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(57)【要約】
【課題】本発明は、太陽電池モジュール及びその製造方
法に関する。
【解決手段】本発明の太陽電池モジュールは、半導体基
板の背面に、互いに平行に形成される複数の第１電極と
複数の第２電極、複数の第１電極に接続される第１補助
電極、複数の第２電極に接続される第２補助電極を含む
第１太陽電池と第２太陽電池と、第１太陽電池と第２太
陽電池を電気的に互に接続するインターコネクタとを含
む。
本発明の太陽電池モジュールの製造方法は、平行に形成
される複数の第１電極と複数の第２電極が形成された半
導体基板の背面に平行に第１補助電極と第２補助電極を
形成し、それぞれの第１太陽電池と第２太陽電池を形成
するセル形成段階と第１太陽電池の第１補助電極と第２
太陽電池の第２補助電極をインターコネクタで接続する
セルストリング形成段階と、セルストリングを前面ガラ
ス基板上に配置する段階と、セルストリングの上に背面
シートを配置する段階と、を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板の背面に形成され互いに平行するように形成される複数の第１電極及び複数
の第２電極と、前記複数の第１電極に接続される第１補助電極と、前記複数の第２電極に
接続される第２補助電極とを含む第１太陽電池及び第２太陽電池と、
　前記第１太陽電池の第１補助電極と前記第２太陽電池の第２補助電極を電気的に互に接
続するインターコネクタとを含む太陽電池モジュール。
【請求項２】
　前記インターコネクタと前記第１及び第２太陽電池の第１及び第２補助電極は、互いに
異なる材質を含む、請求項１に記載の太陽電池モジュール。
【請求項３】
　前記インターコネクタと前記第１及び第２太陽電池の第１及び第２補助電極は、幅、厚
さ、層構造または平面パターンの内の少なくともいずれか１つが、異なる、請求項１に記
載の太陽電池モジュール。
【請求項４】
　前記インターコネクタと前記第１及び第２太陽電池の第１及び第２補助電極は、導電性
接着剤によって互に接続される、請求項１に記載の太陽電池モジュール。
【請求項５】
　前記第１太陽電池の第１及び第２補助電極と前記第２太陽電池の第１及び第２補助電極
は、互いに空間的に離隔されている、請求項１に記載の太陽電池モジュール。
【請求項６】
　前記太陽電池モジュールは、
　前記インターコネクタによって前記第１太陽電池と、前記第２太陽電池が互いに接続さ
れるセルストリングの前面の上に位置する前面ガラス基板と、
　前記前面ガラス基板と、前記セルストリングの間に位置する上部封止材と、
　前記セルストリングの背面に位置する下部封止材と、
　前記下部封止材の背面に位置する背面シートとをさらに含む、請求項１に記載の太陽電
池モジュール。
【請求項７】
　前記第１太陽電池及び前記第２太陽電池のそれぞれにおいて、
　前記第１補助電極は、前記インターコネクタと接続される第１補助電極パッドとをさら
に含み、
　前記第２補助電極は、前記インターコネクタと接続される第２補助電極パッドとをさら
に含む、請求項１に記載の太陽電池モジュール。
【請求項８】
　前記第２補助電極パッドと、前記第１補助電極パッドのそれぞれは、前記半導体基板が
、重畳する第１領域と、前記半導体基板が重畳しない第２領域を含む、請求項７に記載の
太陽電池モジュール。
【請求項９】
　前記第１太陽電池に含まれる第１補助電極パッドと前記第２太陽電池に含まれる第２補
助電極パッドは、互いに離隔されている、請求項７に記載の太陽電池モジュール。
【請求項１０】
　前記インターコネクタは、
　前記第１太陽電池に含まれる第１補助電極パッドと前記第２太陽電池に含まれる第２補
助電極パッドを互いに電気的に接続する、請求項７に記載の太陽電池モジュール。
【請求項１１】
　前記インターコネクタは、
　前記第１太陽電池に含まれる第１補助電極パッドの第２領域と前記第２太陽電池に含ま
れる第２補助電極パッドの第２領域を互いに電気的に接続する、請求項８に記載の太陽電
池モジュール。
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【請求項１２】
　前記インターコネクタと前記第１補助電極パッド、または前記インターコネクタと前記
第２補助電極パッドは、導電性接着剤によって電気的に接続される、請求項１０に記載の
太陽電池モジュール。
【請求項１３】
　前記インターコネクタと前記第１補助電極パッド、または前記インターコネクタと前記
第２補助電極パッドは、物理的に直接接触して電気的に接続される、請求項１０に記載の
太陽電池モジュール。
【請求項１４】
　前記インターコネクタは、前面の表面に凹凸が形成されており、厚さが均一でない、請
求項１に記載の太陽電池モジュール。
【請求項１５】
　前記インターコネクタは、厚さが均一であり、ジグザグ（zigzag）形態を有する、請求
項１に記載の太陽電池モジュール。
【請求項１６】
　前記太陽電池モジュールは、
　前記第１太陽電池及び前記第２太陽電池が、前記インターコネクタによって第１方向に
直列に接続されるそれぞれの第１セルストリングと第２セルストリングを含み、
　前記第１セルストリングと、前記第２セルストリングを第２方向に直列に接続させる導
電性リボン（ribbon）とをさらに含む、請求項１に記載の太陽電池モジュール。
【請求項１７】
　互いに平行するように形成される複数の第１電極と複数の第２電極が形成された半導体
基板の背面に互いに平行するように第１補助電極と第２補助電極が付着されたそれぞれの
第１太陽電池と第２太陽電池を形成するセル形成段階と、
　前記第１太陽電池の前記第１補助電極と前記第２太陽電池の前記第２補助電極をインタ
ーコネクタで接続するセルストリング形成段階と、
　前記セルストリングを前面ガラス基板上に配置する段階と、
　前記セルストリングの上に背面シートを配置する段階とを含む太陽電池モジュールの製
造方法。
【請求項１８】
　前記セル形成段階は、前記第１補助電極と前記第２補助電極が形成された絶縁性部材を
半導体基板の背面に付着する付着段階と、
　前記絶縁性部材を前記第１補助電極と前記第２補助電極から分離する剥離工程と、を含
む、請求項１７に記載の太陽電池モジュールの製造方法。
【請求項１９】
　前記第１補助電極と前記第２補助電極は、架橋剤により前記絶縁性部材に一時的に付着
している、請求項１８に記載の太陽電池モジュールの製造方法。
【請求項２０】
　前記架橋剤は、熱可塑性樹脂を含む、請求項１９に記載の太陽電池モジュールの製造方
法。
【請求項２１】
　前記付着段階において、前記第１補助電極と前記複数の第１電極との間、及び前記第２
補助電極と前記複数の第２電極との間には、導電性接着剤によって互いに接着されて接続
される、請求項１８に記載の太陽電池モジュールの製造方法。
【請求項２２】
　前記剥離段階の工程温度は、前記付着段階の工程温度より低い、請求項１８に記載の太
陽電池モジュールの製造方法。
【請求項２３】
　前記付着段階の工程温度は１３０℃～２５０℃の間であり、前記剥離段階の工程温度は
８０℃～１３０℃の間である、請求項２２に記載の太陽電池モジュールの製造方法。
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【請求項２４】
　前記付着段階によって前記第２補助電極が前記複数の第２電極に付着された後、冷却さ
れたとき、前記剥離段階が実行される、請求項１８に記載の太陽電池モジュールの製造方
法。
【請求項２５】
　前記剥離段階は、前記付着段階が終了した後に、別の熱処理またはＵＶ照射によって実
行される、請求項１８に記載の太陽電池モジュールの製造方法。
【請求項２６】
　前記セルストリング形成段階において、
　前記インターコネクタは、
　一側が前記第１太陽電池の前記第１補助電極に含まれる第１補助電極パッドに付着され
、他側が前記第２太陽電池の前記第２補助電極に含まれる第２補助電極パッドに付着され
る、請求項１７に記載の太陽電池モジュールの製造方法。
【請求項２７】
　前記セル形成段階は、
　前記半導体基板の背面に形成された前記複数の第１電極と前記複数の第２電極を被覆す
るように前記半導体基板の背面全体に絶縁層を形成する絶縁層形成段階と、
　前記複数の第１電極と前記複数の第２電極が露出するように前記絶縁層の一部を局部的
に開口（open）させる開口段階と、
　前記絶縁層において開口された一部分を介して露出される前記複数の第１電極と前記複
数の第２電極の上部を含み前記絶縁層の全体面の上に金属層を形成する金属層形成段階と
、
　前記複数の第１電極と前記複数の第２電極と接続された部分を除いた残りの部分の金属
層を除去して、前記第１補助電極と前記第２補助電極を形成する補助電極形成段階と、を
含む、請求項１７に記載の太陽電池モジュールの製造方法。
【請求項２８】
　前記金属層形成段階は、スパッタリング法によって行われ、前記金属層が、一部が前記
複数の第１電極と前記複数の第２電極に接続されて一体に形成される、請求項２７に記載
の太陽電池モジュールの製造方法。
【請求項２９】
　前記補助電極の形成段階は、
　前記半導体基板の背面と前記金属層との間に形成された前記絶縁層を除去して前記残り
の部分の金属層を一緒に除去する、請求項２７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、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】
　一般的な太陽電池は、ｐ型とｎ型のように、互いに異なる導電型（conductive type）
の半導体からなる基板（substrate）とエミッタ部（emitter）、そして基板とエミッタ部
にそれぞれ接続された電極を備える。この時、基板とエミッタ部の界面にはｐ－ｎ接合が
形成される。
【０００３】
　近来には、太陽電池の効率を高めるために、シリコン基板の受光面に電極を形成するこ
となく、シリコン基板の裏面だけでｎ電極及びｐ電極を形成した裏面電極型太陽電池セル
の研究開発が進められてある。このような裏面電極型太陽電池セルを複数接続して電気的
に接続するモジュール化技術も進んでいる。
【０００４】
　前記モジュールと技術には、複数の太陽電池セルを金属インターコネクタ（ＩＣ）で電
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気的に接続する方法と、あらかじめ配線が形成された配線基板を用いて電気的に接続する
方法が代表的である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、光電変換効率を向上させ、製造方法をさらに簡素化することができる
太陽電池モジュール及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る太陽電池モジュールの一例は、半導体基板の背面に形成され互いに平行す
るように形成される複数の第１電極と、複数の第２電極、複数の第１電極に接続される第
１補助電極、複数の第２電極に接続される第２補助電極を含む第１太陽電池と第２太陽電
池;及び第１太陽電池と第２太陽電池を電気的に互に接続するインターコネクタとを含む
。
【０００７】
　ここで、インターコネクタと 第１、２太陽電池の第１、２補助電極は互いに異なる材
質を含むことができる。
【０００８】
　さらに、インターコネクタと、第１、第２太陽電池の第１、第２補助電極は、幅、厚さ
、層構造や平面パターンのうちの少なくともいずれか１つが異なる場合がある。
【０００９】
　また、インターコネクタと、第１、第２太陽電池の第１、第２補助電極は、導電性接着
剤によって互に接続することができる。
【００１０】
　また、第１太陽電池の第１、第２補助電極と第２太陽電池の第１、第２補助電極は、互
いに空間的に離隔することができる。
【００１１】
　ここで、太陽電池モジュールは、インターコネクタによって第１太陽電池及び第２太陽
電池が互いに接続されているセルストリングの前面に位置する前面ガラス基板と、前面ガ
ラス基板とセルストリングの間に位置する上部封止材とセルストリングの背面に位置する
下部封止材;及び下部封止材の背面に位置する背面シートとをさらに含むことができる。
【００１２】
　ここでの第１太陽電池及び第２太陽電池それぞれの、第１補助電極は、インターコネク
タと接続される第１補助電極パッドとをさらに含み、第２補助電極は、インターコネクタ
と接続される第２補助電極パッドとをさらに含むことができる。
【００１３】
　また、第２補助電極パッドと第１補助電極パッドのそれぞれは、半導体基板が重畳する
第１領域と、半導体基板が重畳しない第２領域を含むことができる。
【００１４】
　さらに、第１太陽電池に含まれる第１補助電極パッドと第２太陽電池に含まれる第２補
助電極パッドは、互いに離隔することができる。
【００１５】
　ここで、インターコネクタは、第１太陽電池に含まれる第１補助電極パッドと第２太陽
電池に含まれる第２補助電極パッドを互いに電気的に接続することができ、一例として、
インターコネクタは、第１太陽電池に含まれる第１補助電極パッドの第２領域と第２太陽
電池に含まれる第２補助電極パッドの第２領域を互いに電気的に接続することができる。
【００１６】
　このとき、インターコネクタと第１補助電極パッド、またはインターコネクタと第２補
助電極パッドは、導電性接着剤によって電気的に接続されることもあり、これと違って、
インターコネクタと第１補助電極パッド、またはインターコネクタと第２補助電極パッド
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は、物理的に直接接触して電気的に接続することもできる。
【００１７】
　また、インターコネクタは、前面の表面に凹凸が形成されており、厚さが均一でないこ
とがあり、これと違って、インターコネクタは、厚さが均一であり、ジグザグ（zigzag）
型を有することもある。
【００１８】
　また、太陽電池モジュールは、第１太陽電池及び第２太陽電池がインターコネクタによ
って第１方向に直列に接続されるそれぞれの第１セルストリングと第２セルストリングを
含み、第１セルストリングと第２セルストリングを第２方向に直列に接続させる導電性リ
ボン（ribbon）とをさらに含むことができる。
【００１９】
　また、本発明に係る太陽電池モジュールの製造方法の一例は、互いに平行するように形
成される複数の第１電極と複数の第２電極が形成された半導体基板の背面に互いに平行す
るように第１補助電極と第２補助電極が付着されたそれぞれの第１太陽電池と第２太陽電
池を形成するセルの形成段階と、第１太陽電池の第１補助電極と第２太陽電池の第２補助
電極をインターコネクタで接続するセルストリング形成段階と、セルストリングを前面ガ
ラス基板上に配置する段階;及びセルストリングの上に背面シートを配置する段階と、を
含む。
【００２０】
　ここで、セル形成段階は、第１補助電極と第２補助電極が形成された絶縁性部材を半導
体基板の背面に付着する付着段階と、絶縁性部材を第１補助電極と第２補助電極から分離
する剥離段階と、を含むことができる。
【００２１】
　ここで、第１補助電極と第２補助電極は、架橋剤によって絶縁性部材に一時的に付着し
ている可能性があり、架橋剤は、熱可塑性樹脂を含むことができる。
【００２２】
　ここでの付着の段階で、第１補助電極と、複数の第１電極との間、及び第２補助電極と
複数の第２電極との間には、導電性接着剤によって互いに接着されて接続することができ
る。
【００２３】
　また、剥離段階の工程温度は、付着段階の工程温度より低いことがあり、一例として、
付着段階の工程温度は１３０℃～２５０℃の間であり、剥離段階の工程温度は８０℃～１
３０℃間で有り得る。
【００２４】
　また、付着段階によって、第２補助電極は、複数の第２電極に付着された後、冷却され
るとき、剥離段階が実行されることがあり、これと違って、剥離段階は、付着段階が終了
した後に、別の熱処理またはＵＶ照射によって行われることも可能である。
【００２５】
　さらに、セルストリング形成段階において、インターコネクタは、一側が第１太陽電池
の第１補助電極に含まれる第１補助電極パッドに付着され、他側が第２太陽電池の第２補
助電極に含まれた第２補助電極パッドに付着することができる。
【００２６】
　また、前述したことと違って、セル形成段階は、半導体基板の背面に形成された複数の
第１電極と複数の第２電極を被服するように半導体基板の背面全体に絶縁層を形成する絶
縁層形成段階と、複数の第１電極と複数の第２電極が露出するように絶縁層の一部を局部
的に開口（open）させる開口段階と、絶縁層で開口された一部分を介して露出される複数
の第１電極と複数の第２電極の上部を含み絶縁層の全体面の上に金属層を形成（コーティ
ング（coating）する金属層形成段階と、複数の第１電極及び複数の第２電極と接続され
た部分を除外した残りの部分の金属層を除去して、第１補助電極と第２補助電極を形成す
る補助電極形成段階と、を含むことができる。
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【００２７】
　ここで、金属層形成段階は、スパッタリング法によって行われ、金属層の一部が複数の
第１電極と複数の第２電極に接続されて一体に形成することができる。
【００２８】
　また、補助電極形成段階は、半導体基板の背面と金属層との間に形成された絶縁層を除
去して、残りの部分の金属層を一緒に除去することができる。
【発明の効果】
【００２９】
　このように本発明に係る太陽電池モジュールは、各半導体基板の背面に相対的に厚く、
第１補助電極と第２補助電極を形成して、太陽電池モジュールの効率をさらに向上するこ
とができる。
【００３０】
　さらに、本発明に係る太陽電池モジュールの製造方法は、各半導体基板の背面に、まず
第１補助電極と第２補助電極を形成した後、インターコネクタを補助電極に接続して、セ
ルストリングを形成することにより、太陽電池モジュールの製造時の工程歩留まりをさら
に向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明に係る太陽電池モジュールの一例を説明するための図である。
【図２】図１に示した太陽電池モジュールに適用することができる太陽電池の一例を説明
するための図である。
【図３】図１に示した太陽電池モジュールに適用することができる太陽電池の一例を説明
するための図である。
【図４】図１の太陽電池モジュールにおいて、各太陽電池の半導体基板の背面に第１補助
電極と第２補助電極が形成された第１実施の形態を説明するための図である。
【図５Ａ】図１の太陽電池モジュールにおいて、各太陽電池の半導体基板の背面に第１補
助電極と第２補助電極が形成された第１実施の形態を説明するための図である。
【図５Ｂ】図１の太陽電池モジュールにおいて、各太陽電池の半導体基板の背面に第１補
助電極と第２補助電極が形成された第１実施の形態を説明するための図である。
【図５Ｃ】図１の太陽電池モジュールにおいて、各太陽電池の半導体基板の背面に第１補
助電極と第２補助電極が形成された第１実施の形態を説明するための図である。
【図６】図１の太陽電池モジュールにおいて、各太陽電池の半導体基板の背面に第１補助
電極と第２補助電極が形成された第２実施の形態を説明するための図である。
【図７Ａ】図１の太陽電池モジュールにおいて、各太陽電池の半導体基板の背面に第１補
助電極と第２補助電極が形成された第２実施の形態を説明するための図である。
【図７Ｂ】図１の太陽電池モジュールにおいて、各太陽電池の半導体基板の背面に第１補
助電極と第２補助電極が形成された第２実施の形態を説明するための図である。
【図７Ｃ】図１の太陽電池モジュールにおいて、各太陽電池の半導体基板の背面に第１補
助電極と第２補助電極が形成された第２実施の形態を説明するための図である。
【図７Ｄ】図１の太陽電池モジュールにおいて、各太陽電池の半導体基板の背面に第１補
助電極と第２補助電極が形成された第２実施の形態を説明するための図である。
【図８】図１の太陽電池モジュールでにおいて、各太陽電池の半導体基板の背面に第１補
助電極と第２補助電極が形成された第３実施の形態を説明するための図である。
【図９Ａ】図１の太陽電池モジュールでにおいて、各太陽電池の半導体基板の背面に第１
補助電極と第２補助電極が形成された第３実施の形態を説明するための図である。
【図９Ｂ】図１の太陽電池モジュールでにおいて、各太陽電池の半導体基板の背面に第１
補助電極と第２補助電極が形成された第３実施の形態を説明するための図である。
【図９Ｃ】図１の太陽電池モジュールでにおいて、各太陽電池の半導体基板の背面に第１
補助電極と第２補助電極が形成された第３実施の形態を説明するための図である。
【図９Ｄ】図１の太陽電池モジュールでにおいて、各太陽電池の半導体基板の背面に第１
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補助電極と第２補助電極が形成された第３実施の形態を説明するための図である。
【図１０】図１の太陽電池モジュールにおいて、各太陽電池の半導体基板の背面に第１補
助電極と第２補助電極が形成された第４実施の形態を説明するための図である。
【図１１Ａ】図１の太陽電池モジュールにおいて、各太陽電池の半導体基板の背面に第１
補助電極と第２補助電極が形成された第４実施の形態を説明するための図である。
【図１１Ｂ】図１の太陽電池モジュールにおいて、各太陽電池の半導体基板の背面に第１
補助電極と第２補助電極が形成された第４実施の形態を説明するための図である。
【図１２】図１に示した太陽電池モジュールにおいてインターコネクタ（ＩＣ）を介して
、各太陽電池を互に接続するさまざまな構造を説明するための図である。
【図１３】図１に示した太陽電池モジュールにおいてインターコネクタ（ＩＣ）を介して
、各太陽電池を互に接続するさまざまな構造を説明するための図である。
【図１４】図１に示した太陽電池モジュールにおいてインターコネクタ（ＩＣ）を介して
、各太陽電池を互に接続するさまざまな構造を説明するための図である。
【図１５Ａ】図１に示した太陽電池モジュールにおいて光学的利得を高めるために、第１
実施の形態に係るインターコネクタ（ＩＣ）を説明するための図である。
【図１５Ｂ】図１に示した太陽電池モジュールにおいて 光学的利得の向上と共に絶縁性
部材の熱膨張伸縮に対応するために、第２実施の形態に係るインターコネクタ（ＩＣ）を
説明するための図である。
【図１６】図１に示した太陽電池モジュールの全体平面構造に関する一例を説明するため
の図である。
【図１７】図１６の（ｂ）において１７－１７ラインに沿った断面を示したものである。
【図１８Ａ】本発明に係る太陽電池モジュールを製造する方法の一例を説明するための図
である。
【図１８Ｂ】本発明に係る太陽電池モジュールを製造する方法の一例を説明するための図
である。
【図１８Ｃ】本発明に係る太陽電池モジュールを製造する方法の一例を説明するための図
である。
【図１８Ｄ】本発明に係る太陽電池モジュールを製造する方法の一例を説明するための図
である。
【図１８Ｅ】本発明に係る太陽電池モジュールを製造する方法の一例を説明するための図
である。
【図１８Ｆ】本発明に係る太陽電池モジュールを製造する方法の一例を説明するための図
である。
【図１８Ｇ】本発明に係る太陽電池モジュールを製造する方法の一例を説明するための図
である。
【図１８Ｈ】本発明に係る太陽電池モジュールを製造する方法の一例を説明するための図
である。
【図１８Ｉ】本発明に係る太陽電池モジュールを製造する方法の一例を説明するための図
である。
【図１９Ａ】本発明に係る太陽電池モジュールの製造方法において付着段階の他の一例を
説明するための図である。
【図１９Ｂ】本発明に係る太陽電池モジュールの製造方法において付着段階の他の一例を
説明するための図である。
【図１９Ｃ】本発明に係る太陽電池モジュールの製造方法において付着段階の他の一例を
説明するための図である。
【図１９Ｄ】本発明に係る太陽電池モジュールの製造方法において付着段階の他の一例を
説明するための図である。
【図２０Ａ】本発明に係る太陽電池モジュールの製造方法においてセルを形成する他の方
法について説明するための図である。
【図２０Ｂ】本発明に係る太陽電池モジュールの製造方法においてセルを形成する他の方
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法について説明するための図である。
【図２０Ｃ】本発明に係る太陽電池モジュールの製造方法においてセルを形成する他の方
法について説明するための図である。
【図２０Ｄ】本発明に係る太陽電池モジュールの製造方法においてセルを形成する他の方
法について説明するための図である。
【図２０Ｅ】本発明に係る太陽電池モジュールの製造方法においてセルを形成する他の方
法について説明するための図である。
【図２０Ｆ】本発明に係る太陽電池モジュールの製造方法においてセルを形成する他の方
法について説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下では、添付した図面を参考にして本発明の実施の形態について本発明が属する技術
分野において通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。しかし、
本発明は、さまざまな形で実現することができ、ここで説明する実施の形態に限定されな
い。そして図面において本発明を明確に説明するために説明と関係ない部分は省略し、明
細書全体を通じて類似の部分には同様の符号を付与した。
【００３３】
　以下において、前面とは、直射光が入射される半導体基板の一面または前面ガラス基板
の一面で有り得、背面とは、直射光が入射されないか、または、直射光ではなく、反射光
が入射することができる半導体基板及び前面ガラス基板の一面の反対面で有り得る。
【００３４】
　以下では、添付した図面を参考にして本発明の実施の形態に係る太陽電池及び太陽電池
モジュールについて説明する。
【００３５】
　図１は、本発明に係る太陽電池モジュールの一例を説明するための図である。
【００３６】
　図１に示すように、本発明に係る太陽電池モジュールは、前面ガラス基板（ＦＧ）、上
部封止材（ＥＣ１）、第１太陽電池（Cell-a）と、第２太陽電池（Cell-b）を含む複数の
太陽電池と複数の太陽電池を電気的に互に接続するインターコネクタ（ＩＣ）と下部封止
材（ＥＣ２）、及び背面シート（ＢＳ）を含むことができる。
【００３７】
　ここで、第１太陽電池（Cell-a）と、第２太陽電池（Cell-b）を含む複数の太陽電池そ
れぞれは、半導体基板１１０の背面に形成される複数の第１電極Ｃ１４１、半導体基板１
１０の背面に形成される複数の第２電極Ｃ１４２、複数の第１電極Ｃ１４１に接続される
第１補助電極Ｐ１４１、複数の第２電極Ｃ１４２に接続される第２補助電極Ｐ１４２を含
む。ここの図１では、複数の太陽電池それぞれに含まれる半導体基板１１０にエミッタ部
（図示せず）と背面電界部（図示せず）の図示が省略された。しかし、エミッタ部（図示
せず）と背面電界部（図示せず）が形成されることがあり、これについては図２と図３で
具体的に説明する。
【００３８】
　ここで、第１太陽電池（Cell-a）の第１補助電極Ｐ１４１または第２補助電極Ｐ１４２
のいずれか一つと、第２太陽電池（Cell-b）の第１補助電極Ｐ１４１または第２補助電極
Ｐ１４２の内残りの一つがインターコネクタ（ＩＣ）によって互いに接続されることによ
り、第１太陽電池（Cell-a）と、第２太陽電池（Cell-b）は、互いに直列に接続すること
ができる。
【００３９】
　図１においては、一例として、第１太陽電池（Cell-a）の第１補助電極Ｐ１４１と第２
太陽電池（Cell-b）の第２補助電極Ｐ１４２がインターコネクタ（ＩＣ）に接続された場
合を一例として示したが、これと違って、第１太陽電池（Cell-a）の第２補助電極Ｐ１４
２と第２太陽電池（Cell-b）の第１補助電極Ｐ１４１がインターコネクタ（ＩＣ）によっ
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て接続することもできる。
【００４０】
　このように、第１太陽電池（Cell-a）と、第２太陽電池（Cell-b）を含む、複数の太陽
電池それぞれがインターコネクタ（ＩＣ）によって互に接続され、セルストリングに形成
されることがある。
【００４１】
　図１に示すように、前面ガラス基板（ＦＧ）は、インターコネクタ（ＩＣ）によって、
第１太陽電池（Cell-a）と第２太陽電池（Cell-b）が互いに接続されるセルストリングの
前面の上に位置することができ、透過率が高く、破損を防止するために、強化ガラスなど
で行うことができる。このとき、強化ガラスは、鉄成分の含有量が低い低鉄強化ガラス（
low iron tempered glass）で有り得、示されていないが、光の散乱効果を高めるために
、内側面は、エンボス加工（embossing）処理が行われることができる。
【００４２】
　上部封止材（ＥＣ１）は、前面ガラス基板（ＦＧ）とセルストリングの間に位置するこ
とができ、下部封止材（ＥＣ２）は、セルストリングの背面、すなわち背面シート（ＢＳ
）とセルストリングの間に位置することができる。
【００４３】
　このような上部封止材（ＥＣ１）及び下部封止材（ＥＣ２）は、湿気の浸透による金属
の腐食などを防止し、太陽電池モジュール１００を衝撃から保護する材質で形成すること
ができる。一例として、上部封止材（ＥＣ１）及び下部封止材（ＥＣ２）は、エチレンビ
ニルアセテート（ＥＶＡ、ethylene vinyl acetate）などからなることができる。
【００４４】
　このような上部封止材（ＥＣ１）及び下部封止材（ＥＣ２）は、図１に示すように、複
数の太陽電池の前面と背面にそれぞれ配置された状態でラミネート工程（lamination pro
cess）の際に、複数の太陽電池と一体化することができる。
【００４５】
　さらに、背面シート（ＢＳ）は、シート状で下部封止材（ＥＣ２）の背面に位置し、太
陽電池モジュールの背面に水分が浸透することを防止することができ、背面シート（ＢＳ
）の代わりにガラス基板が使用することもできるが、背面シート（ＢＳ）が使用される場
合、太陽電池モジュールの製造コストと重量をさらに軽減することができる。
【００４６】
　このように、背面シート（ＢＳ）がシート状に形成された場合は、ＥＰ/ ＰＥ / ＦＰ
（fluoropolymer / polyeaster / fluoropolymer）のような絶縁物質からなることができ
る。
【００４７】
　以下では、前述した第１太陽電池（Cell-a）と第２太陽電池（Cell-b）それぞれの詳細
な構造について説明する。
【００４８】
　図２及び図３は、図１に示した太陽電池モジュールに適用することができる太陽電池の
一例を説明するための図である。
【００４９】
　図２は、本発明の一例に係る太陽電池の一部斜視図の一例であり、図３は図２に示した
太陽電池を３－３ラインに沿って切って示した断面図である。
【００５０】
　図２及び図３を参考にすると、本発明に係る太陽電池の一例１は、半導体基板１１０、
反射防止膜１３０、エミッタ部１２１、背面電界部（back surface field ; BSF、172）
、複数の第１電極Ｃ１４１、複数の第２電極Ｃ１４２、第１補助電極Ｐ１４１、第２補助
電極Ｐ１４２を備えることができる。
【００５１】
　ここで、反射防止膜１３０と背面電界部１７２は省略されることもあり、併せて、反射
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防止膜１３０と、光が入射される半導体基板１１０との間に位置しており、半導体基板１
１０と同じ導電型の不純物が半導体基板１１０より高い濃度で含有された不純物部である
前面電界部（図示せず）をさらに備えることも可能である。
【００５２】
　以下では、図２及び図３に示すように、反射防止膜１３０と背面電界部１７２が含まれ
ていることを一例として説明する。
【００５３】
　半導体基板１１０は、第１導電型、例えば、ｎ型導電型のシリコンからなる半導体基板
１１０で有り得る。このような半導体基板１１０は、シリコン材質で形成されるウエハに
第１導電型の不純物がドーピングされて形成されることができる。
【００５４】
　このような半導体基板１１０の上部表面は、テクスチャリングされて凹凸面のテクスチ
ャリング表面（textured surface）を有する。反射防止膜１３０は、半導体基板１１０の
前面上部に位置し、一層、または複数層からなることができ、水素化された窒化シリコン
膜（ＳｉＮｘ：Ｈ）等からなることができる。さらに、追加的に半導体基板１１０の前面
に前面電界部などがさらに形成されることも可能である。
【００５５】
　エミッタ部１２１は、前面と向き合っている半導体基板１１０の背面内に互いに離隔さ
れて位置し、互いに平行する方向に伸びている。このようなエミッタ部１２１は、複数で
有り得、複数のエミッタ部１２１は、半導体基板１１０の導電型と反対の第２導電型で有
り得る。
【００５６】
　このような複数のエミッタ部１２１は、結晶シリコン半導体基板１１０の導電型と反対
の第２導電型であるp型の不純物が拡散工程を介して高濃度で含有されて形成されること
ができる。
【００５７】
　背面電界部１７２は、半導体基板１１０の背面内部に複数位置することができ、複数の
エミッタ部１２１と平行する方向に離隔されて形成され、複数のエミッタ部１２１と同じ
方向に伸びている。したがって、図２及び図３に示すように、半導体基板１１０の背面で
複数のエミッタ部１２１と、複数の背面電界部１７２は、交互に位置する。
【００５８】
　複数の背面電界部１７２は、半導体基板１１０と同じ導電型の不純物が半導体基板１１
０よりも高濃度に含有した不純物、例えば、ｎ＋＋部である。このような複数の背面電界
部１７２は、結晶シリコン半導体基板１１０と同じ導電型の不純物（ｎ＋＋）が拡散工程
を介して高濃度で含有されて形成されることができる。
【００５９】
　複数の第１電極Ｃ１４１は、複数のエミッタ部１２１と、それぞれの物理的及び電気的
に接続され、複数のエミッタ部１２１に沿って延びる。
【００６０】
　したがって、複数のエミッタ部１２１が第１方向に沿って形成された場合、複数の第１
電極Ｃ１４１も、第１方向に沿って形成されることがあり、複数のエミッタ部１２１が第
２方向に沿って形成された場合、複数の第１電極Ｃ１４１も、第１方向に沿って形成する
ことができる。
【００６１】
　また、複数の第２電極Ｃ１４２は、背面電界部１７２を介して、半導体基板１１０と、
それぞれの物理的及び電気的に接続され、複数の背面電界部１７２に沿って延びる。
【００６２】
　ここで、半導体基板１１０の背面上において第１電極Ｃ１４１と第２電極Ｃ１４２は、
互いに物理的に分離され、電気的に絶縁されている。
【００６３】
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　したがって、複数の第１電極Ｃ１４１が第１方向に形成された場合、複数の第２電極Ｃ
１４２は、複数の第１電極Ｃ１４１と離隔され、第1方向に形成されることがあり、複数
の第１電極Ｃ１４１が第２方向に形成された場合、複数の第２電極Ｃ１４２は、複数の第
１電極Ｃ１４１と離隔され、第２方向に形成することができる。
【００６４】
　ここで、第１電極Ｃ１４１と第２電極Ｃ１４２の幅は、互いに同一であるかまたは異な
ることがある。
【００６５】
　したがって、エミッタ部１２１上に形成された第１電極Ｃ１４１は、当該エミッタ部１
２１方向に 移動した電荷、例えば、正孔を収集し、背面電界部１７２上に形成された第
２電極Ｃ１４２は、その背面電界部１７２方向に移動した電荷、例えば、電子を収集する
。
【００６６】
　第１補助電極Ｐ１４１は、複数の第１電極Ｃ１４１の背面に電気的に接続されて形成さ
れることができる。このような第１補助電極Ｐ１４１は、複数で形成されることもあり、
一つのシート電極形て形成することもできる。
【００６７】
　ここで、第１補助電極Ｐ１４１が複数で形成された場合、第１補助電極Ｐ１４１は、複
数の第１電極Ｃ１４１と同じ方向に形成されることもあり、交差する方向に形成されるこ
ともある。
【００６８】
　このような第１補助電極Ｐ１４１は、第１電極Ｃ１４１と重畳する部分で互いに電気的
に接続することができる。
【００６９】
　第２補助電極Ｐ１４２は、複数の第２電極Ｃ１４２の背面に電気的に接続されて形成さ
れることができる。
【００７０】
　このような第２補助電極Ｐ１４２も複数で形成されることもあり、一つのシート電極形
で形成することもできる。
【００７１】
　ここで、第２補助電極Ｐ１４２が複数で形成された場合、第２補助電極Ｐ１４２は、複
数の第２電極Ｃ１４２と同じ方向に形成されることもあり、交差する方向に形成されるこ
ともある。
【００７２】
　このように、第２補助電極Ｐ１４２は、第２電極Ｃ１４２と重畳する部分で互いに電気
的に接続することができる。
【００７３】
　さらに、このような第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２それぞれは、先端に
インターコネクタ（ＩＣ）との接続のための第１補助電極Ｐ１４１のパッド（図示せず）
と、第２補助電極Ｐ１４２のパッド（図示せず）を備えることがあるが、これについては
図４においてさらに具体的に説明する。
【００７４】
　このような第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２の材質は、Ｃｕ、Ａｕ、Ａｇ
、Ａｌの内の少なくともいずれか１つを含みから形成することができる。
【００７５】
　さらに、前述した第１補助電極Ｐ１４１は、第１導電性接着剤（ＣＡ１）を介して第１
電極Ｃ１４１に電気的に接続することができ、第２補助電極Ｐ１４２は、第１導電性接着
剤（ＣＡ１）を介して第２電極Ｃ１４２に電気的に接続することができる。
【００７６】
　このような第１導電性接着剤（ＣＡ１）の材質は、導電性材質であれば、特別な制限は



(13) JP 2016-174191 A 2016.9.29

10

20

30

40

50

ないが、好ましくは、相対的に低い温度である１３０℃～２５０℃でおいても融点が形成
される導電性物質であれば十分であり、一例として、はんだペースト（solder paste）、
金属粒子を含む導電性接着剤、カーボンナノチューブ（carbon nano tube、ＣＮＴ）、カ
ーボンを含む導電性粒子、ワイヤー、ニードル（needle）などが利用されることができる
。
【００７７】
　しかし、このような第１導電性接着剤（ＣＡ１）は必須ではなく、製造方法に応じて、
第１導電性接着剤（ＣＡ１）が省略されることもある。しかし、以下では、特別な場合で
ない限り、第１導電性接着剤（ＣＡ１）が形成された場合を一例として説明する。
【００７８】
　また、前述した第１電極Ｃ１４１と第２電極Ｃ１４２との間及び第１補助電極Ｐ１４１
と第２補助電極Ｐ１４２との間には、短絡を防止する絶縁層（ＩＬ）が位置することがで
きる。
【００７９】
　具体的には、図２及び図３では、第１電極Ｃ１４１と、第１補助電極Ｐ１４１が、重畳
され、第２電極Ｃ１４２と第２補助電極Ｐ１４２が重畳する場合を示しているが、これと
違って第１電極Ｃ１４１と第２補助電極Ｐ１４２が重畳することができ、第２電極Ｃ１４
２と、第１補助電極Ｐ１４１が重畳されて位置することもできる。このような場合、第１
電極Ｃ１４１と第２補助電極Ｐ１４２との間、及び第２電極Ｃ１４２と第２補助電極Ｐ１
４２との間には、短絡を防止するために絶縁層（ＩＬ）が位置することができる。
【００８０】
　このような絶縁層（ＩＬ）の材質は、一例として、エポキシ樹脂またはエチレンビニル
アセテート（ＥＶＡ、ethylene vinyl acetate）、または熱可塑性ポリマー（polymer）
の少なくともいずれか１つで有り得る。しかし、絶縁層（ＩＬ）の材質は、必ずしもこれ
に限定されるものではなく、併せて、絶縁層（ＩＬ）も必須ではなく、製造方法に応じて
省略することができる。しかし、以下では、特別な場合でない限り、絶縁層（ＩＬ）が形
成された場合を一例として説明する。
【００８１】
　さらに、図２及び図３においては、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２が複
数ある場合を一例として示しているが、これと違って、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助
電極Ｐ１４２は、一つのシート電極（sheet electrode）として形成することもできる。
【００８２】
　さらに、図２及び図３には示されてはいないが、第１補助電極Ｐ１４１は、インターコ
ネクタ（ＩＣ）と接続される第１補助電極Ｐ１４１のパッドを含むことができ、第２補助
電極Ｐ１４２もインターコネクタ（ＩＣ）と接続される第２補助電極Ｐ１４２のパッドを
含むことができる。
【００８３】
　このような本発明に係る太陽電池において、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１
４２それぞれの厚さ（Ｔ２）は、第１電極Ｃ１４１及び第２電極Ｃ１４２のそれぞれの厚
さ（Ｔ１）より大きくなることがある。一例として、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電
極Ｐ１４２それぞれの厚さ（Ｔ２）は、１０μｍ～９００μｍ間に形成することができる
。
【００８４】
　ここで、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２それぞれの厚さ（Ｔ２）を１０
μｍより大きくすることは、適切な最小抵抗を確保するためであり、９００μｍより小さ
くすることは、適切な最小抵抗を確保した状態で、必要以上の厚さで形成されないように
して、製造コストを削減するためである。
【００８５】
　このように、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２の厚さ（Ｔ２）を第１電極
Ｃ１４１及び第２電極Ｃ１４２のそれぞれの厚さ（Ｔ１）よりも大きくすることにより、
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太陽電池の製造工程の時間をさらに短縮することができ、第１電極Ｃ１４１と第２電極Ｃ
１４２を半導体基板１１０の背面に直接形成するより、基板の熱膨張ストレスをさらに軽
減させることができ、太陽電池の効率をさらに向上させることができる。
【００８６】
　さらに具体的に説明すると、次の通りである。
【００８７】
　一般的に、半導体基板１１０の背面に形成されるエミッタ部、背面電界部１７２、エミ
ッタ部に接続される第１電極Ｃ１４１及び背面電界部１７２に接続される第２電極Ｃ１４
２は、半導体工程によって形成され得、このような半導体工程中、第１電極Ｃ１４１と第
２電極Ｃ１４２は、半導体基板１１０の背面に直接接触したり、非常に近接して、主にめ
っき、ＰＶＤ蒸着または高温の熱処理過程で形成することができる。
【００８８】
　このような場合、第１電極Ｃ１４１と第２電極Ｃ１４２の抵抗を十分に低く確保するた
めには、第１電極Ｃ１４１及び第２電極Ｃ１４２の厚さを十分に厚く形成しなければなら
ない。
【００８９】
　しかし、第１電極Ｃ１４１及び第２電極Ｃ１４２の厚さを厚く形成する場合、導電性金
属物質を含む第１電極Ｃ１４１及び第２電極Ｃ１４２の熱膨張係数が半導体基板１１０の
熱膨張係数よりも過度に大きくなることがある。
【００９０】
　したがって半導体基板１１０の背面に高温の熱処理過程で第１電極及びと第２電極を形
成する工程中に、第１電極と第２電極が収縮するときに、半導体基板１１０が熱膨張スト
レスを耐えられず、半導体基板１１０に亀裂（fracture）やクラック（crack）が発生す
る可能性が大きくなり、これにより、太陽電池の製造工程の歩留まりが低下したり、太陽
電池の効率が低下することがある。
【００９１】
　さらに、第１電極Ｃ１４１または第２電極Ｃ１４２をめっきやＰＶＤ蒸着で形成する場
合、第１電極Ｃ１４１または第２電極Ｃ１４２の成長速度が非常に小さく、太陽電池の製
造工程の時間が過度に延びることができる。
【００９２】
　しかし、本願発明に係る太陽電池１は、半導体基板１１０の背面に相対的に小さい厚さ
（Ｔ１）で第１電極Ｃ１４１と第２電極Ｃ１４２を形成した状態で、 相対的に低い温度
で実現される製造工程を介して第１電極Ｃ１４１と第２電極Ｃ１４２それぞれの背面に第
１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２を形成するので製造工程中の半導体基板１１
０に亀裂（fracture）やクラック（crack）が発生する可能性を減少することができ、こ
れにより、工程の歩留まりをさらに向上させることができる。これに対する具体的な説明
は後述する。
【００９３】
　このような本発明に係る太陽電池１は第１補助電極Ｐ１４１を介して正孔を収集し、第
２補助電極Ｐ１４２を介して電子が収集でき、このように太陽電池から発生された電力は
外部の回路装置を介して外部装置の電力として用いることができる。
【００９４】
　このように、背面接合構造の太陽電池の動作は次の通りである。
【００９５】
　太陽電池１に光が照射されて反射防止膜１３０を通過して半導体基板１１０に入射され
ると、光エネルギーによって半導体基板１１０から電子-正孔対が発生する。
【００９６】
　これらの電子-正孔対は、半導体基板１１０とエミッタ部１２１のｐ－ｎ接合によって
互いに分離されて正孔は、ｐ型の導電型を有する複数のエミッタ部１２１方向に移動し、
電子はｎ型の導電型を有する複数の背面電界部１７２方向に移動して、それぞれ第１補助
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電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２によって収集される。このような第１補助電極Ｐ１
４１と第２補助電極Ｐ１４２を導線で接続すると、電流が流れるようになり、これを外部
で電力として用いることになる。
【００９７】
　これまでは、半導体基板１１０が単結晶シリコン半導体基板１１０であり、エミッタ部
１２１と背面電界部１７２が拡散工程を介して形成された場合を例に説明した。
【００９８】
　しかし、これとは違ってエミッタ部１２１と背面電界部１７２が非晶質シリコン材質で
形成された背面接合ハイブリッド（hybrid）太陽電池や、エミッタ部１２１が半導体基板
１１０の前面に位置し、半導体基板１１０に形成された複数のビアホールを介して半導体
基板１１０の背面に形成された第１電極Ｃ１４１と接続されるＭＷＴ構造の太陽電池にお
いても、本発明が同様に適用することができる。
【００９９】
　図４～図５Ｃは、図１の太陽電池モジュールにおいて、各太陽電池の半導体基板１１０
の背面に第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２が形成された第１実施の形態を説
明するための図である。
【０１００】
　図４～図５Ｃにおいては、前述した同じ内容については説明を省略し、異なる部分につ
いてのみ説明する。
【０１０１】
　図４は、第１電極Ｃ１４１に接続される第１補助電極Ｐ１４１と第２電極Ｃ１４２に接
続される第２補助電極Ｐ１４２を半導体基板１１０の背面から見た形状であり、図５Ａは
、図４において５ａ‐５ａラインに沿った断面図、図５Ｂは、図４において５ｂ‐５ｂラ
インに沿った断面図、図５Ｃは、図４において５Ｃ‐５Ｃラインに沿った断面図である。
【０１０２】
　図４に示すように、半導体基板１１０の背面には、複数の第１電極Ｃ１４１と、複数の
第２電極Ｃ１４２が互いに離隔され、第１方向（ｘ）に長く形成されることができ、第１
補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２はそれぞれ複数で形成され、互いに離隔され第
１方向（ｘ）に長く形成されて、複数の第１電極Ｃ１４１と、複数の第２電極Ｃ１４２の
背面に重畳され接続することができる。
【０１０３】
　さらに、このような第１補助電極Ｐ１４１は、先端にインターコネクタ（ＩＣ）との接
接続のための第１補助電極パッドＰＰ１４１を備え、第２補助電極Ｐ１４２も先端にイン
ターコネクタ（ＩＣ）との接続のための第２補助電極パッドＰＰ１４２を備えることがで
きる。
【０１０４】
　ここで、第１補助電極パッドＰＰ１４１は、第２方向（ｙ）に伸びており、複数の第１
補助電極Ｐ１４１の先端に接続され、第２補助電極パッドＰＰ１４２も第２方向（ｙ）に
伸びており、複数の第２補助電極Ｐ１４２の先端に接続することができる。
【０１０５】
　ここで、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極パッドＰＰ１４２は、互いに離隔され、
第２補助電極Ｐ１４２と第１補助電極パッドＰＰ１４１は、互いに離隔することができる
。
【０１０６】
　したがって、第１補助電極Ｐ１４１と第１補助電極パッドＰＰ１４１は一つの櫛（comb
）の形状を形成し、第２補助電極Ｐ１４２と第２補助電極パッドＰＰ１４２はもう一つの
櫛（comb）の形状を形成しながら、２つの櫛が向かい合っている形を有することができる
。
【０１０７】
　したがって、半導体基板１１０の背面で、第１方向（ｘ）の両端のうち一端には、第２
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方向（ｙ）に第１補助電極パッドＰＰ１４１が形成され、他端には、第２補助電極パッド
ＰＰ１４２がそれぞれ第２方向（ｙ）に形成することができる。このような第１補助電極
パッドＰＰ１４１と第２補助電極パッドＰＰ１４２には、太陽電池を互に接続するための
インターコネクタ（ＩＣ）が電気的に接続されたり、複数の太陽電池が直列接続されたセ
ルストリングを互に接続するためのリボンが電気的に接続することができる。
【０１０８】
　さらに、第１補助電極パッドＰＰ１４１と第２補助電極パッドＰＰ１４２それぞれの厚
さは、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２それぞれの厚さ（Ｔ２）と同じか、
異なる場合がる。
【０１０９】
　このとき、第１補助電極パッドＰＰ１４１と第２補助電極パッドＰＰ１４２のそれぞれ
は、図４、図５Ｂ及び図５Ｃに示すように、半導体基板１１０と重畳される第１領域（ 
ＰＰ１４１－Ｓ１、ＰＰ１４２－Ｓ１）と、半導体基板１１０と重畳しない第２領域（Ｐ
Ｐ１４１－Ｓ２、ＰＰ１４２－Ｓ２）を含むことができる。
【０１１０】
　ここで、第１補助電極パッドＰＰ１４１の第１領域（ＰＰ１４１－Ｓ１）では、複数の
第１補助電極Ｐ１４１と接続され、第２領域（ＰＰ１４１－Ｓ２）は、インターコネクタ
（ＩＣ）と接続することができる空間を確保するために、半導体基板１１０と重畳しなく
外に露出することができる。
【０１１１】
　さらに、第２補助電極パッドＰＰ１４２の第１領域（ＰＰ１４２－Ｓ１）では、複数の
第２補助電極Ｐ１４２と接続され、第２領域（ＰＰ１４２－Ｓ２）は、インターコネクタ
（ＩＣ）と接続することができる空間を確保するために、半導体基板１１０と重畳しなく
外に露出することができる。
【０１１２】
　本発明に係る第１補助電極パッドＰＰ１４１と第２補助電極パッドＰＰ１４２のそれぞ
れは、第２領域（ＰＰ１４１－Ｓ２、ＰＰ１４２－Ｓ２）を備えることにより、インター
コネクタ（ＩＣ）をさらに容易に接続することができ、併せて、インターコネクタ（ＩＣ
）を太陽電池に接続する際に、半導体基板１１０の熱膨張ストレスを最小化することがで
きる。
【０１１３】
　したがって、本発明に係る太陽電池は、太陽電池モジュールを製造するために、複数の
太陽電池を互に接続するセルストリングの製造工程時に、半導体基板１１０に加えられる
熱膨張ストレスを最小化することができる。
【０１１４】
　しかし、このような第１補助電極パッドＰＰ１４１と第２補助電極パッドＰＰ１４２の
第２領域は、必要不可欠なものではなく、インターコネクタ（ＩＣ）の接続形態に応じて
省略することができる。
【０１１５】
　ここで、図５Ａに示すように、半導体基板１１０の背面に形成された第１電極Ｃ１４１
 と、第１補助電極Ｐ１４１は、互いに重畳された部分で第１導電性接着剤（ＣＡ１）に
よって互いに電気的に接続することができ、第２電極Ｃ１４２と第２補助電極Ｐ１４２も
互いに重畳された部分で、第１導電性接着剤（ＣＡ１）によって互いに電気的に接続する
ことができる。
【０１１６】
　また、第１電極Ｃ１４１と第２電極Ｃ１４２との間の互に離隔された空間と第１補助電
極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２との間の離隔された空間には、絶縁層（ＩＬ）が満た
されることができる。
【０１１７】
　さらに、図５Ｂに示すように、第１補助電極Ｐ１４１と第２電極Ｃ１４２のパッドとの
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間の離隔された空間にも絶縁層（ＩＬ）が満たされることができ、図５Ｃに示されている
のように、第２補助電極Ｐ１４２と、第１電極Ｃ１４１のパッドとの間の離隔された空間
にも絶縁層（ＩＬ）が満たされることができる。
【０１１８】
　一方、このような本発明の太陽電池モジュールは、それぞれの太陽電池で、前述した第
１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２の背面に絶縁性部材が形成されず、省略する
ことができる。
【０１１９】
　すなわち、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２を半導体基板１１０の背面に
形成された第１電極Ｃ１４１と第２電極Ｃ１４２に一体に接続させるためには、製造工程
をさらに容易にするために、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２が形成された
絶縁性部材を用いることができる。
【０１２０】
　しかし、本発明に係る太陽電池モジュールは、一つの太陽電池セルを形成する工程中に
絶縁性部材を除去することができる。このように、絶縁性部材が除去された場合、太陽電
池モジュールの重量をさらに軽くすることができるだけでなく、太陽電池モジュールの製
造工程の中で、複数のセルストリングをより容易にリボンで接続することができる。
【０１２１】
　したがって、本発明に係る太陽電池モジュールは、前述したように、絶縁性部材が除去
された太陽電池が適用されることができる。
【０１２２】
　これまでは、半導体基板１１０に形成された第１電極Ｃ１４１及び第２電極Ｃ１４２が
第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２と平行する方向に重畳され交差する方向に
重畳され接続される場合について説明したが、半導体基板１１０に形成された第１電極Ｃ
１４１及び第２電極Ｃ１４２は、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２と交差す
る方向に重畳されて接続することもある。これについて説明すると、次の通りである。
【０１２３】
　図６～図７Ｄは、図１の太陽電池モジュールにおいて、各太陽電池の半導体基板１１０
の背面に第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２が形成された第２実施の形態を説
明するための図である。
【０１２４】
　図６～図７Ｄにおいては、前述した同じ内容については説明を省略し、異なる部分につ
いてのみ説明する。
【０１２５】
　図６は、第１電極Ｃ１４１に交差するように接続される第１補助電極Ｐ１４１と第２電
極Ｃ１４２に交差するように接続される第２補助電極Ｐ１４２を半導体基板１１０の平面
から見た形状であり、図７Ａは、図６で７ａ‐７ａラインの断面を示すものであり、図７
Ｂは図６で７ｂ‐７ｂラインの断面を示すものであり、図７Ｃは、図６で７ｃ‐７ｃライ
ンの断面を図示したものであり、図７Ｄは、図６で７ｄ‐７ｄラインの断面を図示したも
のである。
【０１２６】
　図６に示すように、半導体基板１１０の平面で見たときに、複数の第１電極Ｃ１４１ 
と第２電極Ｃ１４２は、第２方向（ｙ）に互いに離隔されて形成されることができ、複数
の第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２は、第１方向（ｘ）と交差する第２方向
（ｙ）に形成され得る。
【０１２７】
　これにより、第１電極Ｃ１４１、第１補助電極Ｐ１４１、第２電極Ｃ１４２及び第２補
助電極Ｐ１４２は、格子の形を形成することができる。
【０１２８】
　このときに、図７Ａに示すように、第２電極Ｃ１４２と第２補助電極Ｐ１４２が互いに
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交差されて重畳された部分は、第１導電性接着剤（ＣＡ１）によって互いに接続すること
ができ、第２電極Ｃ１４２と、第１補助電極Ｐ１４１が互いに交差されて重畳された部分
は、絶縁層（ＩＬ）が満たされて絶縁することができる。
【０１２９】
　また、図７Ｂに示すように、第１電極Ｃ１４１と、第１補助電極Ｐ１４１が互いに交差
されて重畳された部分は、第１導電性接着剤（ＣＡ１）によって互いに接続することがで
き、第１電極Ｃ１４１と第２補助電極Ｐ１４２が互いに交差して重畳された部分は、絶縁
層（ＩＬ）が満たされて互いに絶縁することができる。
【０１３０】
　さらに、図７Ｃに示すように、第２補助電極Ｐ１４２と第１補助電極パッドＰＰ１４１
との間の離隔された空間にも絶縁層（ＩＬ）が満たされることができ、第２補助電極パッ
ドＰＰ１４２で半導体基板１１０と重畳しない第２領域が外部に露出することができる。
【０１３１】
　さらに、図７Ｄに示すように、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極パッドＰＰ１４２
との間の離隔された空間にも絶縁層（ＩＬ）が満たされることができ、第１補助電極パッ
ドＰＰ１４１で半導体基板１１０と重畳しない第２領域が外部に露出することができる。
【０１３２】
　図８～図９Ｄは、図１の太陽電池モジュールにおいて、各太陽電池の半導体基板１１０
の背面に第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２が形成された第３実施の形態を説
明するための図である。
【０１３３】
　図８～図９Ｄは、前述した同じ内容については説明を省略し、異なる部分についてのみ
説明する。
【０１３４】
　ここで、図８は、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２がシート電極（sheet 
electrode）で形成されたとき、第１電極Ｃ１４１に接続される第１補助電極Ｐ１４１と
第２電極Ｃ１４２に接続される第２補助電極Ｐ１４２を半導体基板１１０の背面から見た
形状であり、図９Ａは、図８で７ａ‐７ａラインの断面を示すものであり、図９Ｂは図８
で９ｂ‐９ｂラインの断面を示すものであり、図９Ｃは、図８で９ｃ‐９ｃラインの断面
を示したものであり、図９Ｄは、図８で９ｄ‐９ｄラインの断面を示したものである。
【０１３５】
　図８で示すように、半導体基板１１０の平面で見たときに、複数の第１電極Ｃ１４１ 
と第２電極Ｃ１４２は、第１方向（ｘ）に互いに離隔されて形成されることができ、第１
補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２それぞれは、シート電極（sheet electrode）
で形成されることがあり、第２方向（ｙ）に沿ってＧＰ１間隔だけ互いに離隔されている
ことがある。
【０１３６】
　このような第１補助電極Ｐ１４１は、第１補助電極Ｐ１４１と重畳される第１電極Ｃ１
４１の上には第１導電性接着剤（ＣＡ１）、第２電極Ｃ１４２の上には絶縁層（ＩＬ）を
形成した状態で金属層を付着することにより形成することができる。
【０１３７】
　さらに、第２補助電極Ｐ１４２は、第２補助電極Ｐ１４２と重畳される第２電極Ｃ１４
２の上には第１導電性接着剤（ＣＡ１）、第１電極Ｃ１４１の上には絶縁層（ＩＬ）を形
成した状態で金属層を付着することにより形成することができる。
【０１３８】
　したがって、図８において第２補助電極Ｐ１４２が位置する部分では、図９Ａに示すよ
うに、第２補助電極Ｐ１４２と第２電極Ｃ１４２が第１導電性接着剤（ＣＡ１）によって
互いに電気的に接続され、第２補助電極Ｐ１４２と、第１電極Ｃ１４１は、絶縁層（ＩＬ
）によって互いに絶縁することができる。
【０１３９】
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　さらに、図８において、第１補助電極Ｐ１４１が位置する部分では、図９Ｂに示すよう
に、第１補助電極Ｐ１４１と、第１電極Ｃ１４１が第１導電性接着剤（ＣＡ１）によって
互いに電気的に接続され、第１補助電極Ｐ１４１と第２電極Ｃ１４２は、絶縁層（ＩＬ）
によって互いに絶縁することができる。
【０１４０】
　さらに、図９Ｃに示すように、第２電極Ｃ１４２を中心に見たとき、第２電極Ｃ１４２
の第２補助電極Ｐ１４２と重畳される部分は、第1導電性接着剤（ＣＡ１）によって、第
２補助電極Ｐ１４２に電気的に接続され、第１補助電極Ｐ１４１と重畳される部分は、絶
縁層（ＩＬ）によって第１補助電極Ｐ１４１と絶縁することができる。
【０１４１】
　さらに、図９Ｄに示すように、第１電極Ｃ１４１を中心に見たとき、第１電極Ｃ１４１
の第１補助電極Ｐ１４１と重畳される部分は、第1導電性接着剤（ＣＡ１）によって、第
１補助電極Ｐ１４１に電気的に接続され、第２補助電極Ｐ１４２と重畳される部分は、絶
縁層（ＩＬ）によって第２補助電極Ｐ１４２と絶縁することができる。
【０１４２】
　このとき、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２との間にも絶縁層（ＩＬ）が
形成されることができる。
【０１４３】
　図１０～図１１Ｂは、図１の太陽電池モジュールにおいて、各太陽電池の半導体基板１
１０の背面に第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２が形成された第４実施の形態
を説明するための図である。
【０１４４】
　図１０～図１１Ｂは、前述した同じ内容については説明を省略し、異なる部分について
のみ説明する。
【０１４５】
　ここで、図１０は、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２がシート電極（shee
t electrode）で形成されたとき、第１電極Ｃ１４１に接続される第１補助電極Ｐ１４１
と第２電極Ｃ１４２に接続される第２補助電極Ｐ１４２を半導体基板１１０の背面から見
た形状であり、図１１Ａは、図１０で１１ａ‐１１ａラインの断面を示すものであり、図
１１Ｂは図１０で１１ｂ‐１１ｂラインの断面を示したものである。
【０１４６】
　図１０に示すように、半導体基板１１０の背面に第１電極Ｃ１４１と第２電極Ｃ１４２
が第２方向（ｙ）に形成されることがあり、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４
２は、第１電極Ｃ１４１及び第２電極Ｃ１４２と交差するように第１方向（ｘ）に沿って
一つのシート電極で形成することができる。
【０１４７】
　このとき、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２のそれぞれは、半導体基板１
１０の中に沿って第１方向（ｘ）と平行するように、互いにＧＰ２間隔だけ離隔して位置
することができる。
【０１４８】
　このような第１補助電極Ｐ１４１は、第１補助電極Ｐ１４１と重畳される第１電極Ｃ１
４１の上には第１導電性接着剤（ＣＡ１）、第２電極Ｃ１４２の上には絶縁層（ＩＬ）を
形成した状態で金属層を付着することにより形成することができる。
【０１４９】
　さらに、第２補助電極Ｐ１４２は、第２補助電極Ｐ１４２と重畳される第２電極Ｃ１４
２の上には第１導電性接着剤（ＣＡ１）、第１電極Ｃ１４１の上には絶縁層（ＩＬ）を形
成した状態で金属層を付着することにより形成することができる。
【０１５０】
　したがって、図１０において第２補助電極Ｐ１４２が位置する部分では、図１１Ａに示
すように、第２補助電極Ｐ１４２と第２電極Ｃ１４２が第１導電性接着剤（ＣＡ１）によ
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って互いに電気的に接続され、第２補助電極Ｐ１４２と、第１電極Ｃ１４１ は、絶縁層
（ＩＬ）によって互いに絶縁することができる。
【０１５１】
　さらに、図１０において第１補助電極Ｐ１４１が位置する部分では、図１１Ｂに示すよ
うに、第１補助電極Ｐ１４１と、第１電極Ｃ１４１が第１導電性接着剤（ＣＡ１）によっ
て互いに電気的に接続され、第１補助電極Ｐ１４１と第２電極Ｃ１４２は、絶縁層（ＩＬ
）によって互いに絶縁することができる。
【０１５２】
　このように、それぞれの第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２が一つのシート
電極で形成される場合、精巧な整列を要求しなく、整列を合わせるのが非常に容易するの
で、太陽電池の製造時間をさらに短縮することができる。
【０１５３】
　今までは、図１に示した太陽電池モジュールの各太陽電池について注意深くみましたが
、以下では、各太陽電池がインターコネクタ（ＩＣ）を介して接続されている構造につい
て説明する。
【０１５４】
　図１２～図１４は、図１に示した太陽電池モジュールにおいてインターコネクタ（ＩＣ
）を介して、各太陽電池を互に接続するさまざまな構造を説明するための図である。
【０１５５】
　ここで、図１２は、それぞれの太陽電池がインターコネクタ（ＩＣ）を介して互に接続
されるセルストリングの構造に関する第１実施の形態を説明するための図であり、図１３
は、第２実施の形態を説明するためのもある。
【０１５６】
　まず、図１２に示された第１太陽電池（Cell-a）と第２太陽電池（Cell-b）は、前述し
た太陽電池のいずれかが１つ適用されることができる。
【０１５７】
　したがって、図１２～図１３に示された第１太陽電池（Cell-a）と、第２太陽電池（Ce
ll-b）のそれぞれはたとえ一部が示されてはいないが、半導体基板１１０には、エミッタ
部１２１と背面電界部１７２が形成されることができる。これに対する具体的な説明は、
既に前に説明したので省略する。
【０１５８】
　また、本発明に係る太陽電池モジュールに適用される第１太陽電池（Cell-a）と第２太
陽電池（Cell-b）のそれぞれは、半導体基板１１０に一体的に形成される第１補助電極Ｐ
１４１と第２補助電極Ｐ１４２を含み、インターコネクタ（ＩＣ）が第１補助電極Ｐ１４
１と第２補助電極Ｐ１４２に接続して接続されるので、太陽電池モジュールの製造工程中
のいずれか１つの太陽電池が破損したり、欠陥が発生しても、当該太陽電池のみを交替
 することができ、工程の歩留まりをさらに向上させることができる。
【０１５９】
　ここで、インターコネクタ（ＩＣ）と、第１、第２太陽電池（Cell-a、Cell-b）の第１
、第２補助電極（Ｐ１４１、Ｐ１４２）は、互いに異なる材料を含むことができる。
【０１６０】
　すなわち、一例として、インターコネクタ（ＩＣ）と、第１、第２補助電極（Ｐ１４１
、Ｐ１４２）は、すべての導電性金属物質を含むことができるが、互いに異なる材料の金
属物質を含むことができる。
【０１６１】
　一例として、第１、第２補助電極（Ｐ１４１、Ｐ１４２）は、銅（Ｃｕ）のみ含めるこ
とができますが、インターコネクタ（ＩＣ）は、銅（Ｃｕ）だけでなく、銀（Ａｇ）また
は錫（Ｓｎ）のような物質も含むことができる。
【０１６２】
　さらに、第１太陽電池（Cell-a）と第２太陽電池（Cell-b）のそれぞれに備えられた第
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１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２のそれぞれは、第１補助電極パッドＰＰ１４
１と第２補助電極パッドＰＰ１４２を備え、インターコネクタ（ＩＣ）と第１補助電極パ
ッドＰＰ１４１と第２補助電極パッドＰＰ１４２に接続されるので、インターコネクタ（
ＩＣ）を適用される第１太陽電池（Cell-a）と第２太陽電池（Cell-b）のそれぞれに接続
するときに、各太陽電池の半導体基板１１０が受けることができる熱膨張ストレスを最小
化することができる。
【０１６３】
　一例として、半導体基板１１０の熱膨張ストレスをさらに低減するために、図１２に示
すように、インターコネクタ（ＩＣ）が半導体基板１１０からさらに遠くに離隔された第
１補助電極パッドＰＰ１４１の第２領域（ＰＰ１４１－Ｓ２）と、第２補助電極パッドＰ
Ｐ１４２の第２領域（ＰＰ１４２－Ｓ２）に接続することができる。
【０１６４】
　このとき、インターコネクタ（ＩＣ）と、第１、第２太陽電池（Cell-a、Cell-b）の第
１、第２補助電極（Ｐ１４１、Ｐ１４２）は、導電性接着剤、すなわち、第２導電性接着
剤ＣＡ２によって互に接続することができる。
【０１６５】
　具体的には、インターコネクタ（ＩＣ）と第１補助電極パッドＰＰ１４１の間とインタ
ーコネクタ（ＩＣ）と第２補助電極パッドＰＰ１４２との間の接触抵抗を最小化し、接触
力をさらに向上させるためにインターコネクタ（ＩＣ）と第１補助電極パッドＰＰ１４１
の間とインターコネクタ（ＩＣ）と第２補助電極パッドＰＰ１４２との間に第２導電性接
着剤（ＣＡ２）が備えられる。
【０１６６】
　ここで、第２導電性接着剤（ＣＡ２）は、前述した第１導電性接着剤（ＣＡ１）と同じ
材質で接続することができる。さらに、インターコネクタ（ＩＣ）は、導電性金属を含み
から形成されることがあり、一例として、Ｃｕ、Ａｕ、Ａｇ、またはＡｌの内の少なくと
も1つを含む形成することができる。併せて、第２導電性接着剤（ＣＡ２）は、前述した
第１導電性接着剤（ＣＡ１）と同じ材質を用いることができる。
【０１６７】
　このような第２導電性接着剤（ＣＡ２）は、ソルダペースト（solder paste）、ペース
ト形態の接着性樹脂内に導電性金属粒子を含む導電性接着剤（conductive paste）、また
は接着性樹脂内に導電性金属粒子を含むフィルム状の導電性フィルム（conductive film
）の内の少なくとも一つを用いて形成することができる。
【０１６８】
　または、図１２と違って、図１３に示すように、インターコネクタ（ＩＣ）と第１補助
電極パッドＰＰ１４１、またはインターコネクタ（ＩＣ）と第２補助電極パッドＰＰ１４
２は、熱と圧力で、別の第２導電性接着剤（ＣＡ２）なしで、物理的に直接接触して電気
的に接続することもできる。
【０１６９】
　さらに、本発明に係る太陽電池モジュールは、インターコネクタ（ＩＣ）と、第１、第
２太陽電池（Cell-a 、Cell-b）の第１、第２補助電極（Ｐ１４１、Ｐ１４２）は、幅、
厚さ、層構造または平面パターンの内、少なくともいずれか１つが異なる場合がある。
【０１７０】
　すなわち、一例として、インターコネクタ（ＩＣ）の厚さは、第１、第２補助電極（Ｐ
１４１、Ｐ１４２）のそれぞれの厚さより厚いことがある。一例として、インターコネク
タ（ＩＣ）の厚さは１ｍｍ以上で有り得るが、第１、第２補助電極（Ｐ１４１、Ｐ１４２
）それぞれの厚さは数十μｍ～数百μｍの間の範囲で有り得る。
【０１７１】
　さらに、インターコネクタ（ＩＣ）は、第２導電性接着剤（ＣＡ２）で第１、第２補助
電極（Ｐ１４１、Ｐ１４２）に接続されるので、第２導電性接着剤（ＣＡ２）と他の層に
形成することができる。
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【０１７２】
　また、インターコネクタ（ＩＣ）の第１、第２の方向（ｘ、ｙ）への幅は、第１、第２
補助電極（Ｐ１４１、Ｐ１４２）の第１、第２の方向（ｘ、ｙ）への幅と異なる場合があ
り、平面パターンもまた異なることがある。
【０１７３】
　また、本発明に係る太陽電池モジュールは、インターコネクタ（ＩＣ）と、第１、第２
太陽電池（Ｃｅｌｌ－１、Ｃｅｌｌ－ｂ）の第１、第２補助電極（Ｐ１４１、Ｐ１４２）
が互いに空間的に離隔されることができる。すなわち、第１太陽電池（Cell-a）の第１補
助電極Ｐ１４１と第２太陽電池（Cell-b）の第２補助電極Ｐ１４２がインターコネクタ（
ＩＣ）を介して互いに電気的に接続されるため、第１太陽電池（Cell-a）に含まれる第１
補助電極パッドＰＰ１４１と第２太陽電池（Cell-b）に含まれる第２補助電極パッドＰＰ
１４２は、互いに空間的に離隔することができる。
【０１７４】
　したがって、図１２及び図１３においては、インターコネクタ（ＩＣ）と、第１太陽電
池（Cell-a）の半導体基板１１０との間、またはインターコネクタ（ＩＣ）と第２太陽電
池（Cell-b）の半導体基板１１０との間に互いに離隔することができる。
【０１７５】
　このように、インターコネクタ（ＩＣ）と半導体基板１１０との間が離隔される場合は
、半導体基板１１０の熱膨張ストレスを最小化することができ、インターコネクタ（ＩＣ
）を介して、太陽電池モジュールの光学的ゲイン（optical gain）をさらに増加させるこ
とができるので、以下では、インターカーコネクタ（ＩＣ）と半導体基板１１０との間が
離隔される場合を一例として説明する。
【０１７６】
　インターコネクタ（ＩＣ）と半導体基板１１０との間が離隔される場合は、図１２～図
１３に示すように、本発明に係る太陽電池モジュールは、インターコネクタ（ＩＣ）と、
第１太陽電池（Cell-a）の半導体基板１１０との間が第1間隔（ＧＳＩ１）だけ離隔され
、インターコネクタ（ＩＣ）と第２太陽電池（Cell-b）の半導体基板１１０との間が第２
間隔（ＧＳＩ２）だけ離隔することができる。ここで、第１間隔（ＧＳＩ１）と第２間隔
（ＧＳＩ２）は同じにすることもあり、異なることがある。
【０１７７】
　このように、本発明に係る太陽電池モジュールは、インターコネクタ（ＩＣ）を介して
第１太陽電池（Cell-a）と、第２太陽電池（Cell-b）を互いに接続するために、半導体基
板１１０に直接インターコネクタ（ＩＣ）を接続せずに、半導体基板１１０の背面に形成
された第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２を介してインターコネクタ（ＩＣ）
を接続するため、半導体基板１１０に直接熱を加える必要がなくて、各太陽電池の半導体
基板１１０の熱膨張ストレスを最小にすることができる。
【０１７８】
　また、第１太陽電池（Cell-a）と、第２太陽電池（Cell-b）との間の距離をさらに自由
に設定することができ、太陽電池モジュールの大きさの制約から、さらに自由である。
【０１７９】
　さらに、第１太陽電池（Cell-a）の半導体基板１１０と第２太陽電池（Cell-b）の半導
体基板１１０の間に入射される光を反射し、反射された光は、前面ガラス基板（ＦＧ）に
よってさらに第１太陽電池（Cell-a）の半導体基板１１０と第２太陽電池（Cell-b）の半
導体基板１１０に入射されるようにして、光学的ゲイン（optical gain）をさらに増加さ
せることができる。
【０１８０】
　また、図１２及び図１３においては、インターコネクタ（ＩＣ）と、第１太陽電池（Ce
ll-a）の半導体基板１１０との間、またはインターコネクタ（ＩＣ）と第２太陽電池（Ce
ll-b）の半導体基板１１０との間が互いに離隔される場合を一例として示したが、これと
違って、図１４に示すように、インターコネクタ（ＩＣ）が第１補助電極パッドＰＰ１４
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１と第２補助電極パッドＰＰ１４２の背面にそれぞれ接続される場合は、インターコネク
タ（ＩＣ）と半導体基板１１０との間が離隔されず、インターコネクタ（ＩＣ）が第１太
陽電池（Cell-a）と第２太陽電池（Cell-b）の半導体基板１１０と重畳されることもある
。
【０１８１】
　一例として、図１４に示すように、インターコネクタ（ＩＣ）は、第１補助電極パッド
ＰＰ１４１の第１領域（ＰＰ１４１－Ｓ１）と第２補助電極パッドＰＰ１４２の第１領域
（ＰＰ１４２－Ｓ１）まで接続されることも可能である。この時、インターコネクタ（Ｉ
Ｃ）は、第１補助電極パッドＰＰ１４１と第２補助電極パッドＰＰ１４２の背面にそれぞ
れ接続することができる。
【０１８２】
　今まではインターコネクタ（ＩＣ）の入射面が平らな場合を一例として説明したが、イ
ンターコネクタ（ＩＣ）による反射光の光路をさらに増加させ光学的ゲインをさらに増加
させるために、インターコネクタ（ＩＣ）の前面に凹凸を形成することもある。さらに具
体的に説明すると、次の通りである。
【０１８３】
　図１５Ａは、図１に示した太陽電池モジュールにおいて光学利得を高めるために、第１
実施の形態に係るインターコネクタを説明するための図である。
【０１８４】
　図１５Ａに示すように、第１実施の形態に係るインターコネクタ（ＩＣＡ）の前面の表
面には凹凸が形成されており、厚さが均一でないことがある。これにより、太陽電池モジ
ュールの前面ガラス基板（ＦＧ）を介して、第１太陽電池（Cell-a）と、第２太陽電池（
Cell-b）との間の空間に入射される光が、インターコネクタ（ＩＣＡ）の前面に備えられ
た凹凸と、前面ガラス基板（ＦＧ）によって乱反射され、第１太陽電池（Cell-a）と、第
２太陽電池（Cell-b）の半導体基板１１０に再入射されるようにすることができる。
【０１８５】
　これにより、第１太陽電池（Cell-a）と、第２太陽電池（Cell-b）の間の離隔された空
間に入射される光にも電力を生成することができ、太陽電池モジュールの光電変換効率を
さらに向上させることができる。
【０１８６】
　図１５Ｂは、図１に示した太陽電池モジュールにおいて光学利得の向上と共に第１補助
電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２の熱膨張伸縮に対応するために、第２実施の形態に
係るインターコネクタ（ＩＣ）を説明するための図である。
【０１８７】
　図１５Ｂに示すように、本発明の第２実施の形態に係るインターコネクタ（ＩＣＢ）の
断面はジグザグ（zigzag）型を有することができ、この時、インターコネクタ（ＩＣＢ）
の断面の厚さは均一することがある。
【０１８８】
　このような場合、本発明の第２実施の形態に係るインターコネクタ（ＩＣＢ）は、図１
４で説明した反射機能だけでなく、第１太陽電池（Cell-a）と第２太陽電池（Cell-b）そ
れぞれに含まれる第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２の熱膨張及び熱収縮に伴
う伸縮に対応することができる。
【０１８９】
　具体的には、太陽電池モジュールが動作中に、太陽電池モジュール内部の温度が上昇し
、第１太陽電池（Cell-a）と第２太陽電池（Cell-b）のそれぞれに含まれる第１補助電極
Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２が第ぬ方向（ｘ）に熱膨張したり収縮することができる
。
【０１９０】
　したがって、第１太陽電池（Cell-a）の第１補助電極Ｐ１４１と第２太陽電池（Cell-b
）の第２補助電極Ｐ１４２との間の離隔された間隔が増減することができるが、このよう
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な場合、図１５Ｂに示すような第１太陽電池（Cell-a）の第１補助電極Ｐ１４１と第２太
陽電池（Cell-b）の第２補助電極Ｐ１４２の伸縮に対応して、インターコネクタ（ＩＣＢ
）の長さが第ぬ方向（ｘ）に増えたり減少することができる。これにより、太陽電池モジ
ュールの耐久性をさらに向上させることができる。
【０１９１】
　図１６は、図１に示した太陽電池モジュールの全体平面構造に関する一例を説明するた
めの図であり、図１７は、図１６の（ｂ）で１７－１７ラインに沿った断面を示したもの
である。
【０１９２】
　図１６の（ａ）は、セルストリング（ＳＴ）の背面を示したものであり、図１６の（b
）は、複数のセルストリング（ＳＴ－１～ＳＴ－３）が前面ガラス基板（ＦＧ）の背面の
上に配置された姿である。
【０１９３】
　図１６の（ａ）に示すように、複数の太陽電池のそれぞれ（Cell-a～Cell-d）は、各太
陽電池に備える第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２がインターコネクタ（ＩＣ
）を介して互に接続することができる。これにより、複数の太陽電池（Cell-a～Cell-d）
は、第１方向（ｘ）に接続されて一つのセルストリング（ＳＴ）を形成することができる
。
【０１９４】
　ここで、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２は、すべてそれぞれの太陽電池
（Cell-a～Cell-d）の半導体基板１１０の背面に位置し、第１補助電極Ｐ１４１と第２補
助電極Ｐ１４２の背面の上には別の他の構成が存在しないので、図１６の（ａ）に示すよ
うに、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２は、セルストリング（ＳＴ）の背面
に自然に露出することができる。
【０１９５】
　このように構成される複数のセルストリング（ＳＴ－１～ＳＴ－３）は、図１６の（ｂ
）に示すように、前面ガラス基板（ＦＧ）の背面の上に配置することができる。
【０１９６】
　具体的には、複数のセルストリング（ＳＴ－１、ＳＴ－２、ＳＴ－３）に含まれる各々
の半導体基板１１０の前面は、前面ガラス基板（ＦＧ）を向くように配置されるとき、 
半導体基板の背面に形成された第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２は、そのま
ま露出することができる。
【０１９７】
　そして、複数のセルストリング（ＳＴ－１～ＳＴ－３）を互いに直列に接続する導電性
リボン（ＲＢ１、ＲＢ２）が第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２の背面に自然
で接続することができる。
【０１９８】
　一例として、図１６の（ｂ）に示すように、第１導電性リボン（ＲＢ１）が第１方向（
ｘ）に伸びている第１セルストリング（ＳＴ－１）と第２セルストリング（ＳＴ－２）を
第２方向（ｙ）に直列に接続させることができ、第２導電性リボン（ＲＢ２）が第１方向
方向（ｘ）に伸びている第２セルストリング（ＳＴ－２）と第３セルストリング（ＳＴ－
３）を第２方向（ｙ）に直列に接続させることができる。
【０１９９】
　このとき、第１導電性リボン（ＲＢ１）は、第１セルストリング（ＳＴ－１）の最後の
太陽電池（Cell-a）に含まれる第１補助電極パッドＰＰ１４１と第２セルストリング（Ｓ
Ｔ－ ２）の最後の太陽電池（Cell-e）に含まれる第２補助電極パッドＰＰ１４２を互い
に接続させることができ、第２導電性リボン（ＲＢ２）は、第２セルストリング（ＳＴ－
２）の反対側の最後の太陽電池（Cell-h）に含まれる第１補助電極パッドＰＰ１４１と第
３セルストリング（ＳＴ）の最後の太陽電池（Cell-a）に含まれる第２補助電極パッドＰ
Ｐ１４２を互に接続することができある。
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【０２００】
　したがって、一例として、図１６に示された第１セルストリング（ＳＴ－１）の最後に
位置する太陽電池（Cell-a）の１７－１７ラインに沿った断面を見ると、図１７に示され
たように、第１導電性リボン（ＲＢ１）は、第２補助電極パッドＰＰ１４２の背面の上に
接続することができる。図１７では、第1導電性リボンが第２補助電極パッドＰＰ１４２
の第２領域（ＰＰ１４２－Ｓ２）に接続されることを一例として示したが、これに限定さ
れるものではなく、第２補助電極パッドＰＰ１４２の第１領域（ＰＰ１４２－Ｓ１）と重
畳されて接続されることもある。
【０２０１】
　これまでは本発明に係る太陽電池モジュールの各構成部分について注意深く見た。以下
では、このような太陽電池モジュールを製造する方法について説明する。
【０２０２】
　図１８Ａ～図１８Ｉは、本発明に係る太陽電池モジュールを製造する方法の一例を説明
するための図である。
【０２０３】
　本発明に係る太陽電池モジュールの製造方法は、セル形成段階、セルストリング（ＳＴ
）の形成段階、前面ガラス基板（ＦＧ）にセルストリング（ＳＴ）を配置する段階と、セ
ルストリング（ＳＴ）の上に背面シート（ＢＳ）を配置した後、ラミネート工程を介して
太陽電池モジュールをカプセル化する工程を含むことができる。
【０２０４】
　太陽電池セルを形成する段階では、図１８Ａ～図１８Ｅに示すように、互いに平行する
ように形成される複数の第１電極Ｃ１４１と、複数の第２電極Ｃ１４２が形成された半導
体基板１１０の背面に互いに平行するように第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４
２を形成することができる。
【０２０５】
　ここで、半導体基板１１０は、エミッタ部１２１、背面電界部１７２、反射防止膜１３
０、複数の第１電極Ｃ１４１及び複数の第２電極Ｃ１４２が半導体製造工程によって形成
された状態で有り得る。
【０２０６】
　ここで、たとえ示されてないが、複数の第１電極Ｃ１４１は、エミッタ部に接続されて
形成され、複数の第２電極Ｃ１４２は、背面電界部１７２に接続されて形成されることが
ある。
【０２０７】
　ここでの図１８Ａにおいては、半導体基板１１０に形成されるエミッタ部１２１、背面
電界部１７２と反射防止膜１３０の図示を省略したが、先の図２及び図３で説明したのよ
うに、半導体基板１１０にエミッタ部１２１、背面電界部１７２と反射防止膜１３０が形
成されることができる。
【０２０８】
　複数の第１電極Ｃ１４１と第２電極Ｃ１４２が形成された半導体基板１１０の背面に第
１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２を形成するために、まず、図１８Ａに示すよ
うに、第１電極Ｃ１４１と第２電極Ｃ１４２が形成された半導体基板１１０の背面に絶縁
層（ＩＬ）を形成するための絶縁材質（ＩＬ’）と第１導電性接着剤（ＣＡ１）を形成す
るための第１導電性接続材質（ＣＡ１’）が形成されることができる。
【０２０９】
　具体的には、第１電極Ｃ１４１及び第２電極Ｃ１４２のそれぞれの背面上には第１導電
性接続材質（ＣＡ１’）が形成されることがあり、絶縁材質（ＩＬ’）は、第１電極（Ｃ
１４１）と第２電極Ｃ１４２との間の離隔された空間に形成することができる。ここで、
第１導電性接続材質（ＣＡ１’）は、第１電極Ｃ１４１及び第２電極Ｃ１４２のそれぞれ
の背面の上に一定間隔で離隔されて配列されることもあるが、連続的に形成されることも
ある。
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【０２１０】
　このとき、 第１導電性接続材質（ＣＡ１’）は、ボール（ball）タイプまたはスタッ
ド（stud）タイプの形状で有り得、Ｓｎ、Ｃｕ、Ａｇ及びＢｉの内、少なくともいずれか
１つを含むことができ、一例で、はんだボールで形成することができる。
【０２１１】
　このとき、第１導電性接続材質（ＣＡ１’）のそれぞれの大きさは、第１電極Ｃ１４１
 の幅や第２電極Ｃ１４２の幅よりも小さいか等しいことができ、一例として、、第１導
電性接続材質（ＣＡ１’）のそれぞれは、第１電極Ｃ１４１の幅や第２電極Ｃ１４２の幅
の５％～９５％の範囲で有り得、具体的には、５μｍ～１００μｍの間の大きさで形成す
ることができる。このような、第１導電性接続材質（ＣＡ１’）の融点は１３０℃～２５
０℃の間で有り得る。
【０２１２】
　さらに、第１電極Ｃ１４１ と第２電極Ｃ１４２との間に形成される絶縁材質（ＩＬ’ 
）は、エポキシ樹脂で有り得る。このような絶縁材質（ＩＬ’）の融点は、第１導電性接
続材質（ＣＡ１’）の融点と同じか、より低いことがある。
【０２１３】
　このように、複数の第１電極Ｃ１４１と第２電極Ｃ１４２が形成された半導体基板１１
０の背面に、前述した第１導電性接続材質（ＣＡ１’）と絶縁材質（ ＩＬ’）を形成し
た後、図１８Ｂに示すように、一面に第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２が形
成された絶縁性部材２００を複数の第１電極Ｃ１４１と第２電極Ｃ１４２が形成された半
導体基板１１０の背面に付着することができ、絶縁性部材２００を第１補助電極Ｐ１４１
と第２補助電極Ｐ１４２から分離することができる。
【０２１４】
　具体的には、図１８Ｂの（ａ）及び（ｂ）に示すように、第１補助電極Ｐ１４１と第２
補助電極Ｐ１４２は、架橋剤（ＴＣＡ）によって絶縁性部材２００に一時的に付着してい
ることがある。ここで、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２のパターンは、図
４のような場合を一例として示したが、これと違って、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助
電極Ｐ１４２のパターンは、図６、８、１０で説明した実施の形態のいずれか１つである
場合にも同じことが有り得る。
【０２１５】
　このような架橋剤（ＴＣＡ）は、常温（例えば、２５℃）で接着機能を有しているが、
温度が常温以上に増加する場合、接着機能を喪失することができる。一例として、架橋剤
（ＴＣＡ）が接着力のある熱可塑性樹脂を含む場合、温度が一定のレベル以上に上昇して
接着機能を喪失することができる。
【０２１６】
　このような架橋剤（ＴＣＡ）は、シリコン（silicone）系接着剤、熱可塑性樹脂（ther
moplastic resin）接着剤、熱可塑性エポキシ樹脂（thermoplastic epoxy resin）接着剤
、アクリル（acryl）タイプの樹脂接着体とワックス（wax）タイプの樹脂接着剤の内の少
なくともいずれか一つを含むことができる。
【０２１７】
　このような架橋剤（ＴＣＡ）の軟化または溶融温度は、絶縁性部材２００の融点より低
い範囲内で、８０℃～１３０℃の間で有り得る。
【０２１８】
　しかし、このような架橋剤（ＴＣＡ）の説明は必ずしもこれに限定されるものではなく
、常温で接着機能を有しているが、温度が常温以上に増加または減少する場合、接着機能
を喪失する物質であればどのような物質も可能である。一例として、架橋剤（ＴＣＡ）に
は、温度が上昇すると体積が増加する熱硬化性ビーズ（bead）や冷却時の体積が増加する
発泡剤が含まれることもある。しかし、説明の便宜上、以下では、架橋剤（ＴＣＡ）が熱
可塑性樹脂を含む場合を一例として説明する。
【０２１９】
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　さらに、絶縁性部材２００は、絶縁性材質であれば特に制限はないが、相対的に融点が
第１導電性接着剤（ＣＡ１）より高いことが望ましいことがあり、一例として、絶縁性部
材２００の融点は、 ３００℃以上となる絶縁性材質で形成することができる。さらに具
体的には例えば、高温に対して耐熱性のある ポリイミド（polyimide）、 エポキシガラ
ス（epoxy-glass）、 ポリエステル（polyester）、ＢＴ（bismaleimide triazine）樹脂
の内の少なくとも一つの材質を含む形成することができる。
【０２２０】
　このような絶縁性部材２００は、柔軟な（flexible）フィルム状に形成したり、柔軟し
ない硬いプレート（plate）状に形成することができる。
【０２２１】
　図１８Ｂで説明したように、架橋剤（ＴＣＡ）によって第１補助電極Ｐ１４１と第２補
助電極Ｐ１４２が一面に形成された絶縁性部材２００を図１８Ｃに示すように、半導体基
板１１０の背面に矢印の方向に整列（align）して付着することができる。
【０２２２】
　具体的には、図１８Ｃに示すように、絶縁材質（ＩＬ’）と第１導電性接続材質（ＣＡ
１’）が形成された半導体基板１１０の背面に第１電極Ｃ１４１と第１補助電極Ｐ１４１
が互いに重畳し、第２電極Ｃ１４２と第２補助電極Ｐ１４２が互いに重畳するようアライ
ンし、半導体基板１１０の背面上に絶縁性部材２００の前面を取り付ける付着段階を実行
することができる。
【０２２３】
　このような付着段階において、絶縁性部材２００に１３０℃～２５０℃の間の熱処理工
程が行われて、適切な圧力をかける加圧工程が平行して加えることができる。
【０２２４】
　このとき、熱処理工程は、高温の空気を継続的に第１導電性接続材質（ＣＡ１’）に 
加えるか、半導体基板１１０を、前述した温度が加わるプレート（plate）の上に位置さ
せた状態で行うすることができる。
【０２２５】
　これにより、図１８Ｄに示すように、第１導電性接続材質（ＣＡ１’）は、１３０℃～
２５０℃の間の温度環境で実行される付着段階により第１電極Ｃ１４１と第１補助電極Ｐ
１４１との間に広がり、第１電極Ｃ１４１ と、第１補助電極Ｐ１４１を互に接続するこ
とができる。さらに、前述したものと同じように、第２電極Ｃ１４２と第２補助電極Ｐ１
４２も接続することができる。
【０２２６】
　また、絶縁材質（ＩＬ’）も付着段階により、第１電極Ｃ１４１と第２電極Ｃ１４２、
及び第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２との間の空き空間を満たしながら、絶
縁層（ＩＬ）が形成されることができる。
【０２２７】
　このような方法は、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２を半導体基板１１０
の背面に形成する際に、半導体基板１１０の熱膨張ストレスを最小化することができる。
これにより、半導体基板１１０に亀裂（fracture）やクレイグ（crack）が発生すること
を防止することができ、共に、半導体基板１１０の背面に形成される電極の抵抗を大幅に
下げることができる。
【０２２８】
　さらに、本発明に係る製造方法は、半導体基板１１０に形成される第１電極Ｃ１４１ 
及び第２電極Ｃ１４２の厚さを相対的に小さく形成することができ、相対的に工程時間が
長い半導体製造工程の時間を最小にすることができる。
【０２２９】
　さらに、一度の熱処理工程で、第１電極Ｃ１４１と、第１補助電極Ｐ１４１を、第２電
極Ｃ１４２と第２補助電極Ｐ１４２を互いに接続させることができ、太陽電池の製造工程
の時間をさらに短縮することができる。
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【０２３０】
　このような付着段階によって、第１補助電極Ｐ１４１と、複数の第１電極Ｃ１４１の間
、及び第２補助電極Ｐ１４２と、複数の第２電極Ｃ１４２との間が第１導電性接着剤（Ｃ
Ａ１）によって互いに接着されて接続された後、絶縁性部材２００を第１補助電極Ｐ１４
１と第２補助電極Ｐ１４２から分離する剥離段階が実行されることができる。
【０２３１】
　このような剥離段階の工程温度は、付着段階の工程温度より低いことがあり、一例とし
て、８０℃～１３０℃の間で有り得る。
【０２３２】
　これにより、付着段階によって、それぞれの第１電極Ｃ１４１と第２電極Ｃ１４２を、
それぞれの第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２に付着して固定させた後に、工
程温度を冷却させる過程中で、工程温度が８０℃～１３０℃の間であるとき、剥離の段階
が実行されることができる。
【０２３３】
　またはこれと違って、剥離段階は、工程温度が常温に完全に冷却された後に、別のプロ
セスを介して、図１８Ｄに示すように、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２が
形成されない絶縁性部材２００の裏面に紫外線（ＵＶ）または熱を加えることにより行う
ことができる。
【０２３４】
　このように剥離段階を別の工程を介して実行する場は、付着段階の冷却が完全に終了し
た後に、付着段階に続いて再び別の紫外線（ＵＶ）処理工程または熱処理工程を介して実
行することができたり、複数の太陽電池をインターコネクタ（ＩＣ）を介して互に接続す
るセルストリング（ＳＴ）の形成段階が終了した後に実行することができる。
【０２３５】
　したがって、まとめると剥離段階は、（１）付着段階で工程温度を冷却させる途中で実
行されるか、（２）付着段階による冷却が完了した後、連続して別の紫外線（ＵＶ）処理
工程または熱処理工程を介して実行されるか、（３）付着段階の後のセルストリング（Ｓ
Ｔ）の形成工程が完了した状態で実行することができる。このような剥離段階の順序は、
架橋剤（ＴＣＡ）の特性に応じていくらでも変更することができる。
【０２３６】
　図１８Ａ～図１８Ｉに係る太陽電池の製造方法は、剥離段階が（２）の順序で実行され
る場合を一例として示した。
【０２３７】
　このように、剥離段階を別の紫外線（ＵＶ）処理工程または熱処理工程を介して実行す
ると、架橋剤（ＴＣＡ）の接着力が弱体化されて、図１８Ｅに示すように、第１補助電極
Ｐ１４１及び第２補助電極Ｐ１４２から絶縁性部材２００が分離することができる。
【０２３８】
　以降、図１８Ｆに示すように、複数の太陽電池を互に接続させるセルストリング（ＳＴ
）の形成段階が実行されることができる。具体的には、このようなセルストリング（ＳＴ
）の形成段階により第１太陽電池（Cell-a）の第１補助電極Ｐ１４１と第２太陽電池（Ce
ll-b）の第２補助電極Ｐ１４２がインターコネクタ（ＩＣ）を介して電気的に接続するこ
とができる。
【０２３９】
　一例として、図１８Ｆに示すように、インターコネクタ（ＩＣ）を、第１補助電極Ｐ１
４１と第２補助電極Ｐ１４２の前面に付着する場合は、複数の太陽電池それぞれから半導
体基板１１０の外に露出された第１補助電極パッドＰＰ１４１と第２補助電極パッドＰＰ
１４２の第２領域（ＰＰ１４２－Ｓ２）の前面に第２導電性接着剤（ＣＡ２）を塗布した
後、インターコネクタ（ＩＣ）の一側を第１太陽電池（Cell-a）に含まれる第１補助電極
パッドＰＰ１４１の第２領域（ＰＰ１４１－Ｓ２）に付着し、インターコネクタ（ＩＣ）
の他側を第２太陽電池（Cell-b）に含まれた第２補助電極パッドＰＰ１４２の第２領域（
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ＰＰ１４２－Ｓ２）に付着することができる。
【０２４０】
　ここでの図１８Ｆにおいては、太陽電池モジュールの光学的ゲインを向上させるために
インターコネクタ（ＩＣ）を、第１補助電極パッドＰＰ１４１と第２補助電極パッドＰＰ
１４２の第２領域（ＰＰ１４２－Ｓ２）前面に付着することを一例として示したが、これ
と違って、図１４に示すように、インターコネクタ（ＩＣ）を、第１補助電極パッドＰＰ
１４１と第２補助電極パッドＰＰ１４２の背面に付着することも可能である。
【０２４１】
　ここで、第２導電性接着剤（ＣＡ２）は、前述した第１導電性接着剤（ＣＡ１）と同じ
材質であるか、他の材質で有り得る。
【０２４２】
　このように、複数の太陽電池をインターコネクタ（ＩＣ）を介して接続すると、 図１
８Ｇに示すようなセルストリング（ＳＴ）を形成することができる。
【０２４３】
　図１８Ｇの（ａ）は、セルストリング（ＳＴ）を前面から見た形状であり、図１８の（
b）は、セルストリング（ＳＴ）を背面から見た形状である。
【０２４４】
　このように、本発明に係る太陽電池の製造方法の一例は、セルストリング（ＳＴ）の背
面を見ると、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２の背面が自然に露出すること
ができる。これにより、第１方向（ｘ）に形成された複数のセルストリング（ＳＴ）を第
２方向（ｙ）にリボンを介して互に接続する際に、さらに容易にセルストリング（ＳＴ）
との間の接続をさらに容易にすることができる。
【０２４５】
　図１８Ｇに示すように、セルストリング（ＳＴ）を形成した後、図１８Ｈに示すように
、前面ガラス基板（ＦＧ）の上に上部封止材（ＥＣ１）を塗布して形成した状態で、図１
８Ｉに示すように、半導体基板１１０の前面が上部封止材（ＥＣ１）を塗布された前面ガ
ラス基板（ＦＧ）を向くように、複数のセルストリング（ＳＴ）を配置することができる
。
【０２４６】
　これにより、図１６で前述したように、複数のセルストリング（ＳＴ）をフロントガラ
ス基板（ＦＧ）に配置することができ、複数のセルストリング（ＳＴ）で第１補助電極Ｐ
１４１と第２補助電極Ｐ１４２の背面が自然に露出されるので、容易にリボン（ＲＢ１、
ＲＢ２）を介して複数のセルストリング（ＳＴ）を互に接続することができる。
【０２４７】
　このように、図１８Ｉに示すように、前面ガラス基板（ＦＧ）の上に複数のセルストリ
ング（ＳＴ）を配置し、リボン（ＲＢ１、ＲＢ２）で互に接続した後、セルストリング（
ＳＴ）の上に下部封止材（ＥＣ２）を塗布して形成し、背面シート（ＢＳ）を配置した状
態で、積層工程を行うことにより、図１に前述した太陽電池モジュールを形成することが
できる。
【０２４８】
　このような本発明に係る太陽電池モジュールの製造方法は、半導体基板１１０の背面に
形成される電極の厚さを第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２を介して、さらに
厚く形成しても、半導体基板１１０のボーイング（bowing）現象を最小化して、熱膨張ス
トレスを最小化にすることができ、太陽電池モジュールの光学的ゲインをさらに増加させ
て、太陽電池モジュールの効率をさらに向上させることができ、太陽電池モジュールの製
造工程の時間及び歩留まりをさらに向上させることができる。
【０２４９】
　このような太陽電池モジュールの製造方法において、セルの形成段階に含まれる付着段
階で、第１導電性接着剤（ＣＡ１）が一例としてのはんだボールによって形成される場合
を一例として説明したが、これと違って付着段階で、はんだボールタイプ代わり、他の形
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態の第１導電性接着剤（ＣＡ１）が用いることもある。
【０２５０】
　図１９Ａ～図１９Ｄは、本発明に係る太陽電池モジュールの製造方法において付着段階
の他の一例を説明するための図である。
【０２５１】
　先の方法とは違って、複数の第１電極Ｃ１４１と第２電極Ｃ１４２が形成された半導体
基板１１０の背面に第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２が形成された絶縁性部
材２００を取り付けるために、はんだボールタイプの第１導電性接着剤（ＣＡ１）の代わ
りに図１９Ａに示すように、導電性接着フィルム（ＰＣＡ１＋ＢＩＬ）を用いることがで
きる。
【０２５２】
　具体的には、このような導電性接着フィルム（ＰＣＡ１＋ＢＩＬ）は、絶縁性物質の樹
脂（ＢＩＬ）内に複数の導電性金属粒子（ＰＣＡ１）が分布されたもので有り得る。この
ような導電性金属粒子（ＰＣＡ１）の大きさ乃至直径（ＲＰＣＡ１）は、第１電極Ｃ１４
１及び第２電極Ｃ１４２との間の間隔（ＤＣＥ）より小さいことがあり、及び/または第
１補助電極Ｐ１４１及び第２補助電極Ｐ１４２との間の間隔より小さいことがある。
【０２５３】
　一例として、導電性金属粒子（ＰＣＡ１）の直径（ＲＰＣＡ１）は、第１電極Ｃ１４１
及び第２電極Ｃ１４２との間の間隔（ＤＣＥ）、または第１補助電極Ｐ１４１と第２補助
電極Ｐ１４２との間の間隔の約５％～５０％の間で形成することができる。しかし、必ず
しもこれに限定されるものではない。
【０２５４】
　このような導電性接着フィルム（ＰＣＡ ＋ＢＩＬ）は、図１９Ａに示すように、半導
体基板１１０の背面に形成された第１電極Ｃ１４１と第２電極Ｃ１４２の上に形成するこ
とができる。
【０２５５】
　以降、図１９Ｂに示すように、絶縁性部材２００の前面に形成された第１補助電極Ｐ１
４１と第２補助電極Ｐ１４２を第１電極Ｃ１４１及び第２電極Ｃ１４２に重畳されるよう
にアラインし、適切な圧力と熱を加えることにより、、絶縁性部材２００を半導体基板１
１０の背面に取り付けることができる。この時、加える熱の温度は、前述した１３０℃～
２５０℃の間であるか、これより低いこともある。
【０２５６】
　このとき、前述したように、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２は、絶縁性
部材２００に、架橋剤（ＴＣＡ）によって一時的に付着しているもので有り得る。これに
対する詳細な説明は、前述したところと同一なので省略する。
【０２５７】
　これにより、図１９Ｃに示すように、第１電極Ｃ１４１と、第１補助電極Ｐ１４１が重
畳される部分と第２電極Ｃ１４２と第２補助電極Ｐ１４２が重畳する部分では、複数の導
電性金属粒子（ＰＣＡ１）が互いに密着して第１導電性接着剤（ＣＡ１）を形成すること
ができ、重畳しない部分では、絶縁性物質の基地（ＢＩＬ）内で導電性金属粒子（ＰＣＡ
１）が離隔されており、絶縁層（ＩＬ）が形成されることがある。
【０２５８】
　これにより、第１電極Ｃ１４１と、第１補助電極Ｐ１４１、及び第２電極Ｃ１４２と第
２補助電極Ｐ１４２は、複数の導電性金属粒子（ＰＣＡ１）が互いに密着して形成される
第１導電性接着剤（ＣＡ１）によって互いに接続することができ、第１電極Ｃ１４１ と
第２電極Ｃ１４２、及び第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２は、絶縁性物質の
基地（ＢＩＬ）内で導電性金属粒子（ＰＣＡ１）が離隔して形成される絶縁層（ＩＬ）に
よって絶縁することができる。
【０２５９】
　さらに、このように、第１電極Ｃ１４１と、第１補助電極Ｐ１４１、及び第２電極Ｃ１
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４２と第２補助電極Ｐ１４２が導電性接着フィルム（ＰＣＡ１＋ＢＩＬ）によって取り付
けた後、図１９Ｄに示すように、紫外線（ＵＶ）や熱を加えて、前述した剥離段階の（１
）乃至（３）の方法のいずれか１つによって絶縁性部材２００が第１補助電極Ｐ１４１ 
と第２補助電極Ｐ１４２から分離することができる。
【０２６０】
　さらに、図には示されていなかったが、前述した絶縁性部材２００は、プラズマを照射
して除去することもあり、グラインダーを使用いて除去することも可能である。
【０２６１】
　これまでは本発明に係る太陽電池モジュールの製造方法において、第１補助電極Ｐ１４
１と第２補助電極Ｐ１４２が形成された絶縁性部材２００を半導体基板１１０の背面に付
着して、半導体基板１１０の背面に第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２を形成
する方法について説明したが、第１補助電極Ｐ１４１と第２補助電極Ｐ１４２は、その他
方法でも形成することができる。
【０２６２】
　図２０Ａ～図２０Ｆは、本発明に係る太陽電池モジュールの製造方法においてセルを形
成する他の方法について説明するための図である。
【０２６３】
　本発明に係る太陽電池モジュールの製造方法は、絶縁層（ＩＬ）の形成段階と、開口段
階と、金属層形成段階と、補助電極形成工程とを含むセル形成段階が用いられることもあ
る。
【０２６４】
　ここで、まず、半導体基板１１０の背面に絶縁層（ＩＬ）を形成するために、図２０Ａ
に示すように、複数の第１電極Ｃ１４１と第２電極Ｃ１４２が形成された半導体基板１１
０の背面を上に向くようにして、図２０Ｂに示すように、複数の第１電極Ｃ１４１ と、
複数の第２電極Ｃ１４２を被覆するように半導体基板１１０の背面全体に絶縁層（ＩＬ）
を形成することができる。
【０２６５】
　ここで、絶縁層（ＩＬ）は、熱可塑性ポリマー（polymer）材質で構成されているフィ
ルムやペーストで有り得る。一例として、絶縁層（ＩＬ）は、エチレン酢酸ビニル（ＥＶ
Ａ、ethylene vinyl acetate）、ポリオレフィン (polyolefin)とポリスチレン（poly st
ylene）の内の少なくとも１つを含む形成することができる。
【０２６６】
　以降、複数の第１電極Ｃ１４１と、複数の第２電極Ｃ１４２が露出するように絶縁層（
ＩＬ）の一部（ＴＳ）を局部的に開口（open）させる開口段階が実行されることがある。
【０２６７】
　このような開口段階は、（１）レーザーを複数の第１電極Ｃ１４１と第２電極Ｃ１４２
の上部に形成された絶縁層（ＩＬ）に局部的に照射して、複数の第１電極Ｃ１４１と、複
数の第２電極Ｃ１４２が露出するように絶縁層（ＩＬ）の一部を選択的に除去する方法、
（２）複数の第１電極Ｃ１４１と第２電極Ｃ１４２が露出するようにパターンが形成され
たマスクを絶縁層（ＩＬ）の上部に配置して、紫外線（ＵＶ）を照射して、複数の第１電
極Ｃ１４１と第２電極Ｃ１４２が露出するように絶縁層（ＩＬ）の一部を選択的に除去す
る方法などを用いることができる。
【０２６８】
　ここで、一例として、図２０Ｃでは、レーザーを使用する方法を示した。
【０２６９】
　このように、レーザーを用いる場合、第１電極Ｃ１４１及び第２電極Ｃ１４２の上部に
形成された絶縁層（ＩＬ）の一部領域（ＴＳ）にレーザーを選択的に照射することにより
、図２０Ｄに示されたように、絶縁層（ＩＬ）の一部（ＴＳ）を除去して、複数の第１電
極Ｃ１４１と第２電極Ｃ１４２が露出されるようにすることができる。
【０２７０】
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　以後、絶縁層（ＩＬ）において開口された部分（ＴＳ）を介して露出される複数の第１
電極Ｃ１４１及び複数の第２電極Ｃ１４２の上部を含み絶縁層（ＩＬ）の全面上に金属層
（ＭＬ）を形成する金属層形成段階が実行されることができる。
【０２７１】
　これにより、図２０Ｅに示すように、金属層（ＭＬ）は、複数の第１電極Ｃ１４１及び
複数の第２電極Ｃ１４２の上部を含む絶縁層（ＩＬ）の全面上に形成されることができる
。ここで、金属層（ＭＬ）の材質は、一例として、銅（Ｃｕ）を含みから形成することが
できる。
【０２７２】
　このような金属層形成段階は、プラズマスパッタリング（sputtering）方法を用いるこ
とができる。このような場合、複数の第１電極Ｃ１４１と、第１補助電極Ｐ１４１、及び
複数の第２電極Ｃ１４２と第２補助電極Ｐ１４２との間を互に接着させるための別の導電
性接着剤を省略することができる。
【０２７３】
　このような金属層形成段階により、図２０Ｅに示すように、金属層（ＭＬ）が一部が複
数の第１電極Ｃ１４１及び複数の第２電極Ｃ１４２に接続されて一体に形成されることが
できる。
【０２７４】
　以降、図２０Ｅに示すように、複数の第１電極Ｃ１４１及び複数の第２電極Ｃ１４２と
接続された部分を除外した残りの部分（ＤＳ）の金属層（ＭＬ）を除去する補助電極形成
段階が実行されることができる。
【０２７５】
　さらに具体的には、このような補助電極形成段階は、半導体基板１１０の背面と金属層
（ＭＬ）との間に形成された絶縁層（ＩＬ）を除去することにより、絶縁層（ＩＬ）の上
に形成された金属層（ＭＬ）の部分（ＤＳ）を一緒に除去することができる。
【０２７６】
　このとき、絶縁層（ＩＬ）を除去する方法は、絶縁層（ＩＬ）エッチング溶液利用いる
か、紫外線を照射して除去することができる。
【０２７７】
　一例として、絶縁層（ＩＬ）がＥＶＡやポリオレフィン(polyolefin)のような材質で形
成された場合、キシレン(xylene)やトルエン(toluene)を含む溶液で絶縁層（ＩＬ）を除
去することができ、絶縁層（ＩＬ）がポリスチレン（poly stylene）のような材質で形成
された場合は、ｄ－リモネン（ d-limonene）を含む溶液で絶縁層（ＩＬ）を除去するこ
とができる。
【０２７８】
　これにより、図２０Ｆに示すように、半導体基板１１０の背面に形成された複数の第１
電極Ｃ１４１と第２電極Ｃ１４２のそれぞれの背面の上に第１補助電極Ｐ１４１と第２補
助電極Ｐ１４２を形成することができる。
【０２７９】
　このようなセルの形成方法は、図１８Ａ～図１８Ｉ及び図１９Ａ～図１９Ｄで説明した
方法と異なって、絶縁性部材２００を用いらないことがある。したがって、絶縁性部材２
００を太陽電池モジュールの製造方法において、絶縁性部材２００を半導体基板１１０の
背面に付着する付着段階と、絶縁性部材２００を除去する剥離段階を省略することができ
る。
【０２８０】
　以上の説明は、本発明の技術思想を例示的に説明したものに過ぎないものであって、本
発明が属する技術分野で通常の知識を有する者であれば、本発明の本質的な特性から逸脱
しない範囲内で多様な修正、変更、及び置換が可能である。したがって、本発明に開示さ
れた実施の形態及び添付の図面は、本発明の技術思想を限定するためのものではなく説明
するためのものであり、このような実施の形態及び添付の図面によって、本発明の技術思
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想の範囲が限定されるものではない。本発明の保護範囲は、以下の請求の範囲によって解
釈されるべきであり、それと同等な範囲内にあるすべての技術思想は本発明の権利範囲に
含まれるものと解釈されるべきである。
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【手続補正書】
【提出日】平成28年7月6日(2016.7.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板の背面に形成され互いに平行するように形成される複数の第１電極及び複数
の第２電極と、前記複数の第１電極の上に第１導電性接着剤を介して電気的に接続される
複数の第１補助電極と、前記複数の第２電極の上に前記第１導電性接着剤を介して電気的
に接続される複数の第２補助電極とを含む複数の太陽電池と、
　前記複数の太陽電池のうち、互いに隣接する第１太陽電池の第１補助電極と第２太陽電
池の第２補助電極とを第２導電性接着剤を介して電気的に互に接続するインターコネクタ
と、
　前記インターコネクタによって前記第１太陽電池と、前記第２太陽電池が互いに接続さ
れるセルストリングの前面上に位置する前面ガラス基板と、
　前記前面ガラス基板と、前記セルストリングの間に位置する上部封止材と、
　前記セルストリングの背面に位置する下部封止材と、
　前記下部封止材の背面に位置する背面シートとを含み、
　前記第１補助電極と前記第２補助電極のそれぞれの長さ方向は、前記複数の太陽電池が
直列接続される方向である第１方向に形成され、
　前記インターコネクタは、前記第１太陽電池及び前記第２太陽電池のそれぞれの半導体
基板との間に位置し、前記第１方向と交差する第２方向に長く形成され、
　前記第１、第２補助電極の背面は、前記下部封止材と物理的に接触する、太陽電池モジ
ュール。
【請求項２】
　前記インターコネクタと前記第１及び第２太陽電池の第１及び第２補助電極は、互いに
異なる材質を含む、請求項１に記載の太陽電池モジュール。
【請求項３】
　前記インターコネクタと前記第１及び第２太陽電池の第１及び第２補助電極は、幅、厚
さ、層構造または平面パターンの内の少なくともいずれか１つが、異なる、請求項１に記
載の太陽電池モジュール。
【請求項４】
　前記インターコネクタと前記第１及び第２太陽電池の第１及び第２補助電極は、前記第
２導電性接着剤によって互に接続される、請求項１に記載の太陽電池モジュール。
【請求項５】
　前記第１太陽電池の第１及び第２補助電極と前記第２太陽電池の第１及び第２補助電極
は、互いに空間的に離隔されている、請求項１に記載の太陽電池モジュール。
【請求項６】
　前記第１太陽電池及び前記第２太陽電池のそれぞれにおいて、
　前記第１補助電極は、前記インターコネクタと接続される第１補助電極パッドとをさら
に含み、
　前記第２補助電極は、前記インターコネクタと接続される第２補助電極パッドとをさら
に含む、請求項１に記載の太陽電池モジュール。
【請求項７】
　前記第２補助電極パッドと、前記第１補助電極パッドのそれぞれは、前記半導体基板が
、重畳する第１領域と、前記半導体基板が重畳しない第２領域を含む、請求項６に記載の
太陽電池モジュール。
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【請求項８】
　前記第１太陽電池に含まれる第１補助電極パッドと前記第２太陽電池に含まれる第２補
助電極パッドは、互いに離隔されている、請求項６に記載の太陽電池モジュール。
【請求項９】
　前記インターコネクタは、
　前記第１太陽電池に含まれる第１補助電極パッドと前記第２太陽電池に含まれる第２補
助電極パッドを互いに電気的に接続する、請求項６に記載の太陽電池モジュール。
【請求項１０】
　前記インターコネクタは、
　前記第１太陽電池に含まれる第１補助電極パッドの第２領域と前記第２太陽電池に含ま
れる第２補助電極パッドの第２領域を互いに電気的に接続する、請求項７に記載の太陽電
池モジュール。
【請求項１１】
　前記インターコネクタと前記第１補助電極パッド、または前記インターコネクタと前記
第２補助電極パッドは、導電性接着剤によって電気的に接続される、請求項９に記載の太
陽電池モジュール。
【請求項１２】
　前記インターコネクタと前記第１補助電極パッド、または前記インターコネクタと前記
第２補助電極パッドは、物理的に直接接触して電気的に接続される、請求項９に記載の太
陽電池モジュール。
【請求項１３】
　前記インターコネクタは、前面の表面に凹凸が形成されており、厚さが均一でない、請
求項１に記載の太陽電池モジュール。
【請求項１４】
　前記インターコネクタは、厚さが均一であり、ジグザグ（zigzag）形態を有する、請求
項１に記載の太陽電池モジュール。
【請求項１５】
　前記太陽電池モジュールは、
　前記複数の太陽電池が、前記インターコネクタによって第１方向に直列に接続されるそ
れぞれの第１セルストリングと第２セルストリングを含み、
　前記第１セルストリングと、前記第２セルストリングを直列に接続させる導電性リボン
とをさらに含み、
　前記導電性リボンは前記第１方向と交差する第２方向に長く伸びている、請求項１に記
載の太陽電池モジュール。
【請求項１６】
　前記複数の第１補助電極のそれぞれは、前記複数の第１電極と同じ方向に重畳されて形
成され、
　前記複数の第２補助電極のそれぞれは、前記複数の第２電極と同じ方向に重畳されて形
成される、請求項１に記載の太陽電池モジュール。
【請求項１７】
　前記複数の第１補助電極のそれぞれは、前記複数の第１電極と交差する方向に形成され
、
　前記複数の第２補助電極のそれぞれは、前記複数の第２電極と交差する方向に形成され
る、請求項１に記載の太陽電池モジュール。
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