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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　示差熱－熱重量同時測定において最大面積を示す発熱ピークのピーク温度が２８０℃以
上である銅含有粒子と、ガラス粒子と、溶剤と、樹脂と、を含み、
　前記銅含有粒子がリン含有銅合金粒子であり、前記リン含有銅合金粒子の全質量中のリ
ン含有率が１質量％以上８質量％以下である、電極用ペースト組成物。
【請求項２】
　前記ガラス粒子は、ガラス軟化点が６００℃以下であって、結晶化開始温度が６００℃
を超える請求項１に記載の電極用ペースト組成物。
【請求項３】
　前記ガラス粒子は、五酸化二リン－五酸化二バナジウム系ガラスを含む請求項１または
請求項２に記載の電極用ペースト組成物。
【請求項４】
　銀粒子を更に含む請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の電極用ペースト組成物。
【請求項５】
　前記銅含有粒子と前記銀粒子の総量を１００質量％としたときの銅含有粒子の含有率が
９質量％以上８８質量％である請求項４に記載の電極用ペースト組成物。
【請求項６】
　前記銅含有粒子及び前記銀粒子の総含有率が７０質量％以上９４質量％以下であって、
前記ガラス粒子の含有率が０．１質量％以上１０質量％以下であって、前記溶剤及び前記
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樹脂の総含有率が３質量％以上２９．９質量％以下である請求項４または請求項５に記載
の電極用ペースト組成物。
【請求項７】
　リン含有化合物を更に含む請求項１～請求項６のいずれか１項に記載の電極用ペースト
組成物。
【請求項８】
　前記リン含有化合物は、リン酸、リン酸アンモニウム、リン酸エステル、及び環状ホス
ファゼンからなる群から選ばれる少なくとも１種である請求項７に記載の電極用ペースト
組成物。
【請求項９】
　シリコン基板上に付与された請求項１～請求項８のいずれか１項に記載の電極用ペース
ト組成物を焼成して形成された電極を有する太陽電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電極用ペースト組成物及び太陽電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に結晶シリコン系太陽電池には表面電極が設けられており、この表面電極の配線抵
抗や接触抵抗は変換効率に関連する電圧損失に関連し、また配線幅や形状は太陽光の入射
量に影響を与える（例えば、非特許文献１参照）。
【０００３】
　太陽電池の表面電極は通常以下のようにして形成される。すなわち、ｐ型シリコン基板
の受光面側にリン等を高温で熱的に拡散させることにより形成されたｎ型半導体層上に、
導電性組成物をスクリーン印刷等により塗布し、これを８００～９００℃で焼成すること
で表面電極が形成される。この表面電極を形成する導電性組成物には、導電性金属粉末、
ガラス粒子、及び種々の添加剤等が含まれる。
【０００４】
　前記導電性金属粉末としては、銀粉末が一般的に用いられているが、種々の理由から銀
粉末以外の金属粉末を用いることが検討されている。例えば、銀とアルミニウムを含む太
陽電池用電極を形成可能な導電性組成物が開示されている（例えば、特許文献１参照）。
また銀を含む金属ナノ粒子と銀以外の金属粒子を含む電極形成用組成物が開示されている
（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－３１３７４４号公報
【特許文献２】特開２００８－２２６８１６号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】濱川圭弘著、「太陽光発電　最新の技術とシステム」、ＣＭＣ出版社、
２００１年、ｐ２６－２７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　一般に電極形成に用いられる銀は貴金属であり、資源の問題からも、また地金自体が高
価であることから銀含有導電性組成物（銀含有ペースト）に代わるペースト材料の提案が
望まれている。銀に代わる有望な材料としては、半導体配線材料に適用されている銅が挙
げられる。銅は資源的にも豊富で、地金コストも銀の約１００分の１と安価である。しか
しながら、銅は２００℃以上の高温で酸化されやすい材料であり、例えば、特許文献２に
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記載の電極形成用組成物では、導電性金属として銅を含む場合、これを焼成して電極を形
成するために、窒素等の雰囲気下で焼成するという特殊な工程が必要であった。
【０００８】
　本発明は、焼成時における銅の酸化が抑制され、抵抗率の低い電極を形成可能な電極用
ペースト組成物、及び、該電極用ペースト組成物を用いて形成された電極を有する太陽電
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】
【０００９】
　本発明の第１の態様は、示差熱－熱重量同時測定において最大面積を示す発熱ピークの
ピーク温度が２８０℃以上である銅含有粒子と、ガラス粒子と、溶剤と、樹脂と、を含み
、前記銅含有粒子がリン含有銅合金粒子であり、前記リン含有銅合金粒子の全質量中のリ
ン含有率が１質量％以上８質量％以下である、電極用ペースト組成物である。
【００１１】
　前記ガラス粒子は、ガラス軟化点が６００℃以下であって、結晶化開始温度が６００℃
を超えることが好ましく、五酸化二リン－五酸化二バナジウム（Ｐ２Ｏ５－Ｖ２Ｏ５）系
ガラスを含むことがより好ましい。
【００１２】
　前記電極用ペースト組成物は、銀粒子を更に含むことが好ましく、前記銅含有粒子と前
記銀粒子の総量を１００質量％としたときの前記銅含有粒子の含有率が９質量％以上８８
質量％以下であることがより好ましい。また前記銅含有粒子及び前記銀粒子の総含有率が
７０質量％以上９４質量％以下であって、前記ガラス粒子の含有率が０．１質量％以上１
０質量％以下であって、前記溶剤及び前記樹脂の総含有率が３質量％以上２９．９質量％
以下であることがさらに好ましい。
【００１３】
　前記電極用ペースト組成物は、リン含有化合物を更に含むことが好ましく、前記リン含
有化合物は、リン酸、リン酸アンモニウム、リン酸エステル、及び環状ホスファゼンから
なる群から選ばれる少なくとも１種であることがより好ましい。
【００２６】
　本発明の第２の態様は、シリコン基板上に付与された前記電極用ペースト組成物を焼成
して形成された電極を有する太陽電池である。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、焼成時における銅の酸化が抑制され、抵抗率の低い電極を形成可能な
電極用ペースト組成物、及び、該電極用ペースト組成物を用いて形成された電極を有する
太陽電池を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明にかかる太陽電池の断面図である。
【図２】本発明にかかる太陽電池の受光面側を示す平面図である。
【図３】本発明にかかる太陽電池の裏面側を示す平面図である。
【図４】（ａ）本発明にかかるセルバックコンタクト型太陽電池のＡＡ断面構成を示す斜
視図である。（ｂ）本発明にかかるセルバックコンタクト型太陽電池の裏面側電極構造を
示す平面図である。
【図５】本発明におけるリン含有銅合金粒子の示差熱－熱重量同時測定（ＴＧ－ＤＴＡ）
の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本明細書において「～」は、その前後に記載される数値をそれぞれ最小値及び最大値と
して含む範囲を示すものとする。
【００３０】
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＜電極用ペースト組成物＞
　本発明の電極用ペースト組成物は、示差熱－熱重量同時測定において最大面積を示す発
熱ピークのピーク温度が２８０℃以上である銅含有粒子の少なくとも１種と、ガラス粒子
の少なくとも１種と、溶剤の少なくとも１種と、樹脂の少なくとも１種と、を含む。
　かかる構成であることにより、焼成時における銅の酸化が抑制され、抵抗率の低い電極
が形成可能である。
【００３１】
（銅含有粒子）
　本発明における銅含有粒子は、示差熱－熱重量同時測定（ＴＧ－ＤＴＡ）において最大
面積を示す発熱ピークのピーク温度が２８０℃以上である。かかる耐酸化性が付与された
銅含有粒子を用いることで焼成時における金属銅の酸化が抑制され、低抵抗率の電極を形
成することができる。なお、示差熱－熱重量同時測定は通常の大気中で、測定装置：示差
熱－熱重量分析装置（エスアイアイ・ナノテクノロジー社製、ＴＧ／ＤＴＡ-６２００型
）を用いて、例えば、測定温度範囲：室温～１０００℃、昇温速度：４０℃／分、大気流
量：２００ｍｌ／分の条件で行われる。
　一般に純銅（金属銅）について示差熱－熱重量同時測定を行うと、最大面積を示す発熱
ピークにおけるピーク温度は２００℃付近となるが、本発明に用いられる銅含有粒子にお
いては該ピーク温度が２８０℃以上である。さらに本発明においては、電極としての低抵
抗率の観点から、該ピーク温度が２８０～８００℃であることが好ましく、２９０～７５
０℃であることがより好ましく、３５０～７５０℃であることがさらに好ましい。
【００３２】
　最大面積を示す発熱ピークにおけるピーク温度が２８０℃以上である銅含有粒子は、銅
粒子に耐酸化性を付与することで構成することができる。
　具体的には例えば、リン含有銅合金粒子、銀被覆された銅粒子、並びに、トリアゾール
化合物、飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸、無機金属化合物塩、有機金属化合物塩、ポリアニリ
ン系樹脂、及び金属アルコキシドからなる群から選ばれる少なくとも１種で表面処理され
た銅粒子を挙げることができ、これらから選ばれる少なくとも１種を用いることが好まし
い。また前記銅含有粒子は１種単独でも、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００３３】
　前記銅含有粒子の粒子径としては特に制限はないが、積算した重量が５０％の場合にお
ける粒子径（以下、「Ｄ５０％」と略記することがある）として、０．４μｍ～１０μｍ
であることが好ましく、１μｍ～７μｍであることがより好ましい。０．４μｍ以上とす
ることで耐酸化性がより効果的に向上する。また１０μｍ以下であることで電極中におけ
る銅含有粒子どうしの接触面積が大きくなり、抵抗率がより効果的に低下する。尚、銅含
有粒子の粒子径は、マイクロトラック粒度分布測定装置（日機装社製、ＭＴ３３００型）
によって測定される。
　また前記銅含有粒子の形状としては特に制限はなく、略球状、扁平状、ブロック状、板
状、及び鱗片状等のいずれであってもよい。前記銅含有粒子の形状は、耐酸化性と低抵抗
率の観点から、略球状、扁平状、または板状であることが好ましい。
【００３４】
　本発明の電極用ペースト組成物に含まれる前記銅含有粒子の含有率、また後述する銀粒
子を含む場合の銅含有粒子と銀粒子の総含有率としては、例えば、７０～９４質量％とす
ることができ、耐酸化性と低抵抗率の観点から、７２～９０質量％であることが好ましく
、７４～８８質量％であることがより好ましい。
　また本発明においては、前記銅含有粒子以外の導電性の粒子を組み合わせて用いても良
い。
【００３５】
－リン含有銅合金粒子－
　リン含有銅合金としては、リン銅ろう（リン濃度：７質量％程度以下）と呼ばれるろう
付け材料が知られている。リン銅ろうは、銅と銅との接合剤としても用いられるものであ
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るが、本発明の電極用ペースト組成物に含まれる銅含有粒子としてリン含有銅合金粒子を
用いることで、耐酸化性に優れ、抵抗率の低い電極を形成することができる。さらに電極
の低温焼成が可能となり、プロセスコストを削減できるという効果を得ることができる。
【００３６】
　本発明におけるリン含有銅合金に含まれるリン含有率としては、示差熱－熱重量同時測
定において最大面積を示す発熱ピークのピーク温度が２８０℃以上となるような含有率で
あれば制限はない。具体的にはリン含有銅合金粒子の全質量中に０．０１質量％以上とす
ることができる。本発明においては、耐酸化性と低抵抗率の観点から、リン含有率が０．
０１質量％以上８質量％以下であることが好ましく、０．５質量％以上７．８質量％以下
であることがより好ましく、１質量％以上７．５質量％以下であることがより好ましい。
　リン含有銅合金に含まれるリン含有率が８質量％以下であることで、より低い抵抗率を
達成可能であり、また、リン含有銅合金の生産性に優れる。また０．０１質量％以上であ
ることで、より優れた耐酸性を達成できる。
【００３７】
　前記リン含有銅合金粒子は、銅とリンを含む合金であるが、他の原子をさらに含んでい
てもよい。他の原子としては、例えば、Ｓｂ、Ｓｉ、Ｋ、Ｎａ、Ｌｉ、Ｂａ、Ｓｒ、Ｃａ
、Ｍｇ、Ｂｅ、Ｚｎ、Ｐｂ、Ｃｄ、Ｔｌ、Ｖ、Ｓｎ、Ａｌ、Ｚｒ、Ｗ、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｃｏ
、Ｎｉ、及びＡｕ等を挙げることができる。中でも、耐酸化性、融点等の特性調整の観点
から、Ａｌを含むことが好ましい。
　また前記リン含有銅合金粒子に含まれる他の原子の含有率は、例えば、前記リン含有銅
合金粒子中に３質量％以下とすることができ、耐酸化性と低抵抗率の観点から、１質量％
以下であることが好ましい。
【００３８】
　前記リン含有銅合金粒子の粒子径としては特に制限はないが、積算した重量が５０％の
場合における粒子径（以下、「Ｄ５０％」と略記することがある）として、０．４μｍ～
１０μｍであることが好ましく、１μｍ～７μｍであることがより好ましい。０．４μｍ
以上とすることでより効果的に耐酸化性が向上する。また１０μｍ以下であることで電極
中におけるリン含有銅合金粒子どうしの接触面積が大きくなり、抵抗率がより効果的に低
下する。
　また前記リン含有銅合金粒子の形状としては特に制限はなく、略球状、扁平状、ブロッ
ク状、板状、及び鱗片状等のいずれであってもよい。前記リン含有銅合金粒子の形状は、
耐酸化性と低抵抗率の観点から、略球状、扁平状、または板状であることが好ましい。
【００３９】
　リン銅合金は、通常用いられる方法で製造することができる。また、リン含有銅合金粒
子は、所望のリン含有率となるように調製したリン含有銅合金を用いて、金属粉末を調製
する通常の方法を用いて調製することができ、例えば、水アトマイズ法を用いて定法によ
り製造することができる。尚、水アトマイズ法の詳細は金属便覧（丸善（株）出版事業部
）等に記載されている。
　具体的には例えば、リン含有銅合金を溶解し、これをノズル噴霧によって粉末化した後
、得られた粉末を乾燥、分級することで、所望のリン含有銅合金粒子を製造することがで
きる。また、分級条件を適宜選択することで所望の粒子径を有するリン含有銅合金粒子を
製造することができる。
【００４０】
　本発明の電極用ペースト組成物に含まれる前記リン含有銅合金粒子の含有率、また後述
する銀粒子を含む場合のリン含有銅合金粒子と銀粒子の総含有率としては、例えば、７０
～９４質量％とすることができ、耐酸化性と低抵抗率の観点から、７２～９０質量％であ
ることが好ましく、７４～８８質量％であることがより好ましい。
　また本発明において前記リン含有銅合金粒子は１種単独でも、２種以上を組み合わせて
用いてもよい。さらにリン銅合金粒子以外であって、最大面積を示す発熱ピークにおける
ピーク温度が２８０℃以上である銅含有粒子と組み合わせて用いてもよい。
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【００４１】
　さらに本発明においては、耐酸化性と電極の低抵抗率の観点から、リン含有率が０．０
１質量％以上８質量％以下であるリン含有銅合金粒子を、電極用ペースト組成物中に７０
～９４質量％含むことが好ましく、リン含有率が１～７．５質量％であるリン含有銅合金
粒子を、電極用ペースト組成物中に７４～８８質量％含むことがより好ましい。
　また本発明においては、前記リン含有銅合金粒子以外の導電性の粒子を組み合わせて用
いてもよい。
【００４２】
－銀被覆銅粒子－
　本発明における銀被覆銅粒子としては、銅粒子の表面の少なくとも一部が銀で被覆され
ているものであればよい。本発明の電極用ペースト組成物に含まれる銅含有粒子として、
銀被覆銅粒子を用いることで、耐酸化性に優れ、抵抗率の低い電極を形成することができ
る。さらに銅粒子が銀で被覆されていることで、銀被覆銅粒子と銀粒子との界面抵抗が低
下し、抵抗率がより低下した電極を形成することができる。またさらに、電極用ペースト
組成物に水分が混入した場合に、銀被覆銅粒子を用いることで、室温における銅の酸化を
抑制でき、ポットライフを向上できるという効果を得ることができる。
【００４３】
　前記銀被覆銅粒子における銀の被覆量（銀含有率）としては、示差熱－熱重量同時測定
において最大面積を示す発熱ピークのピーク温度が２８０℃以上となるような被覆量（銀
含有率）であることが好ましい。具体的には銀被覆銅粒子の全質量中に１質量％以上とす
ることができる。中でも銀の被覆量は、耐酸化性と電極の低抵抗率の観点から、銀被覆銅
粒子の全質量中に１～８８質量％であることが好ましく、３～８０質量％であることがよ
り好ましく、５～７５質量％であることがさらに好ましい。
【００４４】
　また銀被覆銅粒子の粒子径としては特に制限はないが、積算した重量が５０％の場合に
おける粒子径（以下、「Ｄ５０％」と略記することがある）として、０．４μｍ～１０μ
ｍであることが好ましく、１μｍ～７μｍであることがより好ましい。０．４μｍ以上と
することでより効果的に耐酸化性が向上する。また１０μｍ以下であることで電極中にお
ける銀被覆銅粒子どうしの接触面積が大きくなり、抵抗率がより効果的に低下する。
　また前記銀被覆銅粒子の形状としては特に制限はなく、略球状、扁平状、ブロック状、
板状、及び鱗片状等のいずれであってもよい。前記銀被覆銅粒子の形状は、耐酸化性と低
抵抗率の観点から、略球状、扁平状、または板状であることが好ましい。
【００４５】
　前記銀被覆銅粒子を構成する銅は、他の原子を含んでいてもよい。他の原子としては、
例えば、Ｓｂ、Ｓｉ、Ｋ、Ｎａ、Ｌｉ、Ｂａ、Ｓｒ、Ｃａ、Ｍｇ、Ｂｅ、Ｚｎ、Ｐｂ、Ｃ
ｄ、Ｔｌ、Ｖ、Ｓｎ、Ａｌ、Ｚｒ、Ｗ、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｃｏ、Ｎｉ、及びＡｕ等を挙げるこ
とができる。中でも、耐酸化性、融点等の特性調整の観点から、Ａｌを含むことが好まし
い。
　また前記銀被覆銅粒子に含まれる他の原子の含有率は、例えば、前記銀被覆銅粒子中に
３質量％以下とすることができ、耐酸化性と低抵抗率の観点から、１質量％以下であるこ
とが好ましい。
【００４６】
　また前記銀被覆銅粒子は、既述のリン含有銅合金を銀被覆したものであることもまた好
ましい。これにより耐酸化性がより向上し、形成される電極の抵抗率がより低下する。
　銀被覆銅粒子におけるリン含有銅合金の詳細については、既述のリン含有銅合金と同義
であり、好ましい態様も同様である。
【００４７】
　前記銀被覆銅粒子の調製方法としては、銅粒子（好ましくは、リン含有銅合金粒子）の
表面の少なくとも一部を銀で被覆することができる調製方法であれば特に制限はない。例
えば以下のようにして調製することができる。すなわち、硫酸、塩酸、リン酸等の酸性溶
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液中に銅粉（または、リン含有銅合金粉）を分散し、該銅粉分散液にキレート化剤を加え
て銅粉スラリーを作製する。得られた銅粉スラリーに銀イオン溶液を添加することで、置
換反応により銅粉表面へ銀層を形成して、銀被覆銅粒子を調製することができる。
　前記キレート化剤としては特に制限はないが、例えば、エチレンジアミン四酢酸塩、ト
リエチレンジアミン、ジエチレントリアミン五酢酸、イミノ二酢酸等を用いることができ
る。また銀イオン溶液としては、例えば、硝酸銀溶液等を用いることができる。
【００４８】
　本発明の電極用ペースト組成物に含まれる前記銀被覆銅粒子の含有率、また後述する銀
粒子を含む場合の銀被覆銅粒子と銀粒子の総含有率としては、例えば、７０～９４質量％
とすることができ、耐酸化性と低抵抗率の観点から、７２～９０質量％であることが好ま
しく、７４～８８質量％であることがより好ましい。
　また本発明において前記銀被覆銅粒子は１種単独でも、２種以上を組み合わせて用いて
もよい。また、銀被覆銅粒子以外であって、最大面積を示す発熱ピークにおけるピーク温
度が２８０℃以上である銅含有粒子と組み合わせて用いてもよい。
【００４９】
　本発明においては、耐酸化性と電極の低抵抗率の観点から、銀被覆銅粒子の全質量中の
銀含有率が１～８８質量％である銀被覆銅粒子を、電極用ペースト組成物中に７０～９４
質量％（後述する銀粒子を含む場合は、銀被覆銅粒子と銀粒子の総含有率）含むことが好
ましく、銀含有率が５質量％～７５質量％である銀被覆銅粒子を、電極用ペースト組成物
中に７４～８８質量％（後述する銀粒子を含む場合は、銀被覆銅粒子と銀粒子の総含有率
）含むことがより好ましい。
　さらに銀含有率が１～８８質量％であって、リン含有率が０．０１～８質量％である銀
被覆リン含有銅合金粒子を、電極用ペースト組成物中に７０～９４質量％（後述する銀粒
子を含む場合は、銀被覆リン含有銅合金粒子と銀粒子の総含有率）含むことが好ましく、
銀含有率が５～７５質量％であって、リン含有率が１～７．５質量％以下である銀被覆リ
ン含有銅合金粒子を、電極用ペースト組成物中に７４～８８質量％（後述する銀粒子を含
む場合は、銀被覆リン含有銅合金粒子と銀粒子の総含有率）含むことがより好ましい。
　また本発明においては、前記銀被覆銅粒子以外の導電性の粒子を組み合わせて用いても
よい。
【００５０】
－表面処理された銅粒子－
　本発明における銅含有粒子は、トリアゾール化合物、飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸、無機
金属化合物塩、有機金属化合物塩、ポリアニリン系樹脂、及び金属アルコキシドからなる
群（以下、「表面処理剤」ということがある）から選ばれる少なくとも１種で表面処理さ
れた銅粒子であることもまた好ましく、トリアゾール化合物、飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸
、及び無機金属化合物塩からなる群から選ばれる少なくとも１種で表面処理された銅粒子
であることがより好ましい。
　本発明の電極用ペースト組成物に含まれる銅含有粒子として、表面処理剤の少なくとも
１種で表面処理された銅粒子を用いることで、耐酸化性に優れ、抵抗率の低い電極を形成
することができる。さらに電極用ペースト組成物に水分が混入した場合に、表面処理され
た銅粒子を用いることで、室温における銅の酸化を抑制でき、ポットライフを向上できる
という効果を得ることができる。
　また本発明において前記表面処理剤は１種単独でも、２種以上を組み合わせて用いても
よい。
【００５１】
　本発明において、表面処理された銅粒子は、トリアゾール化合物、飽和脂肪酸、不飽和
脂肪酸、無機金属化合物塩、有機金属化合物塩、ポリアニリン系樹脂、及び金属アルコキ
シドからなる群から選ばれる少なくとも１種で表面処理されているが、必要に応じてその
他の表面処理剤を併用してもよい。
【００５２】
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　前記表面処理剤におけるトリアゾール化合物としては、例えば、ベンゾトリアゾール、
トリアゾール等が挙げられる。また、前記表面処理剤における飽和脂肪酸としては、例え
ば、エナント酸、カプリル酸、ペラルゴン酸、カプリン酸、ウンデシル酸、ラウリン酸、
トリデシル酸、ミリスチン酸、ペンタデシル酸、ステアリン酸、ノナデカン酸、アラキン
酸、ベヘン酸等が挙げられる。また、前記表面処理剤における不飽和脂肪酸としては、例
えば、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、イソクロトン酸、ウンデシレン酸、オレ
イン酸、エライジン酸、セトレイン酸、ブラシジン酸、エルカ酸、ソルビン酸、リノール
酸、リノレン酸、アラキドン酸等が挙げられる。
　また、前記表面処理剤における無機金属化合物塩としては、例えば、ケイ酸ナトリウム
、スズ酸ナトリウム、硫酸スズ、硫酸亜鉛、亜鉛酸ナトリウム、硝酸ジルコニウム、ジル
コニウム酸ナトリウム、塩化酸化ジルコニウム、硫酸チタン、塩化チタン、シュウ酸チタ
ン酸カリウム等が挙げられる。また、前記表面処理剤における有機金属化合物塩としては
、例えば、ステアリン酸鉛、酢酸鉛、テトラアルコキシジルコニウムのｐ-クミルフェニ
ル誘導体、テトラアルコキシチタニウムのｐ-クミルフェニル誘導体等が挙げられる。ま
た、前記表面処理剤における金属アルコキシドとしては、例えば、チタニウムアルコキシ
ド、ジルコニウムアルコキシド、鉛アルコキシド、シリコンアルコキシド、スズアルコキ
シド、インジウムアルコキシド等が挙げられる。
【００５３】
　その他の表面処理剤としては、例えば、ドデシルベンゼンスルホン酸等が挙げることが
できる。
　また、表面処理剤としてステアリン酸またはステアリン酸鉛を用いる場合、表面処理剤
としてステアリン酸及びステアリン酸鉛の少なくとも１種と酢酸鉛とを併用することで、
耐酸化性がより向上し、抵抗率のより低い電極を形成することができる。
【００５４】
　本発明における表面処理された銅粒子は、銅粒子の表面の少なくとも一部が、前記表面
処理剤の少なくとも１種で被覆されていればよい。表面処理された銅粒子に含まれる表面
処理剤の含有量としては、示差熱－熱重量同時測定において最大面積を示す発熱ピークの
ピーク温度が２８０℃以上となるような含有量であることが好ましい。具体的には表面処
理された銅粒子の全質量中に０．０１質量％以上とすることができる。中でも表面処理剤
の含有量は、耐酸化性と電極の低抵抗率の観点から、銅粒子の全質量中に０．０１～１０
質量％であることが好ましく、０．０５～８質量％であることがより好ましい。
【００５５】
　前記表面処理された銅粒子を構成する銅は、他の原子を含んでいてもよい。他の原子と
しては、例えば、Ｓｂ、Ｓｉ、Ｋ、Ｎａ、Ｌｉ、Ｂａ、Ｓｒ、Ｃａ、Ｍｇ、Ｂｅ、Ｚｎ、
Ｐｂ、Ｃｄ、Ｔｌ、Ｖ、Ｓｎ、Ａｌ、Ｚｒ、Ｗ、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｃｏ、Ｎｉ、及びＡｕ等を
挙げることができる。中でも、耐酸化性、融点等の特性調整の観点から、Ａｌを含むこと
が好ましい。
　また前記表面処理された銅粒子に含まれる他の原子の含有率は、例えば、前記表面処理
された銅粒子中に３質量％以下とすることができ、耐酸化性と低抵抗率の観点から、１質
量％以下であることが好ましい。
【００５６】
　また前記表面処理された銅粒子は、既述のリン含有銅合金を表面処理したものであるこ
ともまた好ましい。これにより耐酸化性がより向上し、形成される電極の抵抗率がより低
下する。
　表面処理された銅粒子におけるリン含有銅合金の詳細については、既述のリン含有銅合
金と同義であり、好ましい態様も同様である。
【００５７】
　また前記表面処理された銅粒子の粒子径としては特に制限はないが、積算した重量が５
０％の場合における粒子径（以下、「Ｄ５０％」と略記することがある）として、０．４
μｍ～１０μｍであることが好ましく、１μｍ～７μｍであることがより好ましい。０．
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４μｍ以上とすることでより効果的に耐酸化性が向上する。また１０μｍ以下であること
で電極中における前記表面処理された銅粒子どうしの接触面積が大きくなり、抵抗率がよ
り効果的に低下する。
　また前記表面処理された銅粒子の形状としては特に制限はなく、略球状、扁平状、ブロ
ック状、板状、及び鱗片状等のいずれであってもよい。前記表面処理された銅粒子の形状
は、耐酸化性と低抵抗率の観点から、略球状、扁平状、または板状であることが好ましい
。
【００５８】
　表面処理剤を用いた銅粒子の表面処理方法としては、用いる表面処理剤に応じて適宜選
択することができる。例えば、表面処理剤を溶解可能な溶媒に表面処理剤を溶解した表面
処理溶液を調製し、これに銅粒子を浸漬・乾燥することで、銅粒子の表面の少なくとも一
部を該表面処理剤で被覆することができる。
【００５９】
　前記表面処理剤を溶解可能な溶媒は、表面処理剤に応じて適宜選択することができる。
例えば、水、メタノール、エタノール、イソプロパノール等のアルコール系溶剤、エチレ
ングリコールモノエチルエーテル等のグリコール系溶剤、ジエチレングリコールモノブチ
ルエーテル等のカルビトール系溶剤、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテー
ト等のカルビトールアセテート系溶剤等を挙げることができる。
　具体的には、例えば、表面処理剤としてベンゾトリアゾール、トリアゾール、ドデシル
ベンゼンスルホン酸を用いる場合、アルコール系溶剤を用いて表面処理溶液を調製し、銅
粒子を表面処理することができる。
　また表面処理剤としてステアリン酸またはステアリン酸鉛を用いる場合、アルコール系
溶剤を用いて表面処理溶液を調製することができる。
【００６０】
　表面処理溶液における表面処理剤の濃度は、用いる表面処理剤の種類や所望の表面処理
量に応じて適宜選択することができる。例えば、１～９０質量％とすることができ、２～
８５質量％であることが好ましい。
【００６１】
　本発明の電極用ペースト組成物に含まれる前記表面処理された銅粒子の含有率、また後
述する銀粒子を含む場合の表面処理された銅粒子と銀粒子の総含有率としては、例えば、
７０～９４質量％とすることができ、耐酸化性と低抵抗率の観点から、７２～９０質量％
であることが好ましく、７４～８８質量％であることがより好ましい。
　また本発明において前記表面処理された銅粒子は１種単独でも、２種以上を組み合わせ
て用いてもよい。また、表面処理された銅粒子以外であって、最大面積を示す発熱ピーク
におけるピーク温度が２８０℃以上である銅含有粒子と組み合わせて用いてもよい。
【００６２】
　本発明においては、耐酸化性と電極の低抵抗率の観点から、トリアゾール化合物、飽和
脂肪酸、不飽和脂肪酸、無機金属化合物塩、有機金属化合物塩、ポリアニリン系樹脂、及
び金属アルコキシドからなる群から選ばれる少なくとも１種が０．０１～１０質量％含ま
れるように表面処理された銅粒子を、電極用ペースト組成物中に７０～９４質量％（後述
する銀粒子を含む場合は、表面処理された銅粒子と銀粒子の総含有率）含むことが好まし
く、トリアゾール化合物、飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸及び無機金属化合物塩からなる群か
ら選ばれる少なくとも１種が０．０５～８質量％含まれるように表面処理された銅粒子を
、電極用ペースト組成物中に７４～８８質量％（後述する銀粒子を含む場合は、表面処理
された銅粒子と銀粒子の総含有率）含むことがより好ましい。
　さらにトリアゾール化合物、飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸、無機金属化合物塩、有機金属
化合物塩、ポリアニリン系樹脂、及び金属アルコキシドからなる群から選ばれる少なくと
も１種が０．０１～１０質量％含まれるように表面処理され、リン含有率が８質量％以下
である表面処理されたリン含有銅合金粒子を、電極用ペースト組成物中に７０～９４質量
％（後述する銀粒子を含む場合は、表面処理されたリン含有銅合金粒子と銀粒子の総含有
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率）含むことが好ましく、トリアゾール化合物、飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸及び無機金属
化合物塩からなる群から選ばれる少なくとも１種が０．０５～８質量％含まれるように表
面処理され、リン含有率が１～７．５質量％以下である表面処理されたリン含有銅合金粒
子を、電極用ペースト組成物中に７４～８８質量％（後述する銀粒子を含む場合は、表面
処理されたリン含有銅合金粒子と銀粒子の総含有率）含むことがより好ましい。
　また、本発明において前記表面処理された銅粒子以外の導電性の粒子を組み合わせて用
いてもよい。
【００６３】
（ガラス粒子）
　本発明の電極用ペースト組成物は、ガラス粒子の少なくとも１種を含む。電極用ペース
ト組成物がガラス粒子を含むことにより、電極形成温度において、いわゆるファイアース
ルーによって反射防止膜である窒化ケイ素膜が取り除かれ、電極とシリコン基板とのオー
ミックコンタクトが形成される。
【００６４】
　前記ガラス粒子は、電極形成温度で軟化・溶融し、接触した窒化ケイ素膜を酸化し、酸
化された二酸化ケイ素を取り込むことで、反射防止膜を除去可能なものであれば、当該技
術分野において通常用いられるガラス粒子を特に制限なく用いることができる。
　本発明においては、耐酸化性と電極の低抵抗率の観点から、ガラス軟化点が６００℃以
下であって、結晶化開始温度が６００℃を超えるガラスを含むガラス粒子であることが好
ましい。尚、前記ガラス軟化点は、熱機械分析装置（ＴＭＡ）を用いて通常の方法によっ
て測定され、また前記結晶化開始温度は、示差熱－熱重量分析装置（ＴＧ－ＤＴＡ）を用
いて通常の方法によって測定される。
【００６５】
　一般に電極用ペースト組成物に含まれるガラス粒子は、二酸化ケイ素を効率よく取り込
み可能であることから鉛を含むガラスから構成される。このような鉛を含むガラスとして
は、例えば、特許第０３０５００６４号公報等に記載のものを挙げることができ、本発明
においてもこれらを好適に使用することができる。
　また本発明においては、環境に対する影響を考慮すると、鉛を実質的に含まない鉛フリ
ーガラスを用いることが好ましい。鉛フリーガラスとしては、例えば、特開２００６－３
１３７４４号公報の段落番号００２４～００２５に記載の鉛フリーガラスや、特開２００
９－１８８２８１号公報等に記載の鉛フリーガラスを挙げることができ、これらの鉛フリ
ーガラスから適宜選択して本発明に適用することもまた好ましい。
【００６６】
　また前記ガラス粒子は、低接触抵抗率の観点から、五酸化二リンを含むガラス（リン酸
ガラス、Ｐ２Ｏ５系ガラス）からなることが好ましく、五酸化二リンに加えて五酸化二バ
ナジウムを更に含むガラス（Ｐ２Ｏ５－Ｖ２Ｏ５系ガラス）からなることがより好ましい
。五酸化二バナジウムを更に含むことで、耐酸化性がより向上し、電極の抵抗率がより低
下する。これは、例えば、五酸化二バナジウムを更に含むことでガラスの軟化点が低下す
ることに起因すると考えることができる。
【００６７】
　前記ガラス粒子が、五酸化二リン－五酸化二バナジウム系ガラス（Ｐ２Ｏ５－Ｖ２Ｏ５

系ガラス）からなる場合、五酸化二バナジムの含有率としては、ガラスの全質量中に１質
量％以上であることが好ましく、１～７０質量％であることがより好ましい。
【００６８】
　また前記五酸化二リン－五酸化二バナジウム系ガラスは、必要に応じてその他の成分を
更に含むことができる。その他の成分としては酸化バリウム（ＢａＯ）、二酸化マンガン
（ＭｎＯ２）、酸化ナトリウム（Ｎａ２Ｏ）、酸化カリウム（Ｋ２Ｏ）、二酸化ジルコニ
ウム（ＺｒＯ２）、三酸化タングステン（ＷＯ３）、酸化テルル（ＴｅＯ）、三酸化モリ
ブデン（ＭｏＯ３）、三酸化二アンチモン（Ｓｂ２Ｏ３）等を挙げることができる。その
他の成分を更に含むことで、窒化ケイ素に由来する二酸化ケイ素を、より効率よく取り込
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むことができる。また軟化・溶解温度をより低下させることができる。さらに銅含有粒子
や必要に応じて含まれる銀粒子との反応を抑制することができる。
【００６９】
　前記ガラス粒子は、五酸化二バナジウムを含まないガラス粒子であることもまた好まし
い。五酸化二バナジウムを含まないことで、電極用ペースト組成物を加熱した際のガラス
粒子の急激な軟化を抑えることができ、より均質な電極を形成することができる。
　五酸化二バナジウムを含まないガラス粒子を構成するガラス成分物質としては、二酸化
ケイ素（ＳｉＯ２）、酸化リン（Ｐ２Ｏ５）、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、酸化ホ
ウ素（Ｂ２Ｏ３）、酸化カリウム（Ｋ２Ｏ）、酸化ナトリウム（Ｎａ２Ｏ）、酸化リチウ
ム（Ｌｉ２Ｏ）、酸化バリウム（ＢａＯ）、酸化ストロンチウム（ＳｒＯ）、酸化カルシ
ウム（ＣａＯ）、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）、酸化ベリリウム（ＢｅＯ）、酸化亜鉛（
ＺｎＯ）、酸化鉛（ＰｂＯ）、酸化カドミウム（ＣｄＯ）、酸化スズ（ＳｎＯ）、酸化ジ
ルコニウム（ＺｒＯ２）、酸化タングステン（ＷＯ３）、酸化モリブデン（ＭｏＯ３）、
酸化ランタン（Ｌａ２Ｏ３）、酸価ニオブ（Ｎｂ２Ｏ５）、酸化タンタル（Ｔａ２Ｏ５）
、酸化イットリウム（Ｙ２Ｏ３）、酸化チタン（ＴｉＯ２）、酸化ゲルマニウム（ＧｅＯ
２）、酸化テルル（ＴｅＯ２）及び（Ｌｕ２Ｏ３）等が挙げられる。中でも、ＳｉＯ２、
Ｐ２Ｏ５、Ａｌ２Ｏ３、Ｂ２Ｏ３、Ｋ２Ｏ、Ｎａ２Ｏ、Ｌｉ２Ｏ、ＢａＯ、ＳｒＯ、Ｃａ
Ｏ、ＭｇＯ、ＢｅＯ、ＺｎＯ、ＰｂＯ、ＣｄＯ、ＳｎＯ、ＺｒＯ２、ＷＯ３、及びＭｏＯ

３から選択される少なくとも１種を用いることが好ましく、ＳｉＯ２、Ｐ２Ｏ５、Ａｌ２

Ｏ３、Ｂ２Ｏ３、ＺｎＯ、及びＰｂＯから選択される少なくとも１種を用いることがより
好ましい。
【００７０】
　前記ガラス粒子の含有率としては、電極用ペースト組成物の全質量中に０．１～１０質
量％であることが好ましく、０．５～８質量％であることがより好ましく、１～７質量％
であることがさらに好ましい。かかる範囲の含有率でガラス粒子を含むことにより、より
効果的に耐酸化性、電極の低抵抗率及び低接触抵抗が達成される。
【００７１】
　本発明においては、ガラス粒子として、Ｐ２Ｏ５－Ｖ２Ｏ５系ガラスからなるガラス粒
子を０．１～１０質量％含むことが好ましく、Ｖ２Ｏ５の含有量が１質量％以上であるＰ

２Ｏ５－Ｖ２Ｏ５系ガラスからなるガラス粒子を０．５～８質量％含むことがより好まし
く、Ｖ２Ｏ５の含有量が１質量％以上であるＰ２Ｏ５－Ｖ２Ｏ５系ガラスからなるガラス
粒子を１～７質量％含むことがさらに好ましい。
　またガラス粒子として、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、Ｂ２Ｏ３、Ｋ２Ｏ、Ｎａ２Ｏ、Ｌｉ２

Ｏ、ＢａＯ、ＳｒＯ、ＣａＯ、ＭｇＯ、ＢｅＯ、ＺｎＯ、ＰｂＯ、ＣｄＯ、ＳｎＯ、Ｚｒ
Ｏ２、ＷＯ３、及びＭｏＯ３から選択される少なくとも１種からなるガラス粒子を０．１
～１０質量％含むこともまた好ましく、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、Ｂ２Ｏ３、ＺｎＯ、及び
ＰｂＯから選択される少なくとも１種からなるガラス粒子を１～７質量％含むことがさら
に好ましい。
【００７２】
（溶剤及び樹脂）
　本発明の電極用ペースト組成物は、溶剤の少なくとも１種と樹脂の少なくとも１種とを
含む。これにより本発明の電極用ペースト組成物の液物性（例えば、粘度、表面張力等）
を、シリコン基板に付与する際の付与方法に応じて必要とされる液物性に調整することが
できる。
【００７３】
　前記溶剤としては特に制限はない。例えば、ヘキサン、シクロヘキサン、トルエンなど
の炭化水素系溶剤；ジクロロエチレン、ジクロロエタン、ジクロロベンゼンなどの塩素化
炭化水素系剤；テトラヒドロフラン、フラン、テトラヒドロピラン、ピラン、ジオキサン
、１，３－ジオキソラン、トリオキサンなどの環状エーテル系溶剤；Ｎ，Ｎ－ジメチルホ
ルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド系溶剤；ジメチルスルホキシド
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、ジエチルスルホキシドなどのスルホキシド系溶剤；アセトン、メチルエチルケトン、ジ
エチルケトン、シクロヘキサノンなどのケトン系溶剤；エタノール、２－プロパノール、
１－ブタノール、ジアセトンアルコールなどのアルコール系化合物；２，２，４－トリメ
チル－１，３－ペンタンジオールモノアセテート、２，２，４－トリメチル－１，３－ペ
ンタンジオールモノプロピオレート、２，２，４－トリメチル－１，３－ペンタンジオー
ルモノブチレート、２，２，４－トリメチル－１，３－ペンタンジオールモノイソブチレ
ート、２，２，４－トリエチル－１，３－ペンタンジオールモノアセテート、エチレング
リコールモノブチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセ
テートなどの多価アルコールのエステル系溶剤；ブチルセロソルブ、ジエチレングリコー
ルジエチルエーテルなとの多価アルコールのエーテル系溶剤；α－テルピネン、α－テル
ピネオール、ミルセン、アロオシメン、リモネン、ジペンテン、α－ピネン、β－ピネン
、ターピネオール、カルボン、オシメン、フェランドレンなどのテルペン系溶剤、及びこ
れらの混合物が挙げられる。
【００７４】
　本発明における前記溶剤としては、電極用ペースト組成物をシリコン基板に形成する際
の塗布性、印刷性の観点から、多価アルコールのエステル系溶剤、テルペン系溶剤、及び
多価アルコールのエーテル系溶剤から選ばれる少なくとも１種であることが好ましく、多
価アルコールのエステル系溶剤及びテルペン系溶剤から選ばれる少なくとも１種であるこ
とがより好ましい。
　本発明において前記溶剤は１種単独でも、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００７５】
　また前記樹脂としては焼成によって熱分解されうる樹脂であれば、当該技術分野におい
て通常用いられる樹脂を特に制限なく用いることができる。具体的には例えば、メチルセ
ルロース、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ニトロセルロースなどのセ
ルロース系樹脂；ポリビニルアルコール類；ポリビニルピロリドン類；アクリル樹脂；酢
酸ビニル－アクリル酸エステル共重合体；ポリビニルブチラール等のブチラール樹脂；フ
ェノール変性アルキド樹脂、ひまし油脂肪酸変性アルキド樹脂のようなアルキド樹脂；エ
ポキシ樹脂；フェノール樹脂；ロジンエステル樹脂等を挙げることができる。
【００７６】
　本発明における前記樹脂としては、焼成時における消失性の観点から、セルロース系樹
脂、及びアクリル樹脂から選ばれる少なくとも１種であることが好ましく、セルロース系
樹脂から選ばれる少なくとも１種であることがより好ましい。
　本発明において前記樹脂は１種単独でも、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００７７】
　本発明の電極用ペースト組成物において、前記溶剤と前記樹脂の含有量は、所望の液物
性と使用する溶剤及び樹脂の種類に応じて適宜選択することができる。例えば、溶剤と樹
脂の総含有量が、電極用ペースト組成物の全質量中に３質量％以上２９．９質量％以下で
あることが好ましく、５質量％以上２５質量％以下であることがより好ましく、７質量％
以上２０質量％以下であることがさらに好ましい。
　溶剤と樹脂の総含有量が前記範囲内であることにより、電極用ペースト組成物をシリコ
ン基板に付与する際の付与適性が良好になり、所望の幅及び高さを有する電極をより容易
に形成することができる。
【００７８】
（銀粒子）
　本発明の電極用ペースト組成物は、銀粒子の少なくとも１種を更に含むことが好ましい
。銀粒子を含むことで耐酸化性がより向上し、電極としての抵抗率がより低下する。さら
に太陽電池モジュールとした場合のはんだ接続性が向上するという効果も得られる。この
ことは例えば、以下のように考えることができる。
【００７９】
　一般に電極形成温度領域である６００℃から９００℃の温度領域では、銅中への銀の少
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量の固溶、及び銀中への銅の少量の固溶が生じ、銅と銀との界面に銅－銀固溶体の層（固
溶領域）が形成される。銅含有粒子と銀粒子の混合物を高温に加熱後、室温へゆっくりと
冷却した場合、固溶領域は生じないと考えられるが、電極形成時には高温域から常温に数
秒で冷却されることから、高温での固溶体の層は、非平衡な固溶体相または銅と銀の共晶
組織として銀粒子及び銅含有粒子の表面を覆うと考えられる。このような銅－銀固溶体層
は、電極形成温度における銅含有粒子の耐酸化性に寄与すると考えることができる。
【００８０】
　また銅－銀固溶体層は、３００℃から５００℃以上の温度で形成され始める。従って、
示差熱－熱重量同時測定において最大面積を示す発熱ピークのピーク温度が２８０℃以上
である銅含有粒子に、銀粒子を併用することで、より効果的に銅含有粒子の耐酸化性を向
上することができ、形成される電極の抵抗率がより低下すると考えることができる。
【００８１】
　前記銀粒子を構成する銀は、不可避的に混入する他の原子を含んでいてもよい。不可避
的に混入する他の原子としては、例えば、Ｓｂ、Ｓｉ、Ｋ、Ｎａ、Ｌｉ、Ｂａ、Ｓｒ、Ｃ
ａ、Ｍｇ、Ｂｅ、Ｚｎ、Ｐｂ、Ｃｄ、Ｔｌ、Ｖ、Ｓｎ、Ａｌ、Ｚｒ、Ｗ、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｃ
ｏ、Ｎｉ、及びＡｕ等を挙げることができる。
【００８２】
　本発明における銀粒子の粒子径としては特に制限はないが、積算した重量が５０％であ
る場合における粒子径（Ｄ５０％）が、０．４μｍ以上１０μｍ以下であることが好まし
く、１μｍ以上７μｍ以下であることがより好ましい。０．４μｍ以上とすることでより
効果的に耐酸化性が向上する。また１０μｍ以下であることで電極中における銀粒子及び
銅含有粒子等の金属粒子どうしの接触面積が大きくなり、抵抗率がより効果的に低下する
。
【００８３】
　本発明の電極用ペースト組成物において、前記銅含有粒子の粒子径（Ｄ５０％）と前記
銀粒子の粒子径（Ｄ５０％）の関係としては特に制限はないが、いずれか一方の粒子径（
Ｄ５０％）が他方の粒子径（Ｄ５０％）よりも小さいことが好ましく、いずれか一方の粒
子径に対する他方の粒子径の比が１～１０であることがより好ましい。これにより、電極
の抵抗率がより効果的に低下する。これは例えば、電極内における銅含有粒子及び銀粒子
等の金属粒子どうしの接触面積が大きくなることに起因すると考えることができる。
【００８４】
　また本発明の電極用ペースト組成物における銀粒子の含有率としては、耐酸化性と電極
の低抵抗率の観点から、電極用ペースト組成物中に８．４～８５．５質量％であることが
好ましく、８．９～８０．１質量％であることがより好ましい。
　さらに本発明においては、耐酸化性と電極の低抵抗率の観点から、前記銅含有粒子と前
記銀粒子の総量を１００質量％としたときの銅含有粒子の含有率が９～８８質量％となる
ことが好ましく、１７～７７質量％となることがより好ましい。
　前記銅含有粒子の含有率が９質量％以上となることで、例えば、前記ガラス粒子が五酸
化二バナジウムを含む場合に銀とバナジウムとの反応が抑制され、電極の体積抵抗がより
低下する。また、太陽電池としたときのエネルギー変換効率向上を目的とした電極形成シ
リコン基板のフッ酸水溶液処理において、電極材の耐フッ酸水溶液性（フッ酸水溶液によ
って電極材がシリコン基板から剥離しない性質）が向上する。
　また前記銅含有粒子の含有率が８８質量％以下となることで、銅含有粒子に含まれる銅
がシリコン基板と接触することがより抑制され、電極の接触抵抗がより低下する。
【００８５】
　また本発明の電極用ペースト組成物においては、耐酸化性、電極の低抵抗率、シリコン
基板への塗布性の観点から、前記銅含有粒子及び前記銀粒子の総含有量が７０質量％以上
９４質量％以下であることが好ましく、７４質量％以上８８質量％以下であることがより
好ましい。前記銅含有粒子及び前記銀粒子の総含有量が７０質量％以上であることで、電
極用ペースト組成物を付与する際に好適な粘度を容易に達成することができる。また前記
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銅含有粒子及び前記銀粒子の総含有量が９４質量％以下であることで、電極用ペースト組
成物を付与する際のかすれの発生をより効果的に抑制することができる。
【００８６】
　さらに本発明の電極用ペースト組成物においては、耐酸化性と電極の低抵抗率の観点か
ら、前記銅含有粒子及び前記銀粒子の総含有率が７０質量％以上９４質量％以下であって
、前記ガラス粒子の含有率が０．１質量％以上１０質量％以下であって、前記溶剤及び前
記樹脂の総含有率が３質量％以上２９．９質量％以下であることが好ましく、前記銅含有
粒子及び前記銀粒子の総含有率が７４質量％以上８８質量％以下であって、前記ガラス粒
子の含有率が０．５質量％以上８質量％以下であって、前記溶剤及び前記樹脂の総含有率
が７質量％以上２０質量％以下であることがより好ましく、前記銅含有粒子及び前記銀粒
子の総含有率が７４質量％以上８８質量％以下であって、前記ガラス粒子の含有率が１質
量％以上７質量％以下であって、前記溶剤及び前記樹脂の総含有率が７質量％以上２０質
量％以下であることがさらに好ましい。
【００８７】
（リン含有化合物）
　前記電極用ペースト組成物は、リン含有化合物の少なくとも１種を更に含むことが好ま
しい。これにより、より効果的に耐酸化性が向上し、電極の抵抗率がより低下する。さら
にシリコン基板において、リン含有化合物中の元素がｎ型ドーパントとして拡散し、太陽
電池としたときに発電効率がさらに向上するという効果も得られる。
　前記リン含有化合物としては、耐酸化性と電極の低抵抗率の観点から、分子内における
リン原子の含有率が大きい化合物であって、２００℃程度の温度条件で蒸発や分解を起こ
さない化合物であることが好ましい。
【００８８】
　前記リン含有化合物として具体的には、リン酸などのリン系無機酸、リン酸アンモニウ
ムなどのリン酸塩、リン酸アルキルエステル及びリン酸アリールエステル等のリン酸エス
テル、ヘキサフェノキシホスファゼン等の環状ホスファゼン、ならびにこれらの誘導体を
挙げることができる。
　本発明におけるリン含有化合物は、耐酸化性と電極の低抵抗率の観点から、リン酸、リ
ン酸アンモニウム、リン酸エステル、及び環状ホスファゼンからなる群から選ばれる少な
くとも１種であることが好ましく、リン酸エステル、及び環状ホスファゼンからなる群か
ら選ばれる少なくとも１種であることがより好ましい。
【００８９】
　本発明における前記リン含有化合物の含有量としては、耐酸化性と電極の低抵抗率の観
点から、電極用ペースト組成物の全質量中に０．５～１０質量％であることが好ましく、
１～７質量％であることがより好ましい。
　さらに本発明においては、リン含有化合物としてリン酸、リン酸アンモニウム、リン酸
エステル、及び環状ホスファゼンからなる群から選ばれる少なくとも１種を、電極用ペー
スト組成物の全質量中に０．５～１０質量％含むことが好ましく、リン酸エステル及び環
状ホスファゼンからなる群から選ばれる少なくとも１種を、電極用ペースト組成物の全質
量中に１～７質量％含むことがより好ましい。
【００９０】
　さらに本発明の電極用ペースト組成物がリン含有化合物を含む場合、耐酸化性と電極の
低抵抗率の観点から、前記銅含有粒子及び前記銀粒子の総含有率が７０質量％以上９４質
量％以下であって、前記ガラス粒子の含有率が０．１質量％以上１０質量％以下であって
、前記溶剤、前記樹脂及び前記リン含有化合物の総含有率が３質量％以上２９．９質量％
以下であることが好ましく、前記銅含有粒子及び前記銀粒子の総含有率が７４質量％以上
８８質量％以下であって、前記ガラス粒子の含有率が０．５質量％以上８質量％以下であ
って、前記溶剤、前記樹脂及び前記リン含有化合物の総含有率が７質量％以上２０質量％
以下であることがより好ましく、前記銅含有粒子及び前記銀粒子の総含有率が７４質量％
以上８８質量％以下であって、前記ガラス粒子の含有率が１質量％以上７質量％以下であ
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って、前記溶剤、前記樹脂及び前記リン含有化合物の総含有率が７質量％以上２０質量％
以下であることがさらに好ましい。
【００９１】
（フラックス）
　電極用ペースト組成物は、フラックスの少なくとも１種をさらに含むことができる。フ
ラックスを含むことで耐酸化性がより向上し、形成される電極の抵抗率がより低下する。
さらに電極材とシリコン基板の密着性が向上するという効果も得られる。
【００９２】
　本発明におけるフラックスとしては、銅含有粒子の表面に形成された酸化膜を除去可能
なものであれば特に制限はない。具体的には例えば、脂肪酸、ホウ酸化合物、フッ化化合
物、及びホウフッ化化合物等を好ましいフラックスとして挙げることができる。
【００９３】
　より具体的には、ラウリン酸、ミリスチン酸、バルミチン酸、ステアリン酸、ソルビン
酸、スレアロール酸、酸化ホウ素、ホウ酸カリウム、ホウ酸ナトリウム、ホウ酸リチウム
、ホウフッ化カリウム、ホウフッ化ナトリウム、ホウフッ化リチウム、酸性フッ化カリウ
ム、酸性フッ化ナトリウム、酸性フッ化リチウム、フッ化カリウム、フッ化ナトリウム、
フッ化リチウム等が挙げられる。
　中でも、電極材焼成時の耐熱性（フラックスが焼成の低温時に揮発しない特性）及び銅
含有粒子の耐酸化性補完の観点から、ホウ酸カリウム及びホウフッ化カリウムが特に好ま
しいフラックスとして挙げられる。
　本発明においてこれらのフラックスは、それぞれ１種単独で使用してもよく、２種類以
上を組み合わせて使用することもできる。
【００９４】
　また本発明の電極用ペースト組成物におけるフラックスの含有量としては、銅含有粒子
の耐酸化性を効果的に発現させる観点及び電極材の焼成完了時にフラックスが除去された
部分の空隙率低減の観点から、電極用ペースト組成物の全質量中に、０．１～５質量％で
あることが好ましく、０．３～４質量％であることがより好ましく、０．５～３．５質量
％であることがさらに好ましく、０．７～３質量％であることが特に好ましく、１～２．
５質量％であることが極めて好ましい。
【００９５】
（その他の成分）
　さらに本発明の電極用ペースト組成物は、上述した成分に加え、必要に応じて、当該技
術分野で通常用いられるその他の成分をさらに含むことができる。その他の成分としては
、例えば、可塑剤、分散剤、界面活性剤、無機結合剤、金属酸化物、セラミック、有機金
属化合物等を挙げることができる。
【００９６】
　本発明の電極用ペースト組成物の製造方法としては特に制限はない。前記銅含有粒子、
ガラス粒子、溶剤、樹脂、及び必要に応じて含まれる銀粒子等を、通常用いられる分散・
混合方法を用いて、分散・混合することで製造することができる。
【００９７】
＜電極用ペースト組成物を用いた電極の製造方法＞
　本発明の電極用ペースト組成物を用いて電極を製造する方法としては、前記電極用ペー
スト組成物を電極を形成する領域に付与し、乾燥後に、焼成することで所望の領域に電極
を形成することができる。前記電極用ペースト組成物を用いることで、酸素の存在下（例
えば、大気中）で焼成処理を行っても、抵抗率の低い電極を形成することができる。
　具体的には例えば、前記電極用ペースト組成物を用いて太陽電池用電極を形成する場合
、電極用ペースト組成物はシリコン基板上に所望の形状となるように付与され、乾燥後に
、焼成されることで、抵抗率の低い太陽電池電極を所望の形状に形成することができる。
また前記電極用ペースト組成物を用いることで、酸素の存在下（例えば、大気中）で焼成
処理を行っても、抵抗率の低い電極を形成することができる。
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　電極用ペースト組成物をシリコン基板上に付与する方法としては、例えば、スクリーン
印刷、インクジェット法、ディスペンサー法等を挙げることができるが、生産性の観点か
ら、スクリーン印刷による塗布であることが好ましい。
【００９８】
　本発明の電極用ペースト組成物をスクリーン印刷によって塗布する場合、８０～１００
０Ｐａ・ｓの範囲の粘度を有することが好ましい。尚、電極用ペースト組成物の粘度は、
ブルックフィールドＨＢＴ粘度計を用いて２５℃で測定される。
【００９９】
　前記電極用ペースト組成物の付与量は、形成する電極の大きさに応じて適宜選択するこ
とができる。例えば、電極用ペースト組成物付与量として２～１０ｇ／ｍ２とすることが
でき、４～８ｇ／ｍ２であることが好ましい。
【０１００】
　また本発明の電極用ペースト組成物を用いて電極を形成する際の熱処理条件（焼成条件
）としては、当該技術分野で通常用いられる熱処理条件を適用することができる。
　一般に、熱処理温度（焼成温度）としては８００～９００℃であるが、本発明の電極用
ペースト組成物を用いる場合には、より低温での熱処理条件を適用することができ、例え
ば、６００～８５０℃の熱処理温度で良好な特性を有する電極を形成することができる。
　また熱処理時間は、熱処理温度等に応じて適宜選択することができ、例えば、１秒～２
０秒とすることができる。
【０１０１】
＜太陽電池＞
　本発明の太陽電池は、シリコン基板上に付与された前記電極用ペースト組成物を、焼成
して形成された電極を有する。これにより、良好な特性を有する太陽電池が得られ、該太
陽電池の生産性に優れる。
【０１０２】
　以下、本発明の太陽電池の具体例を、図面を参照しながら説明するが、本発明はこれに
限定されるものではない。
　代表的な太陽電池素子の一例を示す断面図、受光面及び裏面の概要を図１、図２及び図
３に示す。
　通常、太陽電池素子の半導体基板１３０には、単結晶または多結晶Ｓｉなどが使用され
る。この半導体基板１３０には、ホウ素などが含有され、ｐ型半導体を構成している。受
光面側は、太陽光の反射を抑制するために、エッチングにより凹凸（テクスチャー、図示
せず）が形成されている。その受光面側にはリンなどがドーピングされ、ｎ型半導体の拡
散層１３１がサブミクロンオーダーの厚みで設けられているとともに、ｐ型バルク部分と
の境界にｐｎ接合部が形成されている。さらに受光面側には、拡散層１３１上に窒化シリ
コンなどの反射防止層１３２が蒸着法などによって膜厚１００ｎｍ前後で設けられている
。
【０１０３】
　次に受光面側に設けられた受光面電極１３３と、裏面に形成される集電電極１３４及び
出力取出し電極１３５について説明する。受光面電極１３３と出力取出し電極１３５は、
前記電極用ペースト組成物から形成されている。また集電電極１３４はガラス粉末を含む
アルミニウム電極ペースト組成物から形成されている。これらの電極は、前記ペースト組
成物をスクリーン印刷等にて所望のパターンに塗布した後、乾燥後に、大気中６００～８
５０℃程度で焼成されて形成される。
　本発明においては前記電極用ペースト組成物を用いることで、比較的低温で焼成しても
、抵抗率及び接触抵抗率に優れる電極を形成することができる。
【０１０４】
　その際に、受光面側では、受光面電極１３３を形成する前記電極用ペースト組成物に含
まれるガラス粒子と、反射防止層１３２とが反応（ファイアースルー）して、受光面電極
１３３と拡散層１３１が電気的に接続（オーミックコンタクト）される。
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　本発明においては、前記電極用ペースト組成物を用いて受光面電極１３３が形成される
ことで、導電性金属として銅を含みながら、銅の酸化が抑制され、低抵抗率の受光面電極
１３３が、良好な生産性で形成される。
【０１０５】
　また、裏面側では、焼成の際に集電電極１３４を形成するアルミニウム電極ペースト組
成物中のアルミニウムが半導体基板１３０の裏面に拡散して、電極成分拡散層１３６を形
成することによって、半導体基板１３０と集電電極１３４、出力取出し電極１３５との間
にオーミックコンタクトを得ることができる。
【０１０６】
　また本発明の別の態様である太陽電池素子の一例である受光面及びＡＡ断面構造の斜視
図（ａ）、ならびに裏面側電極構造の平面図（ｂ）を図４に示す。
　図４（ａ）の斜視図に示すようにp型半導体のシリコン基板からなるセルウェハ１には
、レーザドリルまたはエッチング等によって、受光面側及び裏面側の両面を貫通したスル
ーホールが形成されている。また受光面側には光入射効率を向上させるテクスチャー（図
示せず）が形成されている。さらに受光面側にはｎ型化拡散処理によるｎ型半導体層３と
、ｎ型半導体層３上に反射防止膜（図示せず）が形成されている。これらは従来の結晶Ｓ
ｉ型太陽電池セルと同一の工程により製造される。
【０１０７】
　次に、先に形成されたスルーホール内部に、本発明の電極用ペースト組成物が印刷法や
インクジェット法により充填され、さらに受光面側には同じく本発明の電極用ペースト組
成物がグリッド状に印刷され、スルーホール電極４及び集電用グリッド電極２を形成する
組成物層が形成される。
　ここで、充填用と印刷用に用いるペーストでは、粘度を始めとして、それぞれのプロセ
スに最適な組成のペーストを使用するのが望ましいが、同じ組成のペーストで充填、印刷
を一括で行ってもよい。
【０１０８】
　一方、受光面の反対側（裏面側）には、キャリア再結合を防止するための高濃度ドープ
層５が形成される。ここで高濃度ドープ層５を形成する不純物元素として、ボロン（Ｂ）
やアルミニウム（Ａｌ）が用いられ、ｐ＋層が形成されている。この高濃度ドープ層５は
、例えばＢを拡散源とした熱拡散処理が、前記反射防止膜形成前のセル製造工程において
実施されることで形成されていてもよく、あるいは、Ａｌを用いる場合には、前記印刷工
程において、反対面側にＡｌペーストを印刷することで形成されていてもよい。
【０１０９】
　その後、６５０から８５０℃において焼成され、前記スルーホール内部と受光面側に形
成された反射防止膜上に充填、印刷された前記電極用ペースト組成物は、ファイアースル
ー効果により、下部ｎ型層とのオーミックコンタクトが達成される。
【０１１０】
　また反対面側には、図４（ｂ）の平面図で示すように、本発明による電極用ペースト組
成物をそれぞれｎ側、ｐ側共にストライプ上に印刷、焼成することによって、裏面電極６
、７が形成されている。
【０１１１】
　本発明においては、前記電極用ペースト組成物を用いて、スルーホール電極４、集電用
グリッド電極２、裏面電極６及び裏面電極７が形成されることで、導電性金属として銅を
含みながら、銅の酸化が抑制され、低抵抗率のスルーホール電極４、集電用グリッド電極
２、裏面電極６及び裏面電極７が、優れた生産性で形成される。
　なお、本発明の電極用ペースト組成物は、上記したような太陽電池電極の用途に限定さ
れるものではなく、例えば、プラズマディスプレイの電極配線及びシールド配線、セラミ
ックスコンデンサ、アンテナ回路、各種センサー回路、半導体デバイスの放熱材料等の用
途にも好適に使用することができる。
【実施例】



(18) JP 5633285 B2 2014.12.3

10

20

30

40

50

【０１１２】
　以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定され
るものではない。尚、特に断りのない限り、「部」及び「％」は質量基準である。
【０１１３】
＜実施例１＞
（ａ）電極用ペースト組成物の調製
　１質量％のリンを含むリン含有銅合金を調製し、これを溶解して水アトマイズ法により
粉末化した後、乾燥、分級した。分級した粉末をブレンドして、脱酸素・脱水分処理し、
１質量％のリンを含むリン含有銅合金粒子を作製した。尚、リン含有銅合金粒子の粒子径
（Ｄ５０％）は１．５μｍであった。
　また、示差熱－熱重量同時測定（ＴＧ－ＤＴＡ）を通常の大気中で、測定装置：示差熱
－熱重量分析装置（エスアイアイ・ナノテクノロジー社製、ＴＧ／ＤＴＡ-６２００型）
を用いて、測定温度範囲：室温～１０００℃、昇温速度：４０℃／分、大気流量：２００
ｍｌ／分の条件で行ったところ、示差熱－熱重量同時測定（ＴＧ－ＤＴＡ）において最大
面積を示す発熱ピークのピーク温度は２９２℃であった。
【０１１４】
　酸化バナジウム（Ｖ２Ｏ５）３２部、酸化リン（Ｐ２Ｏ５）２６部、酸化バリウム（Ｂ
ａＯ）１０部、酸化タングステン（ＷＯ３）１０部、酸化ナトリウム（Ｎａ２Ｏ）１部、
酸化カリウム（Ｋ２Ｏ）３部、酸化亜鉛（ＺｎＯ）１０部、及び酸化マンガン（ＺｎＯ）
８部からなるガラス（以下、「Ｇ１９」と略記することがある）を調製した。得られたガ
ラスＧ１９の軟化点は４４７℃、結晶化温度は６００℃を超えていた。
　得られたガラスＧ１９を用いて、粒子径（Ｄ５０％）が１．７μｍであるガラス粒子を
得た。
【０１１５】
　上記で得られたリン含有銅合金粒子を３９．２部、銀粒子（粒子径（Ｄ５０％）３μｍ
、アルドリッチ社製高純度化学品）を４５．９部、ガラス粒子を１．７部、及び、４％の
エチルセルロース（ＥＣ）を含むブチルカルビトールアセテート（ＢＣＡ）溶液１３．２
部を混ぜ合わせ、メノウ製乳鉢の中で２０分間かき混ぜ、電極用ペースト組成物１を調製
した。
【０１１６】
（ｂ）太陽電池セルの作製
　受光面にｎ型半導体層、テクスチャー及び反射防止膜（窒化珪素膜）が形成された膜厚
１９０μmのｐ型半導体基板を用意し、１２５ｍｍ×１２５ｍｍの大きさに切り出した。
その受光面にスクリーン印刷法を用い、上記で得られた電極用ペースト組成物１を図２に
示すような電極パターンとなるように印刷した。電極のパターンは１５０μｍ幅のフィン
ガーラインと１．１ｍｍ幅のバスバーで構成され、焼成後の膜厚が２０μｍとなるよう、
印刷条件（スクリーン版のメッシュ、印刷速度、印圧）を適宜調整した。これを１５０℃
に加熱したオーブンの中に１５分間入れ、溶剤を蒸散により取り除いた。
【０１１７】
　続いて、裏面にアルミニウム電極ペーストを同様にスクリーン印刷で全面に印刷した。
焼成後の膜厚が４０μｍとなるよう印刷条件は適宜調整した。これを１５０℃に加熱した
オーブンの中に１５分間入れ、溶剤を蒸散により取り除いた。
　続いて、赤外線急速加熱炉内で大気雰囲気下、８５０℃で２秒間の加熱処理（焼成）を
行って、所望の電極が形成された太陽電池セル１を作製した。
【０１１８】
＜実施例２＞
　実施例１において、電極形成時の加熱処理（焼成）の温度を８５０℃の代わりに７５０
℃に変更したこと以外は実施例１と同様にして、所望の電極が形成された太陽電池セル２
を作製した。
【０１１９】
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＜実施例３～１５及び実施例４３～４６＞
　実施例１において、リン含有銅合金粒子のリン含有率、粒子径（Ｄ５０％）及び含有量
、銀粒子の粒子径（Ｄ５０％）を及び含有量、ガラス粒子の種類及び含有量、４％のエチ
ルセルロース（ＥＣ）を含むブチルカルビトールアセテート（ＢＣＡ）溶液の含有量、な
らびに、必要に応じて含有されるリン含有化合物の種類及び含有量を表１に示したように
変更したこと以外は、実施例１と同様にして電極用ペースト組成物３～１５、及び電極用
ペースト組成物４３～４６を調製した。
　尚、ガラス粒子（ＡＹ１）は、酸化バナジウム（Ｖ２Ｏ５）４５部、酸化リン（Ｐ２Ｏ

５）２４．２部、酸化バリウム（ＢａＯ）２０．８部、酸化アンチモン（Ｓｂ２Ｏ３）５
部、酸化タングステン（ＷＯ３）５部からなり、粒子径（Ｄ５０％）が１．７μｍであっ
た。またこのガラスの軟化点は４９２℃、結晶化温度は６００℃を超えていた。
　またガラス粒子（Ｄ１０）は、酸化鉛（ＰｂＯ）６４部、酸化硼素（Ｂ２Ｏ３）１１部
、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）５部、二酸化ケイ素（ＳｉＯ２）１０部、酸化亜鉛（
ＺｎＯ）１０部からなり、粒子径（Ｄ５０％）が、２．３μｍであった。またこのガラス
の軟化点は４４０℃、結晶化温度は６００℃を超えていた。
　さらに、リン酸エステルとしてトリフェニルホスフェートを、環状ホスファゼンとして
ヘキサフェノキシホスファゼンを用いた。
【０１２０】
　次いで、得られた電極用ペースト組成物３～１５、及び電極用ペースト組成物４３～４
６をそれぞれ用い、加熱処理の温度及び処理時間を表１に示したように変更したこと以外
は、実施例１と同様にして所望の電極が形成された太陽電池セル３～１５、及び太陽電池
セル４３～４６をそれぞれ作製した。
【０１２１】
＜比較例１＞
　実施例１における電極用ペースト組成物の調製においてリン含有銅合金粒子を用いずに
、表１に示した組成となるように各成分を変更したこと以外は、実施例１と同様にして電
極用ペースト組成物Ｃ１を調製した。
　リン含有銅合金粒子を含まない電極用ペースト組成物Ｃ１を用いたこと以外は、実施例
１と同様にして太陽電池セルＣ１を作製した。
【０１２２】
＜比較例２＞
　比較例１において、電極形成時の加熱処理（焼成）の温度を８５０℃の代わりに７５０
℃に変更したこと以外は比較例１と同様にして、太陽電池セルＣ２を作製した。
【０１２３】
＜比較例３＞
　実施例１において、リンを含有しない純銅（リン含有量が０％）に変更したこと以外は
、実施例１と同様にして電極用ペースト組成物Ｃ３を調製した。
　電極用ペースト組成物Ｃ３を用いたこと以外は、実施例１と同様にして太陽電池セルＣ
３を作製した。
【０１２４】
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【表１】

【０１２５】
＜評価＞
　作製した太陽電池セルの評価は、擬似太陽光として（株）ワコム電創製ＷＸＳ－１５５
Ｓ－１０、電流－電圧（Ｉ-Ｖ）評価測定器としてＩ－Ｖ　ＣＵＲＶＥ　ＴＲＡＣＥＲ　
ＭＰ－１６０（ＥＫＯ　ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴ社製）の測定装置を組み合わせて行った。
太陽電池としての発電性能を示すＥｆｆ（変換効率）、ＦＦ（フィルファクター）、Ｖｏ
ｃ（開放電圧）及びＪｓｃ（短絡電流）は、それぞれＪＩＳ－Ｃ－８９１２、ＪＩＳ－Ｃ
－８９１３及びＪＩＳ－Ｃ－８９１４に準拠して測定を行なうことで得られたものである
。得られた各測定値を、比較例１の測定値を１００．０とした相対値に換算して表２に示
した。
　尚、比較例３においては、銅粒子の酸化によって電極の抵抗率が大きくなり、評価不能
であった。
【０１２６】
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【表２】

 
【０１２７】
　実施例１～１５及び実施例４３～４６で作製した太陽電池セルの性能は、比較例１の測
定値と比べほぼ同等であった。特に太陽電池セル４４～４６は、銀粒子を用いずに電極を
形成しているが、高い発電性能を示した。
　また受光面電極をＣｕＫα線を用い、Ｘ線回折法で回折Ｘ線を測定した結果、回折角度
（２θ、ＣｕＫα線）の少なくとも４３．４°、５０．６°、７４．２°に、銅の特徴的
な回折ピークを示した。このように受光面電極から銅が検出された理由として、以下の原
理が挙げられる。まず、電極用ペースト組成物４４～４６中のリン含有銅合金粒子は、リ
ン含有率が７質量％である。この組成はＣｕ－Ｐ系状態図から、Ｃｕ相とＣｕ３Ｐ相から
なる。焼成初期段階では、Ｃｕ相が酸化され、ＣｕＯに変わる。このＣｕＯとＣｕ３Ｐが
反応し、Ｃｕ相が生成すると考えられる。
【０１２８】
　得られたリン含有銅合金粒子のうち、リン含有率が７質量％、粒子径（Ｄ５０％）が５
．０μｍであるリン含有銅粒子について、通常の大気中で、示差熱－熱重量分析装置（エ
スアイアイ・ナノテクノロジー社製、ＴＧ／ＤＴＡ-６２００型）を用いて、測定温度範
囲：室温～１０００℃、昇温速度：４０℃／分、大気流量：２００ｍｌ／分の条件で、示
差熱－熱重量同時測定（ＴＧ－ＤＴＡ）を行った。結果を図５に示した。
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　図５からこのリン含有銅合金粒子において、最大面積を示す発熱ピークのピーク温度が
４２０℃であることが分かる。
【０１２９】
＜実施例１６＞
　上記で得られた電極用ペースト組成物１を用いて、図４に示したような構造を有する太
陽電池セル１６を作製した。尚、加熱処理は７５０℃、１０秒間で行った。
　得られた太陽電池セルについて上記と同様にして評価したところ、上記と同様に良好な
特性を示すことが分かった。
【０１３０】
＜実施例１７＞
（ａ）電極用ペースト組成物の調製
　特開平１４-１００１９１に記載された方法により調製した銀被覆銅粒子（日立化成工
業（株）製、銀被覆量２０質量％、粒子径５．８μｍ）を８５．１部、ガラス粒子を１．
７部、及び、４％のエチルセルロース（ＥＣ）を含むブチルカルビトールアセテート（Ｂ
ＣＡ）溶液１３．２部を混ぜ合わせ、メノウ製乳鉢の中で２０分間かき混ぜ、電極用ペー
スト組成物１７を調製した。
【０１３１】
（ｂ）太陽電池セルの作製
　受光面にｎ型半導体層、テクスチャー及び反射防止膜（窒化珪素膜）が形成された膜厚
１９０μmのｐ型半導体基板を用意し、１２５ｍｍ×１２５ｍｍの大きさに切り出した。
その受光面にスクリーン印刷法を用い、上記で得られた電極用ペースト組成物１７を図２
に示すような電極パターンとなるように印刷した。電極のパターンは１５０μｍ幅のフィ
ンガーラインと１．１ｍｍ幅のバスバーで構成され、焼成後の膜厚が２０μｍとなるよう
、印刷条件（スクリーン版のメッシュ、印刷速度、印圧）を適宜調整した。これを１５０
℃に加熱したオーブンの中に１５分間入れ、溶剤を蒸散により取り除いた。
【０１３２】
　続いて、裏面にアルミニウム電極ペーストを同様にスクリーン印刷で全面に印刷した。
焼成後の膜厚が４０μｍとなるよう印刷条件は適宜調整した。これを１５０℃に加熱した
オーブンの中に１５分間入れ、溶剤を蒸散により取り除いた。
　続いて、赤外線急速加熱炉内で大気雰囲気下、８５０℃で２秒間の加熱処理（焼成）を
行って、所望の電極が形成された太陽電池セル１７を作製した。
【０１３３】
＜実施例１８～２５＞
　実施例１７において、銀被覆銅粒子の銀被覆量及び含有量、必要に応じて用いた銀粒子
の粒子径（Ｄ５０％）を及び含有量、ガラス粒子の種類及び含有量、ならびに、４％のエ
チルセルロース（ＥＣ）を含むブチルカルビトールアセテート（ＢＣＡ）溶液の含有量を
表３に示したように変更したこと以外は、実施例１７と同様にして電極用ペースト組成物
１８～２５を調製した。
　尚、銀粒子としては粒子径（Ｄ５０％）１μｍまたは３μｍであるアルドリッチ社製高
純度化学品を用いた。
【０１３４】
　次いで、得られた電極用ペースト組成物１８～２５をそれぞれ用い、加熱処理の温度及
び処理時間を表３に示したように変更したこと以外は、実施例１７と同様にして所望の電
極が形成された太陽電池セル１８～２５をそれぞれ作製した。
【０１３５】
＜比較例４＞
　実施例１７における電極用ペースト組成物の調製において銀被覆銅粒子を用いずに、表
３に示した組成となるように各成分を変更したこと以外は、実施例１７と同様にして電極
用ペースト組成物Ｃ４を調製した。
　銀被覆銅粒子を含まない電極用ペースト組成物Ｃ４を用いたこと以外は、実施例１７と
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【０１３６】
＜比較例５＞
　比較例４において、電極形成時の加熱処理（焼成）の温度を８５０℃の代わりに７５０
℃に変更したこと以外は比較例４と同様にして、太陽電池セルＣ５を作製した。
【０１３７】
＜比較例６＞
　実施例１７における電極用ペースト組成物の調製において銀被覆銅粒子を用いずに、表
３に示した組成となるように各成分を変更したこと以外は、実施例１７と同様にして電極
用ペースト組成物Ｃ６を調製した。
　電極用ペースト組成物Ｃ６を用いたこと以外は、実施例１７と同様にして太陽電池セル
Ｃ６を作製した。
【０１３８】
【表３】

 
【０１３９】
＜評価＞
　作製した太陽電池セルの評価は、擬似太陽光として（株）ワコム電創製ＷＸＳ－１５５
Ｓ－１０、電流－電圧（Ｉ-Ｖ）評価測定器としてＩ－Ｖ　ＣＵＲＶＥ　ＴＲＡＣＥＲ　
ＭＰ－１６０（ＥＫＯ　ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴ社製）の測定装置を組み合わせて行った。
太陽電池としての発電性能を示すＥｆｆ（変換効率）、ＦＦ（フィルファクター）、Ｖｏ
ｃ（開放電圧）及びＪｓｃ（短絡電流）は、それぞれＪＩＳ－Ｃ－８９１２、ＪＩＳ－Ｃ
－８９１３及びＪＩＳ－Ｃ－８９１４に準拠して測定を行なうことで得られたものである
。得られた各測定値を、比較例４の測定値を１００．０とした相対値に換算して表４に示
した。
　尚、比較例６においては、銅粒子の酸化によって電極の抵抗率が大きくなり、評価不能
であった。
【０１４０】
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【表４】

 
【０１４１】
＜実施例２６＞
　上記で得られた電極用ペースト組成物１９を用いて、図４に示したような構造を有する
太陽電池セル２６を作製した。尚、加熱処理は７５０℃、１０秒間で行った。
　得られた太陽電池セルについて上記と同様にして評価したところ、上記と同様に良好な
特性を示すことが分かった。
【０１４２】
＜実施例２７＞
（ａ）電極用ペースト組成物の調製
　表面処理剤としてベンゾトリアゾール（ＢＴＡ）を溶剤エタノールに溶解して５０％の
表面処理溶液を調製した。これに銅粉末（福田金属箔粉社製、純度９９．９％、粒子径５
μｍ）を、５０分間浸漬した後、乾燥して表面処理された銅粒子を調製した。該表面処理
された銅粒子における表面処理剤の含有量は、表面処理された銅粒子の全質量中に１％で
あった。また粒子径（Ｄ５０％）は５μｍであった。
【０１４３】
　上記で得られた表面処理された銅粒子を３９．２部、銀粒子（粒子径（Ｄ５０％）３μ
ｍ、アルドリッチ社製高純度化学品）を４５．９部、ガラス粒子を１．７部、及び、４％
のエチルセルロース（ＥＣ）を含むブチルカルビトールアセテート（ＢＣＡ）溶液１３．
２部を混ぜ合わせ、メノウ製乳鉢の中で２０分間かき混ぜ、電極用ペースト組成物２７を
調製した。
【０１４４】
（ｂ）太陽電池セルの作製
　受光面にｎ型半導体層、テクスチャー及び反射防止膜（窒化珪素膜）が形成された膜厚
１９０μmのｐ型半導体基板を用意し、１２５ｍｍ×１２５ｍｍの大きさに切り出した。
その受光面にスクリーン印刷法を用い、上記で得られた電極用ペースト組成物２７を図２
に示すような電極パターンとなるように印刷した。電極のパターンは１５０μｍ幅のフィ
ンガーラインと１．１ｍｍ幅のバスバーで構成され、焼成後の膜厚が２０μｍとなるよう
、印刷条件（スクリーン版のメッシュ、印刷速度、印圧）を適宜調整した。これを１５０
℃に加熱したオーブンの中に１５分間入れ、溶剤を蒸散により取り除いた。
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【０１４５】
　続いて、裏面にアルミニウム電極ペーストを同様にスクリーン印刷で全面に印刷した。
焼成後の膜厚が４０μｍとなるよう印刷条件を適宜調整した。これを１５０℃に加熱した
オーブンの中に１５分間入れ、溶剤を蒸散により取り除いた。
　続いて、赤外線急速加熱炉内で大気雰囲気下、８５０℃で２秒間の加熱処理（焼成）を
行って、所望の電極が形成された太陽電池セル２７を作製した。
【０１４６】
＜実施例２８～４１＞
　実施例２７において、表面処理された銅粒子の表面処理剤の種類及び含有量、銀粒子の
含有量、ガラス粒子の種類及び含有量、４％のエチルセルロース（ＥＣ）を含むブチルカ
ルビトールアセテート（ＢＣＡ）溶液の含有量、ならびに、必要に応じて含有されるリン
含有化合物の種類及び含有量を表５に示したように変更したこと以外は、実施例４１と同
様にして電極用ペースト組成物２８～４１を調製した。
【０１４７】
　次いで、得られた電極用ペースト組成物２８～４１をそれぞれ用い、加熱処理の温度及
び処理時間を表５に示したように変更したこと以外は、実施例２７と同様にして所望の電
極が形成された太陽電池セル２８～４１をそれぞれ作製した。
【０１４８】
＜比較例７＞
　実施例２７における電極用ペースト組成物の調製において表面処理された銅粒子を用い
ずに、表５に示した組成となるように各成分を変更したこと以外は、実施例２７と同様に
して電極用ペースト組成物Ｃ７を調製した。
　表面処理された銅粒子を含まない電極用ペースト組成物Ｃ７を用いたこと以外は、実施
例２７と同様にして太陽電池セルＣ７を作製した。
【０１４９】
＜比較例８＞
　比較例７において、電極形成時の加熱処理（焼成）の温度を８５０℃の代わりに７５０
℃に変更したこと以外は比較例７と同様にして、太陽電池セルＣ８を作製した。
【０１５０】
＜比較例９＞
　実施例２７において、表面処理された銅粒子の表面処理量を、示差熱－熱重量同時測定
において最大面積を示す発熱ピークのピーク温度が２３０℃となる０．０００１％に変更
したこと以外は、実施例２７と同様にして電極用ペースト組成物Ｃ９を調製した。
　電極用ペースト組成物Ｃ９を用いたこと以外は、実施例２７と同様にして太陽電池セル
Ｃ９を作製した。
【０１５１】
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【表５】

 
【０１５２】
＜評価＞
　作製した太陽電池セルの評価は、擬似太陽光として（株）ワコム電創製ＷＸＳ－１５５
Ｓ－１０、電流－電圧（Ｉ-Ｖ）評価測定器としてＩ－Ｖ　ＣＵＲＶＥ　ＴＲＡＣＥＲ　
ＭＰ－１６０（ＥＫＯ　ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴ社製）の測定装置を組み合わせて行った。
太陽電池としての発電性能を示すＥｆｆ（変換効率）、ＦＦ（フィルファクター）、Ｖｏ
ｃ（開放電圧）及びＪｓｃ（短絡電流）は、それぞれＪＩＳ－Ｃ－８９１２、ＪＩＳ－Ｃ
－８９１３及びＪＩＳ－Ｃ－８９１４に準拠して測定を行なうことで得られたものである
。得られた各測定値を、比較例７の測定値を１００．０とした相対値に換算して表６に示
した。
　尚、比較例９においては、銅含有粒子の酸化によって電極の抵抗率が大きくなり、評価
不能であった。
【０１５３】
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【表６】

 
【０１５４】
＜実施例４２＞
　上記で得られた電極用ペースト組成物２７を用いて、図４に示したような構造を有する
太陽電池セル４２を作製した。尚、加熱処理は７５０℃、１０秒間で行った。
　得られた太陽電池セルについて上記と同様にして評価したところ、上記と同様に良好な
特性を示すことが分かった。
【０１５５】
　以上から、本発明の電極用ペースト組成物を用いることで、電極の導電性金属として銅
を用いても、抵抗率の低い電極を形成することができ、優れた特性を示す太陽電池を構成
できたことがわかる。また、７５０℃、８５０℃の処理温度（焼成温度）においても、従
来の銀を用いた電極ペースト組成物と同等以上の性能を示したことが分かる。
【符号の説明】
【０１５６】
１３０　半導体基板
１３１　拡散層
１３２　反射防止層
１３３　受光面電極
１３４　集電電極
１３５　出力取出し電極
１３６　電極成分拡散層
１　ｐ型シリコン基板からなるセルウェハ
２　集電用グリッド電極
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３　ｎ型半導体層
４　スルーホール電極
５　高濃度ドープ層
６　裏面電極
７　裏面電極

【図１】
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【図２】
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【図４】
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【図５】
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