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(57)【要約】
【課題】モジュール出力の低下を抑制することが可能な
太陽電池モジュール、太陽電池モジュールの製造方法及
び太陽電池セルを提供する。
【解決手段】太陽電池モジュールは、表面保護材と裏面
保護材との間に、複数の太陽電池
セルが配設されている。複数の太陽電池セルは、インタ
ーコネクタ４０によって接続されている。インターコネ
クタ４０は、バスバー電極３０に接続される。また、太
陽電池セルは、インターコネクタ４０の接続領域から離
間して設けられる補助電極８０を備えている。このため
、フィンガー電極２０とバスバー電極３０との交点部分
で断線が発生しても、補助電極８０を通じて断線等の部
分の電流収集が実現される。従って、太陽電池モジュー
ルの出力低下を抑制することができる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
表面保護材と裏面保護材との間に、インターコネクタによって電気的に接続された複数の
太陽電池セルが配設されてなる太陽電池モジュールであって、
前記太陽電池セルは、光入射により光生成キャリアを発生させる光電変換部と、前記イン
ターコネクタが電気的に接続される正負１対の電極と、を有し、
前記正負１対の電極のうち少なくとも一方の電極は、前記光電変換部で発生した光生成キ
ャリアを収集するための複数のフィンガー電極を備え、
且つ前記一方の電極は、前記複数のフィンガー電極のうちの少なくとも２以上のフィンガ
ー電極を相互に電気的に接続するための補助電極を、前記インターコネクタとの接続領域
から離間して有することを特徴とする太陽電池モジュール。
【請求項２】
前記補助電極は、前記フィンガー電極と前記インターコネクタとの接続領域の近傍に設け
られることを特徴とする請求項１に記載の太陽電池モジュール。
【請求項３】
前記一方の電極は、前記複数のフィンガー電極により収集された光生成キャリアを集電す
るためのバスバー電極を備え、前記インターコネクタは、前記バスバー電極に接続される
ことを特徴とする請求項１又は請求項２のいずれか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は、前記複数のフィンガー電極に、導電性接着剤を用いて直接接続
されていることを特徴とする請求項１又は請求項２のいずれかに記載の太陽電池モジュー
ル。
【請求項５】
前記補助電極は、全ての前記フィンガー電極と電気的に接続されていることを特徴とする
請求項１乃至請求項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】
前記複数のフィンガー電極のうち一部のフィンガー電極を相互に電気的に接続する補助電
極を複数備え、
複数の補助電極によって、前記複数のフィンガー電極は、互いにいずれかのフィンガー電
極と電気的に接続されていることを特徴とする請求項１乃至請求項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】
光入射により光生成キャリアを発生させる光電変換部の光入射面に、前記光生成キャリア
を収集するための複数のフィンガー電極を形成する第１工程と、
前記複数のフィンガー電極を互いに電気的に接続する補助電極を形成する第２工程と、
前記補助電極から離間する領域において前記フィンガー電極に直接或いは間接的に電気的
に接続されるようにインターコネクタを接続する第３工程と、
を有し、
前記第１工程と前記第２工程とを同一工程で同時に行う
ことを特徴とする太陽電池モジュールの製造方法。
【請求項８】
光入射により光生成キャリアを発生させる光電変換部と、
前記光電変換部で発生した光生成キャリアを取り出すための正負１対の電極と、
を有し、
前記正負１対の電極のうち少なくとも一方の電極は、前記光電変換部で発生した光生成キ
ャリアを収集するための複数のフィンガー電極と、前記複数のフィンガー電極により収集
された前記光生成キャリアを集電するためのバスバー電極と、前記複数のフィンガー電極
のうちの少なくとも一部のフィンガー電極を相互に電気的に接続するための補助電極と、
を有することを特徴とする太陽電池セル。
【請求項９】
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光入射により光生成キャリアを発生させる光電変換部と、
前記光電変換部で発生した光生成キャリアを取り出すための正負１対の電極と、
を有し、
前記正負１対の電極のうち少なくとも一方の電極は、前記光電変換部で発生した光生成キ
ャリアを収集するための複数のフィンガー電極を有し、
前記複数のフィンガー電極のうちの少なくとも一部のフィンガー電極を相互に電気的に接
続するための補助電極が、配線用のインターコネクタが接続される接続領域と離間して設
けられていることを特徴とする太陽電池セル。
【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、太陽電池モジュールの製造方法、及び太陽電池セルに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、表面保護材と裏面保護材との間に複数配設された複数の太陽電池セル同士をイン
ターコネクタによって電気的に接続してなる太陽電池モジュールが知られている。この太
陽電池モジュールを作成する際には、隣接する太陽電池セルの光入射側電極と裏面電極と
に銅等の金属材料からなるインターコネクタを半田により接着することで、電気的に接続
することが一般的である。
【０００３】
　このような太陽電池モジュールでは、温度変化に伴う応力への耐性を向上させることが
肝要となっている。応力に対する問題に対して、従来では、太陽電池セルの表裏面の構造
を、電極を含めて表裏対象構造にすることにより基板の反りを低減するものが提案されて
いる（特許文献１参照）。また、表裏のバスバー電極の長手方向の中心線が重ならないよ
うにして応力集中を緩和するものも提案されている（特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００３－１９７９４３号公報
【特許文献２】特開２００４－１１９６８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の太陽電池モジュールでは、基板とインターコネクタとの線膨張係
数の違いから、フィンガー電極とバスバー電極との交点部分においてストレスが加わり、
その結果、交点部分が破壊され、出力低下を引き起こしてしまう。ここで、特許文献１及
び特許文献２に記載の太陽電池モジュールでは応力緩和を行っているものの、実使用環境
のように温度上昇と下降とが繰り返し起こる場合には、交点部分の破壊の可能性を否定で
きず、出力低下を引き起こしてしまうおそれがある。
【０００５】
　本発明は、上記の問題に鑑み、モジュール出力の低下を抑制することが可能な太陽電池
モジュール、太陽電池モジュールの製造方法及び太陽電池セル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】
【０００６】
　本発明の特徴に係る太陽電池モジュールは、表面保護材と裏面保護材との間に、インタ
ーコネクタによって電気的に接続された複数の太陽電池セルが配設されてなる太陽電池モ
ジュールであって、太陽電池セルは、光入射により光生成キャリアを発生させる光電変換
部と、インターコネクタが電気的に接続される正負１対の電極と、を有し、正負１対の電
極のうち少なくとも一方の電極は、光電変換部で発生した光生成キャリアを収集するため
の複数のフィンガー電極を備え、且つ一方の電極は、複数のフィンガー電極のうちの少な
くとも２以上のフィンガー電極を相互に電気的に接続するための補助電極を、インターコ
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ネクタとの接続領域から離間して有することを要旨とする。
【０００７】
　本発明の特徴に係る太陽電池モジュールによると、温度上昇及び下降が繰り返される実
使用環境において、光電変換部とインターコネクタの線膨張係数の違いから光電変換部と
インターコネクタとの接続領域にストレスが加わったとしても、補助電極にはストレスが
加わりにくくなっている。これにより、交点部分で断線（バスバー電極を備える場合、例
えばフィンガー電極とバスバー電極との交点での断線、バスバー電極を備えない場合、例
えばインターコネクタとフィンガー電極との接続領域での断線）などが発生しても補助電
極では断線が発生しにくく、補助電極を通じて断線等の部分の電流収集が実現される。従
って、太陽電池モジュールの出力低下を抑制することができる。
【０００８】
　本発明の特徴に係る太陽電池モジュールにおいて、補助電極は、フィンガー電極とイン
ターコネクタとの接続領域の近傍に設けられることが好ましい。
【０００９】
　この太陽電池モジュールによると、断線等が発生し電流収集が補助電極により行われる
こととなった場合、補助電極とインターコネクタとが近い位置に存在するため、フィンガ
ー電極の断線部分から補助電極を介してインターコネクタに至る電流経路の距離を短くで
き、キャリア収集の際の抵抗損失をできるだけ小さくすることができる。従って、太陽電
池モジュールの出力低下を一層抑制することができる。
【００１０】
　本発明の特徴に係る太陽電池モジュールにおいて、一方の電極は、複数のフィンガー電
極により収集された光生成キャリアを集電するためのバスバー電極を備え、インターコネ
クタは、バスバー電極に接続されることが好ましい。
【００１１】
　この太陽電池モジュールによると、補助電極はインターコネクタとバスバー電極とが存
在する領域から離間することとなり、線膨張係数の違いからバスバー電極自体の破損等が
あったとしても、補助電極により電流収集が実現される。従って、太陽電池モジュールの
出力低下を一層抑制することができる。
【００１２】
　本発明の特徴に係る太陽電池モジュールにおいて、インターコネクタは、複数のフィン
ガー電極に、導電性接着剤を用いて直接接続されていることが好ましい。
【００１３】
　この太陽電池モジュールによると、インターコネクタを通じてフィンガー電極からの電
流収集が行われ、バスバー電極の構成が省略される。従って、構成を簡素化することがで
きる。
【００１４】
　また、本発明の特徴に係る太陽電池モジュールにおいて、補助電極は、全てのフィンガ
ー電極と電気的に接続されていることが好ましい。
【００１５】
　この太陽電池モジュールによると、補助電極により全てのフィンガー電極から電流収集
が可能ととなり、太陽電池モジュールの出力低下を一層抑制することができる。
【００１６】
　また、本発明の特徴に係る太陽電池モジュールにおいて、複数のフィンガー電極のうち
一部のフィンガー電極を相互に電気的に接続する補助電極を複数備え、複数の補助電極に
よって、複数のフィンガー電極は、互いにいずれかのフィンガー電極と電気的に接続され
ていることが好ましい。
【００１７】
　この太陽電池モジュールによると、断線したフィンガー電極により収集された光生成キ
ャリアを、いずれかの補助電極によって集電することができるので、太陽電池モジュール
の出力低下を抑制することができる。特に、複数の補助電極の長さの合計が、フィンガー
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電極の全てと電気的に接続される１つの補助電極の長さよりも短い場合には、光を遮りに
くくなり、受光ロスを低減することができる。
【００１８】
　また、本発明の特徴に係る太陽電池モジュールでは、光入射により光生成キャリアを発
生させる光電変換部の光入射面に、光生成キャリアを収集するための複数のフィンガー電
極を形成する第１工程と、複数のフィンガー電極を互いに電気的に接続する補助電極を形
成する第２工程と、補助電極を除く領域においてフィンガー電極に直接或いは間接的に電
気的に接続されるようにインターコネクタを接続する第３工程と、を有し、第１工程と第
２工程とを同一工程で同時に行うことを要旨とする。
【００１９】
　本発明の特徴に係る太陽電池モジュールの製造方法によると、温度上昇及び下降が繰り
返される実使用環境において、光電変換部とインターコネクタの線膨張係数の違いから光
電変換部とインターコネクタとの接続領域にストレスが加わったとしても、補助電極には
ストレスが加わりにくくなっている。これにより、交点部分で断線（バスバー電極を備え
る場合、例えばフィンガー電極とバスバー電極との交点での断線、バスバー電極を備えな
い場合、例えばインターコネクタとフィンガー電極との接続領域の交点での断線）などが
発生しても補助電極では断線が発生しにくく、補助電極を通じて断線等の部分の電流収集
が実現される。従って、太陽電池モジュールの出力低下を抑制することができる。特に、
フィンガー電極を形成する第１工程と補助電極を形成する第２工程とを同一工程で同時に
行うため、簡易に太陽電池モジュールを製造することができる。
【００２０】
　また、本発明の特徴に係る太陽電池セルは、光入射により光生成キャリアを発生させる
光電変換部と、光電変換部で発生した光生成キャリアを取り出すための正負１対の電極と
、を有し、正負１対の電極のうち少なくとも一方の電極は、光電変換部で発生した光生成
キャリアを収集するための複数のフィンガー電極と、複数のフィンガー電極により収集さ
れた光生成キャリアを集電するためのバスバー電極と、複数のフィンガー電極のうちの少
なくとも一部のフィンガー電極を相互に電気的に接続するための補助電極と、を有するこ
とを要旨とする。
【００２１】
　本発明の特徴に係る太陽電池セルによると、バスバー電極にインターコネクタを接続し
てモジュール化することで、光電変換部とインターコネクタの線膨張係数の違いから光電
変換部とインターコネクタとの接続領域にストレスが加わったとしても、補助電極にスト
レスが加わりにくくすることができる。これにより、例えばフィンガー電極とバスバー電
極との交点で断線が発生しても補助電極では断線が発生しにくく、補助電極を通じて断線
等の部分の電流収集が実現される。従って、出力低下が抑制された太陽電池モジュールを
製造することができる。
【００２２】
　また、本発明の特徴に係る太陽電池セルは、光入射により光生成キャリアを発生させる
光電変換部と、光電変換部で発生した光生成キャリアを取り出すための正負１対の電極と
、を有し、正負１対の電極のうち少なくとも一方の電極は、光電変換部で発生した光生成
キャリアを収集するための複数のフィンガー電極を有し、複数のフィンガー電極のうちの
少なくとも一部のフィンガー電極を相互に電気的に接続するための補助電極が、配線用の
インターコネクタが接続される接続領域と離間して設けられていることを要旨とする。
【００２３】
　本発明の特徴に係る太陽電池セルによると、補助電極の設置領域と離間させてインター
コネクタを接続することで、光電変換部とインターコネクタの線膨張係数の違いから光電
変換部とインターコネクタとの接続領域にストレスが加わったとしても、補助電極にスト
レスが加わりにくくすることができる。これにより、例えばインターコネクタとフィンガ
ー電極との交点で断線が発生しても補助電極では断線が発生しにくく、補助電極を通じて
断線等の部分の電流収集が実現される。従って、出力低下が抑制された太陽電池モジュー
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ルを製造することができる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によると、モジュール出力の低下を抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　次に、図面を用いて、本発明の実施の形態を説明する。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。また、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。
【００２６】
図１は、本実施形態に係る太陽電池モジュールの断面図である。本実施形態に係る太陽電
池モジュールは、複数の太陽電池セルと、インターコネクタ４０と、表面保護材５０と、
裏面保護材６０と、封止材７０とからなっている。各太陽電池セルは、光入射により光生
成キャリアを発生する光電変換部１０と、光電変換部１０で発生した光生成キャリアを取
り出すための正負１対の電極とを備えている。
【００２７】
　光電変換部１０は、ｐｎ或いはｐｉｎ接合等の半導体接合を有しており、単結晶Ｓｉ、
多結晶Ｓｉ等の結晶系半導体材料、非晶質Ｓｉ系合金或いはＣｕＩｎＳｅ等の薄膜半導体
材料、或いはＧａＡｓ、ＩｎＰ等の化合物半導体材料等の半導体材料から構成されている
。また、最近では色素増感型等の有機材料を用いたものも検討されている。
【００２８】
　また、１対の電極のうち光電変換部１０の光入射側に設けられる電極は、入射光を遮る
面積をできるだけ小さくするために、複数の幅狭のフィンガー電極２０と幅広のバスバー
電極３０とを組み合わせて例えば櫛型状の形状に形成される。フィンガー電極２０は光電
変換部１０で生成された光生成キャリアの収集用の電極であり、光電変換部１０の光入射
面のほぼ全域にわたって、例えば１００μｍ程度の幅を有するライン状のフィンガー電極
２０が２ｍｍおきに配されている。また、バスバー電極３０は複数のフィンガー電極２０
で収集された光生成キャリアの集電用電極であり、例えば１ｍｍの幅で全てのフィンガー
電極２０と交差するようにライン状に形成される。また、バスバー電極３０の数は、太陽
電池セルの大きさや抵抗を考慮して適宜適当な数に設定される。
【００２９】
　また、他方の電極は通常光電変換部１０の背面側に設けられるので入射光を考慮する必
要がない。従って、他方の電極は光電変換部１０の背面の略全面を覆うように形成しても
良く、光入射側の電極と同様に櫛形形状に形成しても良い。本発明においては光電変換部
１０の背面側に設けられる電極の形状を限定するものではないが、図１では背面側にも複
数のフィンガー電極２０およびバスバー電極３０を備える太陽電池セルを例にして説明す
る。
【００３０】
　これらの複数の太陽電池セルは、ガラス、透光性プラスチックのなどの透光性を有する
表面保護材５０とＰＥＴ（Ｐｏｌｙ　ＥｔｈｙｌｅｎｅＴｅｒｅｐｈｔａｌａｔｅ）等の
樹脂フィルム或いはＡｌ泊を樹脂フィルムをサンドイッチした構造の積層フィルム等から
なる裏面保護材６０との間に複数配設されている。また、表面保護材５０と裏面保護材６
０との間には、ＥＶＡ等の透光性を有する封止材７０が充填されており、複数の太陽電池
セルは封止材７０によって固定されることとなる。また、複数の太陽電池セルは、インタ
ーコネクタ４０によって電気的に接続されている。インターコネクタ４０は、太陽電池セ
ル同士を電気的に接続するための配線材であり、薄板状或いは縒り線状の形状に成型され
た銅等の導電材からなる。インターコネクタ４０は、隣接する太陽電池セルの一方のセル
の光入射側に設けられたバスバー電極３０と、他方のセルの背面側に設けられたバスバー
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電極３０とを電気的に接続するように、これらの電極３０，３０上に半田或いは導電性樹
脂等の導電性接着剤を用いて接続されている。従って、本実施形態では互いに接着された
バスバー電極３０、導電性接着剤およびインターコネクタ４０の積層領域が光電変換部１
０とインターコネクタ４０との接続領域となる。
【００３１】
　図２は、図１に示した太陽電池モジュールの太陽電池セルの一例を示す断面図であり、
図３は、図２に示した太陽電池セルの上面図である。太陽電池セルの光電変換部１０は、
図２に示すように、ｎ型単結晶シリコン基板１０ｄの上面側に、ｉ型非晶質シリコン層１
０ｃを介してｐ型非晶質シリコン層１０ｂが形成されている。さらに、太陽電池セルは、
ｐ型非晶質シリコン層１０ｂ上にＩＴＯ膜１０ａが形成されている。一方、ｎ型単結晶シ
リコン基板１０ｄの下面側には、ｉ型非晶質シリコン層１０ｅを介してｎ型非晶質シリコ
ン層１０ｆが形成されている。さらに、太陽電池セルは、ｎ型非晶質シリコン層１０ｆ上
にＩＴＯ膜１０ｇが形成されている。図１に示したバスバー電極２０及びフィンガー電極
３０は、このＩＴＯ膜１０ａ、１０ｇ上に形成されている。図２に示す構造の太陽電池セ
ルはＨＩＴ太陽電池と呼ばれるものであり、ｎ型の結晶系半導体とｐ型の非晶質半導体膜
で形成されるｐｎ接合の間に、実質的に発電に寄与しない程度の厚みを有する真性の非晶
質半導体膜を介挿することによって、変換効率を飛躍的に向上させたものである。
【００３２】
　さらに、太陽電池セルは、ＩＴＯ膜１０ａ上に補助電極８０を有している。補助電極８
０は、図３に示すように、太陽電池セルの全てのフィンガー電極２０と直接接する構造と
なっている。また、補助電極８０は、バスバー電極３０から約２ｍｍ離れて、バスバー電
極３０と平行に形成されている。このため、補助電極８０は、バスバー電極３０及びイン
ターコネクタ４０と直接接しないようになっており、バスバー電極３０とインターコネク
タ４０との接続領域から離間している。
【００３３】
　ところで、従来の太陽電池モジュールにおいては、温度サイクル試験において、複数あ
るフィンガー電極のうち一部のフィンガー電極が断線し、このため出力特性が低下すると
いう課題が生じていた。
【００３４】
　この現象が起こる理由としては、次のような要因が考えられる。太陽電池モジュールで
は、インターコネクタの線膨張係数が、約１．７×１０－５／℃（Ｃｕ）であり、光電変
換部の線膨張係数が、約３．６×１０－６／℃（Ｓｉ）であり、これらの線膨張係数は、
約５倍の差がある。このため、温度サイクルが加えられた場合、両者の線膨張係数の差に
起因するストレスがその中間に位置するバスバー電極に繰り返し加えられる。このときイ
ンターコネクタの方が大きい線膨張係数を有するので、温度サイクルによってバスバー電
極自体が本来伸び縮みしようとする量よりも大きく伸び縮みさせようとする力がバスバー
電極に加わる。一方、バスバー電極に電気的に接続されているフィンガー電極は、その幅
が約１００μｍ程度と非常に小さく、バスバー電極とフィンガー電極との間の接着力は元
々それ程強固なものではない。このため温度サイクルによってバスバー電極とフィンガー
電極との接続部に、インターコネクタから加えられるバスバー電極を大きく伸び縮みさせ
ようとする力に起因する力が繰り返し加わり、フィンガー電極が根元から断線したものと
推察される。そして、このようにフィンガー電極が断線することにより、出力低下が生じ
たものと考えられる。
【００３５】
　ところが、本実施形態に係る太陽電池モジュール１は、全てのフィンガー電極２０と電
気的に接続された補助電極８０を備えており、この補助電極８０は、バスバー電極３０と
インターコネクタ４０との接続領域から離間している。このため、光電変換部１０とイン
ターコネクタ４０の線膨張係数の違いから太陽電池モジュール１の各部にストレスが加わ
ったとしても、補助電極８０にはストレスが加わりにくくなっている。これにより、フィ
ンガー電極２０の一部に交点部分で断線が発生しても補助電極８０では断線が発生しにく



(8) JP 2008-135655 A 2008.6.12

10

20

30

40

50

く、補助電極８０を通じて断線等の部分の電流収集が実現される。
【００３６】
　このように電流収集が実現されるため、光電変換部１０やインターコネクタ４０の材料
は、線膨張係数にとらわれることなく、多くの材料から選別することができる。例えば光
電変換部１０の基板として、単結晶シリコン及び多結晶シリコンなどのシリコン基板、ス
テンレス基板並びにガラス基板といった比較的線膨張係数が小さい材料を用いたとしても
補助電極８０を通じて電流収集が実現される。また、インターコネクタ４０の材料として
、銅、銀、アルミニウム、ニッケル、錫、金又はこれらの合金といった比較的線膨張係数
が大きい材料を用いたとしても補助電極８０を通じて電流収集が実現される。
【００３７】
　また、上記構成において、フィンガー電極２０とバスバー電極３０とは、導電性ペース
トにより形成される。上記構成では太陽電池セルとしてＨＩＴ太陽電池を用いているので
、各非晶質半導体層への熱ダメージが小さい温度範囲で硬化される導電性ペーストにより
形成することが望ましい。このような導電性ペーストとして、例えばエポキシ樹脂等の樹
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
を用いることができる。フィラーは、電気伝導性を得ることを目的としており、アルミニ
ウム、ニッケル、錫、金などから選ばれる少なくとも１種の金属粒子、もしくはこれらの
合金、混合などが適用できる。また、アルミナ、シリカ、酸化チタン、ガラスなどから選
ばれる少なくとも１種の無機酸化物に金属コーディングを施したものであってもよく、エ
ポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂、フェノール樹脂、ウレタン樹脂、シリコー
ン樹脂などから選ばれる少なくとも一種、あるいは、これらの樹脂の共重合体、混合体な
どに金属コーティングを施したものであってもよい。さらには、導電性粒子の形状として
は、フレーク状のものと球状のものを混合したり、サイズの異なるものを混合したり、あ
るいは表面に凹凸形状を設けたりしたものであってもよい。
【００３８】
　さらに、バインダーは、接着することを主目的としており、信頼性を維持するためには
、耐湿性や耐熱性に優れていることが要求される。これらを満たす樹脂としては、例えば
、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂、フェノール樹脂、ウレタン樹脂、シリ
コーン樹脂などが挙げられ、これらから選ばれる少なくとも一種、あるいは、これらの樹
脂の混合、共重合などを適用することもできる。
【００３９】
　また、樹脂と導電性粒子の割合は、電気伝導性を考慮し、導電性粒子が樹脂の７０重量
％以上であることが好ましい。さらには、これらの樹脂６０がフィルム状で、加熱により
溶着できるものであってもよい。
【００４０】
　さらに、太陽電池セルが結晶質半導体など非晶質半導体に比べて高い耐熱性を有する材
料から構成される場合には、導電性ペーストとして樹脂型導電性ペーストよりも高温で焼
成・硬化される導電性ペースト材料を用いることができる。例えば、銀、アルミニウムな
どの金属粉末と、ガラスフリットと、有機質ビビクルなどから構成される焼成型の導電性
ペーストを用いることができる。
【００４１】
　上記のような構成のフィンガー電極２０及びバスバー電極３０であっても、補助電極８
０を通じて断線等の部分の電流収集が実現されることは言うまでもない。
【００４２】
　また、補助電極８０の形状は上記構成のように直線状のものに限らず、波線状等他の家
状であっても良い。さらに、補助電極８０はバスバー電極３０或いはインターコネクタ４
０と平行である必要はなく、斜めに延びるように設けても良い。どのような形状・配置で
あっても、全てのフィンガー電極２０と電気的に接続されておれば、本発明の効果を奏す
ることができる。
【００４３】
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　なお、フィンガー電極２０の断線部分から補助電極８０を介してバスバー電極３０に至
る電流経路を考えると、補助電極８０をできるだけバスバー電極３０の近くに設けること
が好ましい。前述したように、フィンガー電極２０の断線は主にバスバー電極３０との交
点部分で生じる。従って、補助電極８０は、バスバー電極３０からフィンガー電極２０の
先端までの距離の半分以内の距離に設けることが好ましい。このようにすることで、フィ
ンガー電極２０の断線部分から補助電極８０を介してバスバー電極３０に至る電流経路の
距離を短くできるので、キャリア収集の際の抵抗損失をできるだけ小さくすることができ
る。
【００４４】
　また、前述の通り補助電極８０をバスバー電極３０から離間して設けることで、バスバ
ー電極３０との交点部分で断線したフィンガー電極２０から有効に光生成キャリアを集電
することができる。
【００４５】
　また、太陽電池セルは以下の構成であってもよい。図４は、太陽電池セルの第１変形例
を示す上面図である。図４に示すように、補助電極８０は、複数設けられている。各補助
電極８０は、太陽電池セルの全てのフィンガー電極２０のうち一部のフィンガー電極２０
と電気的に接続されている。また、全てのフィンガー電極２０は複数の補助電極８０のう
ちいずれかの補助電極８０と電気的に接続されている。このような構成とすることにより
、断線したフィンガー電極２０により収集された光生成キャリアを、いずれかの補助電極
８０を介してバスバー電極３０に集電することができるので、前述の実施形態と同様の効
果を奏する。
【００４６】
　また、図４に示す変形例１では、各補助電極８０の長さの合計が、図３に示す補助電極
８０の長さよりも短い。このため、補助電極８０により遮られる光入射量を低減すること
ができるので、太陽電池セルの受光ロスを低減することができ、光電変換率を向上させる
ことができる。特に、図４に示す変形例１では、補助電極８０が、図３に示す補助電極８
０をフィンガー電極２０の間で分割したような構造となっている。このため、変形例１に
係る補助電極８０は分割部分Ａにおいて光を遮らないこととなり、受光ロスを低減するこ
ととなる。
【００４７】
　図５は、太陽電池セルの第２変形例を示す断面図であり、図６は、図５に示した太陽電
池セルの上面図である。図５及び図６に示すように、補助電極８０はバスバー電極３０の
両側にそれぞれ設けられている。このため、交点部分に断線が発生した場合に、一層電流
収集が実現されやすく、太陽電池モジュール１の出力低下を一層抑制することとなる。
【００４８】
　図７は、太陽電池セルの第３変形例を示す断面図である。図７に示すように、補助電極
８０は、裏面のバスバー電極３０の両側の近傍にも設けられている。これにより、太陽電
池モジュール１の出力低下をより一層抑制する構成となっている。
【００４９】
　図８は、太陽電池セルの第４変形例を示す断面図である。なお、図８においては便宜上
インターコネクタ４０についても図示するものとする。図８に示す例において、太陽電池
セルは、バスバー電極３０を備えていない。この場合、インターコネクタ４０は、全ての
フィンガー電極２０に、半田或いは導電性樹脂等の導電性接着剤（図示せず）によって電
気的に接続されている。この構成により、各フィンガー電極２０によって収集された光生
成キャリアをインターコネクタ４０によって集電することができる。また、第４変形例に
おいては、導電性接着剤による接着領域が、インターコネクタ４０との接続領域となる。
そして、補助電極８０がこの接続領域から離間して設けられている。
【００５０】
　図９は、太陽電池セルの第５変形例を示す上面図であり、図１０は、太陽電池セルの第
６変形例を示す上面図である。上記太陽電池セルにおいて補助電極８０は、インターコネ
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クタ４０（バスバー電極３０）から、インターコネクタ４０から最も近いフィンガー電極
２０の先端までの距離の半分の位置よりも当該インターコネクタ４０側に設けられていた
。これに対し、図９及び図１０に示す第５及び第６変形例では、補助電極８０の設置位置
が上記太陽電池セルと異なっている。すなわち、図９に示すように、補助電極８０は、イ
ンターコネクタ４０から最も近いフィンガー電極２０の先端に設けられている。また、図
１０に示すように、補助電極８０は、インターコネクタ４０（バスバー電極３０）から最
も近いフィンガー電極２０の先端までの距離の半分の位置に設けられている。これらであ
っても、上記太陽電池セルと同様に、電流収集を実現することができる。
【００５１】
　図１１は、太陽電池セルの第７変形例を示す上面図であり、図１２は、太陽電池セルの
第８変形例を示す上面図である。図１１及び図１２に示すように、補助電極８０はフィン
ガー電極２０の全てに接続されなくてもよい。例えば、補助電極８０は、図１１に示すよ
うにフィンガー電極２０の約５０％のみに接続されていてもよいし、図１２に示すゆうに
フィンガー電極２０の約２０％のみに接続されていてもよい。この第７および第８変形例
においても、補助電極８０を全く備えない場合に比べ、フィンガー電極２０の断線に伴う
出力低下を抑制することができる。勿論全ての補助電極８０に電気的に接続されるように
１または複数の補助電極８０を設けることが好ましいが、一部のフィンガー電極２０を幅
狭のフィンガー電極２０として幅狭のフィンガー電極２０の全ての電気的に接続されるよ
うに１または複数の補助電極８０を設け、他のフィンガー電極２０を断線が生じにくいよ
うに幅広にしても略同様の効果を得ることができる。
【００５２】
　以上説明した通り、本発明の太陽電池モジュールは、光電変換部で発生した光生成キャ
リアを収集するためのフィンガー電極に接続された配線用のインターコネクタを有してお
り、フィンガー電極のうち少なくとも２以上のフィンガー電極を相互に電気的に接続する
ための補助電極を、インターコネクタとの接続領域から離間して有している。このため屋
外で長期間使用時に晒される熱サイクルに起因して生じると考えられるフィンガー電極の
断線に伴う出力低下を抑制できるので、出力低下の少ない太陽電池モジュールを提供する
ことができる。
【００５３】
　また、本発明の太陽電池セルによれば、出力低下の少ない太陽電池モジュールを製造す
ることが容易な太陽電池セルを提供できる。
【００５４】
　なお、フィンガー電極は光電変換部の少なくとも一面に設けられていれば良く、例えば
光電変換部の光入射面にフィンガー電極を有し、背面にはフィンガー電極を有さず全面電
極を有するものであっても良い。また光電変換部の背面にフィンガー電極を有する正負１
対の電極を有するものであっても良い。
【００５５】
　また、光電変換部を構成する材料は特に限定されるものではなく、種々の材料を用いる
ことができる。
【００５６】
　また、補助電極はフィンガー電極を電気的に接続されていれば良く、同一面に形成され
ていても良いし、フィンガー電極形成後に形成されたものであっても良い。また、補助電
極形成後にフィンガー電極を形成したものであっても良い。
【００５７】
　さらに、補助電極は導電性を有しておれば良く、フィンガー電極と同一材料により形成
されても良いし、異なる材料から形成されても良い。
【００５８】
　次に、本実施形態に係る太陽電池モジュール１の製造方法の一例について説明する。ま
ず、洗浄することにより不純物が除去された約１Ω・ｃｍの抵抗率で約２００μｍの厚み
を有するｎ型単結晶シリコン基板（１０３．５ｍｍ）を準備する。
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【００５９】
　次に、ＲＦプラズマＣＶＤ法を用いて、ｎ型単結晶シリコン基板の上面上に約５ｎｍの
厚みを有するｉ型非晶質シリコン層を形成し、その上面に約５ｎｍの厚みを有するｐ型非
晶質シリコン層を形成する。なお、ＲＦプラズマＣＶＤ法によるｉ型非晶質シリコン層及
びｐ型非晶質シリコン層の具体的な形成条件は、周波数が約１３．５６ＭＨｚであり、形
成温度が約１００℃～約２５０℃であり、反応圧力が約２６．６Ｐａ～約８０．０Ｐａで
あり、ＲＦパワーが約１０Ｗ～約１００Ｗである。
【００６０】
　次に、ｎ型単結晶シリコン基板の下面上に約５ｎｍの厚みを有するｉ型非晶質シリコン
層を形成し、その下面に約２０ｎｍの厚みを有するｎ型非晶質シリコン層を形成する。な
お、これらｉ型非晶質シリコン層及びｎ型非晶質シリコン層は、上記したｉ型非晶質シリ
コン層及びｐ型非晶質シリコン層と同様のプロセスにより形成する。
【００６１】
　次いで、マグネトロンスパッタ法を用いて、ｐ型非晶質シリコン層及びｎ型単結晶シリ
コン層の各々の上に約１００ｎｍの厚みを有するＩＴＯ膜をそれぞれ形成する。なお、マ
グネトロンスパッタ法によるＩＴＯ膜の具体的な形成条件は、形成温度が約５０℃～約２
５０℃であり、Ａｒガス流量が約２００ｓｃｃｍであり、Ｏ２ガス流量が約５０ｓｃｃｍ
であり、パワーが約０．５ｋＷ～約３ｋＷであり、磁場強度が約５００Ｇａｕｓｓ～約３
０００Ｇａｕｓｓである。
【００６２】
　その後、スクリーン印刷法を用いて、エポキシ系熱硬化型の銀ペーストを受光面側のＩ
ＴＯ膜１０ａの所定領域上に転写した後、１５０℃で５分間加熱し銀ペーストを仮硬化さ
せる。また、裏面側の所定領域上にもエポキシ系熱硬化型の銀ペーストを転写した後、１
５０℃で５分間加熱し銀ペーストを仮硬化させる。その後、２００℃で１時間加熱するこ
とにより、銀ペーストを完全に硬化させる。これにより、太陽電池セルが製造される。こ
の工程において、フィンガー電極２０（例えば幅：約１００μｍ、高さ：約４０μｍ、２
ｍｍピッチ）、バスバー電極３０（例えば幅：約１．０ｍ、高さ：約５０μｍ）及び補助
電極８０（幅：約２００μｍ、高さ４５μｍ）が形成される。このように、フィンガー電
極２０を形成する工程（第１工程）と補助電極８０を形成する工程（第２工程）とは、同
一工程で同時に行われる。なお、表裏のバスバー電極３０は、長手方向の中心線が重なる
ように配置されている。このような配置は、ウェハの厚みが薄い場合に、電極形成後の反
りを抑制するのに有効だからである。
【００６３】
　次いで、インターコネクタ４０（幅：１．５ｍｍ、厚み：２００μｍの半田コートされ
た銅箔）を表裏のバスバー電極３０上に押しつけた状態で加熱すると、半田が溶融してバ
スバー電極３０との合金層を形成する。これにより、複数の太陽電池セルがインターコネ
クタ４０によって接続される。すなわち、補助電極８０が離間する領域においてフィンガ
ー電極２０に直接或いは間接的に電気的に接続されるようにインターコネクタ４０が接続
される。
【００６４】
　その後、ガラス基板からなる表面保護材５０上に、当該表面保護材５０と略同一の外寸
法のＥＶＡシートからなる封止材７０を載せた後、インターコネクタ４０によって接続さ
れた複数の太陽電池セルを載せる。次に、その上にＥＶＡシートからなる封止材７０を載
せ、表面保護材５０及び充填材シートと略同一の外寸法の裏面保護材６０を載せる。この
裏面保護材６０は、ＰＥＴ／アルミニウム／ＰＥＴの３層構造を有する。そして、これら
の積層体の周囲を真空にした後、１５０℃の温度で１０分間加熱圧着して仮圧着する。そ
の後、１５０℃の温度で１時間加熱することにより完全に硬化させる。これに、端子ボッ
クスやフレームを取り付ける。以上により、太陽電池モジュール１が製造される。
【００６５】
　なお、図８に示した太陽電池セルの場合、バスバー電極３０の形成が行われず、全ての
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フィンガー電極２０上に直接設けられることとなる。このとき、インターコネクタ４０が
、前述と同様に、補助電極８０が離間する領域においてフィンガー電極２０上に設けられ
る。
【００６６】
　以上説明した通り、本実施形態に係る太陽電池モジュール１によれば、補助電極８０が
インターコネクタ４０との接続領域から離間して設けられる。このため、温度上昇及び下
降が繰り返される実使用環境において、光電変換部１０とインターコネクタ４０の線膨張
係数の違いから太陽電池モジュール１の各部にストレスが加わったとしても、補助電極８
０にはストレスが加わりにくくなっている。これにより、他の部分で断線などが発生して
も補助電極８０では断線が発生しにくく、補助電極８０を通じて断線等の部分の電流収集
が実現される。従って、太陽電池モジュール１の出力低下を抑制することができる。
【００６７】
　特に、本実施形態では、フィンガー電極２０を樹脂型導電性ペーストからなっている。
ここで、樹脂型導電性ペーストは、加水分解しやすく大気に曝されることにより水分を含
み脆くなりやすくなる。ところが、本実施形態では補助電極８０を備える。このため、た
とえフィンガー電極２０が水分を含んで脆くなっても補助電極８０により電流収集が実現
されるため、本実施形態の効果がより顕著に発揮される。
【００６８】
　また、補助電極８０は、フィンガー電極２０とインターコネクタ４０との接続領域の近
傍に設けられることが好ましい。これにより、断線等が発生し電流収集が補助電極８０に
より行われることとなった場合、補助電極８０とインターコネクタ４０とが近い位置に存
在するため、フィンガー電極２０の断線部分から補助電極８０を介してインターコネクタ
４０に至る電流経路の距離を短くでき、キャリア収集の際の抵抗損失をできるだけ小さく
することができる。従って、太陽電池モジュール１の出力低下を一層抑制することができ
る。
【００６９】
　また、一方の電極は、複数のフィンガー電極２０により収集された光生成キャリアを集
電するためのバスバー電極３０を備え、インターコネクタ４０は、バスバー電極３０に接
続されることが好ましい。これにより、補助電極８０はインターコネクタ４０とバスバー
電極３０とが存在する領域から離間することとなり、線膨張係数の違いからバスバー電極
３０自体の破損等があったとしても、補助電極８０により電流収集が実現される。従って
、太陽電池モジュール１の出力低下を一層抑制することができる。
【００７０】
　また、インターコネクタ４０は、複数のフィンガー電極２０に、導電性接着剤を用いて
直接接続されていることが好ましい。これにより、インターコネクタ４０を通じてフィン
ガー電極２０からの電流収集が行われ、バスバー電極３０の構成が省略される。従って、
構成を簡素化することができる。
【００７１】
　また、補助電極８０は、全てのフィンガー電極２０と電気的に接続されていることが好
ましい。このような構成であるため、補助電極８０により全てのフィンガー電極２０から
電流収集が可能ととなり、太陽電池モジュール１の出力低下を一層抑制することができる
。
【００７２】
　また、複数のフィンガー電極２０のうち一部のフィンガー電極２０を相互に電気的に接
続する補助電極８０を複数備え、複数の補助電極８０によって、複数のフィンガー電極２
０は、互いにいずれかのフィンガー電極２０と電気的に接続されていることが好ましい。
これにより、断線したフィンガー電極２０により収集された光生成キャリアを、いずれか
の補助電極８０によって集電することができるので、太陽電池モジュールの出力低下１を
抑制することができる。特に、複数の補助電極８０の長さの合計が、フィンガー電極２０
の全てと電気的に接続される１つの補助電極８０（図３に示す補助電極８０）の長さより
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も短い場合には、光を遮りにくくなり、受光ロスを低減することができる。
【００７３】
　また、本実施形態に係る太陽電池モジュール１の製造方法によれば、フィンガー電極２
０を形成する第１工程と補助電極８０を形成する第２工程とを同一工程で同時に行うため
、簡易に太陽電池モジュールを製造することができる。
【００７４】
　また、本実施形態に係る太陽電池セルによれば、光電変換部１０で発生した光生成キャ
リアを収集するための複数のフィンガー電極２０と、複数のフィンガー電極２０により収
集された光生成キャリアを集電するためのバスバー電極３０と、複数のフィンガー電極２
０のうちの少なくとも一部のフィンガー電極２０を相互に電気的に接続するための補助電
極８０とを有する。これにより、バスバー電極３０にインターコネクタ４０を接続してモ
ジュール化することで、光電変換部１０とインターコネクタ４０の線膨張係数の違いから
太陽電池モジュール１の各部にストレスが加わったとしても、補助電極８０にストレスが
加わりにくくすることができる。よって、例えばフィンガー電極２０とバスバー電極３０
との一部断線が発生しても補助電極８０では断線が発生しにくく、補助電極８０を通じて
断線等の部分の電流収集が実現される。従って、出力低下が抑制された太陽電池モジュー
ル１を製造することができる。
【００７５】
　また、本実施形態に係る太陽電池セルによれば、光電変換部１０で発生した光生成キャ
リアを収集するための複数のフィンガー電極２０を有し、複数のフィンガー電極２０のう
ちの少なくとも一部のフィンガー電極２０を相互に電気的に接続するための補助電極８０
が、配線用のインターコネクタ４０が接続される接続領域と離間して設けられている。こ
のように、補助電極８０の設置領域と離間させてインターコネクタ４０を接続することで
、光電変換部１０とインターコネクタ４０の線膨張係数の違いから太陽電池モジュール１
の各部にストレスが加わったとしても、補助電極８０にストレスが加わりにくくすること
ができる。これにより、例えばインターコネクタ４０とフィンガー電極２０との一部断線
が発生しても補助電極８０では断線が発生しにくく、補助電極８０を通じて断線等の部分
の電流収集が実現される。従って、出力低下が抑制された太陽電池モジュール１を製造す
ることができる。
【００７６】
　以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限られるもので
はなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、変更を加えてもよいし、各実施形態（各変形
例）を組み合わせるようにしてもよい。
【実施例】
【００７７】
　以下、本実施形態に係る太陽電池モジュール１について、実施例を挙げて具体的に説明
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。
【００７８】
　実施例に係る太陽電池モジュールとして、図２及び図３に示した太陽電池セルを用いた
太陽電池モジュール（実施例１）、図４に示した太陽電池セルを用いた太陽電池モジュー
ル（実施例２）、図５及び図６に示した太陽電池セルを用いた太陽電池モジュール（実施
例３）、並びに、図７に示した太陽電池セルを用いた太陽電池モジュール（実施例４）を
上記した製造方法と同様にして作製した。また、図８に示した太陽電池セルを用いた太陽
電池モジュール（実施例５）、図９に示した太陽電池セルを用いた太陽電池モジュール（
実施例６）、及び、図１０に示した太陽電池セルを用いた太陽電池モジュール（実施例７
）を上記した製造方法と同様にして作製した。さらに、図１１に示した太陽電池セルを用
いた太陽電池モジュール（実施例８）、及び、図１２に示した太陽電池セルを用いた太陽
電池モジュール（実施例９）を上記した製造方法と同様にして作製した。
【００７９】
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　また、比較例に係る太陽電池モジュールとして、補助電極８０の無い太陽電池セルを用
いた太陽電池モジュールを作製した。この太陽電池モジュールについても、上記した製造
方法と同様にして作製した。
【００８０】
　次に、実施例及び比較例に係る太陽電池モジュールに対し、それぞれ温度サイクル試験
（ＪＩＳ　Ｃ８９１７）を行い、試験前後での太陽電池モジュールの出力比較、及びエレ
クトロルミネッセンス法による発光試験を行った（なお、発光試験については実施例１～
実施例５及び比較例のみに対して行った）。温度サイクル試験では、ＪＩＳ規格に準拠す
る条件下で４００サイクルの試験を行った。ＪＩＳ規格では２００サイクル後の出力変化
率にて規定されているが、さらに長期の耐久性を評価するため、４００サイクルの試験を
行った。また、太陽電池モジュールの出力はＡＭ１．５、１００ｍＷ／ｃｍ２の光照射下
で測定した。
【００８１】
　エレクトロルミネッセンス法は、Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐｏｌｙ
ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｓｉｌｌｉｃｏｎ　Ｓｏｌａｒ　Ｃｅｌｌｓ　ｂｙ　Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ（ＰＶＳＥＣ－１５、Ｓｈａｎｇｈａｉ、Ｃｈａｉｎａ
：Ｏｃｔ．２００５．）を参考に、太陽電池セルへ約２Ａの電流を注入し、ＣＣＤカメラ
により、その時の赤外発光を観測した。この方法によると、電極抵抗が大きく流れにくい
領域や、小数キャリアの拡散長が短い領域において発光が弱くなるため暗い部分として観
測される。
【００８２】
　実施例１～４及び比較例について、表１に温度サイクル試験による規格化出力低下率を
示す。
【表１】

【００８３】
　出力低下率は、（１－試験後出力／試験前出力）×１００（％）の式より算出し、比較
例における出力低下率を１．００として規格化した。表１に示すように、実施例１～実施
例４における規格化出力低下率は、比較例に対して小さいことが分かる。
【００８４】
　また、エレクトロルミネッセンス法による発光を見た結果、温度サイクル試験前のサン
プルでは、特に異常は見られなかったが、温度サイクル試験後のサンプルでは、比較例に
おいて、図１３に示すような暗部が見られた。一方、実施例１～４においては、温度サイ
クル試験後もこのような暗部は現れなかった。なお、表１では、暗部が現れなかったサン
プルは○印で、暗部が現れたサンプルは×印で表示した。このように、補助電極８０によ
り太陽電池モジュール１の出力低下を抑制できることが明らかとなった。
【００８５】
　次に、実施例５及び比較例について、表１に温度サイクル試験による規格化出力低下率
を示す。

【表２】

【００８６】
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　表２に示すように、実施例５における規格化出力低下率は、比較例に対して小さいこと
が分かる。さらに、エレクトロルミネッセンス法による発光を見た結果、実施例５では、
温度サイクル試験後も暗部は現れなかった。このように、バスバー電極３０を備えない構
造であっても、補助電極８０により太陽電池モジュール１の出力低下を抑制できることが
明らかとなった。
【００８７】
　次に、実施例１、実施例６、実施例７及び比較例について、表３に温度サイクル試験に
よる規格化出力低下率を示す。
【表３】

【００８８】
　表３に示すように、実施例６及び実施例７における規格化出力低下率は、比較例に対し
て小さいことが分かる。このように、補助電極８０の設置位置によらず、補助電極８０の
存在により太陽電池モジュール１の出力低下を抑制できることが明らかとなった。なお、
表３に示すように、実施例１の規格化出力低下率が最も小さく、次いで実施例７の規格化
出力低下率が小さくなっている。これは、バスバー電極３０とフィンガー電極２０との交
点部分において断線や接触不良が生じた場合、少なくともバスバー電極３０に近い領域で
断線を補償する方が遠い領域で断線を補償するよりも抵抗値の関係上、電流収集ロスが小
さいためである。
【００８９】
　次に、実施例１、実施例８、実施例９及び比較例について、表４に温度サイクル試験に
よる規格化出力低下率を示す。
【表４】

【００９０】
　表４に示すように、実施例８及び実施例９における規格化出力低下率は、比較例に対し
て小さいことが分かる。このように、補助電極８０を設けてさえすれば、フィンガー電極
２０の全てをカバーしなくとも、補助電極８０により太陽電池モジュール１の出力低下を
抑制できることが明らかとなった。なお、表４に示すように、実施例１の規格化出力低下
率が最も小さく、次いで実施例８の規格化出力低下率が小さくなっている。これは、補助
電極８０が多くのフィンガー電極２０に接すると、それだけ多く断線を補償することがで
きるためである。
【００９１】
　以上のように、いずれの実施例においても比較例よりも規格化出力低下率が小さくなっ
た。すなわち、実施例に係る太陽電池モジュール１によると、出力低下が抑制されている
ことが明らかとなった。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本実施形態に係る太陽電池モジュールの断面図である。
【図２】図１に示した太陽電池モジュールの太陽電池セルの断面図である。
【図３】図２に示した太陽電池セルの上面図である。
【図４】太陽電池セルの第１変形例を示す上面図である。



(16) JP 2008-135655 A 2008.6.12

10

20

【図５】太陽電池セルの第２変形例を示す断面図である。
【図６】図５に示した太陽電池セルの上面図である。
【図７】太陽電池セルの第３変形例を示す断面図である。
【図８】太陽電池セルの第４変形例を示す断面図である。
【図９】太陽電池セルの第５変形例を示す上面図である。
【図１０】太陽電池セルの第６変形例を示す上面図である。
【図１１】太陽電池セルの第７変形例を示す上面図である。
【図１２】太陽電池セルの第８変形例を示す上面図である。
【図１３】温度サイクル試験後の比較例に係る太陽電池セルの上面図である。
【符号の説明】
【００９３】
　１…太陽電池モジュール
　１０…太陽電池セル
　２０…フィンガー電極
　３０…バスバー電極
　４０…インターコネクタ
　５０…表面保護材
　６０…裏面保護材
　７０…封止材
　８０…補助電極
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