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(57)【要約】
　光起電力システムが１つまたは複数の屋根板型光起電
力（ＰＶ）モジュールを備え、屋根板型ＰＶモジュール
の各々は、光学的に透明な材料の層からの光に露光され
る時に電気を発生させるように構成されている光活性材
料の層に隣接した光学的に透明な材料の層を有する。場
合によっては、１つまたは複数の屋根板型ＰＶモジュー
ル各々の光学的に透明な材料の層が、屋根板型の形状の
凹みパターンを有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光起電力モジュールであって、
　入射光の少なくとも一部分に対して透明である光学的に透明な材料の第１の層と、
　前記第１の層に隣接した水蒸気バリア材料の第２の層であって、前記第１の層からの光
の少なくとも一部分に対して透明である第２の層と、
　前記第２の層に隣接した１つまたは複数の相互接続された光起電力（ＰＶ）電池を有す
る第３の層であって、前記１つまたは複数の相互接続されたＰＶ電池は、前記第１の層か
ら前記第２の層を通過してこの第３の層に方向付けられる光に露光される時に電力を発生
させる第３の層と、
　前記第３の層に隣接した電気絶縁性材料の第４の層
とを含み、
　前記第１の層は、前記第１の層に隣接した前記第２の層の表面に対してゼロ度より大き
い角度に方向配置されている１つまたは複数の外側表面を含む
光起電力モジュール。
【請求項２】
　前記第１の層は、紫外線放射に対して耐久性があるポリマー材料を含む請求項１に記載
の光起電力モジュール。
【請求項３】
　前記ポリマー材料はポリメチルメタクリラートである請求項２に記載の光起電力モジュ
ール。
【請求項４】
　前記層は接着剤によって互いに接合されている請求項１に記載の光起電力モジュール。
【請求項５】
　前記水蒸気バリア材料は被覆ポリマー材料を含む請求項１に記載の光起電力モジュール
。
【請求項６】
　前記水蒸気バリア材料はＳｉＯｘを含み、前式中で「ｘ」はゼロよりも大きい数である
請求項１に記載の光起電力モジュール。
【請求項７】
　前記湿気バリア材料は、約１０－４グラム／ｍ２／日よりも小さいかまたはこれに等し
い水蒸気浸透を有する請求項１に記載の光起電力モジュール。
【請求項８】
　前記１つまたは複数の外側表面の少なくとも一部分は、前記第２の層の前記表面に比べ
て粗くされている請求項１に記載の光起電力モジュール。
【請求項９】
　前記第４の層に隣接した別の水蒸気バリア材料の第５の層をさらに備える請求項１に記
載の光起電力モジュール。
【請求項１０】
　前記別の水蒸気バリア材料はアルミニウムを含む請求項９に記載の光起電力モジュール
。
【請求項１１】
　前記別の水蒸気バリア材料は、１つまたは複数のバリア層で被覆されているポリマー下
地を備える請求項９に記載の光起電力モジュール。
【請求項１２】
　保護材料の第６の層をさらに備える請求項９に記載の光起電力モジュール。
【請求項１３】
　前記１つまたは複数の外側表面は、前記第１の層と一体化されている複数の外側表面で
ある請求項１に記載の光起電力モジュール。
【請求項１４】
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　前記第４の層に隣接した支持部材をさらに備え、および、前記支持部材は、前記支持部
材を貫通して延びる複数の穴を有する請求項１に記載の光起電力モジュール。
【請求項１５】
　前記１つまたは複数の外側表面は複数の凹みを有する請求項１に記載の光起電力モジュ
ール。
【請求項１６】
　光起電力モジュールであって、
　入射光の少なくとも一部分に対して透明である光学的に透明な材料の第１の層であって
、凹みパターンを有する第１の層と、
　前記第１の層に隣接した第１の湿気バリア材料の第２の層であって、前記第１の層から
の光の少なくとも一部分に対して透明である第２の層と、
　前記第２の層に隣接した１つまたは複数の相互接続された光起電力（ＰＶ）電池を有す
る第３の層であって、前記１つまたは複数の相互接続されたＰＶ電池は前記第２の層から
の光に露光される時に電力を発生させる第３の層と、
　前記第３の層に隣接した電気絶縁性材料の第４の層
とを備える光起電力モジュール。
【請求項１７】
　前記第４の層に隣接した別の湿気バリア材料の第５の層をさらに備える請求項１６に記
載の光起電力モジュール。
【請求項１８】
　前記第４の層に隣接した支持部材をさらに備え、および、前記支持部材は、前記支持部
材を貫通して延びる複数の穴を有する請求項１６に記載の光起電力モジュール。
【請求項１９】
　光起電力システムであって、１つまたは複数の屋根板型の光起電力モジュールを備え、
および、前記１つまたは複数の屋根板型光起電力モジュールの屋根板型光起電力モジュー
ルの各々は、その型押しされた層からの光に露光される時に電気を発生させるように構成
されている光活性材料の層に隣接した、光学的に透明なポリマー材料の型押し層を有する
光起電力システム。
【請求項２０】
　前記１つまたは複数の屋根板型光起電力モジュールの個々の屋根板型光起電力モジュー
ルに隣接した屋根板をさらに備える請求項１９に記載の光起電力システム。
【請求項２１】
　前記型押し層は、屋根板の形状のトラフのパターンを備える請求項１９に記載の光起電
力システム。
【請求項２２】
　屋根板型の光起電力モジュールを形成するための方法であって、屋根板の形状で中に形
成されている凹みパターンを有する光学的に透明なポリマーシートに隣接した光活性材料
の層を提供することを含み、および、前記光活性材料は、前記光学的に透明なポリマーシ
ートからの光に露光される時に電気を発生させる方法。
【請求項２３】
　前記光活性材料の層を設ける前に、前記凹みパターンを前記光学的に透明なポリマーシ
ートの中に形成する請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記凹みパターンは型押しによって形成される請求項２３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連文献
　本出願は、２０１１年４月１日付けで出願された米国特許仮出願第６１／５１６，２７
４号明細書の利益を請求し、この明細書はその全体において本明細書中に参照として援用
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されている。
【０００２】
　現在の光起電力（ＰＶ）モジュールは、低鉄強化ガラストップシート（ｌｏｗ　ｉｒｏ
ｎ　ｔｅｍｐｅｒｅｄ　ｇｌａｓｓ　ｔｏｐ　ｓｈｅｅｔ）と、ＴＰＥ（ＴｅｄｌａｒＴ

Ｍ、ポリエステル、ＥＶＡ）バックシートと、押出し成形アルミニウムフレームと、隣接
モジュールに接続するためのケーブルを有する接続箱と共にパッケージ化されている結晶
性シリコン電池を使用するだろう。このモジュールは、典型的には屋根貫通ねじによって
固定されている金属支持構造に取り付けられているが、このことは水漏れの危険性が高い
ので望ましくない。これに加えて、モジュール配列とこれに関連した取り付け構造とが重
量が重い可能性があり、および、場合によっては、標準的な屋根構造は、補強ブレースな
しではこの重量の増大を支持できないだろう。
【背景技術】
【０００３】
　建材一体型太陽電池（ｂｕｉｌｄｉｎｇ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｐｈｏｔｏｖｏｌｔ
ａｉｃ）（ＢＩＰＶ）が、屋根、天窓、建物ファザードのような建築物エンベロープの一
部分において従来の建築材料と交換するために使用される材料である。より一般的な非一
体型システムよりも優れた建材一体型太陽電池の利点が、ＢＩＰＶモジュールで置き換え
られる建築物の部分を建設するために通常は使用されることになる建築材料および労働に
費やされる金額を低減させることによって、初期設備コストが相殺されることが可能であ
るということである。ＢＩＰＶの一例が、屋根構造に一体化された太陽電池であり、この
太陽電池は、光電装置と屋根葺き材料の両方の役割を果たす。こうした製品は従来の屋根
葺き構造の機能の幾つかを実現するが、住宅向きの屋根葺き材料において望ましい機能と
外観に関しては統合的な解決策を実現しない。
【０００４】
　ＢＩＰＶは、大きくて扱いにくい構造、または、設置中に光電池の破損を最小限にする
ための適切な支持を実現しない構造の中に収容されていることがある。特定の現行のフレ
ームの嵩高さが、材料の観点と加工処理の観点との両方から見た場合の製造コストの増大
と、ＢＩＰＶを輸送および設置することに関連したコストの増大との原因となるだろう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　現在の光起電力（ＰＶ）モジュールの限界を考慮して、屋根葺き機能のような構造的機
能を同時に実現しながら、屋根板型屋根葺き設備のような住居用ＰＶ設備の形へのシーム
レスな一体化を実現する光起電力（ＰＶ）モジュールおよびシステムの必要性が本明細書
において認識されている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、太陽電気の発生のための太陽光起電力モジュールを実現する。本発明は、軽
量で機能的でありかつ従来の太陽電池モジュール設備に対して視覚的に互換性がある代替
物を生産するために、従来の屋根葺き屋根板と共に容易に使用可能であり、または、これ
と一体化されることが可能である、大面積ＰＶ（または太陽電池）モジュール屋根板型屋
根葺きモジュールおよびシステムを開示する。
【０００７】
　本発明の一側面が、経済的でありかつ設置のための労力が少なくて済む、屋根板型太陽
電池モジュール屋根葺きシステムを提供する。
【０００８】
　本発明の別の側面が、既存の屋根構造の貫通を必要としない、屋根板型太陽電池モジュ
ール屋根葺きシステムを提供する。
【０００９】
　本発明の別の側面が、従来のＰＶモジュール配列よりも著しく軽量である大面積屋根板
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型太陽電池モジュール屋根葺きシステムを提供する。
【００１０】
　本発明の別の側面が、入射光の少なくとも一部分に対して透明である光学的に透明な材
料の第１の層と、この第１の層に隣接した水蒸気バリア材料の第２の層とを備え、かつ、
第２の層は第１の層からの光の一部分に対して透明である、光起電力モジュールを提供す
る。このＰＶモジュールは、第２の層に隣接した１つまたは複数の相互接続された光起電
力（ＰＶ）電池を有する第３の層と、第３の層に隣接した電気絶縁性材料の第４の層とを
含み、および、その１つまたは複数の相互接続されたＰＶ電池は、第１の層から第２の層
を通過して第３の層に方向付けられる光に露光される時に電力を発生させる。第１の層は
、この第１の層に隣接した第２の層の表面に対してゼロ度より大きい角度に方向配置され
ている１つまたは複数の外側表面を含むことが可能である。場合によっては、第１の層は
、屋根板型の形状構成の凹みパターンを実現するように型押しされている単一の下地（ｓ
ｕｂｓｔｒａｔｅ）から形成される。
【００１１】
　本発明の別の側面が、入射光の少なくとも一部分に対して透明である光学的に透明な材
料の第１の層と、この第１の層に隣接した第１の湿気バリア材料の第２の層とを備え、か
つ、第２の層は第１の層からの光の一部分に対して透明である、光起電力モジュールを提
供する。この第１の層は凹みパターンを有し、この凹みパターンは特定の場合には屋根板
型の形状である。ＰＶモジュールは、さらに、第２の層に隣接した１つまたは複数の相互
接続された光起電力（ＰＶ）電池を有する第３の層と、この第３の層に隣接した電気絶縁
性材料の第４の層とを備え、および、１つまたは複数の相互接続されたＰＶ電池は第２の
層からの光に露光される時に電力を発生させる。場合によっては、光起電力モジュールは
、その光起電力モジュールの第１の側部から第２の側部に方向付けられている軸線に沿っ
て不均一な厚さを有することがある。場合によっては、第１の層は、ＰＶモジュールの第
１の側部から第２の側部に方向付けられている軸線に沿って不均一な厚さを有することが
ある。
【００１２】
　本発明の別の側面が、１つまたは複数の屋根板型の光起電力モジュールを備え、および
、１つまたは複数の屋根板型光起電力モジュールの屋根板型光起電力モジュールの各々が
、型押しされた層からの光に露光される時に電気を発生させるように構成されている光活
性材料の層に隣接した光学的に透明なポリマー材料（例えば、ＰＭＭＡ）の型押し層を有
する、光起電力システムを提供する。場合によっては、光学的に透明なポリマー材料の型
押し層が、光学的に透明な材料の層と光活性材料の層との間の表面に対してゼロ度よりも
大きい角度に傾斜している少なくとも１つの外側表面を有することが可能である。場合に
よっては、このシステムは、さらに、１つまたは複数の屋根板型ＰＶモジュールの個々の
屋根板型ＰＶモジュールに隣接した、非ＰＶの屋根板のような、屋根板を含む。
【００１３】
　本発明の別の側面が、屋根板の形状に形成されている凹みパターンを有する光学的に透
明なポリマーシートに隣接した光活性材料の層を提供することを含む、屋根板型の光起電
力モジュールを形成するための方法を提供する。この光活性材料は、光学的に透明なポリ
マーシートからの光に露光される時に電気を発生させる。一実施態様では、光活性材料層
を設ける前に、凹みパターンが、光学的に透明なポリマーシートに形成される。この凹み
パターンは型押しによって形成されることが可能である。
【００１４】
　本開示のさらに別の側面と利点とが、本開示の単なる例示的な実施形態が示されかつ説
明されている後述の詳細な説明から、当業者にとって容易に明らかになるだろう。理解さ
れるように、この開示からの逸脱なしに、本開示は他の異なる実施形態であることが可能
であり、および、その幾つかの詳細事項が、様々な明らかな点において変更されることが
可能である。したがって、図面と説明が、限定的なものとしてではなく、例示的な性質の
ものとして理解されなければならない。
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【００１５】
　本明細書において言及されているすべての出版物と特許と特許出願とが、各々の個々の
出版物、特許、または、特許出願が引用として援用されていることが明確にかつ個別的に
示されているように、本明細書において同一の度合いで引用として援用されている。
【００１６】
　本発明の新規性のある特徴が、添付されている特許請求項において、明確に説明されて
いる。本発明の原理が使用されている例示的な実施形態を説明する以下の詳細な説明を参
照することによって、本発明の特徴と利点のより適切な理解が得られるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の実施形態による、屋根板型の外観の太陽電池モジュールの大規
模略斜視図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態による、図１の屋根板型の外観の太陽電池モジュール
の一部分の略側面図である。
【図３】図３は、本発明の実施形態による、屋根板型の外観の太陽電池モジュールの頂部
領域と底部領域を示す、図１のＰＶモジュールの略側面図である。
【図４】図４は、本発明の実施形態による、配線を伴う屋根板型の外観のモジュールの設
置を示す、屋根の稜線の２つの図（ＡおよびＢ）の略断面図である。
【図５】図５は、本発明の実施形態による、図１のＰＶモジュールの外側表面を示す。
【図６】図６は、本発明の実施形態による、光起電力（ＰＶ）モジュールを概略的に示す
。
【図７】図７は、本発明の実施形態による、六角形の支持部材を有するＰＶモジュールの
略平面図である。
【図８】図８は、本発明の実施形態による、図６のＰＶモジュール内でのエッジクリップ
（ｅｄｇｅ　ｃｌｉｐ）の使用を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本明細書では本発明の様々な実施形態を示して説明してきたが、こうした実施形態が単
なる例示のために示されているということが当業者には明らかだろう。様々な変形と変更
と置き換えとが、本発明からの逸脱なしに、当業者に見出されるだろう。本明細書に説明
されている本発明の実施形態に対する様々な代替案が本発明の実施において採用されるだ
ろう。
【００１９】
　本明細書で使用される術語「光起電力電池（ｐｈｏｔｏｖｏｌｔａｉｃ　ｃｅｌｌ）」
は、光に対して露光させられる時に電気を発生させるように構成されている装置または構
成要素を意味する。光起電力電池は、光活性材料を個別的または集合的に画定する１つま
たは複数の層を含むことが可能である。例えば、光活性材料はｐｎ接合を含むことが可能
である。光活性材料は、Ｖ族またはＩＩＩ－Ｖ族の半導体であることが可能である。特定
の例では、ＰＶ電池は、ＣｄＴｅ、銅インジウムガリウム二セレン化物（ＣＩＧＳ）、銅
亜鉛スズ硫化物（ＣＺＴＳ）、銅亜鉛スズセレン化物（ＣＺＴＳｅ）、または、ケイ素（
例えば、非晶質ケイ素）を含むことが可能である。
【００２０】
　本明細書で使用される術語「屋根板（ｓｈｉｎｇｌｅ）」は、場合によっては互いに重
なり合うことが可能な個別的な要素を有する屋根被覆を意味する。屋根板は、各々の連続
したより高い列が下方の列の継ぎ目に重なる形で、屋根の底部端縁から上方に列の形で設
置されている、平らな長方形の形状を有することが可能である。屋根板型の要素は、屋根
板の機能的属性（例えば、水流を誘導すること）を有することが可能であるが、一体構造
（または、一体型）の形に形成されることがある。屋根板型要素は、水流の誘導および水
の蓄積の防止を非限定的に含む、個別の重なり合い要素の機能的属性を提供する凹み（ま
たは、トラフ（ｔｒｏｕｇｈ））を有するように、屋根板に類似するようにパターン形成
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されている一体構造の構成要素であることが可能である。
【００２１】
　本発明は、住居環境のような様々な環境における使用のための光起電力（ＰＶ）モジュ
ールを提供する。幾つかの実施形態が、住居の屋根上の屋根板の代替品として構成されて
いるか、または、屋根板またはこれに類似した構造を有する屋根葺きシステムに一体化さ
れるように構成されているＰＶモジュールを提供する。特定の実施形態では、ＰＶ屋根板
は、現時点で入手可能な屋根板の代替物として使用されるように、または、屋根板と併用
して使用されるように、寸法決定および形成されている。このことは、有利なことに、現
行の屋根板の機能性（例えば、水流の誘導）をＰＶ電池の機能性（例えば、発電）と統合
することを可能にする。
【００２２】
　本明細書で提示される屋根板型ＰＶモジュール（本明細書では「ＰＶ屋根板」とも呼ば
れる）は、標準的な屋根被覆のような非ＰＶ屋根板に機能的に（同一では無くとも）類似
していることが可能である。ＰＶ屋根板は、非ＰＶ屋根板のサイズと形状と色彩とのよう
な非ＰＶ屋根板のルックアンドフィールと、１つまたは複数のＰＶ電池を有するＰＶモジ
ュールの機能性とを有することが可能である。このことが、有利なことに、本発明のＰＶ
屋根板が非ＰＶ屋根板に取って代わり、これによって発電を可能にすると同時に、標準的
な屋根板の機能を実現し、または、ＰＶ屋根板と（場合によっては）非ＰＶ屋根板とを有
する屋根葺きシステムの形への統合を実現する。
【００２３】
太陽電池モジュール
　本発明の一側面が、入射光の少なくとも一部分に対して透明である透明材料の第１の層
と、この第１の層に隣接した水蒸気バリア材料の第２の層とを備える、光起電力（ＰＶ）
モジュール（または、本明細書では「ＰＶ屋根板」）を提供する。第２の層は第１の層か
らの光の一部分に対して透明である。このＰＶモジュールは、第２の層に隣接した１つま
たは複数の相互接続された光起電力（ＰＶ）電池を有する第３の層を含む。１つまたは複
数の相互接続されたＰＶ電池は、第２の層からの光に露光される時に電力を発生させる。
電気絶縁性材料の第４の層が第３の層に隣接している。第１の層は、この第１の層に隣接
した第２の層の表面に対してゼロ度より大きい角度に方向配置されている１つまたは複数
の外側表面を含む。
【００２４】
　特定の実施形態では、第１の層が、屋根板のような機能性を提供するように形成されて
いる１つまたは複数の表面を含む。こうした機能性は、水の蓄積を最小限にすることに加
えて、水を受け容れて地面に向けて水の流れを誘導することを含むことが可能である。場
合によっては、この１つまたは複数の表面が、隆起部に加えて、こうした屋根板のような
機能性を提供するためにパターンの形で設けられている凹みまたはトラフを含む（例えば
、図１を参照されたい）。こうしたパターンは、（地面を基準とした）高所から低所への
水の流れを容易化し、さらには、ＰＶモジュールを有する屋根上で起こりがちな雨水のよ
うな水の蓄積を（防止まではしなくとも）最小限にすることを促進することが可能である
。
【００２５】
　凹みまたはトラフのパターンが、例えば、ポリマー材料（例えば、ポリ（メチルメタク
リラート））の層の中に屋根板パターンを刻み込むために、ローラ（または、ダイス）を
使用することのような、型押しによって形成されることが可能である。型押しは、下地（
例えば、ポリマー材料シート）中に隆起または沈下したデザインまたはレリーフを形成す
るためのプロセスである。場合によっては、型押しは、適合した雄および雌ローラダイス
を用いて、または、所望のパターンのローラの間を下地材料のシートまたはストリップを
通過させることによって実現されることが可能である。特定の状況では、ポリ（メチルメ
タクリラート）（ＰＭＭＡ）のようなポリマー材料のシートが、浮き彫りされた型の上に
流し込まれることが可能である。
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【００２６】
　特定の実施形態では、第１の層がＰＶモジュールの最外側の層であるように適合させら
れる。ＰＶモジュールが他の非ＰＶ屋根板を有する屋根の上に設置される場合には、最外
側の層が、入射光の少なくとも一部分に対して透明な状態のままであると同時に、非ＰＶ
屋根板の機能性を実現するように形状構成されている。したがって、第１の層に入射する
光の少なくとも一部分が、この第１の層を通過して１つまたは複数のＰＶ電池に到達し、
このＰＶ電池は電力発生を可能にすることが可能である。
【００２７】
　特定の実施形態では、第１の層は、風、または、この第１の層に直接衝突する物体から
の機械的応力のような、機械的応力に耐久するように適合させられている。したがって、
第１の層は、ＰＶモジュールが屋根または他の構造上に設置されている時に、ＰＶモジュ
ールを損傷または劣化から保護することが可能である。
【００２８】
　これらの層は、化学的または機械的なファスナによって互いに接合されることが可能で
ある。化学的ファスナの一例が、互いに隣接する層を互いに固定するために、これらの層
の間に施されることが可能な接着剤である。機械的ファスナの一例が、互いに隣接する層
または層の積み重ねを互いに固定する釘またはねじである。例えば、ＰＶモジュールは、
そのＰＶモジュールにねじを固定することによって実現される圧縮力によって層を互いに
固定するために、その周縁部に複数のねじを含むことが可能である。
【００２９】
　第１の層は、ポリメチルメタクリラートのようなポリマー材料で形成されることが可能
である。このポリマー材料は、紫外線放射に対して耐久性があることが可能である。すな
わち、ＵＶ放射にさらされる時に、第１の層を構成する材料は、例えば、少なくとも１日
間、１０日間、１ヶ月間、１２ヶ月間、１年間以上のような予め決められた時間期間にわ
たって、あまり著しくは劣化しない。
【００３０】
　水蒸気バリア材料が、水蒸気の浸透が少ないかまたは著しく少ない材料で形成されてい
る。特定の状況では、この水蒸気バリア材料は、約３００ｎｇ／ｓ・ｍ２・Ｐａ、２００
ｎｇ／ｓ・ｍ２・Ｐａ、１１０ｎｇ／ｓ・ｍ２・Ｐａ、１０ｎｇ／ｓ・ｍ２・Ｐａ、３ｎ
ｇ／ｓ・ｍ２・Ｐａ、１ｎｇ／ｓ・ｍ２・Ｐａ、または、０．３ｎｇ／ｓ・ｍ２・Ｐａよ
り小さいかまたは等しい水蒸気浸透を有する。場合によっては、この水蒸気バリア材料は
、約１０－６グラム／ｍ２／日から１０－３グラム／ｍ２／日、または、約１０－５グラ
ム／ｍ２／日から１０－４グラム／ｍ２／日の浸透を有する。特定の状況では、この水蒸
気バリア材料は、被覆ポリマー材料（例えば、ポリエチレンテレフタレートまたはポリエ
チレンナフタラート）のようなポリマー材料、金属、または、酸化ケイ素ＳｉＯｘ（前式
中で、「ｘ」はゼロよりも大きい数である）のような酸化物で形成されている。第２の層
を構成する水蒸気バリア材料は、第１の層から第２の層に誘導される光の一部分に対して
透明である。
【００３１】
　特定の実施形態では、ＰＶモジュールの１つまたは複数の外側表面の少なくとも一部分
は、第２の層の表面に比べて粗くなっている。このことが、ＰＶモジュールの外側の環境
から第１の層の中に入る光を結合することが可能な第１の層内の光結合構造を実現するこ
とが可能である。
【００３２】
　特定の状況では、ＰＶモジュールは、さらに、第４の層に隣接した水蒸気バリア材料の
第５の層を含む。第５の層の水蒸気バリア材料は、ポリマー材料（または、ポリマー下地
）、金属酸化物、または、例えばアルミニウムのような金属を含むことが可能である。例
えば、第５の層は、１つまたは複数の金属酸化物層のような１つまたは複数のバリア層で
被覆されているポリマー下地を含む。特定の状況では、第５の層の水蒸気バリア材料は、
約３００ｎｇ／ｓ・ｍ２・Ｐａ、２００ｎｇ／ｓ・ｍ２・Ｐａ、１１０ｎｇ／ｓ・ｍ２・
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Ｐａ、１０ｎｇ／ｓ・ｍ２・Ｐａ、３ｎｇ／ｓ・ｍ２・Ｐａ、１ｎｇ／ｓ・ｍ２・Ｐａ、
または、０．３ｎｇ／ｓ・ｍ２・Ｐａより小さいかまたは等しい水蒸気浸透を有する。場
合によっては、第５の層の水蒸気バリア材料は、約１０－６グラム／ｍ２／日から１０－

３グラム／ｍ２／日、または、約１０－５グラム／ｍ２／日から１０－４グラム／ｍ２／
日の浸透を有する。
【００３３】
　場合によっては、ＰＶモジュールは、さらに、ＰＶモジュールの輸送および／または設
置中に第５の層を損傷から防護または保護するように適合させられている保護材料の第６
の層を含む。この保護層は、金属材料（例えば、ステンレススチールまたはアルミニウム
板）、ポリマー材料、または、複合材料で形成されることが可能である。
【００３４】
　ＰＶモジュールは、化学的または機械的ファスナによって互いに対して取り付けられる
ことが可能である。例えば、第１のＰＶモジュールが、第１のＰＶモジュールの下面と第
２のＰＶモジュールの上面にある接着剤層とを使用して、第２のＰＶモジュールに対して
取り付けて固定されることが可能である。一例では、この接着剤は、第１のＰＶモジュー
ルの第６の層と、第２のＰＶモジュールの第１の層の側面部分とに付着させられている。
代替案としては、機械的ファスナが第１のＰＶモジュールを第２のＰＶモジュールに固定
するために使用されることが可能である。
【００３５】
　化学的および／または機械的ファスナが、太陽のような電磁放射源にさらされるように
適合させられている屋根または他の支持構造のような、ＰＶモジュールが上に取り付けら
れなければならない構造に対して、ＰＶモジュールを取り付けるために使用されることが
可能である。一例としては、接着剤のような化学的ファスナがＰＶモジュールの下面に付
着させられ、その後で、このＰＶモジュールの下面が屋根のような表面に付着させられる
。別の例では、ねじまたは釘のような機械的ファスナが、屋根のような表面にＰＶモジュ
ールを取り付けるために使用される。
【００３６】
　ＰＶモジュールは、屋根葺き構造のような支持構造とのＰＶモジュールの一体化を可能
にする機能性を含む。屋根葺き構造は、水平な表面に対して傾斜させられていることが可
能である。場合によっては、屋根葺き構造は、屋根板が化学的または機械的ファスナのよ
うなファスナを用いて上に設置されることが可能な木製表面または金属表面を含むことが
可能である。
【００３７】
　特定の実施形態では、ＰＶモジュールは、ＰＶモジュールに沿った、および、重力加速
度ベクトルの方向に沿った、水の流れを容易にするために、および、場合によっては、Ｐ
Ｖモジュールの中への光の導入を容易にして発電を最適化することを促進するために、傾
斜している１つまたは複数の外側表面を含む。特定の実施形態では、ＰＶモジュールは１
つまたは複数の外側表面を含む。これらの外側表面の各々は、第１の層に隣接した第２の
層の表面に対してゼロ度よりも大きい角度に方向配置されていることが可能である。幾つ
かの例では、外側表面は、約０°、０．１°、０．２°、０．３°、０．４°、０．５°
、０．６°、０．７°、０．８°、０．９°、１°、２°、３°、４°、５°、６°、７
°、８°、９°、１０°、または、２０°よりも大きいかまたは等しい角度に方向配置さ
れており、または、場合によっては、約０°から２°の間、または、１°から１．５°の
間の角度に方向配置されている。
【００３８】
　場合によっては、ＰＶモジュールの１つまたは複数の外側表面は、屋根板のような機能
性を実現するために、特徴要素（例えば、凹みまたはトラフ）のパターンを含むように形
成されている。こうした特徴要素パターンは、ＰＶモジュールに沿った水の流れを容易に
し、これによって水の蓄積を最小限にすることが可能である。
【００３９】
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　特定の実施形態では、ＰＶモジュールは、屋根板のような機能性を実現するように構成
されている１つまたは複数の外側表面を含む。これらの外側表面は、光を受け取り、およ
び、受け取った光の少なくとも一部分をＰＶモジュールの１つまたは複数のＰＶ電池に対
して方向付けるように適合させられている。場合によっては、この１つまたは複数の外側
表面は、屋根板のような機能性を提供するためにパターンの形で設けられている凹みまた
はトラフを含む（例えば、図１を参照されたい）。屋根板のような特徴要素が、例えば、
ポリマー材料（例えば、ポリ（メチルメタクリラート））の層の中に凹みまたはトラフの
パターンを型押しすることによって形成されることが可能である。
【００４０】
　特定の実施形態では、ＰＶモジュールの外側表面は第１の層と一体化されている。例え
ば、この外側表面は第１の層と一体型（または一体構造）であることが可能である。場合
によっては、この第１の層は、上述したように、傾斜させられている１つまたは複数の外
側表面を有するように製造されることが可能である。
【００４１】
　第１の層が複数の外側表面を含む場合には、外側表面は互いに対して平行であることが
可能である。例えば、第１の外側表面は第２の外側表面に対して平行であることが可能で
ある。このことが、互いに対して平行である外側表面が水（または他の液体）の均一な流
れを促進するので、ＰＶモジュールの形状と機能とにおける均一性を可能にする。
【００４２】
　特定の実施形態では、ＰＶモジュールは、光起電力モジュールの第１の端部から第２の
端部へ方向付けられている軸線に沿って不均一な厚さを有する。一例では、ＰＶモジュー
ルは、第１の層に隣接した第２の層の表面に対して傾斜している外側表面を有する第１の
層を備えることによって、不均一な厚さを有する。
【００４３】
　次に、添付図面を参照する。部品と構造とを中に含むこうした図面は、必ずしも同一の
縮尺比で描かれているわけではない。
【００４４】
　図１は、本発明の実施形態による、屋根板のような外観を有するＰＶモジュール１の斜
視図である。入射光（例えば、太陽光）の方向が図に示されている。ＰＶモジュール１に
示されている図示されている屋根板のような特徴要素が、典型的な屋根葺き屋根板のサイ
ズと外観とに類似していることが可能である。ＰＶモジュール１は、それぞれに約８フィ
ート×４フィートの長さと幅とを有することが可能であるが、他の長さと幅が採用可能で
ある。特定の実施形態では、ＰＶモジュール１は、約１フィート、２フィート、３フィー
ト、４フィート、５フィート、６フィート、７フィート、８フィート、９フィート、１０
フィート以上よりも大きいかまたは等しい長さと、約１フィート、２フィート、３フィー
ト、４フィート、５フィート、６フィート、７フィート、８フィート、９フィート、１０
フィート以上よりも大きいかまたは等しい幅とを有することが可能である。特定の状況で
は、ＰＶモジュール１の寸法は、ＰＶモジュール１が低減したコストまたは最小限のコス
トで容易に設置されることが可能であるように、選択される。
【００４５】
　特定の実施形態では、ＰＶモジュール１は、薄く軽量の材料によって、かつ、フレーム
を用いずに形成されている。ＰＶモジュール１は、等面積ベースで、特定の従来のモジュ
ールよりも軽量であることが可能である。ＰＶモジュール１は「頂部」端縁と「底部」端
縁とを有し、および、傾斜した屋根上の通常の屋根板と同様の仕方で、頂部から底部に方
向付けられたベクトルの方向に水が屋根を流れて離れることが可能であるように、頂部部
分が底部部分よりも屋根上で高い。図１に対する差し込み図が、ＰＶモジュール１の拡大
部分を示す。ＰＶモジュール１は、紫外線放射（ＵＶ）に対して耐久性がある材料の透明
な成形シートを含む第２の部分（または、第２の層）２を備える。一例では、この耐ＵＶ
材料は、ポリ（メチルメタクリラート）（ＰＭＭＡ）のようなポリマー材料である。ＰＶ
モジュール１は、場合によっては約１／８インチから約１／４インチの最大厚さを有する
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、屋根板状の成形隆起部を含む。この成形隆起端縁部は、隣接した材料または屋根葺き構
成要素に対するコントラストを実現するために黒くされるか着色され、このことが屋根板
の外観の向上を促進することが可能である。コントラストの差異がＰＶモジュールを支持
表面上に配置することにおいて助けとなることが可能なので、こうしたコントラストはＰ
Ｖモジュール１の設置を機能的に補助することが可能である。
【００４６】
　ＰＶモジュール１は、屋根板のような機能性を提供する凹み（または、トラフ）パター
ンを有することが可能である。このパターンは、第２の部分２の材料の中に凹みを型押し
することによって形成されることが可能である。このパターンは、太陽光の入射の方向か
ら見た場合の垂直線のような、第２の部分の２の材料の表面内に形成されている（凹みと
しての）交互の線を含むことが可能である。
【００４７】
　ＰＶモジュール１は、活性光起電力材料と場合によってはカプセル封止材料とを含む第
３の部分（または、層）３を含み、この第３の層は複数の層を含む。この第３の層は複数
の層（または、副次的な層）を含むことが可能である。この第３の部分は、露光される時
に電気を発生させるように各々が構成されている１つまたは複数の光起電力電池を含むこ
とが可能である。このＰＶ電池は、場合によっては、薄膜ＰＶ電池である。特定の例では
、ＰＶ電池は、ＣｄＴｅ、銅インジウムガリウム二セレン化物（ＣＩＧＳ）、銅亜鉛スズ
硫化物（ＣＺＴＳ）、銅亜鉛スズセレン化物（ＣＺＴＳｅ）、または、非晶質ケイ素ＰＶ
活性材料を含むが、他の光活性材料（吸収材）が使用可能である。
【００４８】
　第３の部分３が様々な大きさと形状とを有することが可能である。特定の実施形態では
、この第３の部分３は第２の部分２を概ね覆う。別の実施形態では、第３の部分３は、第
２の部分２を大きくは覆わない（図３を参照されたい）。この第３の部分３は、第２の部
分２の厚さよりも小さい厚さを有することが可能である。特定の状況では、第３の部分３
の厚さは約２００ミクロンから５ｍｍであり、または、３００ミクロンから１ｍｍである
。
【００４９】
　図２は、本発明の実施形態によるＰＶモジュール１の略側面図である。第３の部分３の
厚さは、この第３の部分の構成要素層の厚さを示すために、第２の部分２の厚さに比べて
誇張されている。第２の部分２の層は、接着剤層４によって互いに接着されている。この
接着剤層４の各々は、約０．００１インチから０．０１インチの厚さを有することが可能
である。接着剤層４は互いに異なる厚さと組成とを有することが可能である。入射光が中
を通過して１つまたは複数のＰＶ電池に伝播する接着剤層４は少なくとも部分的に光に対
して透明である。しかし、他の網掛けされた層４は必ずしも光に対して透明である必要は
ない。第３の部分３は、ＰＶモジュール１の受光側面（すなわち、入射光の方向に面する
側面）上の湿気バリア層５を含む。場合によっては、湿気バリア層５は、ＰＶモジュール
のＰＶ電池に湿気が到達することを阻止するのを促進することが可能な透明な薄膜または
一連の薄膜の上に付着させられているポリマー材料の透明層である。このポリマー材料は
、ポリエチレンテレフタラート（ＰＥＴ）またはポリエチレンナフタラート（ＰＥＮ）で
あることが可能である。これに対する代替案としては、湿気バリア層５は薄いガラス層で
あることが可能であり、このガラス層はガラスフロートライン（ｇｌａｓｓ　ｆｌｏａｔ
　ｌｉｎｅ）上で形成されることが可能である。場合によっては、薄いガラスが、薄いガ
ラスシートの取り扱いを補助するために、第２の部分２に対して予め接着されることが可
能である。
【００５０】
　ＰＶモジュール１は、さらに光活性材料層６も含み、この光活性材料層６は、第２の部
分２から湿気バリア層５を通過して送られる光に露出される時に電気を発生させるように
構成されている１つまたは複数のＰＶ電池を備える。この光活性材料層６は、薄い金属箔
の下地（例えば、ステンレススチール下地）または薄いポリマー下地の上に付着させられ
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た薄膜電池のような、単一の太陽電池または複数の電気的に相互接続されている太陽電池
を含むことが可能である。場合によっては、光活性材料層６の１つまたは複数のＰＶ電池
は、ＣｄＴｅ、ＣＩＧＳ、ＣＺＴＳ、ＣＺＴＳｅ、または、非晶質ケイ素光活性材料を含
む。
【００５１】
　ＰＶモジュール１は、光活性材料層６内に含まれている光活性材料層６の１つまたは複
数のＰＶ電池によって発生させられるあらゆる電圧を維持することを補助する電気絶縁性
材料層７を含む。この電気絶縁性材料層７は、誘電体のような電気絶縁性材料を含む。一
例としては、この電気絶縁性材料層７は、酸化物（例えば、金属酸化物）、または、電気
絶縁性ポリマー材料、または、セラミック下地を有する複合材料を含む。電気絶縁性材料
層７は、１つまたは複数の電池の背後にかつ第２の部分２から離れて配置されている。場
合によっては、電気絶縁性材料層７は光学的に透明な材料で形成されているが、他の場合
には、光学的に半透明または部分的に透明な材料で形成されている。
【００５２】
　ＰＶモジュール１は、屋根板型モジュールの背面に配置されている湿気バリア材料を含
む別の湿気バリア層８を含む。この湿気バリア層８は、アルミニウム箔の薄層、または、
低い水蒸気透過率を有する低コストの材料の薄層であることが可能である。このアルミニ
ウム箔は、外側に面しており（すなわち、電気絶縁性材料層７から離れて）、および、場
合によっては、電気絶縁性材料層７に隣接した湿気バリア被覆を有する、ポリマー層を伴
った湿気バリア層８を含むことが可能なので、薄いバリア薄膜で置き換えられることが可
能である。
【００５３】
　場合によっては、湿気バリア層８がアルミニウム箔である場合に、ＰＶモジュール１の
湿気保全性（ｍｏｉｓｔｕｒｅ　ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ）を損なう可能性がある輸送中の損
傷を回避することが困難であることがある。場合によっては、ＰＶモジュール１は、湿気
バリア層８に隣接した保護層９を含む。輸送の前に、保護層９がＰＶモジュール１に取り
付けられることが可能である。保護層９は、屋根葺きフェルト（ｒｏｏｆｉｎｇ　ｆｅｌ
ｔ）（例えば、アスファルト浸透フェルト）、薄膜屋根葺き材（ｍｅｍｂｒａｎｅ　ｒｏ
ｏｆｉｎｇ）（例えば、ポリ（塩化ビニル））、または、他のポリマー材料で形成される
ことが可能である。層９の組成は、屋根がどのように組み立てられるかによって決まるこ
とが可能である。特定の状況では、層９はフッ化ポリマー材料以外の材料であるが、場合
によってはフッ化ポリマー材料が使用されることが可能である。
【００５４】
　ＰＶモジュール１は、暗色部分１０によって示されているように、屋根板の端縁上にコ
ントラスト暗色化または着色を含むことが可能である。ＰＶモジュール１の第２の部分２
は、凸凹の表面のような調整された表面１１を有することが可能である。この調整された
表面１１は、眩しさを減少させ、および、非ＰＶ（または、非発電）屋根板に比較してＰ
Ｖモジュールが輝いて見えることを防止することを促進することが可能である。眩しさを
減少させることに加えて、この処理は、同時に、例えば散乱によって、ＰＶモジュール１
の光活性材料層６内のＰＶ電池により多くの光が到達することを可能にする、反射防止機
能を実現することが可能である。この調整表面１１は着色されることが可能であるが、こ
うした着色は、ＰＶ電池の性能を低下させないように選択されることが可能である。この
ような場合には、調整表面１１の色を含む反射される光が、電気を発生させるために光活
性材料層６の１つまたは複数のＰＶ電池によっては使用されない光である。したがって、
場合によっては、性能の改善のために調整表面１１は着色されない。
【００５５】
　利用可能な光のすべてを吸収するＰＶモジュール１の光活性材料層６の１つまたは複数
のＰＶ電池は、暗灰色のような暗色に見える可能性がある。場合によっては、１つまたは
複数のＰＶ電池は他の色に見える可能性がある。こうした色の構成が、通常の屋根葺き屋
根板に適合可能であり、このことがＰＶモジュールが非ＰＶ屋根板と共に設置されること
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を可能にする。
【００５６】
　図３は、図１と図２の屋根板型ＰＶモジュールの頂部領域と底部領域の拡大図を示す。
太陽電池とカプセル封止層とを含む第３の部分３が、第２の部分の下方に、かつ、入射光
（例えば、太陽光）の方向から離れて配置されている。ＰＶモジュール１は、屋根の雨仕
舞いと水封とを実現するために第３の部分３を越えて延びる区域１２、１３を含む。これ
らの図には明確に示されていないが、同様の区域が、各々の側部に沿った雨仕舞いのため
の屋根板型モジュールの各々の側部上に設けられることが可能である。区域１２に沿って
、通常の屋根板（すなわち、非ＰＶ屋根板）が、第２の部分２内の対応する領域のすべて
または大半を覆うことが可能であるが、１つまたは複数の活性ＰＶ電池を収容する第３の
部分３の端縁を越えることはないだろう。この領域は、ＰＶモジュール１を屋根に釘付け
するための穴２ａを含むことが可能である。同様に、底部区域１３に沿って、第２の部分
２の対応する区域が通常の屋根板を覆うことが可能である。接着剤領域２ｂが、ＰＶ屋根
板または非ＰＶ屋根板の上部被覆部分に対して第２の部分２を貼り付けるために備えられ
ることが可能である。各々の端縁（図示されていない）に沿って、通常の屋根板が、第３
の部分３の太陽電池材料を越えて延びる第２の部分２の区域を覆い、かつ、封着させられ
ることが可能である。ＰＶモジュール１の頂部と底部と端縁との間で、追加の接着剤が、
ＰＶモジュール１の中央領域を屋根に固定するために使用されることが可能である。場合
によっては、ＰＶモジュール１の全体が屋根に取り付けられる（例えば、接着される、ま
たは、据え付け固定される）ことが可能であり、場合によっては他の屋根板に固定される
ことが可能である。
【００５７】
　図４は、本発明の実施形態による、２つの屋根稜線の概略的な断面側面図である。略図
Ａでは、屋根葺き材料シート１４（例えば、合板およびフェルト）が、棟木１６に固定さ
れている垂木１５に取り付けられている。矢印で示されている入射光を伴う側には、第２
の部分２と第３の部分３とを有する屋根板型ＰＶモジュール１が取り付けられており、一
方、他方の側が通常の屋根板２１を受け容れる。あるいは、この代わりに、図４の屋根は
その両側に屋根板型ＰＶモジュールを有する。リッジキャップ（ｒｉｄｇｅ　ｃａｐ）１
７がウォーターシール（ｗａｔｅｒ　ｓｅａｌ）を実現し、および、これと同時に、ＰＶ
モジュール１のための配線１８が引き回されることが可能な頂上部の開放区域を形成する
。このリッジキャップ１７は、第３の部分３内に１つまたは複数のＰＶ電池を含むＰＶモ
ジュール１の遮光の原因とならないように構成されることが可能である。場合によっては
、屋根被覆材料１４内の小さな切り抜き部分が、ＰＶモジュール１に対する電気的接続の
ための接続箱（Ｊ－ｂｏｘ）１９を取り付けるための空間を提供することが可能である。
類似の切り抜き部分が、配線１８が交流電流（ＡＣ）を伝送するように全体的に構成され
ることが可能であるように、電気インバータのために設けられることが可能である。これ
に対する代替策として、直流電流が伝送されることが可能である。図４の略図Ｂは、リッ
ジキャップ１７が略図４のリッジキャップよりも大きく、かつ、スペーサ２０によって屋
根の一部分の上方に延びるということを除いて、略図Ａに類似している。このことが、屋
根の下の空気空間（または、換気空間）を換気するための、稜線に沿った互い違いの開口
部を可能にする。換気が改善されるか、または、別の形で、風力タービンまたは送風機に
よって強化されることが可能である。場合によっては、こうした換気が、発電の改善のた
めに、暑い日により低い温度で作動するようにＰＶモジュール１の１つまたは複数のＰＶ
電池を補助することが可能である。一例としては、屋根スペーサ２０によって実現される
空間が換気空間内に空気を引き込み、この空気の流れがＰＶモジュール１の１つまたは複
数のＰＶ電池の冷却を促進する。場合によっては、リッジキャップ１７の下の空間が、Ｐ
Ｖモジュール１によって発電される電力を電気格子および／またはエネルギー貯蓄ユニッ
ト（例えば、バッテリー）の中に伝送するための配線のような配線のための空間を実現す
ることに加えて、Ｊ－ｂｏｘおよび／または小型インバータを取り付けるための空間を提
供することが可能である。特定の実施形態では、この配線は、屋根の頂部上に位置してお
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りかつ屋根換気口の外観を有する、目立たない箱によって実現されることが可能である。
【００５８】
　特定の実施形態では、図１のＰＶモジュール１のような本明細書に示されている屋根板
型ＰＶモジュールが、第１の層に隣接した第２の層の表面に対してゼロ度より大きい角度
に方向配置されている１つまたは複数の外側表面（例えば、単一の型押しされた外側表面
）を有する。図５を参照すると、ＰＶモジュール１は、第２の層２の外側表面３０と、第
２の部分２と第３の部分３との間の内側表面４０とを含む。ＰＶモジュール１は、少なく
とも２つ、３つ、４つ、５つ、６つ、７つ、８つ、９つ、１０つ、２０つ、３０つ、４０
つ、５０つの外側表面のような、１つまたは複数の外側表面を含むことが可能である。外
側表面３０は、内側表面４０に対して角度φにある。場合によっては、このφは、約０°
、０．１°、０．２°、０．３°、０．４°、０．５°、０．６°、０．７°、０．８°
、０．９°、１°、２°、３°、４°、５°、６°、７°、８°、９°、１０°、または
、２０°より大きいかまたは等しく、または、場合によっては、約０°から２°の間であ
り、または、１°から１．５°の間である。ＰＶモジュール１は、内側表面４０に対して
平行な軸線に沿っておりかつＰＶモジュール１の一つの側部から別の側部に延びる不均一
な厚さを有することが可能である。こうした形状構成が、屋根板が互いに隣接して設置さ
れることを可能にすると同時に、第１の屋根板からこの第１の屋根板に比べて上昇させら
れている第２の屋根板に流体が流れることを可能にする。例えば、水平な表面に対して傾
斜させられている屋根の上の屋根板（例えば、屋根板型ＰＶモジュールまたは非ＰＶ屋根
板）に隣接してＰＶモジュール１が設置されている場合に、このＰＶモジュール１上に落
ちてくる水が、屋根板に向かって、および、最終的には地面または水収集システム（例え
ば、トラフ）へ、重力加速度ベクトルの方向（図４、「ｇ」を参照されたい）に沿って流
れることが可能である。したがって、図１と図２と図５の傾斜した屋根板型ＰＶモジュー
ル１は、流体が１つの屋根板から別の屋根板に流れることを可能にすると同時に、水また
は他の流体が滞留することを最小限にとどめる。
【００５９】
　特定の実施形態では、屋根板型ＰＶモジュールは、互いに平行である複数の外側表面を
含むことが可能である。一例としては、図１のＰＶモジュールは、互いに平行な２つの外
側表面を含む。
【００６０】
　特定の実施形態では、光起電力（ＰＶ）システム（本明細書では「太陽電池システム」
とも呼ばれる）が複数のＰＶモジュールを含むことが可能であり、各々のＰＶモジュール
は、発電のための１つまたは複数のＰＶ電池を含む。このＰＶモジュールは、屋根または
他の取り付け構造にＰＶモジュールを固定するためのバスバーまたは他の構造支持物によ
って互いに電気的に接続されていることが可能である。ＰＶモジュールは、互いに直列お
よび／または並列に電気的に接続されていることが可能である。特定の状況では、屋根板
型ＰＶモジュールは、ＰＶモジュールを持たない屋根板（すなわち、標準的な屋根板）と
組み合わせて使用される。一例としては、屋根の一部分からの屋根板が、非ＰＶ（または
、標準的な）屋根板と組み合わされたＰＶ屋根板を有する屋根を実現するために、発電用
のＰＶ屋根板によって置き換えられることが可能である。
【００６１】
　特定の実施形態では、フロートラインガラス技術が、様々なサイズの著しく薄いガラス
シートの作製を可能にするだろう。例えば、この技術は、約１メートル×１．８メートル
までの寸法を有する厚さ約１ｍｍのガラスシートの形成を可能にするだろう。他の例では
、この技術は、約１．２メートル×１．５メートルまでの寸法を有する厚さ約０．７ｍｍ
のガラスシートの形成を可能にするだろう。０．５５ｍｍの厚さのガラスが、より小さい
サイズで作製されることが可能であり、および、これよりもわずかに厚いガラスがより大
きいサイズで作られることが可能である。より大きくかつより薄いガラスが、より大きく
および／またはより軽量の従来の太陽電池モジュールと屋根板型ＰＶモジュールとの形成
を可能にするだろう。一例としては、厚さ１ｍｍの表面ガラスシートと厚さ０．７ｍｍの
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裏面ガラスシートとで形成されているＰＶモジュールが、単一のガラスシートとＴＡＰＥ
（ＴｅｄｌａｒＴＭ、アルミニウム、ポリエステル、ＥＶＡ）裏面シートとで作られてい
る現行の従来通りのＰＶモジュール（フレームなし）の重量の約５０％である重量を有す
る。薄いガラス－ガラス型のモジュールが、有利なことに、特に薄膜太陽電池のための、
自然環境に対するより強化された保護を実現することが可能である。
【００６２】
　特定の実施形態では、ガラス－ガラス型の屋根板型ＰＶモジュールが提供される。一例
として、図２のＰＶモジュール１の場合に、第２の部分２はガラスで形成されており、お
よび、湿気バリア層５はガラスで形成されている。こうしたガラス－ガラス型の構成に関
する潜在的な問題点が、ＰＶモジュール１が、アルミニウムの枠組を有する従来通りのモ
ジュールでは不可避である様々な機械的荷重に耐えることができず、このことが構造の欠
陥と破損と取り扱い上の問題とを生じさせる可能性があるということである。場合によっ
ては、ガラス－ガラス型の屋根板型ＰＶモジュールの場合に、追加的な構造的支持が、本
明細書に参照として全体的に援用されている２０１２年１月１０日付けで出願された米国
特許出願第１３／３４７，３８３号明細書（「光起電力モジュールおよび装着システム（
ＰＨＯＴＯＶＯＬＴＡＩＣ　ＭＯＤＵＬＥＳ　ＡＮＤ　ＭＯＵＮＴＩＮＧ　ＳＹＳＴＥＭ
Ｓ）」の中空支持部材および装着システムのような支持部材によって実現されることが可
能である。
【００６３】
　図６は、本発明の実施形態による、光起電力（ＰＶ）モジュールを概略的に示す。図６
のＰＶモジュールは薄い積層構造であることが可能である。図６のＰＶモジュールは、内
側表面に対して傾斜している１つまたは複数の外側表面のような、本明細書で説明されて
いる屋根板型の形状構成を有することが可能である（例えば、図５を参照されたい）。図
６のＰＶモジュールは、低鉄強化ガラスのような、光学的に透明な材料の層１を含む。こ
の光学的に透明な材料の層１は、光（ｈｖ）がそのモジュールの中に入ることを可能にす
るように構成されている。一例としては、この光学的に透明な材料の層１は、約１ｍｍか
ら５ｍｍの間の、または、２ｍｍから４ｍｍの間の厚さを有する強化ガラスを含む。この
強化ガラスは、場合によっては、低鉄強化ガラスである。一例としては、この光学的に透
明な材料の層１は約３．２ｍｍの厚さを有する。このモジュールは、さらに、接着剤２と
、光起電力（ＰＶ）電池層３とを含む。ＰＶ電池層３は、複数のＰＶ電池を含み、このＰ
Ｖ電池の各々は、ＣｄＴｅ、ＣＩＧＳ、ＣＺＴＳ、ＣＺＴＳｅ、または、非晶質ケイ素Ｐ
Ｖ活性材料（または吸収体）を含むことが可能である。しかし、場合によっては、ＰＶ電
池層３は、単一のＰＶ電池を含むことが可能である。接着剤層２が、ＰＶ電池３を光学的
に透明な材料の層１に固定するために使用される。この接着剤層２はエチレン酢酸ビニル
（ＥＶＡ）を含むことが可能である。このモジュールは、さらに、接着剤層２と同一の材
料で形成されることが可能な接着剤層４を含む。この接着剤層４はＰＶ電池３を誘電性層
５に固定し、この誘電性層５は湿気バリア金属箔６に隣接して配置されている。この誘電
性層５はポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）で形成されることが可能であり、および
、金属箔層６は、アルミニウムで形成されることが可能であり、場合によってはＴＡＰＥ
に類似した組成を有する。あるいは、この代わりに、薄い下地上に付着させられた湿気バ
リア属性を有する薄い誘電性薄膜が、誘電性層５と金属箔層６との代わりに使用されるこ
とが可能である。
【００６４】
　図６を続けて参照すると、ＰＶモジュールは層１－６を有する積み重ねに隣接して配置
されている支持部材を含む。場合によっては、この支持部材は、ハニカム形状構成の複数
の貫通穴を有する。各々の個別の穴の形状は六角形であり、すなわち、個々の穴は、６つ
の辺を有する囲いによって画定されている。この支持部材は、ポリマー材料、炭素繊維材
料、または、複合材料によって形成されることが可能である。貫通穴は、ＰＶモジュール
の１つまたは複数のＰＶ電池に空気が到達することを可能にすることができ、このことが
、ＰＶモジュールの性能（例えば、電力出力）を強化することを促進することが可能な冷
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却を実現することが可能である。
【００６５】
　図６の示されている実施形態では、接着剤層７が内側シート８ａを層１－６に接着し、
および、六角形（ハニカム形）の支持構造８が、拡散溶接によって内側シート８ａに接合
させられる。この形状構成は、一般的に使用されるＴＡＰＥ積み重ね内の比較的に高価な
「Ｔ」（ＴｅｄｌａｒＴＭ）の代わりに使用されることが可能である。場合によっては、
この支持部材８は、接着剤、または、ねじ、ステーブル（ｓｔａｂｌｅ）、または、クラ
ンプのような１つまたは複数の機械的ファスナによって、内側シート８ａに接着されるこ
とが可能である。
【００６６】
　場合によっては、内側シート８ａは、厚さｔ１を有する内側シートであり、および、支
持構造８は厚さｔ２と高さｈと固有の電池幅（Ｗ）のウェブを有する。支持構造８と内側
シート８ａは、例えば射出成形法を用いてポリマー材料で形成されることが可能である。
一例としては、この支持構造８と内側シート８ａは、例えば、ポリスチレン、ポリエチレ
ン、ポリプロピレン、塩化ポリビニル（ＰＶＣ）、または、紫外線（ＵＶ）放射に対して
耐久性がある材料のような、経済的なポリマー材料で作られている射出成形部品によって
形成されている。このことが、溶接によって８ａと８とを接合することを不要にすること
が可能である。
【００６７】
　図６の支持構造８は、充填密度のような様々な形状と構成の貫通穴を備える。一例とし
ては、貫通穴はハニカム形状であり、各々の個別穴が６つの壁を有する。貫通穴は、例え
ば円形、三角形、正方形、長方形、五角形、七角形、または、十角形のような他の幾何学
的形状を有することが可能である。貫通穴は、六方最密充填（ｈｃｐ）形状構成の形に充
填されているが、面心立方（ｆｃｃ）のような他の充填構造も使用されることがある。
【００６８】
　パラメータ「ｔ１」、「ｔ２」、「ｈ」、「Ｗ」が、ポリマー材料が取って代わるガラ
スシートと概ね同一の剛性を与えるために、このポリマー材料の強度に基づいて調整され
ることが可能である。この剛性は、さらに、従来のアルミニウムフレーム付きのモジュー
ルの剛性を再現するようにされることが可能であり、これはガラスの場合と異なることは
ないだろう。ウェブ厚さ「ｔ２」は必ずしも内側シート厚さ「ｔ１」と同一である必要は
ないが、同一であってもよい。これらの厚さ「ｔ１」、「ｔ２」は約０．０１インチから
１インチの間であり、または０．０２インチから０．１インチの間であることが可能であ
る。電池幅「Ｗ」は約０．１インチから２インチの間であり、または、０．５インチから
１．５インチの間であることが可能であり、および、ウェブ高さ「ｈ」は約０．１インチ
から２インチの間であり、または、０．５インチから１．５インチの間であることが可能
である。場合によっては、この剛性は、材料プレートの厚さの３乗に比例していることが
可能であり、および、有効厚さが非常に狭い範囲内に収まる傾向がある。重量を著しく増
大させずに剛性の増大を実現するために、「ｔ１」および「ｔ２」に類似した厚さを有す
る追加のシート８ｂが裏面に接着されてもよい。この外側シートは、太陽露光中にモジュ
ールからの対流熱損失を可能にするために、直径「Ｄ」を有する六角形パターン上に中心
に来るように置かれている開口部（すなわち、円形穴）を有することが可能である。シー
ト８ｂは、ポリマー材料、または、アルミニウムのような金属材料で形成されることが可
能である。
【００６９】
　図６のＰＶモジュールの製造においては、様々な材料のシートが端部シール（ｅｄｇｅ
　ｓｅａｌ）９と共に互いに積み重ねられ、および、これらの材料が、場合によっては真
空中または不活性環境（例えば、Ｎ２、Ａｒ、または、Ｈｅ）内で、高温度において互い
に接合させられる。場合によっては、ＰＶ電池３は端部シール９によって側方において接
合させられる。端部シール９は、層２－５に対して固定されている独立型の構成要素であ
ることが可能である。あるいは、代替策として、端部シール９は、内側シート８ａまたは
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支持構造８の一部分として形成されることが可能である。
【００７０】
　図６の支持構造８は型の中で形成されることが可能であり、および、厚さのパラメータ
も、その支持構造８を形成するために使用される型、テンプレート、または、パネル、変
化させられるだろう。例えば、ウェブ高さ「ｈ」さえ含む支持構造８のあらゆる寸法が、
幾つかの位置における局所的な補強を実現するために変化させられることが可能である。
場合によっては、この「ｈ」は、より高い応力が生じさせられるモジュール据え付け台の
区域内で変化させられることが可能である。低応力区域が薄くされると同時に、この区域
は、より頑丈にされることが可能であり、こうして、選択された区域において強度を増大
させながら、所与の材料重量において全体的な剛性を最大化する。場合によっては、内側
シート８ａの厚さ「ｔ１」は支持構造８の剛性にわずかしか影響しないが、これは、十分
に強力な接合によって荷重が最終的にガラスに移動させられるからである。このような場
合には、薄い内側シート８ａが確実な接合を実現することを促進することが可能である。
内側シート８ａは、重量を減少させるために薄くされることが可能である。特定の実施形
態では、支持構造８のセル壁（ｃｅｌｌ　ｗａｌｌ）と層６との間に適切な接合が生じさ
せられることが可能な場合には、内側シート８ａが排除されることが可能である。
【００７１】
　支持構造８と、内側シート８ａと外側シート８ｂの片方または両方（これらが使用され
る場合に）とが、図６のＰＶモジュールの支持部材を画定することが可能である。特定の
実施形態では、内側シート８ａと外側シート８ｂの片方または両方は支持構造８と一体状
である。場合によっては、内側シート８ａと、支持構造８と、外側シート８ｂは、単一の
部品として形成されている。他の場合には、内側シート８ａと支持構造８は単一の部品と
して形成されており、および、外側シート８ｂは、例えば溶接によって、支持構造８に対
して固定されている。他の場合には、支持構造８と外側シート８ｂは単一の部品として形
成されており、および、内側シート８ａは、例えば溶接によって、支持構造８に対して固
定されている。これは、支持構造８の端縁が層６に接合されておらずかつ内側シート８の
構造または材料に類似した構造または材料に接合することがある場合に、使用されること
が可能である。支持構造８と層６との間の接合は、より適切な全体的強度のためにモジュ
ールの全区域にわたって広げられることが可能である。
【００７２】
　支持部材は、支持構造８の少なくとも一部分を貫通して延びる穴を含むことが可能であ
り、場合によっては支持部材全体を貫通して延びる穴を含むことが可能である。この穴は
、六角形の形状に６つの壁を有する囲いのような囲いによって画定されることが可能であ
る。この囲いは、支持構造８の中に収容されている。支持構造８の少なくとも一部分を貫
通して延びる穴を含む囲いが、「支持セル（ｓｕｐｐｏｒｔ　ｃｅｌｌ）」と呼ばれるこ
とが可能である。この支持セルは、ＰＶ電池３の対流冷却のための流体の流れ（例えば、
空気流）を実現することが可能な、シート８ｂ内の穴のような穴と流体連通している。支
持構造８を含む支持部材の強度は、支持セルのサイズを含む支持セルの形状に基づいてい
ることが可能である。場合によっては、支持部材は、１平方フィート当たり約４０個から
１６０個の支持セル、または、１平方フィート当たり約６０個から１２０個の支持セル、
または、１平方フィート当たり約７０個から１００個の支持セルを有する。平方フィート
は、支持部材の断面積に関していることが可能である。一例として、支持部材は１平方フ
ィート当たり８０個の支持セルを有する。場合によっては、支持セルは横並びの形で分布
している。特定の実施形態では、支持セルは、六方最密充填（ｈｃｐ）配列または面心立
方（ｆｃｃ）配列のような最密充填配列の形である。個別の支持セルの各々は、支持構造
８の高さ（ｈ）よりも小さいかまたはこれに等しい高さを有することが可能である。
【００７３】
　支持セルの数密度は、支持セルの壁の厚さまたは支持構造８の高さ（ｈ）に応じて反比
例して変化することが可能である。一例としては、支持セルを減少させることが、支持構
造８の高さの増大、または、支持セルの囲いを画定する１つまたは複数の壁の厚さの増大
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を必要とする可能性がある。場合によっては、ポリマー材料で形成されている支持構造の
場合に、その厚さは約１インチから３インチであり、または、１．５インチから２．０イ
ンチである。
【００７４】
　図７が、ハニカム型支持部材を有する図６のＰＶモジュールのような、ＰＶモジュール
の頂部部分の略背面図である。このＰＶモジュールは固有の電池幅（Ｗ）を有する。約１
．２５インチの幅の場合には、図７のＰＶモジュールは、図示されているように、約１メ
ートルのモジュール幅を有することが可能である。このことが、風荷重と他の環境的問題
点と取り扱い上の問題点に対する耐久性のために必要とされることがある構造的保全性を
有する、支持部材を含むＰＶモジュールを実現することが可能である。場合によっては、
その幅が２倍にされるならば、高さ（ｈ）が約２∧（１／３）（または、約１．２６）の
係数で拡大される。１メートル×１．６メートルのモジュール長さの場合には、モジュー
ルの全体的なサイズが、従来のフレーム構造のケイ素モジュールの全体的サイズと概ね同
一であるが、より低コストであり、かつ、場合によっては、より軽量である。このＰＶモ
ジュールの重量は、等しいサイズのガラス－ガラス型の設計よりも軽量である可能性があ
る。
【００７５】
　図７を続けて参照すると、このＰＶモジュールは、このモジュール内の電池に対する電
気的接続を実現するために、そのモジュールの頂部の付近に１つまたは複数の雌プラグ差
し込み口１０を含む。プラグは、六角形の構造のセル寸法内に収まる形で示されているが
、他のプラグ形状が採用可能である。このプラグは、ウェブが取り除かれている（または
、最初から成形されていない）領域に広がることが可能であり、および、必ずしも丸い形
状である必要はない。場合によっては、プラグ１０は雄の形状構成を有することが可能で
ある。
【００７６】
　特定の実施形態では、図１と図２のＰＶモジュール１が、図６に関連して説明した仕方
で形成されている。図６の支持構造は、図１と図２のＰＶモジュール１に対して構造的保
全性を提供することが可能であり、このことが、有利なことに、材料の破損のような取り
扱い上および設置上の問題点を排除しないまでも最小限にすることを促進することが可能
である。図６に関連して説明した支持構造を有する屋根板型ＰＶモジュールは、従来のＰ
Ｖモジュールよりも軽量であり、輸送および設置を容易化することが可能である。
【００７７】
　図８を参照すると、図６の構造が、ハニカム型支持構造８の端縁に取り付けられている
エッジクリップ２１によって、ハニカム型支持構造８に取り付けられている。エッジクリ
ップ２１は、ねじ（図示されている）または他の取り付け部材またはファスナによって、
ハニカム型支持構造８に取り付けられている。図８のＰＶモジュールの頂部表面上の機械
的荷重（例えば、風、雪）が、強固なハニカム支持物に対してその積層構造を押し付ける
可能性があるが、このことは破損を引き起こすことはないだろう。しかし、背面からの風
荷重が図８のＰＶモジュールの中央部を持ち上げることがあり、このことが、端縁拘束手
段だけしか使用されない場合には破損または他の破裂を引き起こす可能性がある。したが
って、図８のＰＶモジュールは、ハニカム型セル壁が交差する取り付け位置２２を含むだ
ろう。この取り付け位置２２は、ハニカム型構造８に図６の構造を取り付けるための化学
的ファスナを含むことが可能である。場合によっては、この化学的ファスナは接着剤であ
る。取り付け接着剤（シリコーンゴムのような）が、様々な気象条件に適合している属性
を有しかつ様々な熱負荷の下で弛緩するのに十分な可とう性を有するように選択されるだ
ろう。特定の実施形態では、ハニカム型構造のシート８ａが、あらゆる機能性の損失なし
に８ｂに類似しているように、取り除かれるかまたは構成される（すなわち、形成される
、寸法決定される）ことが可能である。これが、セル壁の交差部分に小さい取り付け部分
２２が示されている理由である。場合によっては、シート８ａが図８のＰＶモジュール内
に含まれている場合に、接着剤取り付け区域が、必要に応じて、著しくより大きいことが
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可能である。そのパネルの全体的な構造的強度がハニカム型後板構造内に残留することが
あるので、非常に薄いガラスが、ＰＶモジュールの水蒸気バリア属性を損なうことなしに
太陽電池の積層に使用されるだろう。こうした構成が幾つかの利点を実現する。例えば、
ＰＶモジュールは比例してより軽量であり、および、より薄いガラスがより向上した光透
過を有し、したがってＰＶ効率（すなわち、露光時の電力出力）を向上させる。
【００７８】
　特定の実施形態では、屋根板型の熱収集器が提供されている。この屋根板型の熱収集器
は、屋根板型ＰＶモジュールに関連して本明細書で説明されている外側表面を有すること
が可能であるが、この外側表面は熱エネルギーまたは放射エネルギーを捕捉するように構
成されており、この屋根板型の熱収集器は、例えば、スターリングエンジンで使用される
ことが可能である。
【００７９】
　本発明の好ましい実施形態が本明細書に示され説明されているが、こうした実施形態が
単なる例示として提示されているということが当業者には明らかだろう。様々な変形と変
更と置き換えとが、本発明からの逸脱なしに当業者によって見い出されるだろう。本明細
書で説明されている本発明の実施形態に対する様々な代替案が、本発明を実施するために
使用されるだろうということが理解されなければならない。後述の特許請求項が本発明の
範囲を定義するということと、これらの特許請求項の範囲内の方法および構造とその等価
物とが後述の特許請求項によって範囲内に含まれるということとが意図されている。
【符号の説明】
【００８０】
　１　　光起電力モジュール
　２　　第２の部分
　３　　第３の部分
　４　　接着剤層
　５　　湿気バリア層
　６　　光活性材料層
　７　　電気絶縁性材料層
　９　　保護層
　１０　　暗色部分
　１１　　調整表面
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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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【手続補正書】
【提出日】平成25年11月29日(2013.11.29)
【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】
　光起電力モジュールであって、
　入射光の少なくとも一部分に対して透明である光学的に透明な材料の第１の層と、
　前記第１の層に隣接した水蒸気バリア材料の第２の層であって、前記第１の層からの光
の少なくとも一部分に対して透明である第２の層と、
　前記第２の層に隣接した１つまたは複数の相互接続された光起電力（ＰＶ）電池を有す
る第３の層であって、前記１つまたは複数の相互接続されたＰＶ電池は、前記第１の層か
ら前記第２の層を通過してこの第３の層に方向付けられる光に露光される時に電力を発生
させる第３の層と、
　前記第３の層に隣接した電気絶縁性材料の第４の層
とを含み、
　前記第１の層は、前記第１の層に隣接した前記第２の層の表面に対してゼロ度より大き
い角度に方向配置されている１つまたは複数の外側表面を含む
光起電力モジュール。
【請求項２】
　前記水蒸気バリア材料は被覆ポリマー材料を含む請求項１に記載の光起電力モジュール
。
【請求項３】
　前記水蒸気バリア材料はＳｉＯｘを含み、前式中で「ｘ」はゼロよりも大きい数である
請求項１に記載の光起電力モジュール。
【請求項４】
　前記１つまたは複数の外側表面の少なくとも一部分は、前記第２の層の前記表面に比べ
て粗くされている請求項１に記載の光起電力モジュール。
【請求項５】
　前記第４の層に隣接した別の水蒸気バリア材料の第５の層をさらに備え、前記別の水蒸
気バリア材料は、アルミニウム、または、１つまたは複数のバリア層で被覆されているポ
リマー下地を備える請求項１に記載の光起電力モジュール。
【請求項６】
　前記１つまたは複数の外側表面は、前記第１の層と一体化されている複数の外側表面で
ある請求項１に記載の光起電力モジュール。
【請求項７】
　前記第４の層に隣接した支持部材をさらに備え、前記支持部材は、前記支持部材を貫通
して延びる複数の穴を有する請求項１に記載の光起電力モジュール。
【請求項８】
　前記１つまたは複数の外側表面は複数の凹みを備える請求項１に記載の光起電力モジュ
ール。
【請求項９】
　光起電力システムであって、１つまたは複数の屋根板型の光起電力モジュールを備え、
および、前記１つまたは複数の屋根板型光起電力モジュールの屋根板型光起電力モジュー
ルの各々は、その型押しされた層からの光に露光される時に電気を発生させるように構成
されている光活性材料の層に隣接した、光学的に透明なポリマー材料の型押し層を有する
光起電力システム。
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【請求項１０】
　前記型押し層は、屋根板型の形状のトラフのパターンを備える請求項９に記載の光起電
力システム。
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【国際調査報告】
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