
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体チップ（１０１）が２枚の外部接続用端子（１０２、１０３）に挟持され、且つ
電気的に接続され、少なくとも一方の極側の外部接続用端子の、該半導体チップ近傍部と
それ以外の部分で硬度差を設けたことを特徴とするモールドレス半導体装置。
【請求項２】
　前記硬度差をビッカース硬度で３０以上設けたことを特徴とする請求項１記載のモール
ドレス半導体装置。
【請求項３】
　前記外部接続用端子において、半導体チップ近傍部がそれ以外の部分よりも高硬度であ
ることを特徴とする請求項１記載のモールドレス半導体装置。
【請求項４】
　前記外部接続用端子において、半導体チップ近傍部以外のビッカース硬度が１２０以下
であることを特徴とする請求項３記載のモールドレス半導体装置。
【請求項５】
　半導体チップ（１０１）が２枚の外部接続用端子（１０２、１０３）に挟持され、且つ
電気的に接続され、該半導体チップの を覆うように弾性体（１０５）を配置した
ことを特徴とするモールドレス半導体装置。
【請求項６】
　前記弾性体が硬度５０（ＪＩＳＡ）以下の有機高分子樹脂であることを特徴とする請求
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項５に記載のモールドレス半導体装置。
【請求項７】
　前記有機高分子樹脂がシリコーン樹脂であることを特徴とする請求項６に記載のモール
ドレス半導体装置。
【請求項８】
　前記有機高分子樹脂が湿度硬化型であることを特徴とする請求項６記載のモールドレス
半導体装置。
【請求項９】
　半導体チップが２枚の外部接続用端子に挟持され、且つ電気的に接続され、少なくとも
一方の極側の外部接続用端子の、該半導体チップ近傍部とそれ以外の部分で硬度差を設け
てあり、且つ該半導体チップの を覆うように弾性体を配置したことを特徴とする
モールドレス半導体装置。
【請求項１０】
　前記硬度差をビッカース硬度で３０以上設けたことを特徴とする請求項９記載のモール
ドレス半導体装置。
【請求項１１】
　前記外部接続用端子において、半導体チップ近傍部がそれ以外の部分よりも高硬度であ
ることを特徴とする請求項９記載のモールドレス半導体装置。
【請求項１２】
　前記外部接続用端子において、半導体チップ近傍部以外のビッカース硬度が１２０以下
であることを特徴とする請求項１１記載のモールドレス半導体装置。
【請求項１３】
　前記弾性体が硬度５０（ＪＩＳＡ）以下の有機高分子樹脂であることを特徴とする請求
項９記載のモールドレス半導体装置。
【請求項１４】
　前記有機高分子樹脂がシリコーン樹脂であることを特徴とする請求項１３記載のモール
ドレス半導体装置。
【請求項１５】
　前記有機高分子樹脂が湿度硬化型であることを特徴とする請求項１３記載のモールドレ
ス半導体装置。
【請求項１６】
　複数の光起電力素子と、請求項１乃至１５に記載の半導体装置を有する光起電力素子モ
ジュールであって、前記半導体装置が光起電力素子の電極部材もしくは、光起電力素子同
士を電気的に接続する接続部材に密着した状態で接続されていることを特徴とする光起電
力素子モジュール。
【請求項１７】
　前記半導体装置が光起電力素子の非受光面側に設けられていることを特徴とする請求項
１６に記載の光起電力素子モジュール。
【請求項１８】
　前記記載の光起電力素子モジュールが、可撓性を有することを特徴とする請求項１６記
載の光起電力素子モジュール。
【請求項１９】
　前記記載の光起電力素子モジュールの少なくとも一部が曲げ加工されていることを特徴
とする請求項１６記載の光起電力素子モジュール。
【請求項２０】
　前記半導体装置の半導体チップはダイオードであり、該半導体装置は複数の直列に接続
された光起電力素子に対して並列に接続されていることを特徴とする請求項１６記載の光
起電力素子モジュール。
【請求項２１】
　請求項１６乃至２０記載の光起電力素子モジュールが表面被覆材と裏面被覆材との間に
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樹脂封止されていることを特徴とする太陽電池モジュール。
【請求項２２】
　請求項１６乃至２０記載の光起電力素子モジュールと、建材とが一体構造となっている
ことを特徴とする建材。
【請求項２３】
　請求項１６乃至２０記載の光起電力素子モジュールが補強板上に樹脂封止され、表面に
保護フィルムを有する太陽電池モジュールの、前記補強板を折り曲げ加工する工程を有す
ることを特徴とする建材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体装置に関し、特に、モールド樹脂で被覆されていないモールドレス半導
体装置に関する。また、モールドレス半導体装置をバイパスダイオードとして使用した光
起電力素子モジュール、太陽電池モジュール、及び建材に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ＣＯ 2の増加による温室効果で地球の温暖化が生じることが予測され、ＣＯ 2を排出
しないクリーンなエネルギーの要求がますます高まっている。ＣＯ 2を排出しないエネル
ギー源としては原子力発電が挙げられるが、放射性廃棄物の問題が解決されておらず、よ
り安全性の高いクリーンなエネルギーが望まれている。このような状況下において、クリ
ーンエネルギーの中でも特に太陽電池は、そのクリーンさと安全性と取扱い易さといった
点から非常に注目されている。
【０００３】
太陽電池の種類としては、結晶系太陽電池、アモルファス系太陽電池、化合物半導体太陽
電池等、多種にわたる太陽電池が研究開発されているが、中でもアモルファスシリコン太
陽電池は、変換効率こそ結晶系の太陽電池に及ばないものの、大面積化が容易で、かつ光
吸収係数が大きく、また薄膜で動作するなどの、結晶系太陽電池にはない優れた特徴をも
っており、将来を有望視されている太陽電池の１つである。
【０００４】
ところで、通常太陽電池を電力の供給源としてみた場合、１枚の太陽電池セルだけでは出
力電圧が不足している。このため、複数個の太陽電池セルを直列もしくは並列に接続して
使用する必要がある。
【０００５】
上記のように複数個のセルを直列接続して動作させる場合において最大の難点は、建物の
影や降雪などにより、セルの一部が太陽光から遮られて発電しなくなった場合、正常に発
電している他の素子からの総発生電圧が逆方向電圧という形で直接印加されることである
。そして、このような逆方向電圧が素子の耐圧を越える値になった場合には、素子の破壊
が起きる可能性がある。そこで、このような素子の破壊を避けるためには、直列接続した
各素子ごとに、素子と並列で逆の方向にダイオードを結線する必要がある。このようなダ
イオードは一般的にバイパスダイオードと呼ばれる。
【０００６】
バイパスダイオードとしては、一般には汎用品として、その周囲にカバー樹脂を設けたモ
ールドパッケージのダイオードが使用されていた。ところが、これらのモールドパッケー
ジダイオードを太陽電池のバイパスダイオードとして使用する場合には、以下のような難
点がある。
▲１▼  太陽電池自体の厚みが３００μ m程度であるのに対し、モールドダイオードの厚み
は薄いものでも１ｍｍ程度の厚みを有する。その結果、ダイオードの配置された部分だけ
が極端に厚くなり、モジュールの平面性を著しく損なってしまう。平面性を保つ為には、
周囲の被覆材を厚くする方法があるが、被覆材のコストが高くなってしまう。
▲２▼  ダイオードチップ自体がモールド樹脂で完全に被覆されている為に、ダイオード
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チップに電流が流れた際、チップのＰＮジャンクション部で発生した熱の放熱性が非常に
悪く、周囲の被覆材の熱劣化を促進してしまう。太陽電池が金属基板を構成材料としてい
るような場合には、その金属をフィンとして利用すればいいのだが、モールドダイオード
の場合には、必ずチップがモールド樹脂で覆われている為に、チップ部分を金属基板に接
触することが不可能であり、放熱性の向上にも限度がある。
【０００７】
こうした背景から、例えば特開平５－２９１６０２や、特開平９－８２８６５で開示され
ているように、チップダイオードをモールドパッケージ樹脂無しで使用する構成（以下モ
ールドレスダイオードと呼ぶ）が提案されている。モールドレスダイオードの場合には、
厚みが３００μ m程度と非常に薄いことでモジュールの平面性を保つことができ、かつモ
ールド樹脂がないことで、金属基板と接触することができ、放熱性を向上することができ
る。
【０００８】
図２にこのようなモールドレスダイオードの一例の概略図を示す。図２（ａ）は、正面図
、（ｂ）はＡＡ′断面図を現わしている。図中、２０１は半導体ベアチップ、２０２、２
０３は外部接続用端子であり、チップと接続用端子は不図示のろう材等で電気的に接続さ
れている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来のモールドレスの半導体装置は、チップ部分を完全に覆っていな
い為にその取り扱い性が非常に難しく、以下に述べる問題を生じていた。
▲１▼  モールド樹脂がない為に、ねじりや曲げにの力に対して非常に弱い。具体的には
、モールドレスダイオードを光起電力素子に半田接続する際、ねじりや曲げの力によって
外部接続端子が屈曲し、チップにせん断的な応力が加わる。その結果、チップに残留応力
が発生したり、ひどい場合には割れたりする場合があり、ダイオードとしての信頼性を著
しく損ねていた。
▲２▼  モールド樹脂がない為に、外力に非常に弱く、特に衝撃の力に弱い。その結果、
▲１▼と同様チップに割れが発生する。
▲３▼  モールドレスダイオードが光起電力素子モジュールに接続されている状態、ある
いはその光起電力素子モジュールが家屋の屋根面に設置されていいるような状況では、風
や雹などの屋外での気候の影響により、光起電力素子モジュール自体に繰り返し曲げや衝
撃力が働く。その結果、内部に接続されているダイオードにも同様の力が作用し、ダイオ
ードが破壊される場合がある。
【００１０】
よって本発明の目的は、上記の問題点を解決しようとしたものであり、外力に対して十分
な信頼性を有するモールドレス半導体装置を提供し、かつモールドレス半導体装置を光起
電力素子モジュール内に組み込まれても高信頼性を有するモールドレス半導体装置を提供
することである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明者は上記課題を解決するために鋭意研究開発を重ねた結果、次のようなモールドレ
ス半導体装置及び光起電力素子モジュールが最良であることを見いだした。すなわち本発
明のモールドレス半導体装置は、半導体チップが２枚の外部接続用端子に挟持され、且つ
電気的に接続され、少なくとも一方の極側の外部接続用端子の、該半導体チップ近傍部と
それ以外の部分で硬度差を設けたことを特徴とする。
【００１２】
　又、半導体チップが２枚の外部接続用端子に挟持され、且つ電気的に接続され、少なく
とも一方の極側の外部接続用端子の、該半導体チップ近傍部とそれ以外の部分で硬度差を
設けてあり、且つ該半導体チップの を覆うように弾性体を配置したことを特徴と
する。
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【００１３】
さらに、本発明は上述の半導体装置と、複数の光起電力素子を有する光起電力素子モジュ
ールであって、前記半導体装置が光起電力素子の電極部材もしくは、光起電力素子同士を
電気的に接続する接続部材に密着した状態で接続されていることを特徴とする光起電力素
子モジュール、及び該光起電力素子モジュールと建材とが一体となっている建材をも包含
する。
【００１４】
本発明のモールドレス半導体装置は以下の作用を有している。
【００１５】
（１）  半導体チップが２枚の外部接続用端子に挟持され、且つ電気的に接続され、少な
くとも一方の極側の外部接続用端子の、該半導体チップ近傍部とそれ以外の部分で硬度差
を設けることにより、ねじりや曲げの力に対して強いモールドレス半導体装置を提供する
ことができる。チップ近傍部がそれ以外の部分よりも高硬度の場合には、たとえねじりの
力が端子に加わったとしても、主にねじりが作用するのはチップ近傍部以外の部分だけで
あって、チップにはねじり応力が伝達されにくくなる。逆にチップ近傍部以外の部分がチ
ップ近傍部よりも高硬度の場合においても、硬度差を設けた境界付近で応力を吸収し、チ
ップ自体に加わる応力を低減することができる。その結果、半導体チップに応力が残留し
たり、割れたりすることを防止可能となり、ねじりや曲げの力が作用しても破壊すること
のない信頼性の高い半導体装置を提供できる。
【００１６】
　（２）半導体チップが２枚の外部接続用端子に挟持され、且つ電気的に接続され、少な
くとも一方の極側の外部接続用端子の、該半導体チップ近傍部とそれ以外の部分で硬度差
を設けてあり、且つ該半導体チップの を覆うように弾性体を配置したことにより
、外力が加わったとしても弾性材料によって力を吸収することができ、チップに伝わる外
力、衝撃力を緩和することができる。その結果、半導体チップに割れが生じることがなく
なる。
【００１７】
（３）  さらに、上記（１）（２）の両方を盛り込んだ半導体装置の場合には、ねじりや
曲げの力と、衝撃力との両方に対して耐性のある半導体装置を提供することができる。
【００１８】
（４）  前記硬度差をビッカース硬度で３０以上設けたことによって、より顕著な応力緩
和を期待できる。
【００１９】
（５）  また、前記外部接続用端子において、半導体チップ近傍部がそれ以外の部部分よ
りも高硬度であることよって、さらにねじりや曲げの力に対して効果的な耐性を与えるこ
とができる。
【００２０】
（６）  半導体チップ近傍部以外のビッカース硬度が１２０以下であることによって、外
部接続用端子のほとんどの部分が軟質であり、ねじりの力をより吸収することができる。
また、外部接続用端子を自由に加工でき、曲げて使用することが可能となり、応用範囲の
広い半導体装置を提供することができる。
【００２１】
（７）  弾性材料が硬度５０（ＪＩＳＡ）以下の有機高分子樹脂であることによって、非
常に応力吸収性の高い半導体装置を提供可能である。
【００２２】
（８）  前記有機高分子樹脂がシリコーン樹脂である場合には、伸縮性があって、かつ耐
熱性の高い半導体装置を提供することができる。
【００２３】
（９）  さらに、前記有機高分子樹脂が湿度硬化型である場合には、室温放置によって架
橋することが可能な為、例えば外部接続用端子に熱等を加えることが無く、外部接続端子
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を極端に酸化させたりすることがない。
【００２４】
（１０）  また、上記記載の半導体装置が光起電力素子の電極部材もしくは、光起電力素
子同士を電気的に接続する接続部材に密着した状態で接続されている光起電力素子モジュ
ールの場合には、外力に対して強い光起電力素子モジュールを提供することができると同
時に、密着して接続していることで、光起電力素子自体をフィンとして活用でき、半導体
装置に電流が流れた際の温度上昇を低減することができる。
【００２５】
（１１）  前記半導体装置が光起電力素子の非受光面側の電極部材、もしくは接続部材に
接続されていることによっては、受光面側からの外力（例えば雹など）に対してより耐性
を高めることが可能となる。
【００２６】
（１２）  光起電力素子モジュールが可撓性を有する場合には、半導体装置のねじりや曲
げ力に対する耐性をより発揮することができる。
【００２７】
（１３）  また、上記光起電力素子モジュールの一部、あるいは全体が曲げ加工されてい
る場合には、加工の際に加わる外力に対しても耐性の高い光起電力素子モジュールを提供
することが可能である。
【００２８】
（１４）  また、上記光起電力素子モジュールと、建材とが一体構造となっている建材一
体型光起電力素子モジュールでは、風雨等の気候の影響にも信頼性の高いモジュールを提
供することができる。
【００２９】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施態様例を詳細に説明する。まず、本発明のモールドレス半導体装置に
ついて、従来のモールド半導体装置と対比して説明する。
【００３０】
図３には、従来のモールドパッケージ半導体装置の概略図を示しており、３０１は半導体
チップ、３０２、３０３は外部接続用端子で３０１と不図示のろう材等によって電気的に
接続されている。また、３０４はエポキシ樹脂等のモールド樹脂であり、半導体チップを
機械的に保護すると同時に、水分の侵入等を防ぐ役目をする。このように、モールドパッ
ケージ半導体装置とは、半導体チップ３０１がモールド樹脂３０４で完全に被覆されてお
り、半導体チップ及び半導体チップ近傍の外部接続用端子が全く露出していないものを指
している。すなわち、外からは外部接続用端子の一部しか見えないものである。
【００３１】
これに対して、本発明のモールドレス半導体装置の概略図を図１（ａ）、（ｂ）に示す。
１０１は半導体チップ、１０２、１０３は外部接続用端子、１０４は硬度差を設けた境界
線、１０５は弾性体を示している。
【００３２】
本発明で定義するモールドレス半導体装置とは、図１（ａ）のようにモールド樹脂で全く
被覆がなされていないもの、あるいは、図１（ｂ）のように弾性体が一部載置されている
だけで完全には被覆されておらず、必ず半導体チップもしくは半導体チップ近傍の外部接
続用端子が露出しているものを指している。
【００３３】
本発明のモールドレス半導体装置は光起電力素子モジュールのバイパスダイオードに特に
好適に用いられるものであるが、そのほかにも半導体チップ１０１として、トランジスタ
、ＩＣ、サイリスタ等半導体デバイスにも適用することが出来る。
【００３４】
半導体チップがダイオードである場合には、そのダイオードの種類としては、検波用ダイ
オード、整流用ダイオード、エサキダイオード、定電圧ダイオード、可変容量ダイオード
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、スイッチングダイオード等が限定なく適用可能である。また、そのチップ構造としても
メサ型、プレーナ型等限定なく適用可能であるが、図１（ａ）に示すような外部接続用端
子が平行に接続されているような場合には、外部接続用端子／チップでのショートを防止
するためにメサ型を用いる方が好適である。
【００３５】
半導体チップ１０１にろう材等で接続される外部接続用端子２０２、２０３としては、ろ
う材との接続が可能であって、良好な電気導電性、小さな熱抵抗を有する材料が好適に用
いられる。例えば、金、銀、銅、ニッケルが好適である。電気抵抗を小さくする為には、
外部接続端子の厚みは大きい程好ましいが、厚すぎると全体の厚みが厚くなってしまい、
本来の薄型という特徴が失せることから、３５～１５０ミクロンが好適である。
【００３６】
外部接続用端子の形状１０２、１０３の形状についても何等限定はないが、放熱性を良く
する為に、フィン等に取り付ける側の外部接続用端子を大きくしておく方が好ましい。
【００３７】
次に、外部接続用端子の硬度差境界線１０４について詳述する。図４（ａ）は、その一例
であるが、これに限るものではない。４０１は半導体チップ、４０２、４０３は外部接続
用端子、４０４はチップ近傍部とそれ以外の部分で硬度差を設けた領域である。本例では
、外部接続用端子４０２のみ硬度差を設けているが、図４（ｂ）のように４０２と４０３
の両方に設けても何等構わない。
【００３８】
図４（ａ）の外部接続用端子４０２において、境界線４０４の右側（チップ近傍部・領域
Ｂ）がそれ以外の部分（領域Ａ）よりも高い硬度の場合には、領域Ａの端子にねじりや曲
げの応力が加わったとしても、領域Ｂの方が高硬度である為に、応力が境界線４０４付近
で吸収され、領域Ａまで伝達しにくくなる。逆に、領域Ａが領域Ｂよりも高硬度である場
合にも、同様に境界線４０４付近で応力が吸収され、半導体チップ４０１に応力が伝達し
にくくなる。これらの作用効果により、外部接続用端子のチップ近傍部とそれ以外の部分
で硬度差を設けることによって、ねじりや曲げに強いモールドレス半導体装置を提供する
ことができる。
【００３９】
どちらも場合においても応力の低減効果は期待できるが、領域Ｂの部分が半導体チップ４
０１と直接接続されている為、チップ近傍部（領域Ｂ）を高硬度にする方がより効果が大
きく、より好適である。
【００４０】
硬度差を設ける領域については、応力が低減できれば特に限定はなく、図４（ｃ）のよう
にチップの先端部を含んで少し広範囲で処理してもよい。
【００４１】
硬度値に関しては、ビッカース硬度で表現することができる。硬度差が大きければ大きい
程その効果が大きく好ましいが、より好適にはビッカース硬度で３０以上の硬度差を設け
ることが望ましい。
【００４２】
また、半導体装置はその応用範囲が非常に広く、様々な形状の位置に取り付ける必要があ
る。そのような背景から、チップ近傍部以外の部分（領域Ａ）がビッカース硬度１２０以
下であることで、領域Ａを曲げて使用することができる。ビッカース硬度が１２０以上で
ある場合には、曲げた際に断裂、亀裂が入りやすくなり、長年の使用状態では端子が破断
してしまうことから、１２０以下が好適であり、より好適には８０以下であることが好ま
しい。
【００４３】
硬度差を設ける手段としては、硬度の高い部材の一部を柔らかくして設けてもよいし、硬
度の低い部材の一部を硬くして硬度差を設けてもよいが、一般的には後者の方が簡単な方
法で硬度差を設けることができる。その具体的な手段としては、特に限定はないが、例え
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ば金属メッキ、金属蒸着、硬質膜塗布など他の材質を設ける方法や、イオン注入など表面
自体を改質する方法が挙げられる。中でも、金属メッキは、真空装置が不要な為簡易な方
法で作成でき、かつ成長速度が早いという利点がある。使用する金属としては、銀、アル
ミニウム、ニッケル、半田等を用いることができるがこれに限るものではない。表面に他
の材質を設ける場合には、外部接続端子の片面に設けても構わないし、両面に設けても構
わない。
【００４４】
次に弾性体１０５について詳述する。弾性体を配置する目的は、圧力や衝撃力等の外力に
対する半導体チップの耐性を高めることである。但し本発明では半導体チップ１０１の近
傍にのみ設けられる。その材料としては、比較的柔らかく、クッション性に富む材料が好
んで用いられ、特に限定はないが、例えば、各種ゴム系樹脂、発泡樹脂、弾性を有する樹
脂等が用いられ、形態としては、溶融、溶解した樹脂、フィルム、ゴム形状の樹脂、接着
材、テープ形状になっているも等が挙げられ、各種形態を用いることができる。
【００４５】
発泡樹脂としては、例えば高倍率で発砲させて、弾力性を高めたものが好ましく、また、
その形状としては、テープ形状になっているものが簡単に取り付け可能であり、好ましい
。発泡樹脂の基材としては、例えば、ポリスチレン、塩化ビニル、ポリエチレン、ポリビ
ニルアルコール、ポリウレタン、アクリル、シリコーン樹脂が用いられる。
【００４６】
また、弾性を有する樹脂のような場合には、溶融、溶解した樹脂、あるいは接着剤形状の
樹脂、ポッテイング樹脂を例えばデイスペンサー等を用いてチップ近傍に樹脂をドッテイ
ングした後、例えば、熱、湿度、紫外線等のエネルギーにより硬化させる。この中でも、
湿度硬化型の樹脂の場合には、常温放置等簡易な工程で作成できる利点と、外部接続用端
子をほとんど酸化させることがないので、後工程で端子の半田付けが容易等の利点があり
、より好適である。
【００４７】
衝撃力の耐性を高める為には、硬化後の樹脂の弾性が最も効くファクターであり、弾性が
高い程、耐衝撃性は高くなる。弾性のファクターはＪＩＳＡの硬度で表現することができ
、ＪＩＳＡ硬度で５以上５０以下がより好適である。弾性があまりに高い場合には、後に
光起電力素子での樹脂被覆工程でつぶれ方が大きくなってしまい、弾性体自身の膜厚が非
常に薄くなってしまうことから５以上が好適である。また、５０以下である場合には、実
験的見地からより耐衝撃性が高まり好適である。代表的な樹脂としては、シリコーン樹脂
、ウレタン樹脂、ブチルゴム等が挙げられるがこれに限るものではない。この中でも、半
導体チップに電流が流れた際の温度上昇に対応する為に、耐熱性の高いシリコーン樹脂が
より好適である。
【００４８】
上記樹脂は、半導体チップに直接接触するものであるから、半導体チップの電気的特性を
維持する為にも樹脂内に含有される不純物イオンは少ない方が好ましく、ナトリウムイオ
ン、カリウムイオン、塩素イオンの量がそれぞれ２ｐｐｍ以下のものが好ましい。
【００４９】
量産性を考えた場合に、樹脂はデイスペンサー等でドッテイング可能な粘度を有するもの
が望ましいが、粘度が低すぎる場合には広がり方が大きく、特定の場所にドッテイングで
きないといった不具合を生ずる。また、あまりに低い場合には薄く盛られすぎて弾性が弱
まってしまう。このような兼ね合いから樹脂の硬化前粘度は５００ポイズ以上２０００ポ
イズ以下であることが望ましい。
【００５０】
弾性体を形成した場合の耐衝撃性は、弾性体の硬度によってその効果が大きく左右される
が、出来上がりの膜厚によっても左右される。弾性体は、その膜厚が厚い程、耐衝撃性は
当然高まる。しかしながら、あまりに厚い場合には、その半導体装置を半田付けしにくい
とか、薄型の実装基板には実装できないこともあって、使用目的に応じて適度の厚みに管
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理することが望ましい。光起電力素子に接続する場合には、せいぜい１ｍｍ以下であるこ
とが好適である。
【００５１】
本発明のモールドレス半導体装置を光起電力素子のバイパスダイオードに適用した例を以
下に示す。
【００５２】
（光起電力素子）
本発明に於ける光起電力素子としては、単結晶、薄膜単結晶、多結晶、あるいはアモルフ
ァスシリコン太陽電池に適用できる以外に、シリコン以外の半導体を用いた太陽電池、シ
ョットキー接合型の太陽電池にも適用可能である。
【００５３】
図５（ａ）は本発明の光起電力素子モジュールの概略図であり、代表例としてアモルファ
スシリコン太陽電池を使用した光起電力モジュールの模式的断面図を示している。図５（
ｂ）はＸ－Ｘ′の断面であり、光起電力素子モジュールが表面被覆材と裏面被覆材との間
に樹脂封止されている状態を示している。５０１、５０１′は光起電力素子、５０２はバ
スバー電極、５０３、５０３′は絶縁性部材、５０４は金属体（接続部材）、５０５は被
覆材、５０６は集電電極、５０７は図 1（ b）に示したような半導体装置（ダイオード）で
ある。２枚の光起電力素子５０１、５０１′が金属体５０４により電気的に直列接続され
ており、光起電力素子のエッジ部と金属体５０４の接触部には、絶縁部材５０３、５０３
′が設けられている。
【００５４】
図５において、半導体装置５０７は光起電力素子５０１に対して、電気的に並列に接続さ
れており、一方の外部接続用端子は光起電力素子５０１に密着した状態で、もう一方は接
続部材５０４に接続されている。半導体装置５０７は、それ自体の発熱によって、周囲の
被覆材５０５を熱的に劣化させてしまう為、図５で示すように光起電力素子１０１に密着
した状態で接続し、光起電力素子５０１をフィンとして活用している。接続する箇所とし
ては、図５では光起電力素子５０１に密着しているが、より詳しくは、後述の金属基板や
下部電極層など、金属に接続されていることが好適である。また、光起電力素子以外とし
ては、金属体の接続部材５０４に密着した状態で接続しても構わないし、表面側のバスバ
ー電極５０２上に接続しても同様の効果を発揮する。
【００５５】
上記のように、半導体装置は光起電力素子の表側に接続しても裏側に接続しても構わない
が、裏側に接続している場合には表面の被覆材の厚みを十分厚くすることができる為、表
面に存在する被覆材自体もクッション材として働き、光起電力素子に表面方向から働く外
力（例えば、足踏み、静荷重等）に対してより耐性を高めることができる。これに対して
表面側に半導体装置を配置した場合には、光起電力素子周囲を被覆材で充填する際に半導
体装置部分が表面に出っ張っていることによって、半導体装置上の被覆材が薄くなってし
まう。以上の点から、光起電力素子の非受光面側の電極部材、もしくは非受光面側の接続
部材に接続されていることがより好適である。
【００５６】
接続する個数に関しては、光起電力素子１個に対して半導体装置１個以上接続する場合が
、影が生じた場合の出力低下が少なくなり好適であるが、コスト的な意味合いから複数の
光起電力素子に対して半導体装置１個を接続しても構わない。
【００５７】
光起電力素子モジュールが可撓性を有している場合にはさらに効果的である。すなわち、
光起電力素子モジュールが可撓性を有していることによって、光起電力素子に接続された
半導体装置に曲げやねじりの力が作用する。このような場合に本発明の半導体装置を接続
しておくことによって、破壊することのない信頼性の高い半導体装置を提供することがで
きる。言い換えれば、本発明の半導体装置は可撓性の光起電力素子モジュールにより効率
的に使用することができる。
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【００５８】
またこのような可撓性を有する光起電力素子モジュールが補強板上に樹脂封止されている
太陽電池モジュールを曲げ加工する場合、本発明の半導体装置は非常に効果的である。本
発明の太陽電池モジュールは端部の折り曲げ加工、全体を屈曲して波形状にした加工など
様々な加工を施すことによって、様々な形状のモジュールを提供することができ、さらに
これを建材に適用することが出来る。加工を施す場合には光起電力素子及び半導体装置に
外力が働く。例えば、一般的な加工方法としては、金型プレス、ローラーフォーマー、ベ
ンダー等が挙げられるが、金型プレスで型をつける際にプレスがモジュールに圧力を加え
たり、ローラーフォーマーではローラーがモジュール表面を通過する。本発明の半導体装
置はこのような外力の作用に対して耐性が高いことから、加工を施しても壊れることがな
く信頼性の高い光起電力素子モジュール、或いは太陽電池モジュールを提供することがで
きる。
【００５９】
（光起電力素子）
次に、光起電力素子について詳述する。
【００６０】
図６は光起電力素子５０１、５０１′をより詳しく説明する為の模式的断面図である。図
において、６０１は基板、６０２は下部電極、６０３、６１３、６２３は n型半導体層、
６０４、６１４、６２４は i型半導体層、６０５、６１５、６２５は p型半導体層、６０６
は上部電極、６０７は集電電極を表す。
【００６１】
基板６０１はアモルファスシリコンのような薄膜の太陽電池の場合に、半導体層を機械的
に支持する部材であり、かつ電極としても使われる。従って、基板６０１は、半導体層を
成膜する時の加熱温度に耐える耐熱性が要求されるが導電性のものでも電気絶縁性のもの
でもよい。
【００６２】
導電性の材料としては、例えばＦｅ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ａｌ、Ｍｏ、Ａｕ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｖ、
Ｔｉ、Ｐｔ、Ｐｂ等の金属またはこれらの合金、例えば真ちゅう、ステンレス鋼等の薄板
及びその複合体やカーボンシート、亜鉛メッキ鋼板が挙げらる。また、電気絶縁性材料と
しては、ポリエステル、ポリエチレン、ポリカーボネート、セルロースアセテート、ポリ
プロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリスチレン、ポリアミド、ポリイ
ミド、エポキシ等の耐熱性合成樹脂のフィルムまたはシートまたはこれらとガラスファイ
バー、カーボンファイバー、ほう素ファイバー、金属繊維等との複合体、及びこれらの金
属の薄板、樹脂シート等の表面に異種材質の金属薄膜及び／またはＳｉＯ 2、Ｓｉ 3Ｎ 4、
Ａｌ 2Ｏ 3、ＡｌＮ等の絶縁性薄膜をスパッタ法、蒸着法、鍍金法等により表面コーテイン
グ処理を行ったものおよび、ガラス、セラミックス等が挙げられる。
【００６３】
下部電極６０２は、半導体層で発生した電力を取り出すための一方の電極であり、半導体
層に対してはオーミックコンタクトとなるような仕事関数を持つことが要求される。材料
としては、例えばＡｌ、Ａｇ、Ｐｔ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｆｅ、Ｖ、Ｃｒ、Ｃｕ、
ステンレス、真ちゅう、ニクロム、ＳｎＯ 2、Ｉｎ 2Ｏ 3、ＺｎＯ、ＩＴＯ等のいわゆる金
属単体または合金、及び透明導電性酸化物（ＴＣＯ）等が用いられる。下部電極６０２の
表面は平滑であることが好ましいが、光の乱反射を起こさせる場合には、その表面にテク
スチャー処理をしてもよい。また、基板６０１が導電性であるときは下部電極６０２は特
に設ける必要はない。
【００６４】
下部電極の作製方法としては、例えばメッキ、蒸着、スパッタ等の方法を用いる。アモル
ファスシリコン半導体層としては、図６に示すような pin接合を有するトリプル構成だけ
ではなく、 pin接合または pn接合を重ねたダブル構成、シングル構成も好適に用いられる
。特に i層６０４、６１４、６２４を構成する半導体材料としては a-Siの他に a-SiGe、 a-S
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iC等のいわゆる IV族及び IV族合金系アモルファス半導体が挙げられる。アモルファスシリ
コン半導体層の成膜方法としては、蒸着法、スパッタ法、高周波プラズマ CVD法、マイク
ロプラズマ CVD法、 ECR法、熱 CVD法、 LPCVD法等公知の方法を所望に応じて用いる。成膜装
置としてはバッチ式の装置や連続成膜装置等が所望に応じて使用出来る。
【００６５】
上部電極６０６は、半導体層で発生した起電力を取り出すための電極であり、下部電極６
０２と対をなすためのものである。上部電極６０６は、アモルファスシリコンのようにシ
ート抵抗が高い半導体の場合に必要であり、結晶系の太陽電池ではシート抵抗が低いため
特に必要とはしない。また、上部電極６０６は、光入射側に位置するため、透明であるこ
とが必要で、透明電極と呼ばれることもある。上部電極６０６は、太陽や白色蛍光灯等か
らの光を半導体層内に効率よく吸収させるために光の透過率が８５％以上であることが望
ましく、さらに、電気的には光で発生した電流を半導体層に対し横方向に流れるようにす
るためにシート抵抗値は１００Ω／□以下であることが望ましい。このような特性を備え
た材料としては、例えばＳｎＯ 2、Ｉｎ 2Ｏ 3、ＺｎＯ、ＣｄＯ、ＣｄＳｎＯ 4、ＩＴＯ（Ｉ
ｎ 2Ｏ 3＋ＳｎＯ 2）などの金属酸化物が挙げられる。
【００６６】
集電電極６０７は、図５では５０６に相当するものであるが、一般的には櫛状に形成され
、半導体層や上部電極のシート抵抗の値から好適な幅やピッチが決定される。集電電極は
比抵抗が低く太陽電池の直列抵抗とならないことが要求され、好ましい比抵抗としては１
０Ｅ -2Ωｃｍ～１０Ｅ -6Ωｃｍである。集電電極の材料としては、例えばＴｉ、Ｃｒ、Ｍ
ｏ、Ｗ、Ａｌ、Ａｇ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｓｎ、Ｐｔ等の金属またはこれらの合金や半田が用い
られる。一般的には、金属粉末と高分子樹脂バインダーがペースト状になった金属ペース
トが用いられているが、これに限られたものではない。
【００６７】
（バスバー電極）
図５のバスバー電極５０２は、グリッド電極５０６を流れる電流をさらに一端に集める為
の集電の役目をするものである。このような観点から、バスバーに使用する材料としては
、体積抵抗率が低く、かつ工業的に安定して供給されている材料が望ましい。上記材料と
しては、加工性がよく、安価な銅が好適に用いられる。
【００６８】
また、銅を用いる場合には、腐食防止、酸化防止等の目的で、表面に薄い金属層を設けて
もよい。該表面金属層としては、例えば、銀、パラジウム、パラジウムと銀の合金、また
は金などの腐食されにくい貴金属や、ニッケル、半田、錫などの耐食性のよい金属が好適
に用いられる。前記、表面金属層の形成方法としては、例えば、作成が比較的容易な蒸着
法、メッキ法、クラッド法が好適に用いられる。
【００６９】
バスバーの厚みとしては、５０μｍ以上２００μｍ以下が望ましい。５０μｍ以上とする
ことで、光起電力素子の発生電流密度に十分対応できるだけの断面積を確保できるととも
に、実質上機械的結合部材として使用することができる。一方、バスバーは厚くするほど
抵抗損失を小さくすることができるが、２００μｍ以下とすることで表面被覆材によるな
だらかな被覆が可能となる。
【００７０】
上記バスバーは、基板の形態によっては何枚設けてもよく、特に１枚と限定されるもので
はない。また、ここで用いるバスバーとしては、設ける対象となる基板の大きさとほぼ同
程度の長さを有するものが望ましい。形状に関しても特に制限はなく、円柱状、箔状等の
バスバーを用いることができる。
【００７１】
（金属体）
図５において、金属体５０４は、光起電力素子同士（５０１と５０１′）を電気的に接続
、あるいは機械的に接続する為のものである。電気的に直列接続する場合には、金属体５
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０４の一端は、一方の光起電力素子５０１上のバスバー電極５０２と半田付け等の方法で
接続され、もう一端はもう一方の光起電力素子５０１′の裏面側に接続される。また、並
列接続する場合には、金属体５０４の一端は、一方の光起電力素子５０１状のバスバー５
０２と半田付け等の方法で接続され、もう一端はもう一方の光起電力素子５０１′上のバ
スバー５０２′に接続される。
【００７２】
本例では、金属体を用いて接続を施しているが、バスバー５０２を使用することによって
そのまま接続を行っても何ら問題はない。金属体に使用する材料、形状、厚みとしては、
基本的にバスバーの項で詳述した内容と全く同様のものを用いることができる。
【００７３】
（被覆材）
次に被覆材５０５について説明を行う。本発明にかかる被覆材５０５は、大きく分類して
最表面被覆材、充填材、最裏面被覆材の３種類に分類される。
【００７４】
最表面被覆材に要求される特性としては透光性、耐候性があり、汚れが付着しにくいこと
が要求される。材料としてガラスを使用した場合、充填材が厚くなければ充填不良が起き
るという問題がある。またその場合、重量が大きくなるだけでなく外部からの衝撃により
割れやすいという問題も考えられる。そのために最表面被覆材には耐候性透明フィルムが
好適に用いられる。そうすることにより、充填性が良くなり、軽量化が図れ、衝撃により
割れない上に、フィルム表面にエンボス処理を施すことで、太陽光の表面反射が眩しくな
いという効果も生まれる。材料としては、ポリエチレンテトラフルオロエチレン（ＥＴＦ
Ｅ）、ポリ３フッ化エチレン、ポリフッ化ビニルなどのフッ素樹脂フィルムなどをもちい
ることができるがこれに限られたものではない。充填剤との接着面には、充填剤が接着し
やすいようにコロナ放電処理などの表面処理を施すこともできる。
【００７５】
充填材に要求される特性としては、耐候性、熱可塑性、熱接着性、光透過性が挙げられる
。材料としては、ＥＶＡ（酢酸ビニル－エチレン共重合体）、ブチラ－ル樹脂、シリコン
樹脂、エポキシ樹脂、フッ素化ポリイミド樹脂などの透明な樹脂を使用することができる
がこれに限られたものではない。上記充填材に架橋剤を添加することにより、架橋するこ
とも可能である。また光劣化を抑制するために、紫外線吸収剤が含有されていることが望
ましい。又、充填材の中にガラス繊維不織布やシリカ等を含有させることでスクラッチ耐
性を向上させることが出来る。
【００７６】
最裏面被覆材は、光起電力素子モジュールの裏面側を被覆して光起電力素子モジュールと
外部の間の電気的絶縁性を保つために使用する。要求される品質は、充分な電気絶縁性を
確保でき、しかも長期耐久性に優れ、衝撃、引っ掻き、熱膨張、熱収縮に耐えられる、柔
軟性を兼ね備えた材料が好ましい。好適に用いられる材料としてはナイロン、ポリエチレ
ンテレフタレ－ト（ＰＥＴ）等のプラスチックフィルムを使用できる。この構成により本
発明の太陽電池モジュールはフレキシブルモジュールに適用できる。
【００７７】
充填材だけでも電気的絶縁性を保つことはできるが、厚さにばらつきがおきやすいため、
膜厚の薄い部分あるいはピンホ－ル部分においては、光起電力素子と外部の間でのショ－
トが発生する恐れがある。最裏面被覆材はそれを防止するために使用する。
【００７８】
また、最裏面被覆材に金属鋼板を使用することも可能である。材質は例えばステンレス板
、メッキ鋼板、ガルバリウム鋼板などを使用できるがこれに限られたものではない。この
場合、光起電力素子と外部の間の電気的絶縁性を保つのは困難であるため、光起電力素子
と金属鋼板との間に絶縁フィルムを介在させることにより裏面側被覆材を構成する。この
ときの絶縁フィルムとしてはナイロン、ポリエチレンテレフタレ－ト（ＰＥＴ）等のプラ
スチックフィルムを使用できる。
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【００７９】
図７は単結晶シリコンや多結晶シリコンなどの結晶系シリコン太陽電池を用いた場合の模
式概略図を示している。７０１はシリコン基板からなり、ＰＮ接合を有する半導体層で、
７０２は裏面電極、７０３は集電電極、７０４はバスバー電極、７０５は絶縁部材、７０
６は本発明にかかる半導体装置を表している。
【００８０】
単結晶シリコン太陽電池や多結晶シリコン太陽電池の場合、支持基板を設けず、単結晶ウ
エハや多結晶ウエハが基板の役目をする。単結晶ウエハは、ＣＺ法で引き上げられたシリ
コンインゴットを切断する方法で得られる。多結晶ウエハの場合は、キャスト法により得
られたシリコンインゴットを切断する方法や、リボン法によりシート状の多結晶を得る方
法等により形成される。ＰＮ接合の形成方法としては、例えばＰＯＣｌ 3を用いた気相拡
散法、ＴｉＯ 2、ＳｉＯ 2、またはＰ 2Ｏ 5を用いた塗布拡散法、イオンを直接にドープする
イオン打ち込み法等が用いられ、半導体層７０１が得られる。裏面電極７０２は、例えば
、蒸着、スパッタ法により金属膜を形成したり、銀ペーストのスクリーン印刷等により形
成する。また、半導体層７０１の表面側には光の反射による効率の低下を防ぐ為に不図示
の反射防止膜が形成されている場合があり、その材料としては、例えば、ＳｉＯ 2、Ｔａ 2

Ｏ 5、Ｎｂ 2Ｏ 5等が用いられる。
【００８１】
図７において接続されている半導体装置７０６に関しては、図５で説明したアモルファス
太陽電池の場合と同様の半導体装置と同様の接続の仕方を用いることができる。
【００８２】
また、本発明の光起電力素子モジュールは、上述のとおり、ねじり、曲げ、衝撃等の外力
に対して非常に屈強な構造となっている為、屋外に設置した場合に、風雨、雹などの気候
が影響する外力に十分な耐久性を有する。従って、本発明の光起電力素子モジュールは、
屋根に貼りあわせた形態や屋根上に設置した形態として使用することができる他、最裏面
被覆材として金属鋼板を用いたような場合には、金属鋼板をそのまま金属屋根として、家
屋の屋根に用いることができる。その場合、金属鋼板を屋根設置に適した構造に曲げ加工
することは何等問題はない。図１４は本発明の建材の一例で、（ a）は横葺型屋根材、（ b
）は瓦棒葺屋根材、（ c）はフラット型屋根材に適用した例で、それぞれ固定部材により
設置面（屋根面）に固定された状態を表している。さらに施工性を良くする為に、屋根部
材（垂木、野地板等）、断熱材等を一体構造としても良い。本発明は屋根材のみならず、
壁材など種々の建材と一体型のモジュールをも構成することができる。
【００８３】
【実施例】
（実施例１）
まず、半導体装置を作成した。その手順を図８を用いて説明する。
【００８４】
図８は本発明に実施例１にかかるモールドレス半導体装置の外観を示す模式図である。ま
ず、半導体チップ８０１、外部接続用端子８０２、８０３を準備した。半導体チップとし
ては、メサ構造のＰＮ整流ダイオード（大きさ１．５ｍｍ□、厚み２３０μ m、ピーク繰
り返し逆電圧６００Ｖ）を用意した。また、外部接続用端子８０２、８０３として、軟質
銅（厚み１００μ m、無酸素銅Ｃ１０２０Ｐ、ビッカース硬度５０）を用意し、外部接続
用端子８０２に関しては、先端部のくびれた部分（領域Ｂ）にＮｉメッキを厚さ１μ mで
施した。この時に領域Ｂの部分のビッカース硬度を測定したところ、約１３０であった。
外部接続用端子８０２、８０３は図のような形状に打ち抜きができるような金型を作成し
、金型プレスにより打ち抜いて作成した。
【００８５】
次に、これらの部材を組み立て治具中に図８のように順に配置し、ダイオードチップ８０
１と外部接続用端子８０２、８０３との間に不図示の半田ペレットを載置した状態で、窒
素リフロー炉に投入し、半田を溶融して、部材８０１、８０２、８０３を電気的に接続し
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た。
【００８６】
上記作業により、先端部がＮｉメッキされたモールドレスダイオードＡを５０個作成した
。作成後の総厚みは平均４８０μ mであった。
【００８７】
（実施例２）
実施例２においては、モールドレスダイオードＢ、Ｃ、Ｄを５０個ずつ作成した。モール
ドレスダイオードＢにおいては、外部接続用端子８０２の先端部Ｎｉメッキの厚みを０．
５μ m（ビッカース硬度７５）で作成した以外は実施例１と全く同様に作成した。
【００８８】
モールドレスダイオードＣにおいては、外部接続用端子８０２の先端部をＮｉのスパッタ
蒸着法で、厚み１０００オングストローム（ビッカース硬度５５）で作成した以外は実施
例１と全く同様にして作成した。
【００８９】
また、モールドレスダイオードＤにおいては、外部接続用端子８０２、８０３として、錫
入銅（厚み１００μ m、ビッカース硬度１３０）を用い、外部接続用端子８０２の先端部
分に銀メッキを１μ mの厚みで設けた以外は実施例１と全く同様に作成した。銀メッキを
設けた部分のビッカース硬度は約１６０であった。
【００９０】
（実施例３）
図９は本発明の実施例３にかかるモールドレス半導体装置の外観を示す模式図である。
【００９１】
実施例３においては、モールドレスダイオードＥを５０個作成した。モールドレスダイオ
ードＥは、図９に示すように半田メッキを外部接続用端子９０２、９０３の両方の領域Ａ
部に設ける以外は実施例１と全く同様にして作成した。半田メッキ銅の厚みは、１μ mで
形成し、その部分のビッカース硬度は約１００であった。
【００９２】
（実施例４）
図１０は本発明に実施例４にかかるモールドレス半導体装置の外観を示す模式図である。
まず、半導体チップ１００１、外部接続用端子１００２、１００３を準備した。半導体チ
ップとしては、メサ構造のＰＮ整流ダイオード（大きさ１．５ｍｍ□、厚み２３０μ m、
ピーク繰り返し逆電圧６００Ｖ）を用意した。また、外部接続用端子１００２、１００３
として、軟質銅（厚み１００μ m、無酸素銅Ｃ１０２０Ｐ、ビッカース硬度５０）を用意
した。外部接続用端子１００２、１００３は図１０のような形状に打ち抜きができるよう
な金型を作成し、金型プレスにより打ち抜いて作成した。
【００９３】
次に、これらの部材を組み立て治具中に図１０のように順に配置し、ダイオードチップ１
００１と外部接続用端子１００２、１００３との間に不図示の半田ペレットを載置した状
態で、窒素リフロー炉に投入し、半田を溶融して、部材１００１、１００２、１００３を
電気的に接続した。
【００９４】
次に、外部接続用端子１００２のくびれた部分直上から、ダイオードチップ１００１を概
ね覆うようにシリコーン樹脂を０．２ｇ程ドッテングし、チップ上にシリコーン樹脂（弾
性体）１００４を形成した。シリコーン樹脂は、東レダウコーニング社製のＳＥ９１８６
Ｌ（硬さＪＩＳＡ２７）を使用した。シリコーン樹脂ドッテイング後は、室温空気中で約
１週間放置し、シリコーン樹脂を十分硬化させた。
【００９５】
上記作業により、先端部にシリコーン樹脂が形成されたモールドレスダイオードＦを５０
個作成した。
【００９６】
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（実施例５）
実施例５においては、モールドレスダイオードＧ、Ｈ、Ｉを５０個ずつ作成した。モール
ドレスダイオードＧにおいては、シリコーン樹脂１００４をシリコーン樹脂（東レダウコ
ーニング社製／ＳＨ６１０３、硬さＪＩＳＡ４０）を用いる以外は実施例４と全く同様に
作成した。
【００９７】
モールドレスダイオードＨにおいては、シリコーン樹脂１００４をシリコーン樹脂（東レ
ダウコーニング社製／ＪＣＲ６１２０Ｌ、硬さＪＩＳＡ４５）を用いる以外は実施例４と
全く同様に作成した。
【００９８】
また、モールドレスダイオードＩにおいては、シリコーン樹脂１００４をシリコーン樹脂
（東レダウコーニング社製／ＳＥ９５９０、硬さＪＩＳＡ５５）を用いる以外は実施例４
と全く同様に作成した。
【００９９】
（実施例６）
図１１は本発明に実施例６にかかるモールドレス半導体装置の外観を示す模式図である。
【０１００】
実施例６においては、図８で示すモールドレスダイオードＡを用いた以外は実施例４と全
く同様にしてシリコーン樹脂を塗布したモールドレスダイオードＪを５０個作成した。
【０１０１】
（比較例１）
比較例１として、Ｎｉメッキを設けないこと以外は実施例１と全く同様にして、モールド
レスダイオードＫを５０個作成した。
【０１０２】
（比較例２）
比較例２として、２つの外部接続用端子を硬質銅（厚み１００μ m、タフピッチ銅、ビッ
カース硬度１００）にした以外は比較例１と全く同様にして、モールドレスダイオードＬ
を５０個作成した。
【０１０３】
（比較実験１）
上記作成したモールドレスダイオードＡ～Ｌに対して、以下の比較実験を行った。試験▲
１▼はねじりや曲げに対する耐性を、試験▲２▼は衝撃に対する耐性を調査するものであ
る。
【０１０４】
▲１▼  ねじり試験
モールドレスダイオードの２枚の外部接続用端子の端から２ｍｍのところを、治具でくわ
え、４５度のねじりをを加えるように外部接続用端子を折り曲げる。次に逆方向に４５度
のねじりを加えて、これを１回とする。このような試験を３回行った。
【０１０５】
▲２▼  自然落下試験
厚さ４ｃｍ、大きさ１５ｃｍ□の木板上に水平にモールドレスダイオードを設置し、７５
ｃｍの高さから自然に落下させる。回数は３回行った。
【０１０６】
これらの試験においては、試験前に初期特性値（ＶＦ、ＩＲ）を測定しておき、試験後に
初期特性値×２以上の特性を示したものに関してＮＧとした。また、外観上、外部接続よ
う端子が破断したものやダイオードチップが割れているものに関してもＮＧとした。試験
は▲１▼▲２▼とも、それぞれのモールドレスダイオードに対して２５個ずつ行った。
【０１０７】
試験結果を表１に示す。
【０１０８】
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モールドレスダイオードＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｋ、Ｌの比較により、外部接続用端子
に硬度差を設けることによって、ねじり試験に対する耐性がよくなることが明らかである
。また、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの比較により、硬度差をビッカース硬度で３０以上設けた方がよ
りねじりに対する耐性はアップすることが明らかとなった。さらに、ＡとＥの比較により
、半導体チップ近傍部がそれ以外の部分よりも高硬度である方がねじり耐性があがること
が明らかとなった。
【０１０９】
次に、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｋの比較により、半導体チップ上に弾性体を設けることによって
ねじりに対する耐性は変わらないが、衝撃に対する耐性が断然に上がることが明らかとな
った。また、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉを比較すると、ＪＩＳＡ硬度５０以下にすることで、さらに
衝撃耐性が上がることが明らかとなった。
【０１１０】
次に、モールドレスダイオードＪの結果を見ると、外部接続用端子に硬度差を設けるとと
もに、かつ半導体チップ上に弾性体を配置することによって、ねじり、衝撃の両方の外力
に対して、非常に良好な効果を発揮することが明らかとなった。
【０１１１】
（実施例７）
まず、非晶質系太陽電池モジュールを製作した。この作製手順を図１２を用いて説明する
。
【０１１２】
図１２は本発明の実施例７にかかる光起電力素子の外観を示す模式図である。図１２（ａ
）は光起電力素子を受光面側から見た図であり、図１２（ｂ）は光起電力素子同士を直列
に接続した場合を受光面側から見た図であり、図１２（ｃ）はＸ－Ｘ′断面図である。
【０１１３】
図１２（ａ）中１２００は基板、下部電極層、光起電力機能を担う非晶質シリコン、上部
電極層の３者を含む３００ｍｍ×２８０ｍｍ光起電力素子であり、前記実施態様例で記述
した材料が適宜に使用できるが、ここでは光起電力素子全体を支える基板は厚さ１５０μ
ｍのステンレス板で、基板の直上には下部電極層がスパッタ法によりＡｌ、ＺｎＯがそれ
ぞれ数千Åの厚みにて順次堆積して形成した。また非晶質シリコンはプラズマＣＶＤ法に
より基板側よりｎ型、ｉ型、ｐ型、ｎ型、ｉ型、ｐ型、ｎ型、ｉ型、ｐ型の各層を順次堆
積して形成した。また上部電極層は透明電極膜であって、Ｏ 2雰囲気中Ｉｎを抵抗加熱法
にて蒸着し、厚み約７００Åの酸化インジウム薄膜を形成した。
【０１１４】
次にこうして作成された光起電力素子を、光起電力素子の外周切断時に発生する基板と透
明電極膜との短絡の悪影響を有効受光範囲に及ぼさないように、透明電極膜上にＦｅＣｌ

3、ＡｌＣｌ 3等を含むエッチングペーストをスクリーン印刷法により塗布し加熱後洗浄す
ることによって、該光起電力素子の該透明電極膜の一部を線状に除去しエッチングライン
１２０１を形成した。
【０１１５】
その後、光起電力素子１２００の裏面側端部１辺に、裏面側電力取り出し部材である幅７
．５ｍｍ、長さ２８５ｍｍ、厚み１００μｍの軟質銅箔１２０３をレーザー溶接法にて導
電性基板に接続した。
【０１１６】
その後、光起電力素子１２００の端部の裏面側導電性箔体と対向する受光面側の１辺に、
幅７．５ｍｍ、長さ２８０ｍｍ、厚み２００μｍのポリイミド基材絶縁テープ１２０４を
貼った。この時、絶縁テープ１２０４を、光起電力素子１２００の右側の辺のエッジ部を
カバーするように、少しはみ出させて添付した。
【０１１７】
その後、予めカーボンペーストをφ１００μｍの銅ワイヤーにコートしたカーボンコート
ワイヤーを５．６ｍｍピッチで光起電力素子１２００及び絶縁接着テープ１２０４上に形
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成し集電電極１２０５とした。
【０１１８】
更に、前記絶縁接着テープ１２０４の上部に、集電電極１２０５の更なる集電電極である
バスバー電極１２０６を形成した。バスバー電極１２０６としては、幅５ｍｍ、長さ２８
５ｍｍ、厚み１００μｍの銀メッキ銅箔を用いて絶縁テープ上に載置した後、２００℃、
３ｋｇ /ｃｍ２、１８０秒の条件で、ワイヤー電極と同時に加熱加圧固定する。この時、
図１２（ａ）に示すように銀メッキ銅箔１２０６の片側が、光起電力素子１２００から外
側に延びるようにしておいた。
【０１１９】
次に、銀メッキ銅箔１２０６上であって、光起電力素子から飛び出した部分の一部に、７
ｍｍ□、厚さ１３０μｍの透明ＰＥＴテープ１２０７を添付した。
【０１２０】
このようにして作製された光起電力素子を、電気的に直列接続した図を（ｂ）、（ｃ）に
示している。
【０１２１】
図示のように、光起電力素子から外側に伸びたＰＥＴテープ付き銀メッキ銅箔１２０６を
隣接する光起電力素子の裏面側にもぐりこませ、裏面側の軟質銅箔１２０３と半田接続し
た。この際、ＰＥＴテープ１２０７が隣接する光起電力素子のエッジ部に接触するように
接続を行った。なお、図中では、２直列の場合を図示しているが、実際には５枚の光起電
力素子を直列接続した。
【０１２２】
次に、実施例１で作成したモールドレスダイオードＡ１２０８を、図（ｃ）のように光起
電力素子の裏面側に配置し、ダイオードのＰ側に接続された外部接続用端子を裏面軟質銅
箔１２０３に、またダイオードのＮ側に接続された外部接続用端子をバスバー電極に半田
で接続し、電気的な導通を確保した。ダイオード１２０８は、光起電力素子１個に対して
１個接続した。
【０１２３】
次に、これらの５直列の光起電力素子モジュールを図 15に示すように樹脂被覆（ラミネー
ション）した。以下にその手順を示す。
【０１２４】
５直列光起電力素子、ＥＶＡ（エチレン－酢酸ビニル共重合体）シート（厚さ４６０マイ
クロメートル）、片面をプラズマ放電処理した無延伸のＥＴＦＥ（ポリエチレンテトラフ
ルオロエチレン）フィルム（厚さ 50マイクロメートル）、ポリエチレンテレフタレート (P
ET)フィルム（厚さ 50マイクロメートル）、ガルバリウム鋼板（厚さ 0.4mm）をＥＴＦＥ 15
06／ＥＶＡ 1502／５直列光起電力素子モジュール 1504／ＥＶＡ 1502／ＰＥＴ 1503／ＥＶＡ
1502／鋼板 1501という順に重ねて太陽電池モジュール積層体とした。次に、 ETFEの外側に
、離型用テフロンフィルム (厚さ 50μ m)を介してステンレスメッシュ (40X40メッシュ、線
径 0.15ｍｍ )を配し、積層体を真空ラミネート装置を用いて加圧脱気しながら１５０℃で 3
0分加熱圧着した。このようにして図１５に示す太陽電池モジュールを得た。なお、表面
被覆材表面にはメッシュにより最大 30μ mの高低差の凹凸が形成された。
【０１２５】
出力端子はあらかじめ光起電力素子裏面にまわしておき、ラミネート後、ガルバリウム鋼
板 1501に予め開けておいた端子取り出し口から出力が取り出せるようにした。さらにこの
モジュールの補強板 1501の素子 1504よりも外側に延在している部分をローラーフォ―マー
にて折り曲げ加工して、補強板がそのまま屋根材の機能を果たす「屋根材一体型太陽電池
モジュール」とした。
【０１２６】
なお、ここで用いた EVAシートは太陽電池の封止材として広く用いられているものであり
、 EVA樹脂 (酢酸ビニル含有率 33%)100重量部に対して架橋剤として有機過酸化物を 1.5重量
部、紫外線吸収剤 0.3重量部、光安定化剤 0.1重量部、熱酸化防止剤 0.2重量部、シランカ
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ップリング剤 0.25重量部を配合したものである。このようにして屋根材一体型太陽電池モ
ジュールＡ′を作成した。
【０１２７】
（実施例８）
実施例８においては、屋根材一体型太陽電池モジュールＢ′を作成した。実施例８では、
モールドレスダイオードＡを用いる代わりに実施例４で述べたモールドレスダイオードＦ
を使用した点が実施例７とは異なっており、それ以外は実施例７と同様にして行った。
【０１２８】
（実施例９）
実施例９においては、屋根材一体型太陽電池モジュールＣ′を作成した。実施例９では、
モールドレスダイオードＡを用いる代わりに実施例６で述べたモールドレスダイオードＪ
を使用した点が実施例７とは異なっており、それ以外は実施例７と同様にして行った。
【０１２９】
（実施例１０）
実施例１０においては、屋根一体型太陽電池モジュールＤ′を作成した。図１３は本発明
の実施例１０にかかる光起電力素子の外観を示す模式図である。図１３（ａ）は光起電力
素子を受光面側から見た図であり、図１３（ｂ）は光起電力素子同士を直列に接続した場
合を受光面側から見た図であり、図１３（ｃ）はＸ－Ｘ′断面図である。
【０１３０】
本実施例では、モールドダイオードＡを光起電力素子の非受光面側に設ける代わりに、図
１３で示すように受光面側に設けた点が実施例７とは異なっており、それ以外は実施例７
と全く同様に作成した。
【０１３１】
図１３において、ダイオード１３０８は光起電力素子の受光面側のバスバー１３０６上に
設置されており、ダイオードのＰ側がバスバー１３０６と、ダイオードのＮ側が隣接する
光起電力素子のバスバー上に電気的に接続されている。
【０１３２】
（比較例３）
比較例３においては、屋根材一体型太陽電池モジュールＥ′を作成した。比較例３では、
モールドレスダイオードＡを用いる代わりに比較例１で述べたモールドレスダイオードＫ
を使用した点が実施例７とは異なっており、それ以外は実施例７と同様にして行った。
【０１３３】
（比較実験２）
上記作成した屋根一体型太陽電池モジュールＡ′～Ｅ′に対して、実際の屋根の取り付け
と同じ設置台に設置し、実際の屋外での風雨、雹の影響を想定し、以下の比較実験を行っ
た。試験▲１▼は、光起電力素子が影になった際の通電を想定した場合、試験▲２▼は風
によるモジュールのたわみ、試験▲３▼は雹がふってきた場合を想定した試験である。ま
た、試験▲４▼として、光起電力素子にダイオードを半田づけした後に、半田付けの際に
かかる不意の力でダイオードあるいは外部接続用端子に損傷がないかどうかを調査した。
【０１３４】
▲１▼  通電試験
７５℃の炉中で、光起電力素子の短絡電流であるＩｓｃ＝３．２（Ａ）をダイオードに１
０００時間通電した。通電試験に関しては、試験前後での光起電力素子の特性、及び光起
電力素子モジュール自体の外観を検査した。
▲２▼  ベンデイング試験
IEEE規格 draft９に準拠したベンデイング試験を１００００サイクル行った。
▲３▼ヘイルインパクト試験
IEEE規格 draft９に準拠したヘイルインパクト試験を行った。氷玉は、接続されている５
個のダイオードに故意にあてるように行った。
【０１３５】
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これらの試験においては、試験前後での光起電力素子の変換効率をソーラーシミュレータ
を用いて測定することによって評価を行った。試験結果を表２に示す。
【０１３６】
通電試験については、どのモジュールとも変換効率の低下はなく、また、外観上でもダイ
オード付近の充填材などのラミネート材料が剥離している様子はなかった。これらは、す
べてのモールドレスダイオードを光起電力素子の電極上に密着させた状態で配置したので
、放熱性が向上した為と考えられる。
【０１３７】
ベンデイング試験に関しては、モジュールＡ′、Ｃ′、Ｄ′は変換効率の低下はなかった
が、モジュールＢ′では０．８％の効率低下、モジュールＥ′では３．２％の効率低下を
示した。このことから、チップ先端部とそれ以外の部分で硬度差を設けていない場合には
、モジュールになった場合でも曲げ耐性が落ちることが分かった。
【０１３８】
また、ヘイルインパクト試験に関しては、モジュールＢ′、Ｃ′は変換効率の低下はなか
ったが、モジュールＡ′では１．２％の効率低下、モジュールＤ′では２．０％の効率低
下モジュールＥ′では７．５％の効率低下を示した。これらの結果より、弾性体を設けて
いない場合は、衝撃耐性が悪く、氷が当たることによって、ダイオードが破壊し、モジュ
ールの変換効率を落としていると考えられる。また、モジュールＡ′とＤ′を比較すると
、モジュールＤ′の低下率が大きいことから、ダイオードは非受光面側に接続する方がよ
り有利であることが判明した。
【０１３９】
次に、外観検査については、モジュールＥ′のみ２個のダイオードの外部接続用端子の先
端くびれ部にうっすらと亀裂が入っていた。他のモジュールに関しては、特に異常は見ら
れなかった。以上の結果から、本発明の半導体装置が接続された光起電力素子は、従来よ
りも信頼性が向上したと考えられる。
【０１４０】
【表１】
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【０１４１】
【表２】
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【０１４２】
【発明の効果】
本発明のモールドレス半導体装置によって、非常に薄型になり、光起電力素子に容易に組
み込むことが可能となり、樹脂封止する際にも樹脂量を少なくすることが出来た。また、
本発明によればモールドレスであっても、ねじり、曲げ、衝撃に強い半導体装置を提供す
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ることができ、従来の問題点を解決することができた。また、この半導体装置を接続した
光起電力素子モジュール自体についても、ねじり、曲げ、衝撃に強いモジュールを提供す
ることが可能となり、また接続箇所を電極部材上にすることでラミネート材料の熱的な問
題も解決することができた。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施態様例のモールドレス半導体装置の概略図である。
【図２】従来のモールドレス半導体装置の概略図である。
【図３】従来のモールドパッケージ半導体装置の概略図である。
【図４】本発明のモールドレス半導体装置の外部接続用端子の硬度差を説明する為の概略
図である。
【図５】本発明の光起電力素子モジュールの概略構成図である。
【図６】アモルファスシリコン太陽電池の層構成を示す概略図である。
【図７】本発明の結晶系の光起電力素子モジュールの概略構成図である。
【図８】本発明の実施例１にかかるモールドレス半導体装置を示す概略図である。
【図９】本発明の実施例３にかかるモールドレス半導体装置を示す概略図である。
【図１０】本発明の実施例４にかかるモールドレス半導体装置を示す概略図である。
【図１１】本発明の実施例６にかかるモールドレス半導体装置を示す概略図である。
【図１２】本発明の実施例７にかかる光起電力素子モジュールを示す概略図である。
【図１３】本発明の実施例１０にかかる光起電力素子モジュールを示す概略図である。
【図１４】本発明の建材の斜視図である。
【図１５】本発明の太陽電池モジュールの斜視図及び断面図である。
【符号の説明】
１０１　半導体チップ
１０２、１０３　外部接続用端子
１０４　硬度差境界線
１０５　弾性体
５０１、５０１′　光起電力素子
５０２　バスバー
５０３、５０３′　絶縁性部材
５０４　金属体（接続部材）
５０５　被覆材
５０６　集電電極
５０７　半導体装置
１５０１　補強板
１５０２　ＥＶＡ（充填材）
１５０３　ＰＥＴ（絶縁部材）
１５０４　光起電力素子モジュール
１５０５　ガラス繊維
１５０６　ＥＴＦＥ（表面フィルム）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

(26) JP 3658160 B2 2005.6.8



フロントページの続き

(51)Int.Cl.7                            ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｈ０１Ｌ  31/10    　　　Ａ          　　　　　

(72)発明者  清水　孝一
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号キヤノン株式会社内
(72)発明者  山田　聡
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号キヤノン株式会社内
(72)発明者  村上　勉
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号キヤノン株式会社内

    審査官  柏崎　康司

(56)参考文献  特開平０７－３０２９２３（ＪＰ，Ａ）
              特開昭５７－０３６８５２（ＪＰ，Ａ）
              実開平０１－０７６０５９（ＪＰ，Ｕ）

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              H01L 31/04

(27) JP 3658160 B2 2005.6.8


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

