場合において、アルコキ
シシリル基を縮合しシロキサン基を生成する縮合反応の触媒として作用するものもある。
そのため、上記接着性がより不安定になる恐れがあった。
【０００９】
【特許文献１】特開２００６－３６８７４号公報
【特許文献２】特開２００４－２１４６４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、光反射性、および接着性に優れ、か
つ上記接着性を長期間維持することができる太陽電池モジュール用裏面充填材シートを提
供することを主目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために本発明は、白色層用透明樹脂および白色顔料を有する白色層
と、上記白色層を挟持する接着層用透明樹脂を有する接着層とを有する太陽電池モジュー
ル用裏面充填材シートであって、上記接着層用透明樹脂が、シラン変性透明樹脂であるこ
とを特徴とする太陽電池モジュール用裏面充填材シートを提供する。
【００１２】
　本発明によれば、白色層用透明樹脂および白色顔料を有する白色層と、上記白色層を挟
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持する接着層用透明樹脂を有する接着層とを有し、かつ上記接着層用透明樹脂がシラン変
性透明樹脂であることにより、本発明の太陽電池モジュール用裏面充填材シートを、光反
射性および接着性に優れたものとすることができる。したがって、太陽電池モジュールに
用いた場合には、上記太陽電池モジュールを構成する裏面保護シートおよび太陽電池素子
と十分な密着強度で積層することができ、さらに、太陽電池素子を透過した光を効率的に
反射することができるため、優れた光電変換効率を有する太陽電池モジュールとすること
ができる。
　また、上記接着層に上記白色顔料が含まれていないため、上記接着層に含まれる接着層
用透明樹脂が有するアルコキシシリル基が加水分解し、さらに縮合することによるシロキ
サン基の形成を抑えることができ、優れた接着性を長期間維持することができる。
【００１３】
　本発明においては、上記白色層用透明樹脂が、非シラン変性透明樹脂であることが好ま
しい。上記白色層用透明樹脂が、非シラン変性透明樹脂であることにより、本発明の太陽
電池モジュール用裏面充填材シートを低コストで生産することができるからである。
【００１４】
　また、本発明においては、上記白色層用透明樹脂と、上記接着層用透明樹脂とが、同種
の樹脂であることが好ましい。上記白色層用透明樹脂と、上記接着層用透明樹脂とが、同
種の樹脂であることにより、本発明の太陽電池モジュール用裏面充填材シートを低コスト
で生産することができ、さらに上記白色層と、上記接着層との接着性を優れたものとする
ことができるからである。
【００１５】
　本発明においては、上記シラン変性透明樹脂が、エチレン性不飽和シラン化合物と重合
用樹脂とを共重合してなるシラン変性共重合体であって、上記重合用樹脂が、ポリエチレ
ンであることが好ましい。上記シラン変性透明樹脂が、エチレン性不飽和シラン化合物と
重合用樹脂とを共重合したシラン変性共重合体であることにより、例えば、上記エチレン
性不飽和シラン化合物の種類や、添加量を随時変更することにより、諸物性を調整するこ
とが容易だからである。
　また、上記重合用樹脂として、ポリエチレンを用いることにより、加熱時に、異臭の発
生や、太陽電池モジュールを構成する電極等の腐食を生ずる恐れのある熱分解物を発生す
ることがないからである。さらに、太陽電池モジュールを生産する際に、太陽電池素子等
と共に真空ラミネーション法等により太陽電池モジュールの各構成材料を積層した後に、
加熱・架橋する熱架橋工程が不要となるため、上記太陽電池モジュールを低コストで生産
することができるからである。
【００１６】
　本発明においては、上記白色顔料が、酸化チタンであることが好ましい。上記白色顔料
が酸化チタンであることにより、少ない添加量で十分に光を反射する白色層を形成するこ
とができるため、上記太陽電池モジュール用裏面充填材シートを低コストで生産すること
ができるからである。
【００１７】
　本発明は、裏面保護シートと、上記裏面保護シート上に形成された、上記太陽電池モジ
ュール用裏面充填材シートと、上記太陽電池モジュール用裏面充填材シート上に形成され
た、太陽電池素子と、上記太陽電池素子上に形成された前面充填材シートと、上記前面充
填材シート上に形成された透明前面基板とを有することを特徴とする太陽電池モジュール
を提供する。
【００１８】
　本発明によれば、上述した太陽電池モジュール用裏面充填材シートを用いることによっ
て、上記裏面保護シートおよび上記太陽電池素子と十分な密着強度で、かつ安定的に積層
することができる。
　また、上記太陽電池モジュール用裏面充填材シートが白色層を有し、太陽電池素子を透
過した光を効率的に反射することができるため、優れた光電変換効率を有するものとする
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ことができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明は、光反射性、および接着性に優れ、かつ上記接着性を長期間維持することがで
きる太陽電池モジュール用裏面充填材シートを低コストで提供するといった効果を奏する
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明は、太陽電池モジュール用裏面充填材シートおよびそれを用いた太陽電池モジュ
ールに関するものである。
　以下、本発明の太陽電池モジュール用裏面充填材シートおよび太陽電池モジュールにつ
いて詳細に説明する。
【００２１】
Ａ．太陽電池モジュール用裏面充填材シート
　まず、本発明の太陽電池モジュール用裏面充填材シートについて説明する。本発明の太
陽電池モジュール用裏面充填材シートは、白色層用透明樹脂および白色顔料を有する白色
層と、上記白色層を挟持する接着層用透明樹脂を有する接着層とを有する太陽電池モジュ
ール用裏面充填材シートであって、上記接着層用透明樹脂が、シラン変性透明樹脂である
ことを特徴とするものである。
【００２２】
　次に、本発明の太陽電池モジュール用裏面充填材シートを図を参照しながら説明する。
図１は本発明の太陽電池モジュール用裏面充填材シートの一例を示す概略図である。図１
に例示するように、本発明の太陽電池モジュール用裏面充填材シート３は、白色層用透明
樹脂および白色顔料を有する白色層１と、上記白色層１を挟持する接着層用透明樹脂を有
する接着層２とを有するものである。
【００２３】
　本発明によれば、白色層用透明樹脂および白色顔料を有する白色層と、上記白色層を挟
持する接着層用透明樹脂を有する接着層とを有し、かつ上記接着層用透明樹脂がシラン変
性透明樹脂であることにより、本発明の太陽電池モジュール用裏面充填材シートを、光反
射性および接着性に優れたものとすることができる。したがって、太陽電池モジュールに
用いた場合には、上記太陽電池モジュールを構成する裏面保護シートおよび太陽電池素子
と十分な密着強度で積層することができ、さらに、太陽電池素子を透過した光を効率的に
反射することができるため、優れた光電変換効率を有する太陽電池モジュールとすること
ができる。
　また、上記接着層に上記白色顔料が含まれていないため、上記接着層に含まれる接着層
用透明樹脂が有するアルコキシシリル基が加水分解し、さらに縮合することによるシロキ
サン基の形成を抑えることができ、優れた接着性を長期間維持することができる。
【００２４】
　本発明の太陽電池モジュール用裏面充填材シートは、白色層と、接着層とを有するもの
である。
　以下、このような太陽電池モジュール用裏面充填材シートの各構成について説明する。
【００２５】
１．白色層
　本発明に用いられる白色層は、白色層用透明樹脂および白色顔料を有するものであり、
太陽電池モジュールに用いた際に、太陽電池素子を透過した光を反射することができるも
のであれば特に限定されるものではない。以下、このような白色層について説明する。
【００２６】
（１）白色層用透明樹脂
　本発明に用いられる白色層に含まれる白色層用透明樹脂は、後述する白色顔料と反応す
ることなく、かつ後述する接着層と十分な強度で接着することができる透明樹脂であれば
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、特に限定されるものではない。
　本発明においては、上記白色層用透明樹脂が、アルコキシシリル基を含まない透明樹脂
である非シラン変性透明樹脂であることが好ましい。上記白色層用透明樹脂が、非シラン
変性透明樹脂であることにより、本発明の太陽電池モジュール用裏面充填材シートを低コ
ストで生産することができるからである。
　また、本発明においては、上記白色層用透明樹脂と、後述する接着層用透明樹脂とが、
同種の樹脂であることが好ましい。本発明の太陽電池モジュール用裏面充填材シートを低
コストで生産することができ、さらに上記白色層と、上記接着層との接着性を優れたもの
とすることができるからである。
　ここで、上記白色層用透明樹脂と、上記接着層用透明樹脂とが、同種の樹脂であること
とは、上記白色層用透明樹脂、および上記接着層用透明樹脂が同一の種類のモノマーを重
合させた主鎖を有する樹脂であることをいい、分子量、密度、架橋の有無等の同一まで要
求するものではない。
　なお、上記太陽電池モジュール用裏面充填材シートは、太陽電池素子と裏面保護シート
との間に配置されるものであるので、高い透明性を有したものでなくてもよい。
【００２７】
　このような非シラン変性透明樹脂としては、例えば、エチレン、プロピレン、１－ブテ
ン、イソブチレン、１－ペンテン、２－メチル－１－ブテン、３－メチル－１－ブテン、
１－ヘキセン、１－ヘプテン、１－オクテン、１－ノネン、および１－デセン等のα―オ
レフィンや、その他の不飽和モノマーのうち、１種類、または２種類以上を共重合したも
のを用いることができる。
　ここで、上記不飽和モノマーとしては、例えば酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル等のビ
ニルエステル；(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)アクリル酸エチル、(メタ)アクリル酸イ
ソプロピル、(メタ)アクリル酸イソブチル、(メタ)アクリル酸ｎ－ブチル、(メタ)アクリ
ル酸イソオクチル、マレイン酸ジメチル等の不飽和カルボン酸エステル；(メタ)アクリル
酸、フマル酸、イタコン酸、マレイン酸モノメチル、マレイン酸モノエチル、無水マレイ
ン酸、無水イタコン酸等の不飽和カルボン酸、および不飽和カルボン酸の塩を挙げること
ができ、さらに、スチレン、(メタ)アクリロニトリル、ビニルアルコール等を用いても良
い。上記不飽和カルボン酸の塩としては、リチウム、ナトリウム、カリウムなどの１価金
属、マグネシウム、カルシウム、亜鉛などの多価金属の塩などを挙げることができる。
【００２８】
　本発明においては、なかでもポリエチレン、エチレンービニルアルコール共重合体、エ
チレン－不飽和カルボン酸エステル共重合体、エチレンー不飽和カルボン酸共重合体およ
び、上記エチレンー不飽和カルボン酸共重合体をナトリウムや亜鉛などの金属の塩で分子
間結合したアイオノマーを好ましく用いることができ、特にポリエチレンを好ましく用い
ることができる。加熱時に、異臭や、太陽電池モジュールを構成する電極等を腐食する熱
分解物を発生することがないからである。
　また、太陽電池モジュールを生産する際に、太陽電池素子等と共に真空ラミネーション
法等により太陽電池モジュールの各構成材料を積層した後に、加熱・架橋する熱架橋工程
が不要となるため、上記太陽電池モジュールを低コストで生産することができるからであ
る。
【００２９】
　上記ポリエチレンとしては、所望の耐光性および機械強度等を有するものであれば特に
限定されるものではなく、また、高い透明性を要するものではないので、高密度ポリエチ
レン、中密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、直鎖状低密度ポリエチレンのいずれも
好適に用いることができる。
【００３０】
　本発明においては、上記非シラン変性透明樹脂の１種類のみを単独で用いても良く、２
種類以上を併用して用いても良い。
【００３１】
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　また、上記非シラン変性透明樹脂の融点は、８０℃～１３０℃であることが好ましい。
上記太陽電池モジュール用裏面充填材シートを用いた太陽電池モジュールの製造時におい
て、成形性に優れるからである。
　なお、融点の測定方法としては、プラスチックの転移温度測定方法（ＪＩＳＫ７１２１
）に準拠し、示差走査熱量分析（ＤＳＣ）により行う。なお、その際、融点ピークが２つ
以上存在する場合は高い温度の方を融点とする。
【００３２】
　また、本発明において、上記非シラン変性透明樹脂は、１９０℃でのメルトマスフロー
レートが０．５ｇ／１０分～１０ｇ／１０分であるものが好ましく、特に１ｇ／１０分～
８ｇ／１０分の範囲内であることが好ましい。
　なお、メルトフローレートとしては、ＪＩＳ　Ｋ　７２１０：１９９９により得ること
ができる。本発明の太陽電池モジュール用裏面充填材シートの成形性等に優れるからであ
る。
【００３３】
（２）白色顔料
　本発明に用いられる白色層に含まれる白色顔料としては、上述した白色層用透明樹脂に
均一に分散することができ、本発明の太陽電池モジュール用裏面充填材シートを太陽電池
モジュールに用いた場合に、上記太陽電池モジュールに含まれる太陽電池素子を透過した
光を効率よく反射することができるものであれば特に限定されるものではない。
【００３４】
　このような白色顔料としては、具体的には、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化珪素、酸化ア
ルミニウム等の金属酸化物；炭酸カルシウム、硫酸バリウム等の無機化合物のうちの１種
類のみを単独で用いても良く、２種類以上を併用して用いても良い。本発明においては、
なかでも酸化チタン、酸化亜鉛、炭酸カルシウムを好ましく用いることができる。これら
の白色顔料は、優れた光反射性を有するものであるため、好適に用いることができ、かつ
吸湿性を有することから、本発明において、吸湿性を有することによる接着性低下を抑制
する効果を、特に発揮することができるからである。また、これらの白色顔料のなかでも
、特に酸化チタンを好ましく用いることができる。少ない添加量で十分な光反射性を示す
ことができるため、上記太陽電池モジュール用裏面充填材シートを低コストで生産するこ
とができるからである。
【００３５】
　本発明に用いられる白色顔料の粒径としては、光を反射することができるものであれば
特に限定されるものではないが、平均粒径が、０．１μｍ～３μｍの範囲内であることが
好ましく、なかでも０．２μｍ～１．５μｍの範囲内であることが好ましい。
　また、上記白色顔料として、酸化チタンを用いる場合においては、平均粒径が、０．１
μｍ～１．０μｍの範囲内であることが好ましく、なかでも０．２μｍ～０．５μｍの範
囲内であることが好ましい。上記範囲より小さいと十分に光を反射することができないか
らであり、上記範囲より大きいと、上記白色層用透明樹脂中で均一に分散することが困難
となるからである。
　なお、上記粒径の測定法としては、レーザー法により測定した平均粒径の値とする。平
均粒径とは、一般に粒子の粒度を示すために用いられるものであり、レーザー法とは、粒
子を溶媒中に分散し、その分散溶媒にレーザー光線を当てて得られた散乱光を細くし、演
算することにより、平均粒径、粒度分布等を測定する方法である。なお、上記平均粒径は
、レーザー法による粒径測定機として、リーズ＆ノースラップ(Ｌｅｅｄｓ ＆ Ｎｏｒｔ
ｈｒｕｐ)社製　粒度分析計　マイクロトラックＵＰＡ　Ｍｏｄｅｌ-９２３０を使用して
測定した値である。
【００３６】
　本発明に用いられる白色顔料の含有量としては、光を反射することができれば特に限定
されるものではなく、上記白色層中において、０．３質量％～３質量％の範囲内であるこ
とが好ましく、なかでも０．５質量％～２質量％の範囲内であることが好ましい。
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　また、上記白色顔料として酸化チタンを用いる場合における含有量としては、上記白色
層中において、０．３質量％～３質量％の範囲内であることが好ましく、なかでも０．５
質量％～２質量％の範囲内であることが好ましい。上記範囲より少ないと、効率よく光を
反射することができないからであり、上記範囲より多いと、反射効率は変わらず、生産時
のコストが高くなるからである。
【００３７】
（３）白色層
　本発明に用いられる白色層は、上述した白色層用透明樹脂および白色顔料を有するもの
であれば特に限定されるものではなく、他の添加剤を含むものであっても良い。上記他の
添加剤としては、光安定剤、紫外線吸収剤、または、熱安定剤を挙げることができる。
【００３８】
　上記光安定剤としては、上記白色層用透明樹脂中の光劣化開始の活性種を捕捉し、光酸
化を防止するものである。具体的には、ヒンダードアミン系化合物、ヒンダードピペリジ
ン系化合物、およびその他等から選択される１種類または２種類以上を組み合わせたもの
を使用することができる。
【００３９】
　上記紫外線吸収剤としては、太陽光中の有害な紫外線を吸収して、分子内で無害な熱エ
ネルギーへと変換し、上記白色層用透明樹脂中の光劣化開始の活性種が励起されるのを防
止するものである。具体的には、ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、サルチレー
ト系、アクリルニトリル系、金属錯塩系、ヒンダードアミン系、および、超微粒子酸化チ
タン（粒子径：０．０１μｍ～０．０６μｍ）あるいは超微粒子酸化亜鉛（粒子径：０．
０１μｍ～０．０４μｍ）等の無機系等の紫外線吸収剤からなる群から選択される少なく
とも１種類のものを使用することができる。
【００４０】
　また、上記熱安定剤としては、トリス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）フォ
スファイト、ビス［２，４－ビス（１，１－ジメチルエチル）－６－メチルフェニル］エ
チルエステル亜リン酸、テトラキス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）［１，１
－ビフェニル］－４，４´－ジイルビスホスフォナイト、および、ビス（２，４－ジ－ｔ
ｅｒｔ－ブチルフェニル）ペンタエリスリトールジフォスファイト等のリン系熱安定剤；
８－ヒドロキシ－５，７－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－フラン－２－オンとｏ－キシレンとの
反応生成物等のラクトン系熱安定剤を挙げることができる。また、これらを１種類または
２種類以上を用いることもできる。中でも、リン系熱安定剤およびラクトン系熱安定剤を
併用して用いることが好ましい。
【００４１】
　本発明における上記光安定剤、紫外線吸収剤、熱安定剤等の含有量としては、その粒子
形状、密度等によって異なるが、太陽電池モジュール用裏面充填材シート中、０．０１質
量％～５質量％の範囲内が好ましい。
【００４２】
　本発明に用いられる白色層の厚みとしては、太陽電池モジュールとした際に、十分な強
度等を示すことができるものであれば特に限定されるものではないが、５０μｍ～５００
μｍの範囲内であることが好ましく、なかでも２００μｍ～４００μｍの範囲内であるこ
とが好ましい。
【００４３】
２．接着層
　本発明に用いられる接着層は、シラン変性透明樹脂である接着層用透明樹脂を含むもの
であり、かつ酸化チタン等の白色顔料を含まないものである。上記接着層が上記白色顔料
を含まないことによって、上記白色顔料が吸湿した水により、上記接着層が有するアルコ
キシシリル基が加水分解し、さらに縮合しシロキサン基となることを抑制することができ
、上記太陽電池素子および裏面保護シートとの優れた接着性を長期間維持することができ
る。
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【００４４】
（１）接着層用透明樹脂
　本発明に用いられる接着層用透明樹脂は、シラン変性透明樹脂であり、アルコキシシリ
ル基を含むものであれば特に限定されるものではないが、本発明においては、上記白色層
用透明樹脂と、上記接着層用透明樹脂とが、同種の樹脂であることが好ましい。本発明の
太陽電池モジュール用裏面充填材シートを低コストで生産することができ、さらに上記白
色層と、上記接着層との接着性を優れたものとすることができるからである。
【００４５】
　本発明において接着層用透明樹脂として用いられるシラン変性透明樹脂としては、例え
ば、エチレン性不飽和シラン化合物と重合用樹脂とを共重合してなるシラン変性共重合体
を用いることができる。このようなシラン変性共重合体は、上記重合用樹脂またはエチレ
ン性不飽和シラン化合物の種類や、添加量を随時変更することにより、諸物性を調整する
ことが容易である点で好適に用いることができるからである。
【００４６】
　また、本発明に用いられるシラン変性共重合体としては、後述するエチレン性不飽和シ
ラン化合物と、重合用樹脂とを共重合したものであれば特に限定されるものではなく、例
えば、ランダム共重合、交互共重合、ブロック共重合、および、グラフト共重合のいずれ
の共重合方法によって形成したものであっても好適に用いることができる。本発明におい
ては、なかでも、グラフト共重合したものを用いることが好ましく、さらには、重合用樹
脂を主鎖とし、エチレン性不飽和シラン化合物を側鎖としてグラフト共重合したものが好
ましい。接着力に寄与するアルコキシシリル基の自由度が高くなるため、上記太陽電池モ
ジュール用裏面充填材シートの接着力をより強固にすることができるからである。
【００４７】
　このようなシラン変性共重合体に用いられるエチレン性不飽和シラン化合物としては、
例えば、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリプロポキシ
シラン、ビニルトリイソプロポキシシラン、ビニルトリブトキシシラン、ビニルトリペン
チロキシシラン、ビニルトリフェノキシシラン、ビニルトリベンジルオキシシラン、ビニ
ルトリメチレンジオキシシラン、ビニルトリエチレンジオキシシラン、ビニルプロピオニ
ルオキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、または、ビニルトリカルボキシシランを
挙げることができる。本発明においては、なかでも、ビニルメトキシシラン、ビニルトリ
エトキシシランを好ましく用いることができる。後述する重合用樹脂との重合反応性に優
れるからである。
【００４８】
　本発明に用いられるエチレン性不飽和シラン化合物は、1種類のみを単体で用いても良
く、２種類以上を用いてもよい。
【００４９】
　また、上記シラン変性共重合体に用いられる重合用樹脂としては、上記エチレン性不飽
和シラン化合物と重合することができるものであれば、特に限定されるものではなく、例
えば、上記「１．白色層」の「（１）白色層用透明樹脂」の項に記載した白色層用透明樹
脂および、それを構成するモノマー等を用いることができる。
【００５０】
　また、本発明においては、上記白色層用透明樹脂のなかでもポリエチレンを用いること
が好ましい。加熱時に、異臭や、太陽電池モジュールを構成する電極等を腐食する熱分解
物を発生することがないからである。
　また、太陽電池モジュールを生産する際に、太陽電池素子等と共に真空ラミネーション
法等により太陽電池モジュールの各構成材料を積層した後に、加熱・架橋する熱架橋工程
が不要となるため、上記太陽電池モジュールを低コストで生産することができるからであ
る。
【００５１】
　また、本発明に用いられるポリエチレンとしては、密度が低いものを用いることが好ま



(10) JP 2009-94320 A 2009.4.30

10

20

30

40

50

しい。密度が低いポリエチレンは、一般的に側鎖を多く含有しているため、グラフト重合
に好適に用いることができるからである。より具体的には、密度が０．８５０ｇ／ｃｍ３

～０．９６０ｇ／ｃｍ３の範囲内であるものが好ましく、特に０．８６５ｇ／ｃｍ３～０
．９３０ｇ／ｃｍ３の範囲内であるものが好ましい。密度が上記範囲よりも高いとグラフ
ト重合が不十分になり、本発明の太陽電池モジュール用裏面充填材シートに所望の接着力
を付与することができない場合があるからである。また、密度が上記範囲よりも低いと、
本発明の太陽電池モジュール用裏面充填材シートの機械強度が低いものとなる可能性があ
るからである。
【００５２】
　なお、本発明においては、上記ポリエチレンの１種類を単体として用いても良く、また
、２種類以上を混合して用いても良い。
【００５３】
　本発明に用いられるシラン変性共重合体における、上記エチレン性不飽和シラン化合物
の含有量としては、上記重合用樹脂１００重量部に対して０．００１重量部～４重量部の
範囲内が好ましく、特に０．０１重量部～３重量部の範囲内であることが好ましい。上記
範囲より少ないと、太陽電池素子および裏面保護シートとの接着性が不十分になる恐れが
あるからであり、上記範囲より多いと、接着性が変わらず、コストが高くなる恐れがある
からである。
【００５４】
　また、上記シラン変性共重合体の融点は、８０℃～１１０℃の範囲内であることが好ま
しい。上記太陽電池モジュール用裏面充填材シートを用いた太陽電池モジュールの製造時
において、成形性に優れるからである。
　なお、融点の測定方法としては、上記「１．白色層」の「（１）白色層用透明樹脂」の
項に記載したものと同様の方法を用いることができる。
【００５５】
　上記シラン変性共重合体は、上記範囲の融点を有するものであれば特に限定されるもの
ではない。なかでも本発明に用いられるシラン変性共重合体としては、１９０℃でのメル
トマスフローレートが０．５ｇ／１０分～１０ｇ／１０分の範囲内であるものが好ましく
、なかでも１ｇ／１０分～８ｇ／１０分の範囲内であるものがより好ましい。本発明の太
陽電池モジュール用裏面充填材シートの成形性を向上することができるからである。
　なお、メルトマスフローレートの測定としては、上記「１．白色層」の「（１）白色層
用透明樹脂」の項で記載したものと同様の方法を用いることができる。
【００５６】
　本発明に用いられるシラン変性共重合体の製造方法としては、所望量のアルコキシシリ
ル基を有したシラン変性共重合体を得ることができるものであれば特に限定されるもので
はなく、例えば、上記エチレン性不飽和シラン化合物と、上記重合用樹脂とを、ラジカル
重合開始剤と共に、加熱溶融混合する方法を挙げることができる。上記加熱溶融混合方法
としては、所望の温度条件等で加熱溶融混合できるものであれば特に限定されるものでは
なく、押出機等の公知の加熱溶融混合装置を用いることができる。また、上記シラン変性
共重合体の製造方法における加熱温度としては、用いるエチレン性不飽和シラン化合物等
の材料によって異なるものであるが、１５０℃～３００℃の範囲内であることが好ましく
、１７０℃～２７０℃の範囲内であることが好ましい。上記シラン変性共重合体は、加熱
によりシラノール基部分が架橋しゲル化しやすいためである。
【００５７】
　上記ラジカル重合開始剤としては、例えば、ジイソプロピルベンゼンヒドロパーオキサ
イド、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ヒドロパーオキシ）ヘキサン等のヒドロパーオキ
サイド類；ジ－ｔ－ブチルパーオキサイド、ｔ－ブチルクミルパーオキサイド、ジクミル
パーオキサイド、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ｔ－ブチルパーオキシ）ヘキサン、２
，５－ジメチル－２，５－ジ（ｔ－パーオキシ）ヘキシン－３等のジアルキルパーオキサ
イド類；ビス－３，５，５－トリメチルヘキサノイルパーオキサイド、オクタノイルパー
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オキサイド、ベンゾイルパーオキサイド、ｏ－メチルベンゾイルパーオキサイド、２，４
－ジクロロベンゾイルパーオキサイド等のジアシルパーオキサイド類；ｔ－ブチルパーオ
キシアセテート、ｔ－ブチルパーオキシ－２－エチルヘキサノエート、ｔ－ブチルパーオ
キシピバレート、ｔ－ブチルパーオキシオクトエート、ｔ－ブチルパーオキシイソプロピ
ルカーボネート、ｔ－ブチルパーオキシベンゾエート、ジ－ｔ－ブチルパーオキシフタレ
ート、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ベンゾイルパーオキシ）ヘキサン、２，５－ジメ
チル－２，５－ジ（ベンゾイルパーオキシ）ヘキシン－３等のパーオキシエステル類；メ
チルエチルケトンパーオキサイド、シクロヘキサノンパーオキサイド等のケトンパーオキ
サイド類等の有機過酸化物、または、アゾビスイソブチロニトリル、アゾビス（２，４－
ジメチルバレロニトリル）等のアゾ化合物等が挙げられる。
【００５８】
　上記ラジカル重合開始剤の含有量としては、上記エチレン性不飽和シラン化合物と上記
重合用樹脂とを重合させることができるものであれば特に限定するものではないが、上記
エチレン性不飽和シラン化合物および上記重合用樹脂の混合物中に、０．００１質量％～
０．１質量％の範囲内で含まれることが好ましい。上記範囲未満では、上記エチレン性不
飽和シラン化合物と上記重合用樹脂とのラジカル重合が起こりにくいからである。
【００５９】
（２）接着層
　本発明に用いられる接着層は、上記接着層用透明樹脂を含み、かつ白色顔料を含まない
ものであれば、特に限定されるものではなく、例えば添加用樹脂や、他の添加剤を含むも
のであっても良い。
【００６０】
　本発明に用いられる添加用樹脂としては、上記接着層用透明樹脂と均一に混合すること
ができるものであれば特に限定されるものではないが、上記接着層用透明樹脂に用いた重
合用樹脂と同一のものを用いることが好ましい。このような添加用樹脂を用いることで、
低コスト化を図ることができるためである。
【００６１】
　本発明において、上記添加用樹脂の含有量は、上記接着層用透明樹脂１００重量部に対
し、０．０１重量部～９９００重量部の範囲内が好ましく、特に０．１重量部～２０００
重量部の範囲内が好ましい。上記添加用樹脂の含有量が上記範囲よりも少ないと、コスト
の面において不利となってしまう場合があり、また上記範囲よりも多いと、本発明の太陽
電池モジュール用裏面充填材シートの接着力が不十分となる可能性があるからである。
【００６２】
　また、上記添加用樹脂の融点は、８０℃～１３０℃の範囲内であることが好ましい。上
記太陽電池モジュール用裏面充填材シートを用いた太陽電池モジュールの製造時において
、成形性に優れるからである。
【００６３】
　本発明において、上記添加用樹脂は、１９０℃でのメルトマスフローレートが０．５ｇ
／１０分～１０ｇ／１０分の範囲内であるものが好ましく、特に１ｇ／１０分～８ｇ／１
０分の範囲内であるものが好ましい。本発明の太陽電池モジュール用裏面充填材シートの
成形性等に優れるからである。
【００６４】
　本発明に用いられる接着層に含まれる他の添加物としては、光安定剤、紫外線吸収剤、
熱安定剤等を挙げることができ、上記「1.白色層」の項に記載したものと同様のものを用
いることができる。
　ただし上記紫外線吸収剤としては金属錯塩系、超微粒子酸化チタンあるいは超微粒子酸
化亜鉛等の無機系等を含まないものとする。上記無機系紫外線吸収剤は吸湿性を有するた
め、上記接着層の接着性が低下する恐れがあるからである。
【００６５】
　また、本発明に用いられる接着層は、シラノール縮合触媒を実質的に含まないものであ
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ることが好ましい。上記シラノール縮合触媒は、上記シラノール基間の縮合反応を促進す
るものであるため、上記接着層の接着性が短期間で低下する恐れがあるからである。
　なお、上記シラノール縮合触媒を実質的に含まないとは、具体的には、ジブチル錫ジア
セテート、ジブチル錫ジラウレート、ジブチル錫ジオクテート、ジオクチル錫ジラウレー
トといったシラノール縮合触媒が、上記接着層を構成する全樹脂１００重量部に対して、
０．０５重量部以下である場合をいい、より好ましくは０．０２重量部以下の範囲内であ
ることが好ましく、なかでも０重量部であることが好ましい。
【００６６】
　また発明に用いられる接着層中のＳｉ（珪素）含有量は８ｐｐｍ～３５００ｐｐｍの範
囲内であることが好ましく、なかでも１０ｐｐｍ～３０００ｐｐｍの範囲内であることが
好ましく、特に５０ｐｐｍ～２０００ｐｐｍの範囲内であることが好ましい。Ｓｉ量が上
記範囲よりも少ないと、本発明の太陽電池モジュール用裏面充填材シートの接着力が不十
分になり、密着性の経時安定性に優れた太陽電池モジュールを作製することができない恐
れがあるからである。また、Ｓｉ量が上記範囲よりも多いとコスト面において不利となる
場合があるからである。
　ここで、上記重合Ｓｉ量は、上記樹脂シートの灰分をアルカリ融解して純水に溶解後定
容し、高周波プラズマ発光分析装置（（株）島津製作所製　ＩＣＰＳ８１００）を用いて
ＩＣＰ発光分析法により重合Ｓｉ量の定量を行うことにより測定した値である。
【００６７】
　また、本発明に用いられる接着層のゲル分率は、３０％以下であることが好ましく、な
かでも１０％以下であることが好ましく、特に０％であることが特に好ましい。上記範囲
より低いと、例えば、上記接着層を含む太陽電池モジュール用裏面充填材シートを用いて
太陽電池モジュールを形成した後、上記太陽電池モジュール用裏面充填材シートを再利用
することが容易となるからである。また、ゲル分率が上記範囲より高いと、太陽電池モジ
ュール製造時の加工性が低下したり、太陽電池素子および裏面保護シートとの密着強度が
不十分となる可能性があるからである。
　このようなゲル分率の測定方法としては、太陽電池モジュール用裏面充填材シートを白
色層と、接着層とに剥離・分離し、次いで上記接着層を１ｇ秤量し、８０メッシュの金網
袋に入れる。次いで、ソックスレー抽出器内に金網ごとサンプル投入し、キシレンを沸点
下において還流させる。１０時間連続抽出したのち、金網ごとサンプルごと取出し乾燥処
理後秤量し、抽出前後の重量比較を行い残留不溶分の質量％を測定し、これをゲル分率と
する方法が用いられる。
【００６８】
　本発明に用いられる接着層の厚みとしては、太陽電池モジュールとした際に、十分な接
着性等を示すことができるものであれば特に限定されるものではないが、片側あたり、１
０μｍ～４００μｍの範囲内であることが好ましく、なかでも２０μｍ～２００μｍの範
囲内であることが好ましい。
【００６９】
３．太陽電池モジュール用裏面充填材シート
　本発明の太陽電池モジュール用裏面充填材シートは、白色層用透明樹脂および白色顔料
を有する白色層と、上記白色層を挟持する接着層用透明樹脂を有する接着層とを有するも
のであれば特に限定されるものではない。
【００７０】
　本発明の太陽電池モジュール用裏面充填材シートの厚みとしては、太陽電池モジュール
とした際に、十分な強度等を示すことができるものであれば特に限定されるものではない
が、１００μｍ～１０００μｍの範囲内であることが好ましく、なかでも３００μｍ～６
００μｍの範囲内であることが好ましい。
【００７１】
　また、本発明において、上記白色層と、上記接着層との厚みの比（白色層／接着層）は
、１～１０の範囲内であることが好ましく、なかでも１．２～５の範囲内であることが好
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ましく、特に１．５～３の範囲内であることが好ましい。上記範囲より小さいと十分に光
を反射することができない恐れがあるからであり、上記範囲より大きいと、上記接着層を
均一に形成することが困難になる可能性があるからである。
　なお、上記接着層の厚みとは、白色層の両面に積層された接着層の厚みを合計したもの
ではなく、上記接着層1層当たりの厚みをいう。
【００７２】
　本発明の太陽電池モジュール用裏面充填材シートの製造方法としては、上記白色層、お
よび上記接着層が密着性良く積層されたものとすることができるものであれば特に限定さ
れるものではなく、例えば、上記白色層および接着層の各材料を押し出し法、キャスト成
形法、Ｔダイ法、切削法、インフレーション法等の製膜することにより、上記白色層およ
び上記接着層を単独で製膜した後、積層する方法、あるいは、上記白色層および接着層の
各材料を、多層共押し出し製膜し、上記白色層と上記接着層とが積層された太陽電池モジ
ュール用裏面充填材シートを製造する方法を挙げることができる。更に、例えば、テンタ
ー方式、あるいは、チューブラー方式等を利用して１軸ないし２軸方向に延伸してもよい
。
【００７３】
Ｂ．太陽電池モジュール
　次に、本発明の太陽電池モジュールについて説明する。本発明の太陽電池モジュールは
、裏面保護シートと、上記裏面保護シート上に形成された、上記太陽電池モジュール用裏
面充填材シートと、上記太陽電池モジュール用裏面充填材シート上に形成された、太陽電
池素子と、上記太陽電池素子上に形成された前面充填材シートと、上記前面充填材シート
上に形成された透明前面基板とを有することを特徴とするものである。
【００７４】
　次に、本発明の太陽電池モジュールを図を参照しながら説明する。図２は本発明の太陽
電池モジュールの一例を示す概略図である。図２に例示するように、本発明の太陽電池モ
ジュール１０は、裏面保護シート４と、上記裏面保護シート４上に形成された、白色層１
および上記白色層１を挟持する接着層２を有する太陽電池モジュール用裏面充填材シート
３と、上記太陽電池モジュール用裏面充填材シート３上に形成された太陽電池素子５と、
上記太陽電池素子５上に形成された前面充填材シート６と、上記前面充填材シート６上に
形成された透明前面基板７とを有するものである。
【００７５】
　本発明によれば、上述した太陽電池モジュール用裏面充填材シートを用いることによっ
て、上記裏面保護シートおよび上記太陽電池素子と十分な密着強度で、かつ安定的に積層
することができる。
　また、上記太陽電池モジュール用裏面充填材シートが白色層を有し、太陽電池素子を透
過した光を効率的に反射することができるため、優れた光電変換効率を有するものとする
ことができる。
【００７６】
　本発明の太陽電池モジュールは、裏面保護シートと、太陽電池モジュール用裏面充填材
シートと、太陽電池素子と、前面充填材シートと、透明前面基板とを有するものである。
　以下、本発明の太陽電池モジュールの各構成について説明する。
【００７７】
１．太陽電池モジュール用裏面充填材シート
　本発明に用いられる太陽電池モジュール用裏面充填材シートは、上述した太陽電池モジ
ュール用裏面充填材シートである。
　したがって、このような太陽電池モジュール用裏面充填材シートを用いることによって
、後述する裏面保護シートおよび後述する太陽電池素子と、十分な密着強度で、かつ安定
的に積層することができる。
　また、上記太陽電池モジュール用裏面充填材シートが白色層を有し、太陽電池素子を透
過した光を効率的に反射することができるため、優れた光電変換効率を有するものとする
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ことができる。
　なお、本発明に用いられる太陽電池モジュール用裏面充填材シートの詳細については、
上記「Ａ．太陽電池モジュール用裏面充填材シート」の項に記載した内容と同様であるの
で、ここでの記載は省略する。
【００７８】
　また、本発明の太陽電池モジュールが有する太陽電池モジュール用裏面充填材シートの
接着層のゲル分率、すなわち、上記太陽電池モジュールを形成した後の太陽電池モジュー
ル用裏面充填材シートの接着層のゲル分率としては、３０％以下であることが好ましく、
なかでも１０％以下であることが好ましく、特に０％であることが特に好ましい。上記範
囲より高いと、例えば、上記接着層を含む太陽電池モジュール用裏面充填材シートを用い
て太陽電池モジュールを形成した後、上記太陽電池モジュール用裏面充填材シートを再利
用することが困難となるからである。また、太陽電池素子および裏面保護シートとの密着
強度が不十分となる可能性があるからである。
【００７９】
２．太陽電池素子
　本発明に用いられる太陽電池素子としては、一般的な太陽電池素子を用いることができ
る。具体的には、単結晶シリコン型太陽電池素子、多結晶シリコン型太陽電池素子等の結
晶シリコン太陽電子素子、シングル接合型あるいはタンデム構造型等からなるアモルファ
スシリコン太陽電池素子、ガリウムヒ素（ＧａＡｓ）やインジウム燐（ＩｎＰ）等のＩＩ
Ｉ－Ｖ族化合物半導体太陽電子素子、カドミウムテルル（ＣｄＴｅ）や銅インジウムセレ
ナイド（ＣｕＩｎＳｅ２）等のＩＩ－ＶＩ族化合物半導体太陽電子素子、有機太陽電池素
子等を用いることができる。
【００８０】
　また本発明に用いられる太陽電池素子としては、薄膜多結晶性シリコン太陽電池素子、
薄膜微結晶性シリコン太陽電池素子、薄膜結晶シリコン太陽電池素子とアモルファスシリ
コン太陽電池素子とのハイブリット素子等も使用することができる。
【００８１】
３．裏面保護シート
　本発明に用いられる裏面保護シートとしては、所望の耐熱性、耐光性、耐水性等の耐候
性を有するものであれば特に限定されない。このような裏面保護シートとしては、例えば
、絶縁性の樹脂フィルムや、金属板等が好適に用いられる。なかでも本発明においては上
記絶縁性の樹脂フィルムを用いることが好ましい。
【００８２】
　上記樹脂フィルムとしては、例えば、ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、環
状ポリオレフィン系樹脂、フッ素系樹脂、ポリスチレン系樹脂、アクリロニトリル－スチ
レン共重合体（ＡＳ樹脂）、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン共重合体（ＡＢＳ
樹脂）、ポリ塩化ビニル系樹脂、フッ素系樹脂、ポリ（メタ）アクリル系樹脂、ポリカ－
ボネ－ト系樹脂、ポリエチレンテレフタレ－ト、ポリエチレンナフタレ－ト等のポリエス
テル系樹脂、各種のナイロン等のポリアミド系樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリアミドイミ
ド系樹脂、ポリアリ－ルフタレ－ト系樹脂、シリコ－ン系樹脂、ポリスルホン系樹脂、ポ
リフェニレンスルフィド系樹脂、ポリエ－テルスルホン系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ア
セタ－ル系樹脂、セルロ－ス系樹脂からなるフィルムを挙げることができる。なかでも本
発明においては、フッ素系樹脂、環状ポリオレフィン系樹脂、ポリカ－ボネ－ト系樹脂、
ポリ（メタ）アクリル系樹脂、または、ポリエステル系樹脂からなるフィルムを用いるこ
とが好ましい。
【００８３】
　また、このような樹脂フィルムとしては２軸延伸した樹脂フィルムを用いることもでき
る。
【００８４】
　さらに、上記樹脂フィルムとしては、複数のフィルムが積層された構成を有するもので
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あっても良い。このような複数のフィルムが積層された構成としては、例えば、無機蒸着
膜を有するガスバリア性フィルムが積層された構成や、強靭性フィルムが積層された構成
を例示することができる。
【００８５】
　本発明に用いられる裏面保護シートの厚みとしては、通常、１２μｍ～２００μｍの範
囲内であることが好ましく、なかでも２５μｍ～１５０μｍの範囲内であることが好まし
い。
【００８６】
４．透明前面基板
　本発明に用いられる透明前面基板としては、太陽光の透過性を有する基板であれば特に
限定されず、例えば、ガラス板、フッ素系樹脂、ポリアミド系樹脂（各種のナイロン）、
ポリエステル系樹脂、ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、環状ポリオレフィン
系樹脂、ポリスチレン系樹脂、（メタ）アクリル系樹脂、ポリカ－ボネ－ト系樹脂、アセ
タ－ル系樹脂、セルロ－ス系樹脂等の各種の樹脂フィルムを用いることができる。
　また、本発明に用いられる透明前面基板の厚みは、所望の強度を実現できる範囲内であ
れば特に限定されないが、通常、１２μｍ～７０００μｍの範囲内が好ましく、特に２５
μｍ～４０００μｍの範囲内が好ましい。
【００８７】
５．前面充填材シート
　本発明に用いられる前面充填材シートとしては、太陽光に対する透過性を有し、かつ、
上記透明前面基板および太陽電池素子に対して接着性を示すものであれば特に限定されな
い。このような前面充填材シートを構成する材料の具体例としては、フッ素系樹脂、エチ
レン－酢酸ビニル共重合体、アイオノマ－樹脂、エチレン－アクリル酸、または、メタク
リル酸共重合体、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリエチレンあるいはポリプ
ロピレン等のポリオレフィン系樹脂をアクリル酸、イタコン酸、マレイン酸、フマ－ル酸
等の不飽和カルボン酸で変性した酸変性ポリオレフィン系樹脂、ポリビニルブチラ－ル樹
脂、シリコ－ン系樹脂、エポキシ系樹脂、（メタ）アクリル系樹脂等の樹脂の１種ないし
２種以上の混合物を使用することができる。なかでも本発明においては、上記樹脂のなか
でも、フッ素系樹脂、シリコ－ン系樹脂、エチレン－酢酸ビニル系樹脂を用いることが好
ましく、特にシリコーン系樹脂を用いることが好ましい。
【００８８】
　上記シリコーン系樹脂としては、アルコキシシリル基を有する樹脂であれば特に限定さ
れないが、なかでも熱可塑性シラン変性樹脂が好ましい。さらに、本発明においては、上
記熱可塑性シラン変性樹脂として、上述した本発明の太陽電池モジュール用裏面充填材シ
ートの接着層において接着層用透明樹脂として用いられるシラン変性透明樹脂と同一の樹
脂を用いることが好ましい。このように上記前面充填材シートに用いられる熱可塑性シラ
ン変性樹脂と、上記接着層に用いられるシラン変性透明樹脂とを統一することにより、生
産コストを低減することができるからである。
【００８９】
　また、本発明においては、上記前面充填材シートは、上記樹脂以外に添加剤を含んでも
良い。このような添加剤としては、例えば、架橋剤、熱酸化防止剤、光安定剤、紫外線吸
収剤、光酸化防止剤を挙げることができる。
【００９０】
　本発明に用いられる前面充填材シートの厚みは、特に限定されるものではないが、通常
２００μｍ～１０００μｍの範囲内、好ましくは３５０μｍ～６００μｍの範囲内とされ
る。
【００９１】
　さらに、本発明に用いられる前面充填材シートは、全光線透過率が、７０％～１００％
の範囲内であることが好ましく、なかでも８０％～１００％の範囲内であることが好まし
く、特に９０％～１００％の範囲内であることが好ましい。上記全光透過率が、上記範囲
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内であることにより太陽電池モジュールの発電効率が損なわれることを防止できるからで
ある。
　なお、上記全光線透過率は、通常の方法により測定することができ、例えばカラーコン
ピュータにより測定することができる。
【００９２】
６．その他
　本発明の太陽電池モジュールにおいては、太陽光の吸収性、補強、その他等の目的のも
とに、さらに、他の層を任意に加えて積層することができるものである。このような他の
層としては、例えば、低密度ポリエチレン、中密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、
線状低密度ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン－プロピレン共重合体、エチレン－
酢酸ビニル共重合体、アイオノマ－樹脂、エチレン－アクリル酸エチル共重合体、エチレ
ン－アクリル酸またはメタクリル酸共重合体、メチルペンテンポリマ－、ポリブテン系樹
脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリ酢酸ビニル系樹脂、ポリ塩化ビニリデン系樹脂、塩化ビ
ニル－塩化ビニリデン共重合体、ポリ（メタ）アクリル系樹脂、ポリアクリルニトリル系
樹脂、ポリスチレン系樹脂、アクリロニトリル－スチレン共重合体（ＡＳ系樹脂）、アク
リロニトリル－ブタジエン－スチレン共重合体（ＡＢＳ系樹脂）、ポリエステル系樹脂、
ポリアミド系樹脂、ポリカ－ボネ－ト系樹脂、ポリビニルアルコ－ル系樹脂、エチレン－
酢酸ビニル共重合体のケン化物、フッ素系樹脂、ジエン系樹脂、ポリアセタ－ル系樹脂、
ポリウレタン系樹脂、ニトロセルロ－ス等の公知の樹脂のフィルムないしシ－トから任意
に選択して使用することができる。
【００９３】
７．太陽電池モジュールの製造方法
　本発明において透明前面基板、前面充填材シート、太陽電池素子、太陽電池モジュール
用裏面充填材シート、および、裏面保護シートをこの順で積層した後、これらを加熱圧着
する方法としては、上記各構成を密着できる方法であれば特に限定されず、一般的に公知
の方法を用いることができる。このような方法としては、例えば、透明前面基板、前面充
填材シート、太陽電池素子、太陽電池モジュール用裏面充填材シート、および、裏面保護
シートをこの順で積層した後、これらを一体として、真空吸引して加熱圧着するラミネー
ション法等を例示することができる。
【００９４】
　上記ラミネーション法を用いた際のラミネート温度は、通常、９０℃～２３０℃の範囲
内であることが好ましく、特に１１０℃～１９０℃の範囲内であることが好ましい。
【００９５】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であ
り、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様
な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【００９６】
　以下、実施例を用いることにより、本発明をより具体的に説明する。
【００９７】
［実施例１］
（１）シラン変性透明樹脂の調製
　密度が０．８９８ｇ／ｃｍ３であり、１９０℃でのメルトマスフローレート（ＭＦＲ）
が２ｇ／１０分であるメタロセン系直鎖状低密度ポリエチレン（以下、Ｍ－ＬＬＤＰＥと
称する）９８重量部に対して、ビニルトリメトキシシラン２重量部、およびラジカル開始
剤としてジクミルパーオキサイド０．１重量部を混合し、２００℃で加熱溶融攪拌し、シ
ラン変性透明樹脂を得た。
【００９８】
（２）添加剤マスターバッチの調製
　Ｍ－ＬＬＤＰＥ８５重量部に対して、ヒンダードアミン系光安定剤２．５重量部、ベン
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ゾフェノン系紫外線吸収剤７．５重量部、リン系熱安定剤５重量部を混合して溶融・加工
しペレット化することにより、添加剤マスターバッチを調製した。
【００９９】
（３）白色顔料マスターバッチ
　Ｍ－ＬＬＤＰＥ８０重量部に対して、白色顔料として粒径０．２５μｍの酸化チタン微
粒子２０重量部を混合して溶融・加工しペレット化することにより白色顔料マスターバッ
チを調製した。
【０１００】
（４）太陽電池モジュール用裏面充填材シートの作製
　太陽電池モジュール用裏面充填材シートの作製においては、２種３層の層構成が可能な
φ２５ｍｍ押出機、３００ｍｍ幅のＴダイスを有するフィルム成型機を用いた。ホッパＡ
内の樹脂が第１、第３層（外層）に、ホッパＢ内の樹脂が第２層（中間層）に供給される
ものである。
【０１０１】
　まず、接着層用透明樹脂として上記シラン変性透明樹脂５重量部と、Ｍ－ＬＬＤＰＥ９
５重量部と、添加剤マスターバッチ５重量部とを混合し、上記フィルム成型機のホッパＡ
に投入した。
【０１０２】
　次に、白色層用透明樹脂として上記Ｍ－ＬＬＤＰＥ９５重量部と、添加剤マスターバッ
チ５重量部と、白色顔料マスターバッチ５重量部とを混合し、上記フィルム成型機のホッ
パＢに投入した。
【０１０３】
　次いで、上記フィルム成型機を用いて、押し出し温度２３０℃、引き取り速度３ｍ／ｍ
ｉｎで厚さ４００μｍのシートを、第１、第３層の厚みがそれぞれ１００μｍ、第２層の
厚みが２００μｍとなるように製膜することにより、第２層が白色層用透明樹脂および白
色顔料を含む白色層であり、上記白色層を挟持する第１層および第３層が接着層用透明樹
脂を有する接着層である太陽電池モジュール用裏面充填材シートを得た。なお、上記の製
膜化は、支障なく実施することができた。
【０１０４】
［実施例２］
　白色顔料マスターバッチ作製時に、Ｍ－ＬＬＤＰＥに替えて、密度０．９１８ｇ／ｃｍ
３、融点１０６℃、ＭＦＲが２２ｇ／１０分の高圧法低密度ポリエチレンを７０重量部、
白色顔料として粒径０．２５μｍの酸化チタン微粒子３０重量部を混合した他は、実施例
１と同様に太陽電池モジュール用裏面充填材シートを作製した。
【０１０５】
［実施例３］
　白色顔料マスターバッチ作製時に、Ｍ－ＬＬＤＰＥを９０重量部、白色顔料として粒径
０．２１μｍの酸化チタン微粒子１０重量部を混合した他は、実施例１と同様に太陽電池
モジュール用裏面充填材シートを作製した。
【０１０６】
［実施例４］
　白色顔料マスターバッチ作製時に、Ｍ－ＬＬＤＰＥを９０重量部、白色顔料として粒径
１μｍの酸化亜鉛粒子１０重量部を混合した他は、実施例１と同様に太陽電池モジュール
用裏面充填材シートを作製した。
【０１０７】
［実施例５］
　第１、第３層の厚みがそれぞれ５０μｍ、第２層の厚みが４００μｍとなるように製膜
した他は、実施例１と同様に太陽電池モジュール用裏面充填材シートを作製した。
【０１０８】
［実施例６］
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　第１、第３層の厚みがそれぞれ１５０μｍ、第２層の厚みが３００μｍとなるように製
膜した他は、実施例１と同様に太陽電池モジュール用裏面充填材シートを作製した。
【０１０９】
［比較例１］
　実施例１で作製したシラン変性透明樹脂５重量部と、Ｍ－ＬＬＤＰＥ９５重量部と、添
加剤マスターバッチ５重量部と、白色顔料マスターバッチ５重量部とを混合したものを、
実施例１で用いたフィルム成型機のホッパＡ，ホッパＢに投入し、押し出し温度２３０℃
、引き取り速度３ｍ／ｍｉｎの条件で厚さ４００μｍのシートを製膜し、太陽電池モジュ
ール用裏面充填材シートを得た。なお、上記の製膜化は、支障なく実施することができた
。
【０１１０】
　(評価)
　実施例１、比較例１で得た太陽電池モジュール用裏面充填材シートを、４０℃、ＲＨ９
０％の環境下に保存し、保存前、３ヶ月、６ヶ月、９ヶ月、１年経過後に、太陽電池モジ
ュール製造用の真空ラミネーターにて、厚み３ｍｍのガラス板と１５０℃で、１５分間圧
着し、ＪＩＳ　Ｚ１７０７に従い１５ｍｍ幅での剥離強度（単位：Ｎ／１０ｍｍ）を測定
した。測定結果を表１に示す。
【０１１１】
【表１】

【０１１２】
　表１に示すように、実施例１～６では、時間経過による剥離強度の低下がほとんど見ら
れないが、比較例１では、経時的に剥離強度が低下することが確認された。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】本発明の太陽電池モジュール用裏面充填材シートの一例を示す概略図である。
【図２】本発明の太陽電池モジュールの一例を示す概略図である。
【符号の説明】
【０１１４】
　１　…　白色層
　２　…　接着層
　３　…　太陽電池モジュール用裏面充填材シート
　４　…　裏面保護シート
　５　…　太陽電池素子
　６　…　前面充填材シート
　７　…　透明前面基板
　１０　…　太陽電池モジュール
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