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(57)【要約】
　ガラスフリット、有機溶媒、導電性種、及び焼成したときに金属酸化物を形成する１種
以上の有機金属成分を有する導電性インクであって、有機金属成分を含まない導電性イン
クと同等以上に直列抵抗を減少する導電性インクが提供される。導電性インクの実施形態
は、有機ビスマス金属成分を含む有機金属成分、並びに酸化ビスマス、シリカ、酸化ホウ
素、二酸化テルル、及びそれらの組み合わせの１種以上を含むガラスフリットを含む。反
射防止膜、１種以上の有機金属成分を包含する導電性インクから形成される格子線を有す
る光起電力電池もまた提供される。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラスフリット、導電性種、有機媒体、及び焼成により金属酸化物を形成することがで
きる１種以上の有機金属成分を含む導電性インクであって、
　前記ガラスフリット及び有機金属成分が、基板に塗布するのに適したペースト中に混合
されており、且つ前記導電性インクが、有機金属成分を含まない導電性インクと比較して
同等又はそれ以上に直列抵抗を減少させることを特徴とする導電性インク。
【請求項２】
　前記１種以上の有機金属成分が、焼成したときに少なくとも約１質量％の量の金属酸化
物を形成するのに十分な量で存在する請求項１に記載の導電性インク。
【請求項３】
　前記１種以上の有機金属成分が、約４０質量％未満の量で存在する請求項１に記載の導
電性インク。
【請求項４】
　前記１種以上の有機金属成分が、約１５質量％未満の量で存在する請求項３に記載の導
電性インク。
【請求項５】
　前記１種以上の有機金属成分が、約８質量％未満の量で存在する請求項４に記載の導電
性インク。
【請求項６】
　前記１種以上の有機金属成分が、更に、有機ビスマス金属を含む請求項１に記載の導電
性インク。
【請求項７】
　前記有機ビスマス金属が、約４質量％の量で存在する請求項６に記載の導電性インク。
【請求項８】
　前記ガラスフリットが、酸化ビスマス、シリカ、酸化ホウ素、二酸化テルル及びそれら
の組み合わせの１種以上を含む請求項１又は６に記載の導電性インク。
【請求項９】
　前記導電性インクを、前記基板上に配置された反射防止膜へ塗布した場合、該導電性イ
ンクは該反射防止膜を突き抜け、前記基板と抵抗接点を形成することができるものである
請求項１に記載の導電性インク。
【請求項１０】
　半導体基板、反射防止膜、及び請求項１～９のいずれか１項に記載の導電性インクかか
ら形成された導電グリッド線を含む光起電力電池であって、該導電性インクは、有機溶媒
を除去し、導電性種を焼結する処理が行われている光起電力電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、ガラスフリット及び１種以上の有機金属成分（metallo-organic 
component）を含む導電性インク、並びにガラスフリット及び１種以上の有機金属成分を
含む導電性インクから形成された導電グリッドを有する光起電力電池（photovoltaic cel
ls）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　導電性インク又はペーストは、例えば、銀格子（グリッド）線（gridlines）及びバス
・バー（bus bars）等の金属接点を、シリコン等の基板の表面上に形成するために使用さ
れる。そのような基板は、太陽光の光子が半導体上の電子を価電子帯（valance band）か
ら伝導帯（conductive band）へ励起する際に、太陽エネルギーを電気エネルギーに変換
する太陽電池又は光起電力電池に使用され得る。伝導帯へ流れる電子は、金属接点により
集められる。今日の産業において、結晶シリコン太陽電池は、セル効率を増加する光吸収
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を促進するため、通常、反射防止膜で被覆される。しかしながら、その反射防止膜は、基
板から金属接点へ電子が移動することを妨げる絶縁体としても作用する。太陽電池は、通
常、導電性インクが塗布される前に反射防止膜によって被覆される。その反射防止膜は、
多くの場合、窒化ケイ素、酸化チタン、又は酸化ケイ素を含む。
【０００３】
　導電性インクは通常、ガラスフリット、導電性種及び有機溶媒を含む。導電性種は、通
常、銀等の金属微粒子であり、導電性及び金属接点の形成後に電流コレクター（current 
collectors）としての機能を付与する。金属接点の形成のため、導電性インクは基板上へ
印刷される。その後、基板は約６５０℃～約９５０℃の範囲の温度で焼成される。焼成温
度は銀とシリコンの共融点、及び銀の融点より低いため、ほとんどの場合、焼結助剤（si
ntering aid）が使用される。更に、太陽電池は通常、導電性インクが塗布される前に反
射防止膜によって被覆される。導電性インクは、基板と抵抗接点（ohmic contact）を有
する金属接点を形成するため、基板上に配置された反射防止膜を突き抜けるほうが良い。
【０００４】
　導電性インクは、基板への金属微粒子の焼結を助け、形成された金属接点と基板との間
の接着及び抵抗接点の形成を促進するガラスフリットを包含する。処方によっては、ガラ
スフリットは約３００℃と６００℃の間の温度で加熱すると液化する。ガラスフリットが
液化する際、金属微粒子と基板上に配置された反射防止膜との間の接触面に向かって流れ
る傾向がある。融解したガラスは反射防止膜の材料を銀及び基板と同様に溶解する。温度
が低下した時点で、融解した銀及び融解又は溶解した基板は液相を通じて再結晶化する。
その結果、銀の結晶子の一部は反射防止層を突きぬけ、基板との抵抗接点を形成すること
ができる。この方法は「ファイヤースルー（fire-through）」といわれ、低い接触抵抗の
形成、及び銀と基板との間のより強い結合を促進する。攻撃的過ぎるガラスフリットを選
択すると、基板が汚染され、それによって太陽電池の性能が低下する可能性がある。適切
なガラスフリット又はガラスフリット前駆体の混合物の選択はそのような汚染を回避し、
良いセル効率を達成するために役立つ。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、光起電力電池における直列抵抗を改善し、焼結を助け、更に反射防止膜を通じ
て金属接点と基板との接着と抵抗接点の形成を促進する機能を有する導電性インクの必要
性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一側面に従って、ガラスフリット、導電性種、有機溶媒及び焼成したときに金
属合金又は金属酸化物を形成する1種以上の有機金属成分を利用する導電性インクが提供
される。この出願全体で使用される、用語「ペースト」及び「インク」は同じ意味で使用
される。
【０００７】
　一以上の実施形態において、導電性インクのガラスフリット及び1種以上の有機金属成
分は、光起電力電池等の基板へ塗布するのに適したペースト中に混合されており、その基
板は有機金属成分を含まないペーストが塗布された光起電力電池と同等又はそれ以上に光
起電力電池の直列抵抗を減少する。導電性インクの他の実施形態において、その導電性イ
ンクを基板上に配置された反射防止膜に塗布した場合、その導電性インクは反射防止膜を
突き抜け、基板と抵抗接点を形成することができる。
【０００８】
　更なる実施形態において、1種以上の有機金属成分は、焼成したときに約１質量％の金
属酸化物を形成するのに十分な量で、インク中に存在する。いくつかの実施形態において
、導電性インクは1種以上の有機金属成分を約４０質量％未満の量で有する。具体的な実
施形態において、1種以上の有機金属成分は約１５質量％未満の量で存在する。更に具体



(4) JP 2011-512426 A 2011.4.21

10

20

30

40

50

的な実施形態において、有機金属成分は約８質量％未満の量で存在する。
【０００９】
　本発明の他の実施形態は、酸化ビスマス、シリカ、酸化ホウ素、二酸化テルル、及びそ
れらの組み合わせの１種以上を含むガラスフリットを使用するインクを提供する。
【００１０】
　一以上の実施形態に従って、導電性インクは、有機ビスマス金属成分（bismuth metall
o-organic component）を含む。具体的な実施形態において、有機ビスマス金属成分は導
電性インク中に約４質量％の量で存在する。更に具体的な実施形態において、導電性イン
クは、有機ビスマス金属成分、並びに酸化ビスマス、シリカ、酸化ホウ素、二酸化テルル
、及びそれらの組み合わせの１種以上を含むガラスフリットを含んでも良い。
【００１１】
　本発明の他の側面に従って、光起電力電池は、半導体基板、反射防止膜並びに、ガラス
フリット及び1種以上の有機金属成分を含む導電性インクから形成された導電グリッド（
格子）を含む。光起電力電池の一実施形態において使用される導電性インクは、金属酸化
物及び導電性種を含む格子線（グリッド線）を形成するために焼成されている。一以上の
実施形態において、導電性インクは、有機溶媒を除去し、及び導電性種を焼結する処理が
されている。本発明の一実施形態によると、導電性インクは、酸化ビスマス、シリカ、酸
化ホウ素、二酸化テルル、及びそれらの組み合わせの１種以上を含むガラスフリットを含
む。他の実施形態において、１種以上の有機金属成分は、焼成したときに少なくとも約１
質量％の金属酸化物を形成するのに十分な量で導電性インク中に存在する。具体的な実施
形態において、１種以上の有機金属成分は約４０質量％未満の量で存在する。より具体的
な実施形態は、１種以上の有機金属成分を約１５質量％未満の量で含み、更に、より具体
的な実施形態は、１種以上の有機金属成分を約８質量％未満の量で有する。
【００１２】
　一以上の実施形態に従って、光起電力電池は有機ビスマス金属成分を含む導電性インク
を含む。更に具体的な実施形態は、有機ビスマス金属成分を約４質量％の量で含む導電性
インクを有する。光起電力電池の更に具体的な実施形態は、ビスマス有機金属成分、並び
に酸化ビスマス、シリカ、酸化ホウ素、二酸化テルル、及びそれらの組み合わせの１種以
上を含むガラスフリットを利用する。
【００１３】
　前述においては、本発明のいくつかの特徴及び技術的優位性について、かなり広範に概
要を述べている。当業者にとって当然のことながら、開示された具体的な実施形態は本発
明の範囲内で、他の構造又は方法を修正又は設計する基礎として利用することができる。
同様に当業者にとって当然のことながら、そのような均等な構造は、添付の請求項に記載
の本発明の精神と範囲から逸脱しない。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明のいくつかの典型的な実施形態を記載する前に、本発明は以下の記載において説
明された構造又は工程段階の詳細に制限されないことが理解される。本発明は他の実施形
態及び種々の方法により実施又は実行されることが可能である。
【００１５】
　本発明の側面は、ここでより詳細に説明される、１種以上の金属酸化物成分、少なくと
も１種のガラスフリット、導電性種、及びその他の成分を有する導電性インクに関連する
。更に、光起電力電池に関連する本発明の側面もまた、より詳細に説明される。
【００１６】
［有機金属成分］
　本発明の一以上の実施形態は、１種以上の有機金属成分を有する導電性インクを含む。
通常、有機金属は、金属カルボン酸塩（metal carboxylate）（例えば、ネオデカン酸塩
、酢酸塩及びプロピオン酸塩等）、金属アルコキシド、及び金属錯体を包含する金属原子
を含む化合物で、水に難溶性又は不溶性である。有機金属成分はまた、どのような芳香族
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基又は脂肪族基を含んでも良く、ときには有機基の部分が、樹脂又はその他の天然産物に
由来する基からなる際に、金属樹脂酸塩（metal resinates）と称される。他の適切な有
機金属成分は、金属メルカプチド（metal mercaptides）を含む。一以上の実施形態にお
いて使用される有機金属成分は１種以上の金属原子を有することができる。
【００１７】
　１種以上の導電性インクで使用される有機金属成分の例は、有機ホウ素金属（boron-me
tallo-organic）、有機アルミニウム金属（aluminum-metallo-organic）、有機ケイ素金
属（silicon-metallo-organic）、有機ビスマス金属（bismuth-metallo-organic）、有機
亜鉛金属（zinc-metallo-organic）、及び有機バナジウム金属（vanadium-metallo-organ
ic）の組み合わせを包含する。ときには、有機金属（metallo-organics）及び金属有機物
（organo-metallics）は２種の分類に定義される。この出願全体に使用される、有機金属
（metallo-organic）は、有機金属（metallo-organics）及び金属有機物（organo-metall
ics）の両方を含む。
【００１８】
　理論にとらわれることなしに、焼成したときに、有機金属成分は分解し、有機基の部分
は導電性インクから除去されると考えられている。更に、金属又は金属合金又は金属酸化
物混合物が生成される。焼成後に生成された固形物の量は「有機金属成分の固形分質量％
」と称される。一以上の実施形態に従って、有機金属成分は少なくとも０．５固形分質量
％を有することができる。他の実施形態は、少なくとも１～２固形分質量％を有する有機
金属成分を含む。理論に制限されることなしに、導電性インク中のガラスフリットの使用
と同様に、有機金属成分により生成された固形物の量が、導電体を形成する、又は基板と
の抵抗接点を形成する導電性インクの機能に影響を与えると考えられている。この機能は
、結果として、導電性インクを包含する装置、例えば、半導体、光起電力電池又は自動車
のガラス等の性能を向上する。
【００１９】
　本発明の一以上の実施形態において、有機金属成分は有機ビスマス金属成分、及び／又
は有機銀金属成分を含む。本発明の具体的な実施形態は、有機ビスマス金属成分、有機銀
金属成分又は有機ホウ素金属成分の１種以上を含むことができる。本発明の他の実施形態
は、有機ビスマス金属成分、有機銀金属成分、有機ホウ素金属成分、有機アルミニウム金
属成分、有機亜鉛金属成分及び又は有機バナジウム金属成分の１種又は組み合せを含む。
【００２０】
　一実施形態によると、所望の特性を達成するため、単一元素又は金属酸化物又はコロイ
ド金属懸濁液が、一定の元素量を増強するか、又は新たな特性を生じる修飾剤（modifier
s）として有機金属成分に添加されても良い。例えば、リン、Ｐ２Ｏ５又はその他種類の
リン含有化合物が、太陽電池への利用のために自己ドープ型ペースト（self-doping past
es）を作るために添加されても良い。
【００２１】
　有機金属成分に配合する更なる要素は、結果として生じる特性を調整するために検討さ
れても良い。一つの検討事項は、反射防止膜上の導電性インクの攻撃性の調節し、基板の
汚染を避けることを含む。他の検討事項は、導電性種と反射防止膜とを反応する有機金属
成分から、分解した固体混合物のために十分な時間と熱を供給するために、約２００℃～
約５００℃の範囲、又は焼成プロファイルに応じた他の範囲の熱分解温度を選択すること
を含む。金属カルボン酸塩又は低温化学蒸着（chemical vapor deposition）（「ＣＶＤ
」）前駆体は分解温度を調整するために検討されても良い。第三の検討事項は、印刷に適
した堅さを有する、又はレオロジー調整剤（rheology modifiers）としても使用され得る
、１種以上の有機金属成分から選択することを含む。
【００２２】
［導電性種］
　一以上の実施形態において、導電性インクは粉末又は微粒子形態の銀等の導電性種を利
用する。他の導電性種の限定されない実施例は、粉末又は微粒子形態の金、銅及び白金等
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の導電性金属を含む。
【００２３】
　一以上の実施形態において使用される銀種は、１種以上の銀金属又は銀合金の微粉末の
形態でも良い。他の実施形態において、銀は硝酸銀（ＡｇＮＯ３）等の銀塩として添加さ
れても良い。一以上の実施形態によると、導電性種は、約５００℃よりも高い温度で焼結
される能力を有するべきである。
【００２４】
　一種以上の実施例は、導電性種を使用せず、代わりに、焼成したときに１種以上の導電
性金属元素を形成する有機金属成分を利用する。導電性金属元素の例は、銅、銀、金、白
金及び／又は他の貴金属、及びそれらの組み合わせを含む。一以上の実施形態は、導電性
種、及び焼成したときに導電性金属元素を形成する有機金属成分の両方を利用する。
【００２５】
［ガラスフリット］
　本発明の一以上の実施形態において使用されるガラスフリット粉末は、酸化ビスマス、
シリカ、酸化ホウ素、二酸化テルル、及びそれらの組み合わせの１種以上を含む。
【００２６】
　具体的な一実施形態は、二酸化テルルを包含し、意図的に添加された鉛を有さないガラ
スフリットを含む。そのような実施形態において、用語「意図的に添加された鉛を有さな
い」は、ガラスフリットの有する鉛が、約１０００ｐｐｍ未満であることを意味する。具
体的な実施形態において、ガラスフリットは、二酸化テルルを約０．０１質量％～１０質
量％の量で含む。本発明に従って使用されるガラスフリットの更に具体的な実施形態は、
二酸化テルル、ＺｎＯ、Ａｌ２Ｏ３及びそれらの組み合わせを含む。更により具体的な二
酸化テルル含有ガラスフリットの実施形態は、Ａｇ２Ｏ、Ｓｂ２Ｏ３、ＧｅＯ２、Ｉｎ２

Ｏ３、Ｐ２Ｏ５、Ｖ２Ｏ５、Ｎｂ２Ｏ５、及びＴａ２Ｏ５等の他の成分を含んでも良い。
本発明の更なる実施形態は、Ｎａ２Ｏ、Ｌｉ２Ｏ、及び／又はＫ２Ｏ、並びにＢａＯ、Ｃ
ａＯ、ＭｇＯ及び／又はＳｒＯ等のアルカリ金属酸化物及び／又はアルカリ土類金属酸化
物を利用する。
【００２７】
　一実施形態において、本発明による導電性インク中に利用されるガラスフリットは、約
２０質量％を超えて、６０質量％未満のＢｉ２Ｏ３、約１５質量％～約３０質量％のＳｉ
Ｏ２、及び約２質量％～９質量％のＢ２Ｏ３を含み、且つそのガラスフリットは実質的に
Ｎａ２Ｏを含まない。一以上の実施形態によると、Ｎａ２Ｏを実質的に含まないとは、Ｎ
ａ２Ｏがガラスフリット中に、約０質量％～０．２質量％の範囲の量で存在することを意
味する。
【００２８】
　本発明の一以上の実施形態による導電性インクはまた、テルル酸ビスマス及び／又はケ
イ酸ビスマス粉末を包含する。テルル酸ビスマス及び／又はケイ酸ビスマス粉末の添加は
、結晶化の発生を低温度に推移させることによりガラスフリットの結晶化を制御すること
ができることができることが明らかになっている。
【００２９】
　本発明は理論にとらわれるべきではないが、テルル酸ビスマス及び／又はケイ酸ビスマ
ス粉末は結晶成長の核形成部位を供給すると考えられる。光起電製品において、ガラスフ
リットは、銀が抵抗接点を形成できるように反射防止層を突き抜けるか、溶解する必要が
あるが、一方で、ガラスフリットの攻撃性の制御として、機器を短絡する半導体の接合点
の突き抜けを防ぐことが望ましい。他の実施形態は、テルル酸ビスマス及び／又はケイ酸
ビスマスと同様又は類似の効果を生じる、チタニア、ジルコニア、リン化合物等の他の公
知の相を利用する。
【００３０】
［他の成分］
　一以上の実施形態による導電性インクはまた、有機媒体（organic vehicle）を含んで
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も良い。有機媒体は微粒子成分を分散し、インク組成物の表面への移動を促進する。少な
くとも一実施形態において、有機媒体は、適切に不活性な溶媒、樹脂及び一般的な界面活
性剤を含む。具体的に、有機媒体は樹脂を溶解し、導電性種及び有機金属成分を分散し、
適切なレオロジー（流動学的因子）を有する導電性インクを形成する。種々の有機媒体は
、増粘剤、安定剤及び／又は他の添加剤を含む、含まないにかかわらず、本発明の実施形
態の調製に使用するのに適している。溶媒の例はアルコール（グリコールを含む）及びそ
のアルコールのエステル、パインオイル等のテルペン、テルピネオール及びその同様なも
のを含む。より具体的な溶媒は、ジブチルフタレート、ジエチレングリコールモノブチル
エーテル、テルピネオール、イソプロパノール、トリデカノール、及び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を含む。いくつかの実施形態は、
基板への塗布後の迅速乾燥（fast drying）を促進するために揮発性液体も含む溶媒を利
用する。
【００３１】
　適切な樹脂の例は、エチルセルロース、メチルセルロース、ニトロセルロース、カルボ
キシメチルセルロース及び他のセルロース誘導体を含む。他の例は、例えば、アクリル酸
エステル、メタクリル酸エステル、ポリビニルアルコール、ポリビニルケトン及びポリビ
ニルブチラール等の樹脂を含む。
【００３２】
　具体的な一実施形態において、低級アルコールのポリメタクリレート等の樹脂の溶液が
使用され、更に具体的な実施形態において、有機媒体は、パインオイル及びジエチレング
リコールのモノブチルエーテル等の溶媒中のエチルセルロースを含む。
【００３３】
　一以上の実施形態によると、導電性インクにおける有機媒体の固形物に対する比は大幅
に変えることができ、最終的な所望の製剤のレオロジーにより決定され、同様に、システ
ムの印刷要件によっても決定される。一以上の実施形態において、導電性インクは約５０
～約９５質量％の固形物及び、約５～約５０質量％の有機媒体を含んでも良い。
【００３４】
　導電性インクの一以上の実施形態は、更に、当技術分野で公知の更なる添加物、例えば
、顔料、染料、レオロジー調整剤、接着強化剤、焼結阻害剤、生強度調整剤（green-stre
ngth modifiers）、界面活性剤及びその同様なものを含んでも良い。
【００３５】
　一以上の実施形態による導電性インクは、例えば、３本ロールミル（triple-roll- mil
l）のような適切な装置によって調製されても良い。少なくとも一実施形態において、１
種以上の有機金属成分、ガラスフリット、導電性種及び有機媒体が予め混合され、ミルで
分散される。
【００３６】
［光起電力電池］
　本発明の他の側面は、半導体基板、基板上の反射防止膜及び導電グリッドを含む光起電
力電池を提供する。一以上の実施形態によると、導電グリッドはガラスフリット、導電性
種、有機溶媒及び１種以上の有機金属成分を含む導電性インクから形成される。本願に記
載された導電性インクの一以上の実施形態はその導電グリッドの形成に使用できる。一以
上の実施形態によると、１種以上の有機金属成分は、導電性インクが、基板上の反射防止
膜を突き抜けるか、又は溶解し、抵抗接点を確立するために要求される。
【００３７】
　一以上の実施形態において、半導体基板はシリコンであっても良い。ドープ半導体等の
、当技術分野で公知の他の適切な基板が利用されても良い。一以上の実施形態によれると
、反射防止膜は、二酸化ケイ素、酸化チタン、窒化ケイ素又は当技術分野で公知の他の被
膜を含んでも良い。
【００３８】
　半導体基板は、単結晶又は多結晶シリコンを含んでも良い。反射防止膜は、化学蒸着技
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術（chemical vapor deposition techniques））を使用して基板に施与しても良い。いく
つかの実施形態において、プラズマ化学気相成長技術（plasma enhanced chemical vapor
 deposition techniques）が、基板への反射防止膜の施与に使用される。一以上の実施例
による半導体基板はまた、太陽光の反射を減少させ、吸収のレベルを強めるためにエッチ
ング処理やテクスチャー処理（texture）がされていても良い。一以上の実施形態による
と、導電性インクはその後、基板又は反射防止膜の表面にスクリーン印刷又は他の技術に
よって塗布される。基板は格子線を形成するために約６５０℃～９５０℃の温度で加熱又
は焼成される。一実施形態において、本願において別途説明したように、焼成工程は、ガ
ラスフリットが融解し、反射防止膜を突き抜けることを可能とする。一以上の実施形態に
おいて、導電性種は、導体（conductors）及び基板の接触面で結晶子を形成し、導体と半
導体基板との間の電気的又は抵抗接点の形成を強める。
【００３９】
　本発明の実施形態は、以下の実施例により更に詳細に説明されるが、いかなる方法にお
いても、本発明を制限する意図はない。
【実施例】
【００４０】
　各セルに印刷された６種の導電性インク（インクA～C（比較例に相当）及び比較インク
Ａ～Ｃ（実施例に相当））を有する６種の光起電力電池の曲線因子（fill factor）、セ
ル効率（cell efficiency）及び直列抵抗（series resistance）が、その装置及びその上
に配置されたインクの性能を評価するために試験された。インクＡ～Ｃは、銀導電性種及
び３種の異なるガラスフリットをそれぞれ含んでいた。ガラスフリットは、酸化ビスマス
、シリカ、酸化ホウ素、及び酸化亜鉛を含む。比較インクＡ～Ｃは銀導電性種及び有機ビ
スマス金属成分を含んでいた。比較インクＡは更にインクＡで試験されたガラスフリット
を含む、比較インクＢ及びＣはそれぞれ、インクＢ及びＣで試験されたガラスフリットを
含む。各光起電力電池の性能は測定され、表１に再現された。比較インクＡ、Ｂ及びＣを
有する光起電力電池の結果の値は、それぞれ、対応するインクＡ、Ｂ及びＣに対して標準
化された。
【００４１】

【表１】

【００４２】
　「曲線因子（fill factor）」及び「効率（efficiency）」は　半導体の性能の評価で
ある。用語「曲線因子」は、太陽電池の電流－電圧（Ｉ－Ｖ）特性において、最大出力（
maximum power）（ＶmpｘＪmp）を短絡電流密度（short-circuit current density）(Ｊs

c）と開放電圧（open-circuit voltage）（Ｖoc)の積で除した比として定義される。開放
電圧（Ｖoc）は開放条件（open-circuit condition）下で、得られる最大電圧である。短
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絡電流密度（short-circuit current density）(Ｊsc）は、短絡条件（short-circuit co
ndition）下の負荷で流れる最大電流密度である。曲線因子（FF）はこのように（ＶmpＪm

p）／ＶocＪsc）、［但し、Ｊmp及びＶmpは、最大出力点（maximum power point）での電
流密度及び電圧を表す。］として定義される。
【００４３】
　用語「効率」は、変換され（吸収された光から電気エネルギーへの変換）、太陽電池が
電気回路へ接続された際に集められる力（power）の百分率である。効率（η）は、「標
準」試験条件下で、ピーク電力（peak power）を総入射照度（total incident irradianc
e）（Ｅ、Ｗｍ－２単位で測定される）と装置面積（Ａ、ｍ２単位で測定される）との積
で除した比［η＝Ｐｍ／（ＥｘＡ）］を使用して計算される。
【００４４】
　表１に示すように、比較インクＡ、Ｂ及びＣ（実施例）はインクＡ、Ｂ及びＣ（比較例
）よりも、それぞれ高い効率を示した。従って、このデータに基づいて、１種以上の有機
金属成分の導電性インクへの添加は、光起電力電池の性能を改善するものと考えられる。
【００４５】
　本明細書全体にわたった、「一実施形態」、[いくつかの実施形態」、「一以上の実施
形態」、又は「実施形態」への言及は、その実施形態に関連して記載される特定の特徴、
構造、材料、又は特性は本発明の少なくとも一実施形態に含まれるということを意味する
。従って、本明細書全体にわたって、種々の箇所に「一以上の実施形態において」、「い
くつかの実施形態において」、「一実施形態において」、又は「実施形態において」等の
表現は、本発明において、必ずしも、同一の実施形態に言及しているとは限らない。更に
、特定の特徴、構造、材料、又は特性は、一以上の実施形態において、どのような適切な
方法でも、組み合わされても良い。
【００４６】
　ここに本発明は特定の実施形態を参照にして記載されているが、これらの実施形態は、
単に本発明の原理及び応用の説明に役立つものであると理解される。本発明の精神及び範
囲を逸脱しないで、本発明の方法及び装置を種々の改良及び変更することが可能であるこ
とは、当業者にとって明らかである。従って、本発明は、添付の特許請求の範囲及びその
均等の範囲である改良及び変更を含むことが意図される。
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