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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１方向に沿って配列された第１及び第２の太陽電池と、
　前記第１及び第２の太陽電池を電気的に接続する配線材と、
　前記配線材と前記第１の太陽電池の主面との間に配設される樹脂接着剤と、
を備え、
　前記第１の太陽電池は、
　受光により光生成キャリアを生成する光電変換部と、
　前記光電変換部の主面上に形成され、前記光生成キャリアを集電する集電電極と、
を有し、
　前記配線材は、前記第１方向に直交する切断面において、
　前記集電電極と接触する凸部と、
　前記集電電極から離間するとともに、前記樹脂接着剤を介して前記集電電極と接着され
る非接触部と、
を有する太陽電池モジュール。
【請求項２】
　前記第１方向に直交する第２方向において、前記配線材と前記集電電極とを電気的に接
続する接続領域の幅は、前記配線材の幅の半分よりも大きい請求項１記載の太陽電池モジ
ュール。
【請求項３】



(2) JP 5288790 B2 2013.9.11

10

20

30

40

50

　前記樹脂接着剤は、導電性を有する粒子を含まず、
　前記接続領域の幅は、前記配線材と前記集電電極とが接触している幅である請求項２記
載の太陽電池モジュール
【請求項４】
　前記樹脂接着剤の前記第２方向における幅は、前記配線材の前記第２方向における幅よ
りも大きい請求項２又は３記載の太陽電池モジュール。
【請求項５】
　前記集電電極は、前記光電変換部から前記光生成キャリアを集電する複数本の細線電極
を含んでおり、
　前記接続領域は、前記細線電極の一部が前記配線材中に埋め込まれることにより形成さ
れる請求項１～４のいずれか１項に記載の太陽電池モジュール。
【請求項６】
　前記集電電極は、前記光電変換部から前記光生成キャリアを集電する複数本の細線電極
と、前記細線電極から前記光生成キャリアを集電するバスバー電極とを含み、
　前記バスバー電極は、前記第１方向に沿って形成され、
　前記配線材は、前記バスバー電極上に配設されており、
　前記樹脂接着剤は、導電性を有する複数の粒子を含み、
　前記接続領域は、前記樹脂接着剤に含まれる前記粒子によって形成される請求項１、２
、４のいずれか１項に記載の太陽電池モジュール。
【請求項７】
　第１方向に沿って配列された第１及び第２の太陽電池と、前記第１及び第２の太陽電池
を電気的に接続する配線材とを備える太陽電池モジュールであって、
　前記第１及び第２の太陽電池は、受光により光生成キャリアを生成する光電変換部と、
前記光電変換部の主面上に形成され、前記光生成キャリアを集電する複数本の細線電極と
、前記細線電極から前記光生成キャリアを集電する前記第１方向に沿って形成されたバス
バー電極とを含み、
　前記配線材は、前記第１及び第２の太陽電池の主面上において、前記バスバー電極上に
配設され、
　前記バスバー電極は、前記配線材に向かって凸状に形成された突起部を有し、
　前記突起部は、前記バスバー電極の前記第２方向における端部に形成され、
　前記突起部は、前記配線材にめり込み、
　前記配線材と前記第１及び第２の太陽電池の主面との間には、導電性を有する複数の粒
子を含んだ樹脂接着剤が配設されており、
　前記第１方向に直交する切断面において、前記配線材の外周は、前記第１及び第２太陽
電池に向かって凸状に形成され、
　前記第１方向に略直交する第２方向において、前記配線材と前記集電電極とを電気的に
接続する接続領域の幅は、前記配線材の幅の半分よりも大きく、
　前記接続領域は、前記樹脂接着剤に含まれる前記粒子によって形成された太陽電池モジ
ュール。
【請求項８】
　第１方向に沿って配列された第１及び第２太陽電池と、前記第１及び第２太陽電池を電
気的に接続する配線材とを備える太陽電池モジュールの製造方法であって、
　受光により光生成キャリアを生成する光電変換部の主面上に、前記光生成キャリアを集
電する集電電極を形成することにより前記第１及び第２太陽電池を準備し、
　前記第１方向に直交する切断面において、前記配線材の外周は、前記第１太陽電池に向
かって凸部が形成されており、
　前記第１及び第２太陽電池の主面上に、樹脂接着剤を介して前記配線材を前記第１方向
に沿って前記凸部の融点以下で熱圧着し、
　前記第１方向に直交する第２方向において、前記凸部を前記集電電極に接触させ、
　前記集電電極から離間させるとともに、前記樹脂接着剤を介して前記配線材と前記集電
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電極とを接着させる太陽電池モジュールの製造方法。
【請求項９】
　前記配線材と前記集電電極とを電気的に接続する接続領域の幅を、前記配線材の幅の半
分よりも大きくする請求項８記載の太陽電池モジュールの製造方法。
【請求項１０】
　前記樹脂接着剤は、導電性を有する複数の粒子を含み、
　前記樹脂接着剤に含まれる前記粒子の粒径を所定の粒径以上とすることにより、前記接
続領域の幅を、前記配線材の幅の半分よりも大きくする請求項９に記載の太陽電池モジュ
ールの製造方法。
【請求項１１】
　前記配線材を前記第１及び第２太陽電池の主面上に熱圧着する際の圧力を所定の圧力以
上とすることにより、前記接続領域の幅を、前記配線材の幅の半分よりも大きくする請求
項９に記載の太陽電池モジュールの製造方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線材と太陽電池の主面との間に樹脂接着剤が配設された太陽電池モジュー
ル及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　太陽電池は、クリーンで無尽蔵に供給される太陽光を直接電気に変換することができる
ため、新しいエネルギー源として期待されている。
【０００３】
　一般的に、太陽電池１枚当りの出力は数Ｗ程度である。従って、家屋やビル等の電源と
して太陽電池を用いる場合には、複数の太陽電池を接続することにより出力を高めた太陽
電池モジュールが用いられる。太陽電池モジュールは、第１方向に従って配列された複数
の太陽電池を配線材によって互いに接続することにより構成される。配線材は、通常、太
陽電池の主面上に半田付けされる。
【０００４】
　ここで、半田の溶融温度より低温で熱硬化する樹脂接着剤を配線材と太陽電池の主面と
の間に介挿させ、配線材を太陽電池の主面に熱接着する技術が提案されている（例えば、
特許文献１参照）。
【０００５】
　このような技術によれば、配線材を半田付けする場合と比較して、配線材を熱接着する
際の温度変化が太陽電池に与える影響を小さくすることができる。
【特許文献１】特開２００５－１０１５１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ここで、一般的に、配線材の表面は扁平であるため、配線材を太陽電池の主面に熱接着
する場合、樹脂接着剤には一様に圧力が加わる。そのため、樹脂接着剤中に閉じ込められ
ている気体は、樹脂接着剤の端部からは除去され易いが、樹脂接着剤の中央部からは除去
され難い。従って、樹脂接着剤の中央部に閉じ込められている気体が塊（空洞）となって
残留するおそれがある。このように、配線材と太陽電池との接着面積が小さくなる結果、
太陽電池の集電効率の低下及び配線材の接着性の低下が引き起こされるという問題があっ
た。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであり、樹脂接着剤からの脱気を
促進することにより、太陽電池の集電効率及び配線材の接着性を向上した太陽電池モジュ



(4) JP 5288790 B2 2013.9.11

10

20

30

40

50

ール及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の特徴に係る太陽電池モジュールは、第１方向に沿って配列された第１及
び第２の太陽電池と、第１及び第２の太陽電池どうしを電気的に接続する配線材とを備え
る太陽電池モジュールであって、第１及び第２の太陽電池は、受光により光生成キャリア
を生成する光電変換部と、光電変換部の主面上に形成され、光生成キャリアを集電する集
電電極とを有し、配線材は、第１及び第２の太陽電池の主面上において、第１方向に沿っ
て配設され、配線材と第１及び第２の太陽電池の主面との間には、樹脂接着剤が配設され
ており、第１方向に略直交する切断面において、配線材の外周は、第１及び第２太陽電池
に向かって凸状に形成され、第１方向に略直交する第２方向において、配線材と集電電極
とを電気的に接続する接続領域の幅は、配線材の幅の略半分よりも大きいことを要旨とす
る。
【０００９】
　本発明の第１の特徴において、集電電極は、光電変換部から光生成キャリアを集電する
複数本の細線電極と、細線電極から光生成キャリアを集電するバスバー電極とを含み、バ
スバー電極は、第１方向に沿って形成され、配線材は、バスバー電極上に配設されており
、樹脂接着剤は、導電性を有する複数の粒子を含み、接続領域は、樹脂接着剤に含まれる
粒子によって形成されてもよい。また、バスバー電極は、配線材に向かって凸状に形成さ
れた突起部を有し、突起部は、バスバー電極の第２方向における端部に形成され、突起部
は、配線材にめり込んでいることが好ましい。
【００１０】
　本発明の第１の特徴において、集電電極は、光電変換部から光生成キャリアを集電する
複数本の細線電極を含んでおり、接続領域は、細線電極の一部が配線材中に埋め込まれる
ことにより形成されてもよい。
【００１１】
　本発明の第２の特徴に係る太陽電池モジュールの製造方法は、第１方向に沿って配列さ
れた第１及び第２太陽電池と、第１及び第２太陽電池どうしを電気的に接続する配線材と
を備える太陽電池モジュールの製造方法であって、受光により光生成キャリアを生成する
光電変換部の主面上に、光生成キャリアを集電する集電電極を形成することにより第１及
び第２太陽電池を作製する工程Ａと、第１及び第２太陽電池の主面上に、樹脂接着剤を介
して配線材を第１方向に沿って熱圧着する工程Ｂとを備え、第１方向に略直交する切断面
において、配線材の外周は、第１及び第２太陽電池に向かって凸状に形成されており、工
程Ｂでは、第１方向に略直交する第２方向において、配線材と集電電極とを電気的に接続
する接続領域の幅を、配線材の幅の略半分よりも大きくすることを要旨とする。
【００１２】
　このような太陽電池モジュールの製造方法によれば、配線材の外周は、集電電極に向か
って凸状に形成されている。そのため、配線材の熱圧着工程では、まず、樹脂接着剤の第
２方向中央部に圧力が加えられた後、徐々に端部へと圧力が加えられる。即ち、樹脂接着
剤の端部は、中央部より時間的に遅れて加圧される。
【００１３】
　従って、樹脂接着剤中に閉じ込められている気体は、中央部から端部へと徐々に押し出
される。即ち、樹脂接着剤の脱気は、中央部から端部へと徐々に行われる。このように、
樹脂接着剤の脱気が促進されるため、配線材を熱圧着工程した後に、樹脂接着剤中に気体
の塊が空洞となって残留することを抑制することができる。
【００１４】
　また、配線材の熱圧着工程において、接続領域の幅を、配線材の幅の略半分よりも大き
くするため、配線材と集電電極との電気的接続は十分に確保することができる。
【００１５】
　本発明の第２の特徴において、樹脂接着剤は、導電性を有する複数の粒子を含み、工程
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Ｂでは、樹脂接着剤に含まれる粒子の粒径を所定の粒径以上とすることにより、接続領域
の幅を、配線材の幅の略半分よりも大きくしてもよい。
【００１６】
　本発明の第２の特徴において、工程Ｂでは、配線材を第１及び第２太陽電池の主面上に
熱圧着する際の圧力を所定の圧力以上とすることにより、接続領域の幅を、配線材の幅の
略半分よりも大きくしてもよい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、樹脂接着剤からの脱気を促進することにより、太陽電池の集電効率及
び配線材の接着性を向上した太陽電池モジュール及びその製造方法を提供することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　次に、図面を用いて、本発明の実施形態について説明する。以下の図面の記載において
、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。ただし、図面は模式的な
ものであり、各寸法の比率等は現実のものとは異なることに留意すべきである。従って、
具体的な寸法等は以下の説明を参酌して判断すべきものである。又、図面相互間において
も互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。
【００１９】
　１．第１実施形態
（太陽電池モジュールの概略構成）
　本発明の第１実施形態に係る太陽電池モジュール１００の概略構成について、図１を参
照しながら説明する。図１は、本実施形態に係る太陽電池モジュール１００の側面拡大図
である。
【００２０】
　太陽電池モジュール１００は、太陽電池ストリング１、受光面側保護材２、裏面側保護
材３及び封止材４を備える。太陽電池モジュール１００は、受光面側保護材２と裏面側保
護材３との間に、太陽電池ストリング１を封止することにより構成される。
【００２１】
　太陽電池ストリング１は、複数の太陽電池１０、配線材１１及び樹脂接着剤１２を備え
る。太陽電池ストリング１は、第1方向に従って配列された複数の太陽電池１０を配線材
１１によって互いに接続することにより構成される。
【００２２】
　太陽電池１０は、太陽光が入射する受光面と、受光面の反対側に設けられた裏面とを有
する。受光面と裏面とは、太陽電池１０の主面である。太陽電池１０の受光面上及び裏面
上には集電電極が形成される。太陽電池１０の構成については後述する。
【００２３】
　配線材１１は、一の太陽電池１０の受光面上に形成された集電電極と、一の太陽電池に
隣接する他の太陽電池１０の裏面上に形成された集電電極とに接合される。これにより、
一の太陽電池１０と他の太陽電池１０とは電気的に接続される。配線材１１は、薄板状の
低抵抗体（銅など）と、低抵抗体の表面にメッキされた軟導電体（共晶半田など）とを含
む。
【００２４】
　樹脂接着剤１２は、配線材１１と太陽電池１０との間に配設される。即ち、配線材１１
は、樹脂接着剤１２を介して太陽電池１０に接合される。樹脂接着剤１２は、共晶半田の
融点以下、即ち、約２００℃以下の温度で硬化することが好ましい。樹脂接着剤１２とし
ては、例えば、アクリル樹脂、柔軟性の高いポリウレタン系などの熱硬化性樹脂接着剤の
他、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、あるいはウレタン樹脂に硬化剤を混合させた２液反応
系接着剤などを用いることができる。本実施形態では、樹脂接着剤１２としてエポキシ樹
脂を主成分とする帯状フィルムシート接着剤を用いる。
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【００２５】
　また、樹脂接着剤１２は、導電性を有する複数の粒子を含む。導電性粒子としては、ニ
ッケル、金コート付きニッケルなどを用いることができる。
【００２６】
　受光面側保護材２は、封止材４の受光面側に配置されており、太陽電池モジュール１０
０の表面を保護する。受光面側保護材２としては、透光性及び遮水性を有するガラス、透
光性プラスチック等を用いることができる。
【００２７】
　裏面側保護材３は、封止材４の裏面側に配置されており、太陽電池モジュール１００の
背面を保護する。裏面側保護材３としては、ＰＥＴ（Polyethylene Terephthalate）等の
樹脂フィルム、Ａｌ箔を樹脂フィルムでサンドイッチした構造を有する積層フィルムなど
を用いることができる。
【００２８】
　封止材４は、受光面側保護材２と裏面側保護材３との間で太陽電池ストリング１を封止
する。封止材４としては、ＥＶＡ、ＥＥＡ、ＰＶＢ、シリコン、ウレタン、アクリル、エ
ポキシ等の透光性の樹脂を用いることができる。
【００２９】
　なお、以上のような構成を有する太陽電池モジュール１００の外周には、Ａｌフレーム
（不図示）を取り付けることができる。
【００３０】
　（太陽電池の構成）
　次に、太陽電池１０の構成について、図２を参照しながら説明する。図２は、太陽電池
１０の平面図である。
【００３１】
　太陽電池１０は、図２に示すように、光電変換部２０、細線電極３０及びバスバー電極
４０を備える。
【００３２】
　光電変換部２０は、太陽光を受けることにより光生成キャリアを生成する。光生成キャ
リアとは、太陽光が光電変換部２０に吸収されて生成される正孔と電子とをいう。光電変
換部２０は、内部にｎ型領域とｐ型領域とを有しており、ｎ型領域とｐ型領域との界面で
半導体接合が形成される。光電変換部２０は、単結晶Ｓｉ、多結晶Ｓｉ等の結晶系半導体
材料、ＧａＡｓ、ＩｎＰ等の化合物半導体材料等の半導体材料などにより構成される半導
体基板を用いて形成することができる。なお、光電変換部２０は、単結晶シリコン基板と
非晶質シリコン層との間に実質的に真性な非晶質シリコン層を挟むことによりヘテロ結合
界面の特性を改善した構造、即ち、いわゆるＨＩＴ構造を有していてもよい。
【００３３】
　細線電極３０は、光電変換部２０から光生成キャリアを集電する電極である。図２に示
すように、細線電極３０は、第1方向に略直交する第2方向に沿ってライン状に形成される
。細線電極３０は、光電変換部２０の受光面略全域にわたって複数本形成される。細線電
極３０は、樹脂材料をバインダーとし、銀粒子等の導電性粒子をフィラーとした樹脂型導
電性ペーストを用いて形成することができる。なお、図１に示すように、細線電極は、光
電変換部２０の受光面上及び裏面上において同様に形成される。
【００３４】
　バスバー電極４０は、複数本の細線電極３０から光生成キャリアを集電する電極である
。図２に示すように、バスバー電極４０は、細線電極３０と交差するように、第1方向に
沿って形成される。バスバー電極４０は、樹脂材料をバインダーとし、銀粒子等の導電性
粒子をフィラーとした樹脂型導電性ペーストを用いて形成することができる。なお、図１
に示すように、バスバー電極は、光電変換部２０の受光面上にも形成される。
【００３５】
　ここで、バスバー電極４０の本数は、光電変換部２０の大きさなどを考慮して、適当な
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本数に設定することができる。本実施形態に係る太陽電池１０は、２本のバスバー電極４
０を備える。従って、複数の細線電極３０とバスバー電極４０とは、光電変換部２０の受
光面上及び裏面上において、格子形状に形成される。
【００３６】
　次に、太陽電池１０の構成の一例として、光電変換部２０がＨＩＴ構造を有する場合に
ついて、図３を参照しながら説明する。図３は、図２のＡ－Ａ断面図である。
【００３７】
　図３に示すように、光電変換部２０は、ＩＴＯ膜２０ａ、ｐ型非晶質シリコン層２０ｂ
、ｉ型非晶質シリコン層２０ｃ、ｎ型単結晶シリコン基板２０ｄ、ｉ型非晶質シリコン層
２０ｅ、ｎ型非晶質シリコン層２０ｆ及びＩＴＯ膜２０ｇを備える。
【００３８】
　ｎ型単結晶シリコン基板２０ｄの受光面側には、ｉ型非晶質シリコン層２０ｃを介して
、ｐ型非晶質シリコン層２０ｂが形成される。ｐ型非晶質シリコン層２０ｂの受光面側に
は、ＩＴＯ膜２０ａが形成される。一方、ｎ型単結晶シリコン基板２０ｄの裏面側には、
ｉ型非晶質シリコン層２０ｅを介して、ｎ型非晶質シリコン層２０ｆが形成される。ｎ型
非晶質シリコン層２０ｆの裏面側には、ＩＴＯ膜２０ｇが形成される。
【００３９】
　細線電極３０及びバスバー電極４０は、ＩＴＯ膜２０ａの受光面側及びＩＴＯ膜２０ｇ
の裏面側それぞれに形成される。
【００４０】
　このような構成の太陽電池１０を有する太陽電池モジュール１００は、ＨＩＴ太陽電池
モジュールと呼ばれる。
【００４１】
　（太陽電池ストリングの構成）
　次に、太陽電池ストリング１の構成について、図４及び図５を参照しながら説明する。
図４は、図２に示したバスバー電極４０上に配線材１１を配設した状態を示す。図５は、
図４のＢ－Ｂ切断面における拡大断面図である。
【００４２】
　図４に示すように、樹脂接着剤１２は、第１方向に沿ってライン状に形成されたバスバ
ー電極４０上に配置される。樹脂接着剤１２の第２方向における幅は、バスバー電極４０
の第２方向における幅よりも大きい。
【００４３】
　また、配線材１１は、樹脂接着剤１２上において、バスバー電極４０に沿って配置され
る。即ち、配線材１１は、太陽電池１０の主面上において、第１方向に沿って配設される
。配線材１１の第２方向における幅は、バスバー電極４０の幅と略同等である。
【００４４】
　このように、バスバー電極４０と、樹脂接着剤１２と、配線材１１とは、光電変換部２
０上において順番に配置される。配線材１１とバスバー電極４０とは、電気的に接続され
ている。
【００４５】
　図５に示すように、配線材１１は、低抵抗体１１ａ、軟導電体１１ｂ及び軟導電体１１
ｃを含む。軟導電体１１ｂは、低抵抗体１１ａと太陽電池１０との間に位置し、軟導電体
１１ｃは、低抵抗体１１ａ上に位置する。第２方向における配線材１１の幅はＷ２である
。
【００４６】
　太陽電池１０の主面に略垂直な第３方向において、軟導電体１１ｂの厚みＴ１は、第２
方向中央部から第２方向端部に向かうに従って小さくなる。従って、第１方向に略直交す
る切断面において、配線材１１の外周は、太陽電池１０に向かって凸状に形成されている
。図５に示すように、配線材１１は、受光面側及び裏面側において同様の外形を有する。
【００４７】
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　配線材１１と太陽電池１０との間には、樹脂接着剤１２が介挿される。樹脂接着剤１２
は、導電性を有する複数の粒子１３を含む。図５に示すように、複数の粒子１３は、軟導
電体１１ｂ内に埋め込まれた粒子１３、軟導電体１１ｂとバスバー電極４０とによって挟
み込まれた粒子１３、或いは、樹脂接着剤１２中に埋設された粒子１３を含む。
【００４８】
　配線材１１とバスバー電極４０とは、軟導電体１１ｂに埋め込まれた粒子１３、及び軟
導電体１１ｂとバスバー電極４０とによって挟み込まれた粒子１３により電気的に接続さ
れる。
【００４９】
　本実施形態において、軟導電体１１ｂとバスバー電極４０とが電気的に接続する領域を
接続領域Ｃという。接続領域Ｃは、複数の粒子１３によって形成される。従って、接続領
域Ｃとは、第１方向に略直交する切断面において、軟導電体１１ｂとバスバー電極４０と
の間隔が、粒子１３の粒径と略同等以下の領域である。
【００５０】
　ここで、第２方向における接続領域Ｃの幅Ｗ１は、配線材１１の幅Ｗ２の略半分よりも
大きい。即ち、接続領域Ｃの両端において、軟導電体１１ｂとバスバー電極４０とによっ
て挟み込まれた粒子１３の間隔は、配線材１１の幅Ｗ２の略半分よりも大きい。
【００５１】
　（太陽電池モジュールの製造方法）
　次に、本実施形態に係る太陽電池モジュール１００の製造方法について説明する。
【００５２】
　まず、１００ｍｍ角のｎ型単結晶シリコン基板２０ｄをアルカリ水溶液で異方性エッチ
ング加工することにより、ｎ型単結晶シリコン基板２０ｄの受光面に微細な凹凸を形成す
る。又、ｎ型単結晶シリコン基板２０ｄの受光面を洗浄して、不純物を除去する。
【００５３】
　次に、ｎ型単結晶シリコン基板２０ｄの受光面側に、ＣＶＤ（化学気相成長）法を用い
て、ｉ型非晶質シリコン層２０ｃ、ｐ型非晶質シリコン層２０ｂを順次積層する。同様に
、ｎ型単結晶シリコン基板２０ｄの裏面側に、ｉ型非晶質シリコン層２０ｅ、ｎ型非晶質
シリコン層２０ｆを順次積層する。
【００５４】
　次に、ＰＶＤ（物理蒸着）法を用いて、ｐ型非晶質シリコン層２０ｂの受光面側にＩＴ
Ｏ膜２０ａを形成する。同様に、ｎ型非晶質シリコン層２０ｆの裏面側にＩＴＯ膜２０ｇ
を形成する。以上により、光電変換部２０が作製される。
【００５５】
　次に、スクリーン印刷法、オフセット印刷法等の印刷法を用いて、エポキシ系熱硬化型
の銀ペーストを、光電変換部２０の受光面上及び裏面上に所定のパターンで配置する。所
定のパターンとは、図２に示したように、第１方向に沿って延びる２本のバスバー電極４
０と、第２方向に沿って延びる複数本の細線電極３０とによって形成される格子形状をい
う。
【００５６】
　銀ペーストを所定条件で加熱して溶剤を揮発させた後、さらに約加熱することにより本
乾燥する。以上により、太陽電池１０が作製される。
【００５７】
　次に、図６に示すように、バスバー電極４０上に、複数の粒子１３を含む樹脂接着剤１
２を介して配線材１１を熱圧着する。これにより、配線材１１と太陽電池１０とを機械的
かつ電気的に接続する。具体的には、まず、光電変換部２０の受光面及び裏面それぞれに
形成されたバスバー電極４０上に、樹脂接着剤１２と配線材１１とを順番に配置する。次
に、約１８０℃に加熱されたヒーターブロック５０により、配線材１１を太陽電池１０に
向けて１５秒程度押し付ける。これにより、複数の粒子１３は軟導電体１１ｂ内に埋め込
まれ、また、軟導電体１１ｂとバスバー電極４０との間に挟み込まれる。
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【００５８】
　なお、粒子１３の材料であるニッケル、軟導電体１１ｂの材料である半田、及びバスバ
ー電極４０の材料である銀ペーストそれぞれのモース硬度は、それぞれ３．５、１．８、
２．５である。そのため、配線材１１を太陽電池１０に押し付けることによって、粒子１
３は軟導電体１１ｂ中に埋め込まれる。
【００５９】
　ここで、配線材１１と太陽電池１０との電気的な接続は、軟導電体１１ｂとバスバー電
極４０との間隔が、粒子１３の粒径と略同等以下の領域である接続領域Ｃによってなされ
る。
【００６０】
　本実施形態では、第２方向において、接続領域Ｃの幅Ｗ１を配線材１１の幅Ｗ２の略半
分よりも大きくする。
【００６１】
　具体的に、接続領域Ｃの幅Ｗ１を配線材１１の幅Ｗ２の略半分よりも大きくするには、
以下の３つの手法を採ることができる。
【００６２】
　第１の手法は、ヒーターブロック５０により配線材１１を太陽電池１０に押し付ける際
の圧力を所定値以上とする手法である。
【００６３】
　第２の手法は、樹脂接着剤１２に含まれる粒子１３の粒径を所定の粒径以上とする手法
である。
【００６４】
　第３の手法は、第１方向に略直交する切断面における配線材１１の外周の曲率を小さく
する手法である。即ち、配線材１１として、扁平に近いものを用いる手法である。具体的
には、低抵抗体１１ａを軟導電体１１ｂのメッキ浴槽から引き上げる際の速度、または、
メッキ浴槽から引き上げるために用いるダイスの形状を変更することにより、配線材１１
の外周の曲率を制御する。
【００６５】
　実際の圧着工程においては、ヒーターブロック５０を押し付ける圧力、粒子１３の粒径
及び配線材１１の外周の曲率を三者一体として連動させることにより、接続領域Ｃの幅Ｗ
１を配線材１１の幅Ｗ２の略半分よりも大きくする。
【００６６】
　以上により、太陽電池ストリング１が作成される。
【００６７】
　次に、ガラス基板（受光面側保護材２）上に、ＥＶＡ（封止材４）シート、太陽電池ス
トリング１、ＥＶＡ（封止材４）シート及びＰＥＴシート（裏面側保護材３）を順次積層
して積層体とする。
【００６８】
　次に、上記積層体を、真空雰囲気において加熱圧着することにより仮圧着した後、所定
条件で加熱することによりＥＶＡを完全に硬化させる。以上により、太陽電池モジュール
１００が製造される。
【００６９】
　なお、太陽電池モジュール１００には、端子ボックスやＡｌフレーム等を取り付けるこ
とができる。
【００７０】
　（作用及び効果）
　本実施形態に係る太陽電池モジュール１００の製造方法によれば、太陽電池１０の主面
上に、粒子１３を含む樹脂接着剤１２を介して配線材１１を熱圧着する工程において、配
線材１１とバスバー電極４０とを電気的に接続する接続領域Ｃの幅Ｗ１を、配線材１１の
幅Ｗ２の略半分よりも大きくする。配線材１１の外周は、第１方向に略直交する切断面に
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おいて、バスバー電極４０に向かって凸状に形成されている。
【００７１】
　このように、配線材１１の外周は、バスバー電極４０に向かって凸状に形成されている
。そのため、熱圧着工程では、まず、樹脂接着剤１２の第２方向中央部に圧力が加えられ
た後、徐々に端部へと圧力が加えられる。即ち、樹脂接着剤１２の端部は、中央部より時
間的に遅れて加圧される。
【００７２】
　従って、樹脂接着剤１２中に閉じ込められている気体は、中央部から端部へと徐々に押
し出される。即ち、樹脂接着剤１２の脱気は、中央部から端部へと徐々に行われる。この
ように、樹脂接着剤１２の脱気が促進されるため、熱圧着工程後に樹脂接着剤１２中に気
体の塊が空洞となって残留することを抑制することができる。
【００７３】
　また、熱圧着工程において、接続領域Ｃの幅Ｗ１を、配線材１１の幅Ｗ２の略半分より
も大きくしている。そのため、配線材１１と太陽電池１０（バスバー電極４０）との電気
的接続は十分に確保することができる。
【００７４】
　以上の結果、太陽電池１０の集電効率や、配線材１１の太陽電池１０（バスバー電極４
０）との接着性を向上することができる。
【００７５】
　また、本実施形態において、接続領域Ｃは、複数の粒子１３によって形成される。従っ
て、接続領域Ｃとは、第１方向に略直交する切断面において、軟導電体１１ｂとバスバー
電極４０との間隔が、粒子１３の粒径と略同等以下の領域である。
【００７６】
　従って、ヒーターブロック５０により配線材１１を太陽電池１０に押し付ける圧力を所
定値以上とすることにより、接続領域Ｃの幅Ｗ１を配線材１１の幅Ｗ２の略半分よりも大
きくすることができる。配線材１１を太陽電池１０（バスバー電極４０）に大きな圧力で
押し付けることにより、軟導電体１１ｂが変形する結果、接続領域Ｃの幅Ｗ１を大きくす
ることができる。
【００７７】
　また、樹脂接着剤１２に含まれる粒子１３の粒径を所定の粒径以上とすることにより、
接続領域Ｃの幅Ｗ１を配線材１１の幅Ｗ２の略半分よりも大きくすることができる。接続
領域Ｃとは、軟導電体１１ｂと太陽電池１０（バスバー電極４０）との間隔が、粒子１３
の粒径と略同等以下の領域だからである。このように、粒子１３の粒径を大きくすること
により、接続領域Ｃの幅Ｗ１を大きくすることができる。
【００７８】
　また、第１方向に略直交する切断面における配線材１１の外周の曲率を小さくすること
により、接続領域Ｃの幅Ｗ１を配線材１１の幅Ｗ２の略半分よりも大きくすることができ
る。配線材１１が扁平形状に近ければ、配線材１１と太陽電池１０（バスバー電極４０）
との間隔が粒子１３の粒径と略同等以下の領域の幅を大きくすることができるためである
。
【００７９】
２．第２実施形態
　次に、本発明の第２実施形態について、図面を参照しながら説明する。本実施形態と上
記第１実施形態との相違点は、バスバー電極が配線材に向かって突出する突起部を有する
点である。従って、以下では、上記第１実施形態と同一又は類似の部分についての説明を
省略する。　（太陽電池ストリングの構成）
　本実施形態に係る太陽電池ストリング１の構成について、図７を参照しながら説明する
。図７は、図４のＢ－Ｂ切断面における拡大断面図である。
【００８０】
　図７に示すように、本実施形態に係るバスバー電極４０は、配線材１１に向かって凸状
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に形成された突起部４０ａを有する。突起部４０ａは、バスバー電極４０のうち第２方向
における端部に形成される。突起部４０ａは、配線材１１が有する軟導電体１１ｂにめり
込む。第３方向における突起部４０ａの高さは、軟導電体１１ｂの厚みＴ１と略同等であ
ることが好ましい。このような突起部４０ａは、以下の第１乃至第３の手法により形成す
ることができる。
【００８１】
　第１の手法は、光電変換部２０上にバスバー電極４０をスクリーン印刷法により形成す
る際、スクリーンを固定する枠体と光電変換部２０との間隔を大きくする手法である。
【００８２】
　まず、光電変換部２０と枠体とを所定間隔に固定する。次に、スクリーンの開口部分か
ら銀ペーストを光電変換部２０上に押し出す。この際、スクリーンは、スキージによって
光電変換部２０側へ押し付けられた後、元の位置まではね上がる。
【００８３】
　ここで、スクリーンは、枠体に格子状に張られたワイヤーの開口部分が乳剤によってつ
ぶされた部分と、バスバー電極４０の形状で乳剤が欠損された部分とを有する。従って、
スクリーンがはね上がる際、乳剤が形成された部分と乳剤が欠損された部分との境界にお
いて、銀ペーストは、スクリーンに引っ張られることにより持ち上げられる。これにより
、バスバー電極４０の端部において突起部４０ａが形成される。このような突起部４０ａ
は、スクリーンのはね上がりが大きいほど、すなわち、スクリーンを固定する枠体と光電
変換部２０との間隔が大きいほど高く形成することができる。
【００８４】
　第２の手法は、光電変換部２０上にバスバー電極４０をスクリーン印刷法により形成す
る際、印刷速度を上げる手法である。印刷速度とは、スクリーンの開口部分から銀ペース
トを光電変換部２０上に押し出す際のスキージの移動速度である。
【００８５】
　スキージの移動速度を上げると、スクリーンはより速くはね上がる。スクリーンが速く
はね上がると、乳剤が形成された部分と乳剤が欠損された部分との境界において、銀ペー
ストはスクリーンに引っ張られる。これにより、バスバー電極４０の端部において突起部
４０ａが形成される。このような突起部４０ａは、スクリーンが早くはね上がるほど、す
なわち、印刷速度を上げるほど高く形成することができる。
【００８６】
　第３の手法は、光電変換部２０上にバスバー電極４０をスクリーン印刷法により形成す
る際、バスバー電極４０の材料である銀ペーストの粘度を高くする手法である。上述のよ
うに、銀ペーストは、乳剤が形成された部分と乳剤が欠損された部分との境界において、
スクリーンとともに持ち上げられる。この際、銀ペーストは、粘度が高いほどスクリーン
によって引っ張られやすい。すなわち、銀ペーストの粘度を高くするほど、突起部４０ａ
を高く形成することができる。
【００８７】
　なお、本実施形態においても、図７に示すように、配線材１１の外周は、バスバー電極
４０に向かって凸状に形成されており、第２方向における接続領域Ｃの幅Ｗ１は、配線材
１１の幅Ｗ２の略半分よりも大きい。
【００８８】
　（作用及び効果）
　本実施形態に係る太陽電池モジュール１００では、上記第１実施形態と同様に、配線材
１１の外周は、第１方向に略直交する切断面において、バスバー電極４０に向かって凸状
に形成されており、接続領域Ｃの幅Ｗ１は、配線材１１の幅Ｗ２の略半分よりも大きい。
【００８９】
　従って、配線材１１を接続する工程において、樹脂接着剤１２の脱気を促進することが
できるとともに、接続領域Ｃにおいて配線材１１とバスバー電極４０との電気的接続を図
ることができる。
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【００９０】
　さらに、本実施形態に係る太陽電池モジュール１００において、バスバー電極４０は、
配線材１１に向かって凸状に形成された突起部４０ａを有する。突起部４０ａは、バスバ
ー電極４０の第２方向における端部に形成され、配線材１１にめり込んでいる。
【００９１】
　このように、配線材１１に突起部４０ａがめり込むことにより、配線材１１とバスバー
電極４０との機械的な接続強度を向上させることができるとともに、配線材１１とバスバ
ー電極４０との電気的接続を向上させることができる。その結果、太陽電池１０の集電効
率及び配線材１１の接着性をさらに向上させることができる。
【００９２】
３．第３実施形態
　次に、図面を用いて、本発明の第３実施形態について説明する。本実施形態と上記第１
実施形態との相違点は、本実施形態に係る太陽電池が集電電極としてバスバー電極を備え
ない点である。従って、以下の説明において、上記第１実施形態と同一又は類似の部分に
ついての説明は省略する。
【００９３】
　（太陽電池モジュールの概略構成）
　本実施形態に係る太陽電池モジュール２００の概略構成について、図８を参照しながら
説明する。図８は、本実施形態に係る太陽電池モジュール２００の側面拡大図である。
【００９４】
　太陽電池モジュール２００は、受光面側保護材２と裏面側保護材３との間に、太陽電池
ストリング６０を封止材４によって封止することにより構成される。
【００９５】
　太陽電池ストリング６０は、複数の太陽電池７０、配線材１１及び樹脂接着剤７２を備
える。太陽電池ストリング６０は、第1方向に従って配列された複数の太陽電池７０を配
線材１１によって互いに接続することにより構成される。
【００９６】
　樹脂接着剤７２は、エポキシ樹脂を主成分とする帯状フィルムシート接着剤である。た
だし、樹脂接着剤７２に、導電性を有する粒子を含まない。
【００９７】
　その他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【００９８】
　（太陽電池の構成）
　次に、太陽電池７０の構成について、図９を参照しながら説明する。図９は、太陽電池
７０の受光面側の平面図である。
【００９９】
　太陽電池７０は、図９に示すように、光電変換部２０及び細線電極３０を備える。太陽
電池７０は、集電電極としてバスバー電極を備えない。
【０１００】
　その他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【０１０１】
　（太陽電池ストリングの構成）
　次に、太陽電池ストリング６０の構成について、図１０乃至図１２を参照しながら説明
する。図１０は、太陽電池７０上に配線材１１を配設した状態を示している。図１１は、
図１０のＤ－Ｄ切断面における拡大断面図である。図１２は、図１０のＥ－Ｅ切断面にお
ける拡大断面図である。
【０１０２】
　図１０に示すように、樹脂接着剤７２は、太陽電池７０上において、第１方向に沿って
２本配置される。また、配線材１１は、樹脂接着剤７２上において、第１方向に沿って配
置される。配線材１１の第２方向における幅は、樹脂接着剤７２の幅よりも狭い。
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【０１０３】
　このように、太陽電池７０上において、樹脂接着剤７２と配線材１１とは順番に配置さ
れる。
【０１０４】
　図１１に示すように、配線材１１は、低抵抗体１１ａ、軟導電体１１ｂ及び軟導電体１
１ｃを含む。第２方向における配線材１１の幅はＷ２である。
【０１０５】
　太陽電池７０の主面に略垂直な第３方向において、軟導電体１１ｂの厚みＴ１は、第２
方向中央部から端部に向かうに従って小さくなる。即ち、第１方向に略直交する切断面に
おいて、配線材１１の外周は、太陽電池７０に向かって凸状に形成されている。
【０１０６】
　図１２に示すように、細線電極３０の上端部は、軟導電体１１ｂ中に埋め込まれる。即
ち、細線電極３０の一部は、配線材１１中に埋め込まれる。これにより、細線電極３０と
配線材１１とが電気的にも機械的にも接続される。
【０１０７】
　本実施形態では、図１１及び図１２に示すように、細線電極３０と軟導電体１１ｂとが
電気的に接続する領域を接続領域Ｆという。接続領域Ｆは、細線電極３０の一部が配線材
１１中に埋め込まれることにより形成される。
【０１０８】
　ここで、第２方向における接続領域Ｆの幅Ｗ１は、図１１に示すように、配線材１１の
幅Ｗ２の略半分よりも大きい。
【０１０９】
（太陽電池モジュールの製造方法）
　次に、本実施形態に係る太陽電池モジュール２００の製造方法について説明する。
【０１１０】
　まず、第１実施形態において説明したのと同様の光電変換部２０を作製する。
【０１１１】
　次に、スクリーン印刷法、オフセット印刷法等の印刷法を用いて、エポキシ系熱硬化型
の銀ペーストを、光電変換部２０の受光面上及び裏面上において、第２方向に沿って複数
本ずつ塗布する。次に、銀ペーストを所定条件で加熱して溶剤を揮発させた後、さらに加
熱することにより本乾燥する。このようにして細線電極３０を形成する。以上により、太
陽電池７０が作製される。
【０１１２】
　次に、太陽電池７０上に、樹脂接着剤７２を介して配線材１１を熱圧着する。これによ
り、配線材１１と太陽電池７０とを機械的かつ電気的に接続する。具体的には、まず、光
電変換部２０の受光面上及び裏面上のそれぞれに、樹脂接着剤７２と配線材１１とを順番
に配置する。次に、約１８０℃に加熱されたヒーターブロックにより、配線材１１を太陽
電池７０に向けて１５秒程度押し付ける。
【０１１３】
　配線材１１と太陽電池７０との電気的な接続は、細線電極３０の一部が配線材１１中に
埋め込まれる領域、即ち、接続領域Ｆによってなされる。ここで、本実施形態では、第２
方向における接続領域Ｆの幅Ｗ１を配線材１１の幅Ｗ２の略半分よりも大きくする。
【０１１４】
　具体的に、接続領域Ｆの幅Ｗ１を配線材１１の幅Ｗ２の略半分よりも大きくするには、
以下の２つの手法を採ることができる。
【０１１５】
　第１の手法は、ヒーターブロック５０により配線材１１を太陽電池７０に押し付ける圧
力を所定値以上とする手法である。
【０１１６】
　第２の手法は、第１方向に略直交する切断面における配線材１１の外周の曲率を小さく
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する手法である。即ち、配線材１１として、扁平に近いものを用いる手法である。具体的
には、低抵抗体１１ａを軟導電体１１ｂのメッキ浴槽から引き上げる際の速度、または、
メッキ浴槽から引き上げるために用いるダイスの形状を変更することにより、配線材１１
の外周の曲率を制御する。
【０１１７】
　実際の圧着工程においては、ヒーターブロック５０を押し付ける圧力と配線材１１の曲
率とを２者一体として連動させることにより、接続領域Ｆの幅Ｗ１を配線材１１の幅Ｗ２
の略半分よりも大きくする。以上により、太陽電池ストリング６０が作製される。
【０１１８】
　次に、ガラス基板（受光面側保護材２）上に、ＥＶＡ（封止材４）シート、太陽電池ス
トリング６０、ＥＶＡ（封止材４）シート及びＰＥＴシート（裏面側保護材３）を順次積
層して積層体とする。
【０１１９】
　次に、上記積層体を、真空雰囲気において加熱圧着することにより仮圧着した後、所定
条件で加熱することによりＥＶＡを完全に硬化させる。以上により、太陽電池モジュール
２００が製造される。
【０１２０】
　なお、太陽電池モジュール２００には、端子ボックスやＡｌフレーム等を取り付けるこ
とができる。
【０１２１】
　（作用及び効果）
　本実施形態に係る太陽電池モジュール２００の製造方法によれば、太陽電池７０の主面
上に、樹脂接着剤７２を介して配線材１１を熱圧着する工程において、配線材１１と細線
電極３０とを電気的に接続する接続領域Ｆの幅Ｗ１を、配線材１１の幅Ｗ２の略半分より
も大きくする。配線材１１の外周は、第１方向に略直交する切断面において、バスバー電
極４０に向かって凸状に形成されている。
【０１２２】
　このように、配線材１１の外周は、バスバー電極４０に向かって凸状に形成されている
。そのため、熱圧着工程では、まず、樹脂接着剤７２の第２方向中央部に圧力が加えられ
た後、徐々に端部へと圧力が加えられる。従って、樹脂接着剤７２の脱気は、中央部から
端部へと徐々に行われる。このように、樹脂接着剤７２の脱気が促進される結果、熱圧着
工程後に樹脂接着剤７２中に気体の塊が空洞となって残留することを抑制することができ
る。
【０１２３】
　また、熱圧着工程において、接続領域Ｆの幅Ｗ１を、配線材１１の幅Ｗ２の略半分より
も大きくする。そのため、配線材１１と太陽電池７０（細線電極３０）との電気的な接続
は十分に確保することができる。
【０１２４】
　以上の結果、太陽電池７０の集電効率や、配線材１１の太陽電池７０（細線電極３０）
との接着性を向上することができる。
【０１２５】
　（その他の実施形態）
　本発明は上記の実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこ
の発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替
実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
【０１２６】
　また、上記実施形態では、光電変換部２０の裏面上において、細線電極３０を複数本形
成したが、裏面全面を覆うように形成してもよい。本発明は、光電変換部２０の裏面に形
成される細線電極３０の形状を限定するものではない。
【０１２７】
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　また、上記第１実施形態では、樹脂接着剤１２の第２方向における幅を、バスバー電極
４０の第２方向における幅よりも大きくしたが、略同等又は小さくてもよい。
【０１２８】
　また、上記第２実施形態では、突起部４０ａを軟導電体１１ｂの厚みＴ１よりも小さく
形成したが、突起部４０ａの高さを軟導電体１１ｂの厚みＴ１よりも大きく形成しても良
い。すなわち、突起部４０ａは、低抵抗体１１ａに達していても良い。
【０１２９】
　また、上記第３実施形態では、樹脂接着剤７２の第２方向における幅を、配線材１１の
第２方向における幅よりも大きくしたが、略同等又は小さくてもよい。
【０１３０】
　このように、本発明はここでは記載していない様々な実施形態等を含むことは勿論であ
る。従って、本発明の技術的範囲は上記の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定
事項によってのみ定められるものである。
【実施例】
【０１３１】
　以下、本発明に係る太陽電池モジュールに用いる太陽電池の実施例について具体的に説
明するが、本発明は、下記の実施例に示したものに限定されるものではなく、その要旨を
変更しない範囲において、適宜変更して実施することができるものである。
【０１３２】
　実施例１～８及び比較例１～５を、次の表１に基づいて作製した。
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【表１】

　（実施例）
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　まず、寸法１００ｍｍ角のｎ型単結晶シリコン基板を用いて光電変換部を作製した。
【０１３３】
　光電変換部の受光面上及び裏面上に、エポキシ系熱硬化型の銀ペーストを用いて、スク
リーン印刷法により細線電極とバスバー電極とを櫛形状に形成した。バスバー電極の厚み
（高さ）を５０μｍ、幅を１．５ｍｍとした。このようにして太陽電池を作製した。
【０１３４】
　次に、幅１．５ｍｍの扁平な銅箔の上下面に、ＳｎＡｇＣｕ系半田を凸形状にメッキ処
理した配線材を準備した。具体的には、配線材の幅方向における中央部と端部との厚みを
、表１に示すように実施例ごとに異ならせた。
【０１３５】
　半田浴槽から銅箔を引き上げるための部材であるダイスの形状を変更することにより配
線材の厚みの制御を行った。
【０１３６】
　次に、一の太陽電池の受光面上に形成されたバスバー電極と、隣接する他の太陽電池の
裏面上に形成されたバスバー電極とに、エポキシ樹脂系接着剤を塗布した。エポキシ樹脂
系接着剤としては、エポキシ樹脂１ｍｍ３中にニッケル粒子を約５００００個混練したも
のを用いた。ニッケル粒子の粒径は、表１に示すように実施例ごとに設定した。
【０１３７】
　次に、エポキシ樹脂系接着剤上に配線材を配置した。
【０１３８】
　次に、２００℃に加熱した金属ヘッドによって配線材の上下から加圧しながら６０秒間
加熱した。金属ヘッドの加圧力は、表１に示すように実施例ごとに設定した。
【０１３９】
　以上のようにして、実施例１～８に係る太陽電池を作製した。
【０１４０】
　（比較例）
　本発明の比較例１～５に係る太陽電池ストリングを、上記表１に基づいて作製した。比
較例と上記実施例との製造方法における相違点は、配線材の幅方向における中央部と端部
との厚み、ニッケル粒子の粒径及び金属ヘッドの加圧力の設定である。
【０１４１】
　その他の工程は、上記実施例と同様である。
【０１４２】
　（出力測定）
　以下、表１を参照しながら、配線材を熱接着する前後において、実施例１～８及び比較
例１～５に係る太陽電池の出力を測定した結果について検討する。
【０１４３】
　表１において、出力比とは、配線材を熱接着する前の太陽電池出力に対する、配線材を
熱接着した後の太陽電池出力の相対値である。
【０１４４】
　また、実施例１～８及び比較例１～５について、配線材とバスバー電極とが電気的に接
続する接続領域の幅を測定した。ここで、接続領域とは、半田とバスバー電極との間隔が
ニッケル粒子の粒径と略同等以下の領域である。表１では、第２方向における配線材の幅
に対する接続領域の幅を相対値で示している。
【０１４５】
　比較例１・２及び実施例１・２の結果から、配線材の圧着圧力を高くすることによって
接続領域を大きくできることが確認された。また、接続領域を大きくするほど、太陽電池
の出力低下を抑制できることが確認された。これは、接続領域を大きくすることにより、
配線材とバスバー電極との接触抵抗を小さくすることができた結果である。
【０１４６】
　同様に、実施例３～６の結果からも、配線材の圧着圧力を高くして接続領域を大きくす
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ることにより、太陽電池の出力低下を抑制できることが確認された。
【０１４７】
　また、実施例１・２、実施例３～６及び比較例３・４の結果を比較すると、ニッケル粒
子の粒径を大きくした場合、太陽電池の出力低下を抑制できることが確認された。これは
、接続領域が、半田とバスバー電極との間隔がニッケル粒子の粒径と略同等以下の領域で
あるためである。なお、接続領域は、エポキシ樹脂系接着剤中のニッケル粒子によって形
成されている。
【０１４８】
　比較例２及び実施例７・８の結果を比較すると、半田の中央部と端部との厚み差が小さ
いほど、接続領域を大きくできることが確認された。これは、配線材が扁平形状に近いほ
ど、ニッケル粒子によって形成される接続領域の幅を大きくすることができるためである
。
【０１４９】
　一方、比較例５の結果より、配線材を扁平形状に形成した場合には、接続領域が著しく
小さくなることが確認された。その結果、配線材を熱圧着することにより太陽電池の出力
は著しく低下した。これは、配線材を扁平形状に形成したため、エポキシ樹脂系接着剤の
脱気を促進することができず、エポキシ樹脂系接着剤中に気体の塊が空洞となって残留し
たためである。即ち、実施例１～８では、エポキシ樹脂系接着剤の脱気が促進されている
。
【図面の簡単な説明】
【０１５０】
【図１】本発明の第１実施形態に係る太陽電池モジュール１００の側面図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る太陽電池１０の平面図である。
【図３】図２のＡ－Ａ切断面における断面図である。
【図４】図２のバスバー電極４０に配線材１１を接合した状態を示す図である。
【図５】図４のＢ－Ｂ切断面における断面図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係る太陽電池モジュール１００の製造方法を説明するた
めの図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係る太陽電池モジュール１００の拡大断面図である。
【図８】本発明の第３実施形態に係る太陽電池モジュール２００の側面図である。
【図９】本発明の第３実施形態に係る太陽電池１０の平面図である。
【図１０】本発明の第３実施形態に係る太陽電池１０に配線材１１を接合した状態を示す
図である。
【図１１】図１０のＤ－Ｄ切断面における断面図である。
【図１２】図１０のＥ－Ｅ切断面における断面図である。
【符号の説明】
【０１５１】
　１…太陽電池ストリング
　２…受光面側保護材
　３…裏面側保護材
　４…封止材
　１０…太陽電池
　１１…配線材
　１１ａ…低抵抗体
　１１ｂ…軟導電体
　１１ｃ…軟導電体
　１２…樹脂接着剤
　１３…粒子
　２０…光電変換部
　２０ａ…ＩＴＯ膜
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　２０ｂ…ｐ型非晶質シリコン層
　２０ｃ…ｉ型非晶質シリコン層
　２０ｄ…ｎ型単結晶シリコン基板
　２０ｅ…ｉ型非晶質シリコン層
　２０ｆ…ｎ型非晶質シリコン層
　２０ｇ…ＩＴＯ膜
　３０…細線電極
　４０…バスバー電極
　４０ａ・・・突起部
　５０…ヒーターブロック
　６０…太陽電池ストリング
　７０…太陽電池
　７２…樹脂接着剤
　１００…太陽電池モジュール
　２００…太陽電池モジュール
　Ｃ…接続領域
　Ｆ…接続領域
　Ｗ１…幅
　Ｗ２…幅

【図１】 【図２】

【図３】
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