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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽電池用裏面保護シート用基材と、複数の金属箔と、前記金属箔間を絶縁する絶縁樹
脂層と、を有する太陽電池用裏面保護シートであって、
　前記太陽電池用裏面保護シート用基材は、繊維基材に熱硬化性樹脂を含浸させ、乾燥さ
せたプリプレグの一方の面に、該プリプレグ上に積層する部材の位置決めをする位置制御
用目印と、該プリプレグ面に積層される複数の金属箔同士を電気的に接続する導線部とが
、印刷法により形成されており、
　前記太陽電池用裏面保護シート用基材の前記プリプレグが硬化された複合材料層上に、
複数の金属箔が前記位置制御用目印により位置決めして積層され、それら金属箔同士が前
記導線部により接続されており、
　さらに、前記金属箔を覆うように、かつ前記位置制御用目印に沿った位置制御用樹脂目
印が形成されるように前記絶縁樹脂層が積層されている、太陽電池用裏面保護シート。
【請求項２】
　前記複合材料層における金属箔及び絶縁樹脂層の積層面と反対側の面に、保護層が積層
されている、請求項１に記載の太陽電池用裏面保護シート。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の太陽電池用裏面保護シートを有する、太陽電池モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、太陽電池用裏面保護シート及び太陽電池モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　太陽電池は、無公害で地球環境に優しい新たなエネルギー源として注目されている。一
般的な太陽電池モジュールの構造は、太陽光が当たる面をガラスで覆い、熱可塑性プラス
チックからなる封止樹脂で太陽電池セルを封止し、裏面に耐熱、耐候性プラスチック材料
等の裏面保護シートを貼り合わせた構造である。一つの太陽電池モジュールには、数枚か
ら数十枚の太陽電池セルが直列、もしくは並列に接続されている。
【０００３】
　太陽電池モジュールは、屋外で使用されるため、充分な耐久性と耐候性が要求される。
特に、裏面保護シートには、耐候性に加えて水蒸気バリア性も要求される。これは、太陽
電池モジュール内に水分が透過してくると、封止樹脂の変質（剥離や変色）や配線の腐食
が起こり、最終的にモジュールの出力が低下するためである。
　太陽電池用裏面保護シートとしては、ポリエステル系シート基材の両面に接着剤を塗布
して接着剤層を形成し、ポリフッ化ビニルからなるフィルム等の耐候性樹脂フィルムを貼
り合わせた積層構造を有する、バリア性及び耐候性を高めた太陽電池用裏面保護シートが
知られている（例えば、特許文献１～３）。
【０００４】
　前記接着剤としては、ウレタン系樹脂、ポリエステル系樹脂を主成分とするものが用い
られる。しかし、これらの接着剤により形成した接着剤層は、１０年以上にわたる長期間
の使用において、変質により剥離するおそれがある。すなわち、ウレタン系樹脂やポリエ
ステル系樹脂を主成分とする接着剤は、吸湿による加水分解を受けやすく、樹脂自体の耐
熱性も低い。そのため、長期間の使用において熱や湿度、更には紫外線の影響で変質する
。その結果、機械的強度が低下して接着剤層界面で剥離が生じ易くなる。
【０００５】
　該問題を解決する方法としては、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）基材等のポリ
エステル系シート基材上に、フッ素系樹脂を直接押出して積層する方法が示されている。
しかし、該方法では、ポリエステル系シート基材がフッ素樹脂の溶融温度によって収縮し
、シート基材にシワが発生する等の問題がある。シート基材の熱収縮を抑制するには、耐
熱ＰＥＴシートやポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）シートを用いることが考えられる
が、該方法はコストが非常に高くなる。
【０００６】
　一方、近年では太陽電池モジュールの高効率化に伴い、受光面積の損失となる配線材や
電極等、電荷の取り出し構造の全てを太陽電池セルの裏面に形成した、バックコンタクト
型と呼ばれる太陽電池セルが開発されている。該太陽電池セルの接続は、表面に回路を形
成した裏面保護シート（以下、「バックコンタクト用回路材」ということがある。）によ
り行われる。つまり、太陽電池セルの裏面に端子部を形成し、バックコンタクト用回路材
を介して該太陽電池セル同士が接続される。バックコンタクト用回路材は、太陽電池セル
の端子部との接続部分以外の回路が絶縁樹脂層で被覆されており、それにより回路の耐腐
食性と回路間の絶縁性が確保されている。
【０００７】
　バックコンタクト用回路材では、ポリエステル系シート基材の両面に、ウレタン系樹脂
、ポリエステル系樹脂を主成分とする接着剤を塗布し、一方の面に金属箔、残りの面にフ
ッ素樹脂等の耐候性樹脂フィルムが積層される。しかし、該バックコンタクト用回路材で
は、下記問題がある。
　（ｉ）前述したように、前記接着剤を使用すると、長期間の使用において金属箔や耐候
性樹脂フィルムが剥離する問題が生じる。また、該接着剤の絶縁性は充分に高くないこと
から、回路間の絶縁性が充分に確保できない。
　（ii）ポリエステル系フィルム基材の耐熱性が低いために、接着剤層を形成する際の乾
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燥温度、金属箔や耐候性樹脂フィルムを積層する際のラミネート温度、絶縁樹脂層を形成
する際の硬化温度等を高温に設定できず、製造条件が限定される。そのため、使用できる
材料が限定されるばかりか、生産性も低下する。
　（iii）ポリエステル系フィルム基材は高温において寸法変化が大きいため、バックコ
ンタクト用回路材と太陽電池セルの接合部には応力が集中しやすい。その結果、端子接合
部が剥離したり、クラックが発生する等、接続信頼性が確保できないことがある。
　（iv）金属箔とポリエステル系フィルム基材の熱膨張差により、積層後のバックコンタ
クト用回路材に反りが発生しやすい。
　（ｖ）バックコンタクト用回路材を、ハンダゴテ等を用いて積層して太陽電池モジュー
ルを手工業的に製造する場合、高い精度で積層する部材を位置決めするのは困難であり、
生産性が不充分である。今後の急激な需要を考慮すると、回路間の接続及び積層工程の自
動化を視野に入れた生産性の向上が望まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－６８７０１号公報
【特許文献２】特開２００１－６８６９５号公報
【特許文献３】特開昭６１－２５１１７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、回路を形成する金属箔や、絶縁樹脂層を高い精度で積層でき、耐候性、耐熱
性、耐湿性等の耐久性に優れ、かつ絶縁信頼性にも優れた、バックコンタクト用回路材と
して適用できる太陽電池用裏面保護シートを与える太陽電池用裏面保護シート用基材の提
供を目的とする。
　また、本発明は、太陽電池モジュールの製造において太陽電池セル等を高い精度で積層
でき、耐候性、耐熱性、耐湿性等の耐久性に優れ、かつ絶縁信頼性にも優れた太陽電池用
裏面保護シートの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、前記課題を解決するために以下の構成を採用した。
［１］太陽電池用裏面保護シート用基材と、複数の金属箔と、前記金属箔間を絶縁する絶
縁樹脂層と、を有する太陽電池用裏面保護シートであって、前記太陽電池用裏面保護シー
ト用基材は、繊維基材に熱硬化性樹脂を含浸させ、乾燥させたプリプレグの一方の面に、
該プリプレグ上に積層する部材の位置決めをする位置制御用目印と、該プリプレグ面に積
層される複数の金属箔同士を電気的に接続する導線部とが、印刷法により形成されており
、前記太陽電池用裏面保護シート用基材の前記プリプレグが硬化された複合材料層上に、
複数の金属箔が前記位置制御用目印により位置決めして積層され、それら金属箔同士が前
記導線部により接続されており、さらに、前記金属箔を覆うように、かつ前記位置制御用
目印に沿った位置制御用樹脂目印が形成されるように前記絶縁樹脂層が積層されている、
太陽電池用裏面保護シート。
［２］前記複合材料層における金属箔及び絶縁樹脂層の積層面と反対側の面に、保護層が
積層されている、前記［１］に記載の太陽電池用裏面保護シート。
［３］前記［１］又は［２］に記載の太陽電池用裏面保護シートを有する、太陽電池モジ
ュール。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の太陽電池用裏面保護シート用基材を用いることにより、回路を形成する金属箔
や、絶縁樹脂層を高い精度で積層でき、耐候性、耐熱性、耐湿性等の耐久性に優れ、かつ
絶縁信頼性にも優れた、バックコンタクト用回路材として適用可能な太陽電池用裏面保護
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シートを製造できる。
　また、本発明の太陽電池用裏面保護シートは、バックコンタクト用回路材として適用で
きるものであり、耐候性、耐熱性、耐湿性等の耐久性に優れ、かつ絶縁信頼性にも優れて
いる。また、本発明の太陽電池用裏面保護シートを用いれば、太陽電池モジュールの製造
において太陽電池セル等を高い精度で積層できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の太陽電池用裏面保護シート用基材の実施形態の一例を示した平面図であ
る。
【図２】本発明の太陽電池用裏面保護シートの実施形態の一例を示した平面図である。
【図３】図２の太陽電池用裏面保護シートを直線Ｉ－Ｉ’で切断した断面図である。
【図４】本発明の太陽電池用裏面保護シートの製造方法の一工程を示した平面図である。
【図５】本発明の太陽電池用裏面保護シートを備えた太陽電池モジュールの一実施形態例
を示した断面図である。
【図６】図５の太陽電池モジュールの製造方法の一工程を示した断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
［太陽電池用裏面保護シート用基材］
　本発明の太陽電池用裏面保護シート用基材（以下、単に「保護シート用基材」という。
）は、太陽電池モジュールの裏面を保護する太陽電池用裏面保護シート、特にバックコン
タクト用回路材として適用する太陽電池用裏面保護シートに用いる基材である。以下、本
発明の保護シート用基材の実施形態の一例を示して詳細に説明する。
　本実施形態の保護シート用基材１は、繊維基材に熱硬化性樹脂が含浸され、乾燥された
プリプレグ２Ａの一方の面に、プリプレグ２Ａ上に積層する部材の位置決めをする位置制
御用目印３と、プリプレグ２Ａ面に積層される複数の金属箔同士を電気的に接続する導線
部４とを有している。
【００１４】
　プリプレグ２Ａの繊維基材としては、ガラス繊維、アラミド繊維、フッ素繊維、ポリエ
ステル繊維、ポリアリレート繊維等が挙げられる。なかでも、熱硬化性樹脂との親和性、
絶縁信頼性、材料コストの観点から、ガラス繊維が好ましい。
　繊維基材の繊維形状としては、平織り、綾織、朱子織り、目抜き平織り、目抜きカラミ
織り等、長繊維を用いた織物が好ましい。短繊維状物は、プリプレグの表面に繊維端が突
出しやすいため、金属箔や絶縁樹脂層との界面に気泡が発生するおそれがある。
【００１５】
　熱硬化性樹脂としては、副生物を生成せずに硬化する付加重合型の熱硬化性樹脂が好ま
しい。
　付加重合型の熱硬化性樹脂としては、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、フェノ
ール樹脂、ジアリルフタレート樹脂、アクリル樹脂、シアナート樹脂、シアン酸エステル
－エポキシ樹脂、シアン酸エステル－マレイミド樹脂、シアン酸エステル－マレイミド－
エポキシ樹脂、マレイミド樹脂、マレイミド－ビニル樹脂、ビスアリルナジイミド樹脂、
これらを２種以上配合してなる混合樹脂等が挙げられる。
　プリプレグ２Ａの厚さは、絶縁破壊耐性、耐突き刺し性の点から、５０μｍ以上が好ま
しく、特に製造時のハンドリング性（曲げ剛性）の点から、１００～３００μｍが好まし
い。
【００１６】
　本発明における位置制御用目印３は、太陽電池用裏面保護シートの製造において、プリ
プレグ２Ａ上に積層する部材（回路を形成する金属箔、回路間の絶縁を確保する絶縁樹脂
層）の積層位置の位置決めをする目印であり、導電性インキを用いた印刷法により形成さ
れる。
　位置制御用目印３の形状、形成位置及び数は、特に限定されず、プリプレグ２Ａ面上に
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積層する部材の積層位置が明確になるように適宜選定すればよい。本実施形態では、十字
形状の４つの位置制御用目印３が、プリプレグ２Ａ面の上下左右の縁部にそれぞれ形成さ
れている。これにより、例えば、図４に示すように、上下方向に３枚ずつ２列で合計６枚
の金属箔５を積層する場合、上下方向の３枚の金属箔５を、その中央に位置する金属箔５
が前記左右方向の２つの位置制御用目印３の位置にくるように配置し、かつ、左右方向の
２列の金属箔５が上下方向の２つの位置制御用目印３を挟むように配置するようすること
で、積層位置を高い精度で制御できる。また、絶縁樹脂層を形成する硬化性樹脂の塗布す
る位置も、位置制御用目印３を基準にすることで高い精度で制御できる。
【００１７】
　位置制御用目印３を形成するインキは、印刷法により印刷、乾燥することで所望の目印
を形成できるインキであればよく、例えば、プロセスインキ等の非導電性のインキ、銀イ
ンキ、銅インキ、銀と銅の混合インキ、ブラックカーボン等の導電性インキが挙げられる
。また、導電性ペーストを用いてもよい。なかでも、生産性の点から、導線部４を形成す
るインキと同じインキであることが好ましく、導電性インキ、導電性ペーストが好ましい
。
【００１８】
　位置制御用目印３の印刷の膜厚は、積層部材の積層位置が明確に判断できる範囲であれ
ば特に限定されず、２～４０μｍが好ましい。
【００１９】
　導線部４は、太陽電池用裏面保護シートにおいて、保護シート用基材上に積層される複
数の金属箔同士を電気的に接続することで、回路を形成する部分である。すなわち、保護
シート用基材上に積層される複数の金属箔と、それら金属箔を接続する導線部４により、
バックコンタクト用回路材（太陽電池用裏面保護シート）の回路が形成される。
【００２０】
　導線部４は、導電性インキを用いた印刷法により形成される。導線部４を形成する導電
性インキは、印刷法により印刷、乾燥することで所望の導線を形成できる導電性のインキ
であればよく、位置制御用目印３と同じ導電性インキが使用でき、銀インキ、銅インキ、
銀と銅の混合インキが好ましい。また、ブラックカーボン等の他の導電性インキや導電性
ペーストを用いてもよい。
【００２１】
　導線部４の印刷の膜厚は、金属箔と接続することで良好な回路が形成できる範囲であれ
ば特に限定されず、２０～４０μｍが好ましい。
【００２２】
　位置制御用目印３及び導線部４を形成する印刷法としては、例えば、グラビア印刷法、
グラビアオフセット印刷法、孔版印刷法が挙げられる。位置制御用目印３及び導線部４の
形成は、これら印刷法により、クリーン度クラス１万以下の環境下で行うことが好ましい
。
　印刷後の乾燥温度は、１００～１３０℃が好ましい。乾燥温度が１００℃以上であれば
、保護シート用基材１の生産性が向上する。
【００２３】
　位置制御用目印３と導線部４は、同一又は異なる導電性インキを用いて別々に形成して
もよく、同じ導電性インキを用いて同時に形成してもよいが、生産性の点から、同じ導電
性インキを用いて同時に形成することが好ましい。
【００２４】
［太陽電池用裏面保護シート］
　次に、本発明の太陽電池用裏面保護シートについて説明する。本発明の太陽電池用裏面
保護シートは、前述した本発明の保護シート用基材を有する保護シートであり、特にバッ
クコンタクト用回路材として適用する保護シートである。以下、本発明の太陽電池用裏面
保護シートの一例として、前記保護シート用基材１を用いた実施形態を示して詳細に説明
する。
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　本実施形態の太陽電池用裏面保護シート１０は、図２及び図３に示すように、保護シー
ト用基材１と、保護シート用基材１の位置制御用目印３及び導線部４を形成した面に積層
された複数の金属箔５（本実施形態では６枚）と、金属箔５上に形成された絶縁樹脂層６
と、保護シート用基材１の残りの面に積層された保護層７と、を有している。絶縁樹脂層
６には、各金属箔５に対応する開口部６ａが形成されている。また、保護シート用基材１
の導線部４と金属箔５とは、電気的に接続されている。
【００２５】
　太陽電池用裏面保護シート１０における保護シート用基材１は、プリプレグ２Ａの熱硬
化性樹脂が硬化された複合材料層２を有している。プリプレグ２Ａの硬化は、金属箔５の
積層時に行われる。
【００２６】
　金属箔５は、導線部４と電気的に接続することで、所望の形状及び寸法の回路を形成す
る役割を果たす。
　金属箔５は、電気伝導性を有する金属箔であればよく、例えば、金箔、アルミニウム箔
、銅箔、亜鉛箔、ステンレス箔等が挙げられる。なかでも、電気特性及び材料コストの点
から、銅箔が特に好ましい。
　金属箔５の厚さは、電気特性の点から、１０μｍ以上が好ましく、１２～５０μｍがよ
り好ましい。
【００２７】
　金属箔５の形状及び大きさは、所望の回路パターンを形成するために適宜選定できる。
金属箔５の形状としては、例えば、櫛型、正方形型等が挙げられる。
　金属箔５は、保護シート用基材１上に積層した後に所望の回路パターンに加工してもよ
く、予め所望の回路形状に加工したものを積層してもよい。
【００２８】
　絶縁樹脂層６は、位置制御用目印３、導線部４及び金属箔５の腐食を防止し、さらに回
路間の絶縁性を確保する役割を果たす層である。絶縁樹脂層６は、金属箔５を覆うように
、かつ保護シート用基材１の位置制御用目印３に沿った位置制御用樹脂目印６ｂが形成さ
れるように積層される。位置制御用樹脂目印６ｂは、太陽電池モジュールの製造において
、太陽電池用裏面保護シート１０を太陽電池セルと重ね合わせるときに、それぞれの位置
を高い精度で制御して重ね合わせるために使用される。
【００２９】
　絶縁樹脂層６を形成する材料としては、前記腐蝕防止機能及び絶縁性を付与できる樹脂
であれば特に限定されず、例えば、エポキシ樹脂、シアネート樹脂類、ビスマレイミド類
、ビスマレイミド類とジアミンとの付加重合物、フェノール樹脂、レゾール樹脂、イソシ
アネート、トリアリルイソシアヌレート、トリアリルシアヌレート及びビニル基含有ポリ
オレフィン化合物等の熱硬化性樹脂が挙げられる。なかでも、耐熱性、絶縁性等の性能の
バランスの点から、エポキシ樹脂が特に好ましい。
【００３０】
　絶縁樹脂層６の厚さは、１０～６０μｍが好ましく、２０～４０μｍがより好ましい。
絶縁樹脂層６の厚さが１０μｍ以上であれば、充分な腐蝕防止機能及び絶縁性が得られや
すい。絶縁樹脂層６の厚さが６０μｍを超えると、保護シート用基材１が曲がったときに
クラックが発生しやすくなるうえ、乾燥不良を起こし、絶縁抵抗が低下するおそれがある
。
【００３１】
　絶縁樹脂層６には、それぞれの金属箔５に対応する開口部６ａが形成されている。開口
部６ａに導電性材料を充填して導電部を形成し、該導電部と、金属箔５及び太陽電池セル
の端子部とを接続することで、金属箔５と太陽電池セルとが電気的に接続される。
　開口部６ａの平面形状（充填される導電部の平面形状）は特に限定されず、真円、楕円
等、接続する太陽電池セルの端子形状に合わせた種々の形状が適用できる。
　開口部６ａの大きさ（充填される導電部の大きさ）は、太陽電池セルとの接続強度を考
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慮して選定すればよい。例えば、開口部６ａの平面形状が真円の場合、その直径は、５ｍ
ｍ以上が好ましく、特に太陽電池用裏面保護シート１０の製造時において、プリプレグ２
Ａから熱硬化性樹脂が染み出すことによる閉塞を考慮すると、１０ｍｍ以上がより好まし
い。また、開口部６ａの前記直径は、太陽電池モジュールの製造における加圧積層時に金
属箔５が凹むことを最小限に抑える目的から、１５ｍｍ以下が好ましい。
【００３２】
　保護層７は、耐候性を有し、複合材料層２、並びに導線部４及び金属箔５からなる回路
を保護する層である。また、保護層７は、耐熱性、耐湿性、耐薬品性に優れていることが
好ましい。
　保護層７としては、低コストで、クラックやピンホールが形成されにくいことから、フ
ッ素含有樹脂を含む層が好ましい。
　フッ素含有樹脂としては、例えば、ポリフッ化ビニル樹脂（ＰＶＦ）、ポリフッ化ビニ
リデン樹脂（ＰＶＤＦ）、ポリテトラフルオロエチレン樹脂（ＰＴＦＥ）、エチレン－テ
トラフルオロエチレン共重合樹脂（ＥＴＦＥ）、エチレン－クロロトリフルオロエチレン
共重合樹脂（ＥＣＴＦＥ）、テトラフルオロエチレン（ＴＦＥ）・ヘキサフルオロプロピ
レン（ＨＦＰ）・ビニリデンフロライド（ＶＤＦ）の三元共重合体樹脂等が挙げられる。
　また、保護層７がフッ素含有樹脂を含む場合には、複合材料層２との密着性を改善する
ため、その表面に、コロナ放電処理、プラズマ放電処理等の易接着処理が施されているこ
とが好ましい。
【００３３】
　また、保護層７としては、ロールでも入手が可能な厚さ５０μｍ以下の超極薄ガラス、
ポリエステル系フィルムに、金属化合物もしくは無機化合物が蒸着積層された蒸着フィル
ム等を用いてもよい。これらは、優れた水蒸気バリア性を有している。ただし、超極薄ガ
ラス、蒸着フィルムは製造コストが高く、クラックやピンホールが生じ易い傾向にある。
【００３４】
　保護層７の厚さは５～２００μｍが好ましい。特に、保護層７として、フッ素含有樹脂
を含む場合には、水蒸気バリア性の点から、２５～１００μｍが好ましい。
【００３５】
（製造方法）
　以下、太陽電池用裏面保護シート１０の製造方法について説明する。ただし、本発明の
太陽電池用裏面保護シートの製造方法は以下に示す方法には限定されない。
　太陽電池用裏面保護シート１０の製造方法としては、例えば、下記工程（Ｉ）及び（II
）を有する方法が挙げられる。
　（Ｉ）図４に示すように、保護層７を形成する樹脂フィルム上にプリプレグ２Ａを配置
し、該プリプレグ２Ａ上に位置制御用目印３を用いて位置決めして金属箔５を配置し、プ
リプレグ２Ａを硬化して、保護層７、複合材料層２及び金属箔５の積層シートを得る。
　（II）図２に示すように、位置制御用目印３を基準にして、金属箔５を覆い、かつ位置
制御用目印３に沿った位置制御用樹脂目印６ｂが形成されるように、開口部６ａを有する
絶縁樹脂層６を積層する。
【００３６】
　工程（Ｉ）：
　図４に示すように、保護層７を形成する樹脂フィルム上にプリプレグ２Ａを配置し、該
プリプレグ２Ａ上に、位置制御用目印３を用いて位置決めして金属箔５を配置し、プリプ
レグ２Ａを硬化することで、保護層７と金属箔５をそれぞれ積層して保護層７／複合材料
層２／金属箔５の積層構成の、所定の形状及び寸法のパターンの回路を有する積層シート
を得る。
　金属箔５の回路パターンは、金属箔５の積層後に、ドライフィルムレジストや液状レジ
ストを用いたフォトリソグラフィ／エッチング法により形成してもよく、刃先を回路形状
に加工したトムソン刃による抜き加工によって積層前に予め形成してもよい。
【００３７】
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　金属箔５及び保護層７の積層方法としては、真空状態での加圧積層工法が好ましい。金
属箔５の積層は、常圧下におけるロールラミネーターを用いた方法でも可能であるが、真
空状態での加圧積層工法であれば、プリプレグ２Ａが硬化して得られる複合材料層２と金
属箔５の間に気泡が発生して接着強度が低下することを抑制しやすく、屋外での長期間の
使用においても金属箔５が剥離しにくい。
　前記加圧積層工法における積層時の真空度は、２０Ｔｏｒｒ以下が好ましく、１０Ｔｏ
ｒｒ以下がより好ましい。
【００３８】
　金属箔５及び保護層７の積層条件は、用いるプリプレグ２Ａによっても異なるが、温度
は１５０～２００℃が好ましい。また、積層温度は、プリプレグ２Ａに含浸された熱硬化
性樹脂の溶融温度から±３０℃の範囲内で実施することが好ましい。積層温度が低すぎる
と熱硬化性樹脂が充分に溶融せず、プリプレグ２Ａ表面に濡れ広がりにくくなり、得られ
る複合材料層２と金属箔５間の接着強度が低くなるおそれがある。また、積層温度が高す
ぎると、熱硬化性樹脂中の溶媒が急激に蒸発して、気泡が発生するおそれがある。また、
熱硬化性樹脂の粘度が下がり過ぎて、繊維基材の外周部に熱硬化性樹脂が流出して、複合
材料層２が所定の厚さよりも薄くなるおそれがある。
　金属箔５の積層圧力は、０．５～３．０ＭＰａが好ましい。
　金属箔５の積層時間は、１０～４０分が好ましい。
【００３９】
　位置制御用目印３を利用した金属箔５の位置制御は、目視により行ってもよく、ＣＣＤ
カメラ等の画像認識システムを使用してもよい。
【００４０】
　工程（II）：
　図２に示すように、位置制御用目印３を基準にして、金属箔５を覆い、かつ位置制御用
目印３に沿った位置制御用樹脂目印６ｂが形成されるように、開口部６ａを有する絶縁樹
脂層６を積層する。
　絶縁保護層６を形成する熱硬化性樹脂の形態としては、ワニス、２液性インキ、ドライ
フィルム等、特に限定されない。開口部６ａの形成方法としては、感光性を備えた熱硬化
性樹脂をフィルム基材上に塗布して半硬化させた、金属箔５及び位置制御用目印３の形状
に対応する形状のドライフィルムを用いて絶縁保護層６を形成し、フォトリソグラフィに
より開口部６ａを形成する方法が好ましい。このとき、ドライフィルムの配置を位置制御
用目印３を基準にして行うことで、絶縁樹脂層６の積層位置が高い精度で制御できる。
　また、開口部６ａの位置に高い精度を必要せず、寸法が数ミリ以上と充分に大きい場合
には、材料コストと生産性の点から、スクリーン印刷にて直接開口部６ａを有する絶縁保
護層６を形成する方法が特に好ましい。該絶縁保護層６の形成では、全ての金属箔５と位
置制御用目印３の形状に対応する形状の版孔を有するスクリーン版を用いることで、位置
制御用目印３を基準にして絶縁保護層６の積層位置を高度に制御できる。
【００４１】
　位置制御用目印３を利用した絶縁樹脂層６の積層位置の制御は、目視により行ってもよ
く、ＣＣＤカメラ等の画像認識システムを使用してもよい。
【００４２】
　なお、本発明の太陽電池保護シートの製造方法は、前述した方法には限定されない。例
えば、前記工程（Ｉ）において金属箔のみを積層し、その後に複合材料層２の残りの面に
保護層を形成する樹脂を塗布し、硬化させることで保護層を積層する方法であってもよい
。この場合、保護層の積層は、絶縁樹脂層の積層前であってもよく、絶縁樹脂層の積層後
であってもよい。
【００４３】
　以上説明した本発明の太陽電池用裏面保護シートは、ウレタン系樹脂、ポリエステル系
樹脂を主成分とする加水分解されやすい接着剤を使用せず、プリプレグが硬化された複合
材料層に直接金属箔が積層される。また、保護シート用基材の位置制御用目印を用いるこ
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とにより、高い精度で金属箔等が積層されている。そのため、接着強度が高く、耐候性、
耐熱性、耐湿性等の耐久性に優れ、絶縁信頼性にも優れている。また、本発明の太陽電池
用裏面保護シートを用いれば、太陽電池モジュールの製造において、太陽電池セル等の積
層を高い精度で実施できる。
　また、本発明の保護シート用基材及び太陽電池用裏面保護シートは、位置制御用目印を
用いた製造の自動化により、高い精度で各層が積層された高品質な製品をより簡便に製造
できると期待される。
【００４４】
　なお、本発明の太陽電池用裏面保護シートは、前記太陽電池用裏面保護シート１０には
限定されない。例えば、複合材料層の回路を形成した面の反対側に、保護層を有さない太
陽電池用裏面保護シートであってもよい。
【００４５】
［太陽電池モジュール］
　以下、前述した太陽電池用裏面保護シートを有する太陽電池モジュールの実施形態の一
例を説明する。ただし、本発明の太陽電池用裏面保護シートを有する太陽電池モジュール
は、以下に説明する太陽電池モジュールには限定されない。
　本実施形態の太陽電池モジュール１００は、図５に示すように、太陽電池セル２０と、
太陽電池セル２０を封止する封止層３０と、封止層３０における太陽電池セル２０の受光
面側に配置された透光性基板４０と、封止層３０の裏面側に、保護層７が最表層となるよ
うに配置された太陽電池用裏面保護シート１０と、太陽電池セル２０と太陽電池用裏面保
護シート１０の金属箔５とを電気的に接続する導電部５０と、を有する。太陽電池用裏面
保護シート１０の導電部５０の上端部が太陽電池セル２０の裏面側の端子部２０ａと電気
的に接続されている。
　太陽電池モジュール１００は、バックコンタクト用回路材である太陽電池用裏面保護シ
ート１０を、保護層７が最表面になるようにユニット化したものである。
【００４６】
　太陽電池セル２０は、光電効果により受光面に入射した太陽光を電気に変換する機能を
有するセルである。
　太陽電池セル２０としては、太陽電池モジュールに通常用いられる太陽電池セルが使用
でき、例えば、単結晶シリコン基板や多結晶シリコン基板等からなり、内部にＰＮ接合が
形成され、裏面に電極（端子部２０ａ）が設けられ、さらに受光面に反射防止膜が設けら
れたセル等が挙げられる。
【００４７】
　封止層３０を形成する封止樹脂としては、エチレン－酢酸ビニル共重合体樹脂、ポリウ
レタン樹脂、塩化ビニル樹脂、シリコーン樹脂、ポリビニルブチラール樹脂等が挙げられ
る。
　封止層３０は、通常、前記封止樹脂からなるフィルムを２枚用い、太陽電池セル２０を
挟み込んで加熱加圧することにより、太陽電池セル２０を包埋させて封止することで形成
される。
【００４８】
　透光性基板４０としては、ガラス基板、透明樹脂基板等が挙げられる。
　ガラス基板としては、例えば、白板ガラス、強化ガラス、倍強化ガラス、熱線反射ガラ
ス等が挙げられ、白板強化ガラスが好ましい。
　透明樹脂基板を構成する透明樹脂としては、例えば、アクリル樹脂、ポリカーボネート
、ポリエチレンテレフタレート等が挙げられる。
【００４９】
　導電部５０は、太陽電池用裏面保護シート１０における絶縁樹脂層６の開口部６ａに導
電性材料が充填されて形成された部分であり、その一端が金属箔５と電気的に接続されて
いる。また、他端が太陽電池セル２０の端子部２０ａと電気的に接続されている。
　導電部５０を形成する導電性材料としては、電流印荷時の発熱を防ぐ点から、体積抵抗
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率が１０－４Ω・ｃｍ以下の材料が好ましく、導電性ペースト、金属微粒子の導電性ナノ
インク等が使用できる。
　導電部５０を形成する導電性材料は、接続強度や材料コストを考慮すると、半田ペース
トがより好ましい。半田ペーストは、通常のメタルマスクを用いたスクリーン印刷によっ
て充填できる点でも好ましい。また、充填後の半田ペーストはリフロー処理により溶融す
ることで、金属箔５と電気的に接続できる。
【００５０】
（製造方法）
　太陽電池モジュール１００の製造方法としては、例えば、以下に示す方法が挙げられる
。ただし、本発明の太陽電池モジュールの製造方法は、以下に示す方法には限定されない
。
　図６に示すように、絶縁樹脂層６の開口部６ａに導電性材料を充填して導電部５０を形
成した太陽電池用裏面保護シート１０を、絶縁樹脂層６を上側にして置く。そして、該太
陽電池用裏面保護シート１０の上に、太陽電池セル２０の端子部２０ａよりも大きな口径
の開口部３０ａが形成された封止樹脂フィルム３０Ａと、太陽電池セル２０（本実施形態
では２つ）と、封止樹脂フィルム３０Ｂと、透光性基板４０とを、位置決めした状態で順
次重ね合わせる。このとき、各部材の積層位置は、位置制御用目印３を覆う位置制御用樹
脂目印６ｂを用いて制御する。
　例えば、封止樹脂フィルム３０Ａ、封止樹脂フィルム３０Ｂ及び透光性基板４０に、位
置制御用目印３と同様の位置制御用目印を形成しておき、該位置制御用目印と位置制御用
樹脂目印６ｂが一致するように重ねることで、積層位置を高い精度で制御できる。太陽電
池セル２０は、端子部２０ａを上面にし（受光面を透光性基板４０側に向ける。）、位置
制御用樹脂目印６ｂを基準に重ねることで、該端子部２０ａが封止樹脂フィルム３０Ａの
開口部３０ａに対応するように積層する。
　前記積層位置の制御は、目視により行ってもよく、ＣＣＤカメラ等の画像認識システム
を使用して行ってもよい。
【００５１】
　次に、この状態で真空ラミネート処理を行うことで、封止樹脂フィルム３０Ａ及び封止
樹脂フィルム３０Ｂにより太陽電池セル２０を封止し、封止層３０を形成する。該真空ラ
ミネート処理により、導電部５０と太陽電池セル２０の接続部周辺の隙間が封止樹脂で気
泡なく封止される。
【００５２】
　前記真空ラミネート処理としては、例えば、以下に示す処理が挙げられる。
　まず、真空引きを行いながら１２０～１５０℃で３～５分間予備加熱を行い、次いで前
述の各部材を積層した積層体の両側から減圧しつつ、１２０～１５０℃で３～１０分間加
熱してラミネートを行う。このラミネートにより封止樹脂が溶融状態となり、太陽電池セ
ル２０及び太陽電池用裏面保護シート１０と接着されて一体化される。また、導電部５０
が熱硬化し、太陽電池セル２０の端子部２０ａと接着される。さらに１４０～１６０℃で
２０～４０分間加熱し、封止樹脂を熱硬化させることで、封止層３０が形成される。
　太陽電池モジュール１００は、最後に端部をブチルゴムでシールし、アルミニウムの枠
体で固定することが好ましい。
【００５３】
　太陽電池モジュールにおいて、保護シート用基材における位置制御用目印が形成されて
いる縁部分については、切除してもよく、該縁部分まで封止樹脂で封止されてるようにし
てもよい。
【実施例】
【００５４】
　以下、実施例及び比較例を示して本発明を詳細に説明する。ただし、本発明は以下の記
載によっては限定されない。
［実施例１］
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　図１に示すように、プリプレグ２Ａ（三菱ガス化学製、ＣＣＬ－ＥＬ１９０、厚さ１５
０μｍ）の片面に、導電性ペースト（アサヒ化学研究所製、ＰＬＳ－４３００）を用いた
スクリーン印刷法により、厚さ１０μｍの位置制御用目印３及び導通部４を印刷し、保護
シート用基材１を得た。
　その後、図４に示すように、該保護シート用基材１のプリプレグ２Ａ上に、位置制御用
目印３により位置決めしつつ、金属箔５として所定寸法の櫛型に分割した複数枚の銅箔（
日鉱金属製、ＪＴＣＳ箔、厚さ３５μｍ）を積層し、その上に厚さ１ｍｍのテフロン（登
録商標）板を載せ、残りの面に保護層７を形成するポリフッ化ビニルフィルム（デュポン
製、テドラーフィルム、厚さ２５μｍ）を重ね合わせ、その外側にステンレス板とクッシ
ョン材を配置し、これらをテストプレス機（北川精機製、５００ｍｍ×５００ｍｍ型）の
熱盤間に設置した。この状態で真空引きを開始し、真空度が１．５ｋＰａに到達した段階
で加圧を開始した。積層条件は、積層温度１８０℃、積層時間３０分間、積層圧力２．０
ＭＰａとした。得られた積層シートは、反りや気泡もみられず良好な仕上がりとなった。
【００５５】
　次いで、全金属箔５及び位置制御用目印３の形状に対応する形状の版孔を有するスクリ
ーン版を備えたスクリーン印刷機を用いて、位置制御用目印３を基準にして、回路を形成
した前記積層シート上にソルダーレジストインキ（太陽インキ製造製、ＰＳＲ－４０００
　ＥＧ３０）を樹脂厚が３５μｍになるよう塗布した。その後、８０℃で３０分間予備乾
燥を行い、フィルムマスクを用いて５００ｍＪで片面露光を行った後、１．０％炭酸ナト
リウム溶液にて１２０秒間スプレー現像を行って開口部６ａを形成し、１５０℃で３０分
間加熱硬化させて、図２に例示した絶縁樹脂層６を有する太陽電池用裏面保護シート１０
を得た。
【００５６】
［実施例２］
　平盤プレス機のステージ上に厚さ１０ｍｍのテフロン（登録商標）板を固定し、その上
面に銅箔（日本電解製、ＰＢＮ－１０、１８μｍ）を１枚置き、刃先を回路形状に加工し
たトムソン刃にて抜き加工を行い、所定寸法の櫛型の回路パターンを有する複数枚の金属
箔５を得た。該抜き加工は、回路パターンの間隙や位置決め用のピン孔等の細かい形状に
ついて行い、次いで太陽電池セルの最小単位に相当する寸法（実施例１の銅箔と同じ外形
寸法）となるように、回路全体の外形について行った。該回路パターンを形成した金属箔
５は、エアー吸着盤にてステージから回収した。
【００５７】
　プリプレグ２ＡとしてＥＬＣ－４７６５（住友ベークライト製、厚さ２００μｍ）を用
いた以外は、実施例１と同様にして保護シート用基材１を得た。その後、該保護シート用
基材１を、保護層７を形成するポリフッ化ビニルフィルム（デュポン社製、テドラーフィ
ルム、厚さ２５μｍ）の上に重ね、そのプリプレグ２Ａ上に、回路パターンを形成した複
数枚の前記金属箔５を位置制御用目印３を基準にして配置し、その外側にステンレス板と
クッション材を適宜配置した構成とし、テストプレス機（北川精機製、５００ｍｍ×５０
０ｍｍ型）の熱盤間に設置した。この状態で真空引きを開始し、真空度が１．５ｋＰａに
到達した段階で加圧を開始した。積層条件は、積層温度１７０℃、積層時間３０分間、積
層圧力２．０ＭＰａとした。得られた積層シートは反りや気泡もみられず良好な仕上がり
となった。
【００５８】
　次いで、回路上に染み出したプリプレグの硬化性樹脂片をバフ研磨（ジャブロ工業製、
ＪＰバフ）にて切削除去した。更に、導線部４及び金属箔５からなる回路から独立した別
の回路を接続するために、スクリーン印刷機にて所定の位置に銀インキ（東洋インキ製造
製、ＲＥＸＡＬＰＨＡ／ＲＡ　ＦＳ　００５）を配線形状に印刷し、１８０℃で６０分間
焼成した。
　全金属箔５及び位置制御用目印３の形状に対応する形状の版孔を有するスクリーン版を
備えたスクリーン印刷機を用いて、位置制御用目印３を基準にして、回路を形成した前記
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積層シート上にソルダーレジストインキ（山栄化学製、ＳＳＲ－６７１Ｗ－９）を樹脂厚
が３５μｍになるよう塗布した。このとき、該塗布膜には、開口部６ａとなる開口をスク
リーン印刷版にて直接形成した。その後、８０度で１５分間予備乾燥した後、１５０℃で
６０分間加熱硬化させて、開口部６ａを有する絶縁樹脂層６を形成し、図２に例示した太
陽電池用裏面保護シート１０を得た。
【００５９】
［評価方法］
　実施例で得られた太陽電池用裏面保護シートについて、以下に示す方法で評価を行った
。
（１）初期接着強度（ｎ＝５）
　前処理：なし
　装置：テンシロンＲＴＣ－１２５０（オリエンテック製）
　チャック間距離：６０ｍｍ
　クロスヘッド速度：５．０ｍｍ／分
　試料：１０ｍｍ×１００ｍｍ×約０．４ｍｍ
（２）ダンプヒート後の接着強度（ｎ＝５）
　前処理条件：８５℃／８５％／３０００時間
　装置、測定条件は（１）と同じ。
（３）冷熱処理後の接着強度（ｎ＝５）
　前処理条件：－４０℃／２０分、８０℃／２０分の冷熱処理を２００回
　装置、測定条件は（１）と同じ。
（４）絶縁信頼性（ｎ＝５）
　櫛型寸法：Ｌ／Ｓ＝５５０／１００、５５０／４００、５５０／６００の３種類（線幅
Ｌを固定し、間隙Ｓを変化させた。）
　測定条件：１３５℃／８５％／１９２時間
　印加電圧：１．０Ｖ
　判定基準は、絶縁抵抗値が１×１０－６Ω以上のものを「○」、１×１０－６Ω未満の
ものを「×」とした。
（５）初期抵抗値
　前記（２）のダンプヒートを実施する前の太陽電池用裏面保護シートにおける回路（Ｌ
／Ｓ＝１００／１００）の抵抗値を、前記（４）と同じ条件で測定した。
（６）ダンプヒート後の抵抗値
　前記（２）のダンプヒートの実施後の太陽電池用裏面保護シートにおける回路（Ｌ／Ｓ
＝１００／１００）の抵抗値を、前記（４）と同じ条件で測定した。
　実施例１及び実施例２の太陽電池用裏面保護シートの評価結果を表１に示す。表１にお
ける（１）～（３）の接着強度は５回測定した平均値であり、また（　）内は剥離した層
である。
【００６０】
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【表１】

【００６１】
　表１に示すように、本発明の太陽電池用裏面保護シートである実施例１、２では、優れ
た接着強度を有しており、ダンプヒート後（８５℃／８５％／３０００時間）も接着強度
の低下が抑制された。また、実施例１、２の太陽電池用裏面保護シートは、絶縁信頼性に
優れており、ダンプヒートによる抵抗値変化もあまりなかった。このように、本発明の太
陽電池用裏面保護シートは、従来のバックコンタクト用回路材と比較して耐久性に優れて
いた。これらの結果は、接着剤を用いずに真空中で加圧積層することで回路と複合材料層
の界面に気泡が発生しておらず、また高度に積層位置が制御されているためであると考え
られる。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明の太陽電池用裏面保護シートは、耐候性、耐熱性、耐湿性等の耐久性に優れ、絶
縁信頼性にも優れているため、バックコンタクト用回路材として好適に使用できる。
【符号の説明】
【００６３】
　１　太陽電池用裏面保護シート用基材　２Ａ　プリプレグ　２　複合材料層　３　位置
制御用目印　４　導線部　５　金属箔　６　絶縁樹脂層　６ａ　開口部　６ｂ　位置制御
用樹脂目印　１０　太陽電池用裏面保護シート　２０　太陽電池セル　３０　封止層　４
０　透光性基板　５０　導電部
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