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(57)【要約】
【課題】焼成後に残留する炭素成分が少なく、かつ、オフセット印刷プロセスに好適に用
いることができ、細線でアスペクト比の高い配線を形成することが可能な導電ペースト、
及び、該導電ペーストを用いて製造される太陽電池素子を提供する。
【解決手段】（メタ）アクリル樹脂と、銀粉末と、有機溶剤とを含有する導電ペーストで
あって、前記（メタ）アクリル樹脂は、イソブチルメタクリレートに由来するセグメント
を４０重量％以上含有し、前記銀粉末は、累積重量が５０％となる粒子径が１μｍ以下で
あり、前記有機溶剤は、炭素／水酸基が１．５～５であり、かつ、１分子中に２個水酸基
を有する化合物を含有する導電ペースト。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
（メタ）アクリル樹脂と、銀粉末と、有機溶剤とを含有する導電ペーストであって、
前記（メタ）アクリル樹脂は、イソブチルメタクリレートに由来するセグメントを４０重
量％以上含有し、
前記銀粉末は、累積重量が５０％となる粒子径が１μｍ以下であり、
前記有機溶剤は、炭素／水酸基が１．５～５であり、かつ、１分子中に２個水酸基を有す
る化合物を含有する
ことを特徴とする導電ペースト。
【請求項２】
銀粉末の含有量が６０～７５重量％であることを特徴とする請求項１記載の導電ペースト
。
【請求項３】
銀粉末は、表面が親水処理されていることを特徴とする請求項１又は２記載の導電ペース
ト。
【請求項４】
１（１／ｓ）と１０（１／ｓ）との比が１～１．２であることを特徴とする請求項１、２
又は３記載の導電ペースト。
【請求項５】
請求項１、２、３又は４記載の導電ペーストを用いてなることを特徴とする太陽電池素子
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、焼成後に残留する炭素成分が少なく、かつ、オフセット印刷プロセスに好適に
用いることができ、細線でアスペクト比の高い配線を形成することが可能な導電ペースト
、及び、該導電ペーストを用いて製造される太陽電池素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
太陽電池素子等の電極、配線等を形成する方法としては、例えば、半導体基板の表面又は
裏面にそれぞれ必要な種々の層を積層した後、導電ペーストをこれらの層の上に印刷して
乾燥させ、所定の温度で焼成する方法が広く用いられている。このような方法に用いられ
る導電ペーストは、バインダー樹脂となる樹脂成分を有機溶剤に溶解して得られるビヒク
ル組成物中に、導電性を有する金属粉末（導電粉末）を分散させることによって製造され
る。
【０００３】
従来、導電ペーストに用いられるバインダー樹脂として、エチルセルロース、ニトロセル
ロース等のセルロース系樹脂が用いられてきた。例えば、特許文献１には、比表面積が０
．２０～０．６０ｍ２／ｇである銀粒子、ガラスフリット、樹脂バインダー及びシンナー
を含む太陽電池受光面電極用ペーストが開示されており、樹脂バインダーとしてエチルセ
ルロースが用いられている。
しかしながら、セルロース系樹脂を用いた導電ペーストは、焼成工程でのセルロース系樹
脂の熱分解性が不充分であることから、得られる配線に炭素成分が残留し、導電粉末の基
板への接着強度が低下して、配線に剥離が生じやすいことが問題である。
【０００４】
また、特許文献１に記載の導電ペーストを用いた配線の印刷には、スクリーン印刷が用い
られている。スクリーン印刷に用いられる導電ペーストとしては、せん断速度が高い時に
粘度が低く、せん断速度が低く静置状態に近い状態では非常に高粘度となる性質（チキソ
性）を有するものが一般的に使用されている。
一方で、太陽電池素子の配線等の形成する方法として、オフセット印刷を用いることが行
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われている。オフセット印刷はスクリーン印刷と比べ、印刷像の細線化や位置精度が良く
、同一地点に繰り返し印刷できることから、太陽電池素子に求められる細線で高アスペク
トな配線を描くことができると考えられている。
しかしながら、チキソ性を有するスクリーン印刷用の導電ペーストをオフセット印刷に用
いた場合、配線を彫った溝から導電ペーストが流出せず印刷できないという問題があった
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２３５０８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明は、焼成後に残留する炭素成分が少なく、かつ、オフセット印刷プロセスに好適に
用いることができ、細線でアスペクト比の高い配線を形成することが可能な導電ペースト
、及び、該導電ペーストを用いて製造される太陽電池素子に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明は、（メタ）アクリル樹脂と、銀粉末と、有機溶剤とを含有する導電ペーストであ
って、前記（メタ）アクリル樹脂は、イソブチルメタクリレートに由来するセグメントを
４０重量％以上含有し、前記銀粉末は、累積重量が５０％となる粒子径が１μｍ以下であ
り、前記有機溶剤は、炭素／水酸基が１．５～５であり、かつ、１分子中に２個水酸基を
有する化合物を含有する導電ペーストである。
以下に本発明を詳述する。
【０００８】
本発明者らは、鋭意検討した結果、所定の構造を有する（メタ）アクリル樹脂と、所定の
粒子径を有する銀粉末と、有機溶剤とを含有する導電ペーストを用いることで、焼成後に
残留する炭素成分を低減しつつ、比重の重い導電ペーストでもニュートニアンな粘度挙動
を示すことから、オフセット印刷プロセスに好適に用いることができ、かつ、細線でアス
ペクト比の高い配線を形成することが可能となることを見出し、本発明を完成させるに至
った。
以下に本発明について説明する。
【０００９】
本発明の導電ペーストは、（メタ）アクリル樹脂を含有する。
上記（メタ）アクリル樹脂は、（メタ）アクリレートモノマーに由来するセグメントから
なる主鎖を有することにより、セルロース系樹脂に比べて熱分解性に優れ、焼成後に残留
する炭素成分が少ない導電ペーストを製造することができる。
【００１０】
上記（メタ）アクリル樹脂は、イソブチルメタクリレートに由来するセグメントを４０重
量％以上含有する。上記イソブチルメタクリレートに由来するセグメントは、熱分解性に
優れ、水酸基やカルボニル基といった極性官能基を導入した場合のように、焼結性の低下
を招くことはない。
また、上記イソブチルメタアクリレートに由来するセグメントを有することで、高極性の
有機溶剤にも相溶化させることができる。
【００１１】
上記（メタ）アクリル樹脂中の上記イソブチルメタクリレートに由来するセグメントの含
有量は４０重量％以上である。上記イソブチルメタクリレートに由来するセグメントの含
有量が４０重量％未満であると、後述する有機溶剤との相溶性が悪くなり、導電ペースト
とした際にレオロジーをニュートニアン化できなくなる。
好ましくは、５０重量％以上である。
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【００１２】
上記（メタ）アクリル樹脂は、エステル置換基に水酸基又はカルボキシル基を有するアク
リルモノマーに由来するセグメントを有していてもよい。
【００１３】
上記エステル置換基に水酸基又はカルボキシル基を有するアクリルモノマーとしては、例
えば、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、３－ヒドロキシプロピルメタクリレート、
２－ヒドロキシプロピルメタクリレート、４－ヒドロキシブチルメタクリレート、３－ヒ
ドロキシブチルメタクリレート、２－ヒドロキシブチルメタクリレート、グリセロールモ
ノメタクリレート、メタクリル酸等が挙げられる。
【００１４】
上記（メタ）アクリル樹脂において、上記エステル置換基に水酸基又はカルボキシル基を
有するアクリルモノマーに由来するセグメントの含有量は１０重量％以下である。
上記エステル置換基に水酸基又はカルボキシル基を有するアクリルモノマーに由来するセ
グメントの含有量が１０重量％を超えると、導電ペーストの焼結性が悪くなることがある
。また、より好ましくは８重量％以下である。
【００１５】
上記（メタ）アクリル樹脂は、ポリマーのω位に下記一般式（１）で表されるリン酸含有
成分を含有していてもよい。ω位にこれら官能基を導入することによって、銀粉末を良好
に分散させることができ、導電ペーストをニュートニアン化させやすくなる。
更に、上記（メタ）アクリル樹脂においては、下記一般式（１）で表されるリン酸含有成
分が存在する部位がポリマーのω位であることから、リン酸含有成分を導入しても優れた
熱分解性を維持することができ、上記（メタ）アクリル樹脂を用いて、焼成後に残留する
炭素成分が少ない導電ペーストを製造することができる。
【００１６】
【化１】

【００１７】
一般式（１）中、Ｘは酸素原子又は硫黄原子を表し、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ、水素原
子、炭素数１～１３の炭化水素基、炭素数１～１３の水酸基含有化合物基又は炭素数１～
１３のエステル結合含有化合物基を表す。
なお、本明細書中、ポリマーのω位に存在する上記一般式（１）で表されるリン酸含有成
分を、単に、ω位のリン酸含有成分ともいう。また、本明細書中、長鎖アルキルの最初の
炭素原子部分をα位というのに対して、最後尾の炭素原子部分をω位という。即ち、ω位
とは、樹脂を構成するポリマー主鎖における最末端部分を意味する。
【００１８】
上記以外の他のモノマーについては（メタ）アクリレートモノマーであれば、特に限定さ
れず、例えば、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、プロピル（
メタ）アクリレート、ｎ－ブチル（メタ）アクリレート、ｔｅｒｔ－ブチル（メタ）アク
リレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレ
ート、イソボルニル（メタ）アクリレート、ｎ－ステアリル（メタ）アクリレート、ベン
ジル（メタ）アクリレート、ポリオキシエチレン（メタ）アクリレート、ポリオキシプロ
ピレン（メタ）アクリレート等が挙げられる。これらは単独で用いられてもよく、２種以
上が併用されてもよい。
【００１９】
上記（メタ）アクリル樹脂のポリスチレン換算による重量平均分子量の好ましい下限は２
００００、上限は１０万である。上記重量平均分子量が２００００未満であると、上記（
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メタ）アクリル樹脂が軟らかくなりすぎて、銀粉末を支えることができず、オフセット印
刷機で繰り返し印刷してもアスペクト比の高い配線を形成できなくなることがある。上記
重量平均分子量が１０万を超えると、上記（メタ）アクリル樹脂の糸曳性が強くなりすぎ
、導電ペーストにした場合、糸引きや版離れの悪化等、印刷性に悪影響を与えることがあ
る。
なお、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーよってポリスチレン換算による重量平均
分子量を測定する際のカラムとしては、例えば、ＳＨＯＫＯ社製カラムＬＦ－８０４等が
挙げられる。
【００２０】
上記（メタ）アクリル樹脂のガラス転移温度（Ｔｇ）は特に限定されないが、好ましい下
限が１０℃、好ましい上限が８０℃である。上記ガラス転移温度が１０℃未満であると、
樹脂が軟らかすぎて、銀粉末を支えることができず、オフセット印刷で繰り返し塗っても
アスペクト比の高い配線を形成できないことがある。上記ガラス転移温度が８０℃を超え
ると、樹脂が硬くなり、導電ペーストの印刷性に悪影響を与えることがある。
【００２１】
上記（メタ）アクリル樹脂は、１０℃／分の昇温速度で６００℃まで加熱したときの残留
炭素成分が、１重量％以下であることが好ましい。上記残留炭素成分が１重量％を超える
と、上記（メタ）アクリル樹脂を用いて、焼成後に残留する炭素成分が少ない導電ペース
トを製造することができないことがある。
なお、上記残留炭素成分は、焼成後にＧＣ－ＭＳ（日本電子社製、Ａｕｔｏｍａｓｓ　Ｓ
ＵＮ）を用いることによって測定することができる。
【００２２】
本発明の導電ペーストにおける上記（メタ）アクリル樹脂の含有量は、印刷可能な限り少
量であることが好ましいが、好ましい下限が１重量％、好ましい上限が２０重量％である
。上記（メタ）アクリル樹脂の含有量が１重量％未満であると、得られる導電ペーストに
おける銀粉末の分散性が低下することがある。上記（メタ）アクリル樹脂の含有量が２０
重量％を超えると、得られる導電ペーストを焼成した後に残留する炭素成分が増加して、
導電ペーストを用いて形成される配線の性能に影響を与えることがある。
【００２３】
上記（メタ）アクリル樹脂を製造する方法は特に限定されず、例えば、上記イソブチルメ
タクリレートを含有する（メタ）アクリレートモノマー、及び、リン酸含有成分とチオー
ル基とを有する化合物を含有するモノマー混合物を重合してポリマーを得る方法が挙げら
れる。
上記重合方法は特に限定されず、通常の（メタ）アクリレートモノマーの重合に用いられ
る方法を用いることができ、例えば、フリーラジカル重合法、リビングラジカル重合法、
イニファーター重合法、アニオン重合法、リビングアニオン重合法等が挙げられる。
【００２４】
上記モノマー混合物には、上記イソブチルメタクリレートを含有する（メタ）アクリレー
トモノマーに加えて、例えば、得られるポリマーのω位に上記一般式（１）で表されるリ
ン酸含有成分を導入するために、リン酸含有成分とチオール基とを有する化合物が添加さ
れる。
上記リン酸含有成分とチオール基とを有する化合物は、連鎖移動剤として作用し、ポリマ
ー末端にのみ導入され、ポリマー中やポリマーの側鎖に導入されることはない。そのため
、得られるポリマーのω位にのみ上記一般式（１）で表されるリン酸含有成分が導入され
る。なお、ポリマー中に上記一般式（１）で表されるリン酸含有成分が導入されたことは
、蛍光Ｘ線分析によりリン原子の有無を分析することによって確認することができる。
【００２５】
上記リン酸含有成分とチオール基とを有する化合物は特に限定されず、例えば、下記一般
式（２）で表されるチオリン酸エステル、下記一般式（３）又は（４）で表されるリン酸
エステル等が挙げられる。
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【００２６】
【化２】

【００２７】
上記一般式（２）中、Ｘは酸素原子又は硫黄原子を表し、Ｒ３及びＲ４は、それぞれ、水
素原子、炭素数１～１３の炭化水素基、炭素数１～１３の水酸基含有化合物基又は炭素数
１～１３のエステル結合含有化合物基を表す。
【００２８】

【化３】

【００２９】
上記一般式（３）中、Ｒ５、Ｒ６及びＲ７は、それぞれ、水素原子、炭素数１～１３の炭
化水素基、炭素数１～１３の水酸基含有化合物基又は炭素数１～１３のエステル結合含有
化合物基を表す。
【００３０】
【化４】

【００３１】
上記一般式（４）中、Ｒ８、Ｒ９及びＲ１０は、それぞれ、水素原子、炭素数１～１３の
炭化水素基、炭素数１～１３の水酸基含有化合物基又は炭素数１～１３のエステル結合含
有化合物基を表す。
【００３２】
上記一般式（２）で表されるチオリン酸エステルは特に限定されず、例えば、チオリン酸
ビス（２－エチルヘキシル）、チオリン酸ジエチル、チオリン酸ジメチル、ジチオリン酸
ビス（２－エチルヘキシル）、ジチオリン酸ジエチル、ジチオリン酸ジメチル等が挙げら
れる。
【００３３】
上記一般式（３）で表されるリン酸エステルは特に限定されず、例えば、チオグリコール
酸モノリン酸エステル、チオグリコール酸モノジメチルリン酸エステル、チオグリコール
酸モノジエチルリン酸エステル、チオグリコール酸モノジエチルヘキシルリン酸エステル
等が挙げられる。
【００３４】
上記一般式（４）で表されるリン酸エステルは特に限定されず、例えば、チオプロピオン
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酸モノリン酸エステル、チオプロピオン酸モノジメチルリン酸エステル、チオプロピオン
酸モノジエチルリン酸エステル、チオプロピオン酸モノジエチルヘキシルリン酸エステル
等が挙げられる。
これらのリン酸系成分とチオール基とを有する化合物は、単独で用いられてもよく、２種
以上が併用されてもよい。
【００３５】
上記モノマー混合物において、上記リン酸含有成分とチオール基とを有する化合物の含有
量は特に限定されないが、上記（メタ）アクリレートモノマー１００重量部に対する好ま
しい下限は０．０１重量部、好ましい上限は３０重量部である。上記リン酸含有成分とチ
オール基とを有する化合物の含有量が０．０１重量部未満であると、得られる（メタ）ア
クリル樹脂は、銀粉末を良好に分散させることができないことがあり、アスペクト比の高
い配線を形成できる導電ペーストを製造することができないことがある。上記リン酸含有
成分とチオール基とを有する化合物の含有量が３０重量部を超えると、得られる導電ペー
ストにこれら（メタ）アクリル樹脂を用いて、焼成後に残留する炭素成分が少ない導電ペ
ーストを製造することができないことがある。
【００３６】
本発明の導電ペーストは、有機溶剤を含有する。
上記有機溶剤は、炭素／水酸基が１．５～５であり、かつ、１分子中に２個水酸基を有す
る化合物を含有する。このような有機溶剤は、銀粉末との濡れ性を向上させ、導電ペース
トのレオロジーをニュートニアン化させることができる。
【００３７】
上記炭素／水酸基が１．５～５であり、かつ、１分子中に２個水酸基を有する化合物は特
に限定されず、例えば、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレ
ングリコール、ペンタエチレングリコール、ヘキサエチレングリコール、プロピレングリ
コール、ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコール、１，３－ブタンジオール
、１，２－ヘキサンジオール、２－エチル－１，３－ヘキサンジオール、３－メチル－１
，５－ペンタンジオール、２，４－ジエチル－１，５－ペンタンジオール、３－メチル－
１，３－ブタンジオール、ジヒドロターピネオール等が挙げられる。
【００３８】
上記有機溶剤は、沸点の好ましい下限が１５０℃、好ましい上限が３５０℃である。上記
沸点が１５０℃未満であると、印刷の工程中に乾燥してしまい、不具合を起こすことがあ
る。一方、３５０℃よりも高温であると、乾燥速度が遅くなるため乾燥工程中にペースト
が流動し、印刷乾燥後のアスペクト比が低くなることがある。
【００３９】
本発明の導電ペーストにおいて、上記有機溶剤の含有量は特に限定されず、導電ペースト
全体に対する好ましい下限は５重量％、好ましい上限は９０重量％である。上記有機溶剤
の含有量が上記範囲を外れると、得られる導電ペーストは、印刷性が低下して、アスペク
ト比の高い配線を形成することができないことがある。
【００４０】
本発明の導電ペーストは、銀粉末を含有する。
【００４１】
上記銀粉末は、累積重量が５０％となる粒子径が１μｍ以下である。
上記銀粉末の形状は導電ペーストのレオロジー特性に多大な影響を及ぼすが、オフセット
印刷に用いる場合は、レオロジーはチキソ性を有さない、ニュートニアンに近い方が好ま
しい。そのためには、平均粒子径が小さく、表面積が大きい方が好ましいが、あまり粒子
径が小さすぎると、焼結残渣が強く吸着してしまい、電極の抵抗値が大きくなる。これに
対して、粒子径が大きくなると、銀粉末同士の摩擦がレオロジー特性に影響を及ぼすため
、ニュートニアン化することが難しくなる。
これに対して、累積重量が５０％となる粒子径が１μｍ以下とすることで、粒子径２μｍ
程度の大きな粒子を入れてもニュートニアン化させることができる。
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好ましくは、累積重量が５０％となる粒子径が０．４～０．８μｍである。
なお、「累積重量が５０％となる粒子径」とは、「ｄ５０」で表される粒子径である。
また、粒子径１μｍ以下の粒子を５０～７０重量％含有することが好ましい。
更に、上記銀粉末は、平均粒子径が０．５～１μｍであることが好ましい。
【００４２】
上記銀粉末を使用する場合、インゴットから粉末に加工する際に、粒子の再凝集を防ぐ為
、銀表面を有機物質で修飾することが好ましい。
特に、親水性の有機物質で修飾することで、銀粉の再分散性を良くして、ニュートニアン
化させやすくすることができる。
なお、親水性修飾、非水性修飾の判定は芳香族系や水酸基を有さないアセテート系の溶媒
と銀粉末とをミキシングし、塗れ具合を観察することで容易に判定することができる。非
水性修飾の銀粉末はこれらの溶媒を吸着するため、スラリー状に混ぜることができないが
、親水性修飾の銀粉末は銀表面と溶媒の作用によってスラリー状に加工することが可能と
なる。　
【００４３】
本発明の導電ペーストにおける上記銀粉末の含有量は特に限定されないが、好ましい下限
は６０重量％、好ましい上限は７５重量％である。上記範囲内とすることで、導電ペース
トのレオロジーをニュートニアン化させることができる。
上記銀粉末の含有量が６０重量％未満であると、得られる導電ペーストは、銀粉末の膜密
度が低く、膜抵抗が大きくなる。上記銀粉末の含有量が７５重量％を超えると、ニュート
ニアン化が困難になることがある。
【００４４】
本発明の導電ペーストには、ガラス粉末を含有することが好ましい。
上記ガラス粉末は特に限定されず、例えば、ホウケイ酸ガラス粉末等が挙げられる。
また、上記ガラス粉末として、軟化温度が３００℃以上かつ焼成温度以下のホウケイ酸鉛
ガラス粉末や低融点ガラス粒子を用いることもできる。上記焼成温度として、例えば、８
００℃が挙げられる。
また、例えば、酸化ビスマスガラス、ケイ酸塩ガラス、鉛ガラス、亜鉛ガラス、ボロンガ
ラス等のガラス粉末や、ＣａＯ－Ａｌ２Ｏ３－ＳｉＯ２系、ＭｇＯ－Ａｌ２Ｏ３－ＳｉＯ

２系、ＬｉＯ２－Ａｌ２Ｏ３－ＳｉＯ２系等の各種ケイ素酸化物のガラス粉末等を用いる
こともできる。
更に、上記ガラス粉末として、ＰｂＯ－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２混合物、ＢａＯ－ＺｎＯ－Ｂ

２Ｏ３－ＳｉＯ２混合物、ＺｎＯ－Ｂｉ２Ｏ３－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２混合物、Ｂｉ２Ｏ３

－Ｂ２Ｏ３－ＢａＯ－ＣｕＯ混合物、Ｂｉ２Ｏ３－ＺｎＯ－Ｂ２Ｏ３－Ａｌ２Ｏ３－Ｓｒ
Ｏ混合物、ＺｎＯ－Ｂｉ２Ｏ３－Ｂ２Ｏ３混合物、Ｂｉ２Ｏ３－ＳｉＯ２混合物、Ｐ２Ｏ

５－Ｎａ２Ｏ－ＣａＯ－ＢａＯ－Ａｌ２Ｏ３－Ｂ２Ｏ３混合物、Ｐ２Ｏ５－ＳｎＯ混合物
、Ｐ２Ｏ５－ＳｎＯ－Ｂ２Ｏ３混合物、Ｐ２Ｏ５－ＳｎＯ－ＳｉＯ２混合物、ＣｕＯ－Ｐ

２Ｏ５－ＲＯ混合物、ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－ＺｎＯ－Ｎａ２Ｏ－Ｌｉ２Ｏ－ＮａＦ－Ｖ２

Ｏ５混合物、Ｐ２Ｏ５－ＺｎＯ－ＳｎＯ－Ｒ２Ｏ－ＲＯ混合物、Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２－Ｚ
ｎＯ混合物、Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２－Ａｌ２Ｏ３－ＺｒＯ２混合物、ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－
ＺｎＯ－Ｒ２Ｏ－ＲＯ混合物、ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－Ａｌ２Ｏ３－ＲＯ－Ｒ２Ｏ混合物、
ＳｒＯ－ＺｎＯ－Ｐ２Ｏ５混合物、ＳｒＯ－ＺｎＯ－Ｐ２Ｏ５混合物、ＢａＯ－ＺｎＯ－
Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２混合物等のガラス粉末も用いることができる。なお、Ｒは、Ｚｎ、Ｂ
ａ、Ｃａ、Ｍｇ、Ｓｒ、Ｓｎ、Ｎｉ、Ｆｅ及びＭｎからなる群より選択される元素である
。
特に、ＰｂＯ－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２混合物のガラス粉末や、鉛を含有しないＢａＯ－Ｚｎ
Ｏ－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２混合物又はＺｎＯ－Ｂｉ２Ｏ３－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２混合物等の
無鉛ガラス粉末が好ましい。
【００４５】
本発明の導電ペーストにおいて、上記ガラス粉末の含有量は特に限定されず、導電ペース
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ト全体に対する好ましい下限は０．１重量％、好ましい上限は２０重量％である。上記ガ
ラス粉末の含有量が０．１重量％未満であると、例えば、得られる導電ペーストを用いて
太陽電池素子の配線を形成する場合、反射防止層を侵食することができず、導電性が低下
することがある。上記ガラス粉末の含有量が２０重量％を超えると、得られる導電ペース
ト中の銀粉末の割合が少なくなることで、形成する配線等の導電性が低下することがある
。
上記ガラス粉末の粒子の平均粒子径は、特に限定されないが、２０μｍ以下であることが
好ましい。
【００４６】
本発明の導電ペーストでは、増粘効果を付与するために、増粘効果を有する材料を用いる
ことが好ましい。上記増粘効果を有する材料は特に限定されず、例えば、脂肪酸アミド、
ひまし油等の増粘剤や、アクリル微粒子、エチルセルロース等の樹脂が挙げられる。
上記増粘効果を有する材料の含有量の好ましい上限は、導電ペースト全体に対して３重量
％である。上記増粘効果を有する材料の含有量が３重量％を超えると、焼成後に残留する
炭素成分が多くなり、導電性が悪化することがある。
また、本発明の導電ペーストは、１（１／ｓ）と１０（１／ｓ）との比（ＴＩ値）が１～
１．２であることが好ましい。
【００４７】
本発明の導電ペーストは、表面調整剤を含有してもよい。
上記表面調整剤の種類は特に限定されず、例えば、２，２－ジメチル－１，３－プロパン
ジオール、２－（ヒドロキシメチル）－２－エチル－１，３－プロパンジオール等の水酸
基を持つ高極性有機化合物が挙げられる。
上記表面調整剤の含有量の好ましい上限は、導電ペースト全体に対して３０重量％である
。上記表面調整剤の含有量が３０重量％を超えると、乾燥速度が遅くなるため乾燥工程中
にペーストが流動し、印刷乾燥後のアスペクト比が低くなる場合がある。
【００４８】
本発明の導電ペーストは、焼成後に残留する炭素成分が増加しない程度であれば、上記増
粘効果を有する材料及び表面調整剤の他、界面活性剤等の分散剤、フタル酸エステル等の
可塑剤等、従来導電ペーストの添加剤として知られている各種添加剤を含有してもよい。
【００４９】
本発明の導電ペーストを作製する方法は特に限定されず、従来公知の攪拌方法が挙げられ
、具体的には、例えば、上記（メタ）アクリル樹脂、有機溶剤、銀粉末及び必要に応じて
添加されるガラス粉末等の他の成分を３本ロール、ビーズミル等で攪拌する方法等が挙げ
られる。
【００５０】
本発明の導電ペーストの用途は特に限定されず、太陽電池素子、セラミック電子部品等の
電極、導電層、導電配線等を形成するための導電ペーストとして用いることできる。なか
でも、本発明の導電ペーストを用いればアスペクト比の高い配線を形成することができ、
採光率が高く、エネルギー変換効率に優れた太陽電池素子が得られることから、太陽電池
素子の表面、即ち受光面の導電層又は導電配線を形成するための導電ペーストとして用い
ることが好ましい。
本発明の導電ペーストを焼成してなる導電層又は導電配線を有する太陽電池素子もまた、
本発明の１つである。
【発明の効果】
【００５１】
本発明によれば、焼成後に残留する炭素成分が少なく、かつ、オフセット印刷プロセスに
好適に用いることができ、細線でアスペクト比の高い配線を形成することが可能な導電ペ
ースト、及び、該導電ペーストを用いて製造される太陽電池素子を提供できる。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
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以下に実施例を掲げて本発明を更に詳しく説明するが、本発明はこれら実施例のみに限定
されない。
【００５３】
（重合例１）
攪拌機、冷却器、温度計、及び、窒素ガス導入口を備えた２Ｌセパラプルフラスコに、イ
ソブチルメタクリレート（ＩＢＭＡ）１００重量部と、連鎖移動剤としてジチオリン酸ビ
ス（２－エチルヘキシル）（ＳＣ有機化学社製、「Ｐｏｓｌｅｘ　ＤＴ－８」）３重量部
と、有機溶剤として３－メチル－１，５－ペンタンジオール１００重量部とを混合し、モ
ノマー混合液を得た。
得られたモノマー混合液を、窒素ガスを用いて２０分間バブリングすることにより溶存酸
素を除去した後、セパラブルフラスコ系内を窒素ガスで置換し攪拌しながら溶液温度が９
５℃に達するまで昇温した。温度が達した後、重合開始剤を用いた溶剤で希釈した溶液を
加えた。また重合中に同様に重合開始剤を含む溶液を数回添加した。
重合開始から１０時間後、室温まで冷却し重合を終了させた。ＩＢＭＡの重合体が得られ
た。得られた（メタ）アクリル樹脂について、ＧＰＣによる分析を行ったところ、ポリス
チレン換算による重量平均分子量は約４００００であった。なお、ポリスチレン換算重量
平均分子量の測定には、カラムとしてＳＨＯＫＯ社製カラムＬＦ－８０４を用いた。また
、ガラス転移温度は５０℃であった。ガラス転移温度の測定にはＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅ
ｎｔｓ株式会社製、ＤＳＣ２９２０　Ｍｏｄｕｌａｔｅｄ　ＤＳＣを用いた。
【００５４】
（重合例２）
モノマーとしてイソブチルメタクリレート（ＩＢＭＡ）５０重量部と２－エチルヘキシル
メタクリレート（２ＥＨＭＡ）５０重量部を用いた以外は実施例１と同様にして重合体を
得た。得られた重合体のポリスチレン換算重量平均分子量は約５００００であった。ガラ
ス転移温度は２０℃であった。
【００５５】
（重合例３）
モノマーとしてイソブチルメタクリレート（ＩＢＭＡ）５０重量部と２－エチルヘキシル
メタクリレート（２ＥＨＭＡ）５０重量部と、連鎖移動剤としてドデシルメルカプタン（
ＤＤＭ）０．３重量部と、有機溶剤として３－メチル－１，３－ブタンジオール１００重
量部とを用いた以外は実施例１と同様にして重合体を得た。得られた重合体のポリスチレ
ン換算重量平均分子量は約８００００であった。ガラス転移温度は２０℃であった。
【００５６】
（重合例４）
モノマーとしてメチルメタクリレート（ＭＭＡ）を１００重量部用いた以外は実施例１と
同様にして重合体を得た。得られた重合体のポリスチレン換算重量平均分子量は約５００
００、ガラス転移温度は１０４℃であった。
【００５７】
（重合例５）
有機溶剤として酢酸エチルを用いた以外は実施例２と同様にして重合体を得た。得られた
重合体のポリスチレン換算重量平均分子量は約１００００、ガラス転移温度は５０℃であ
った。
【００５８】
（実施例１）
重合例１で得られた重合体と、有機溶剤とを表１の組成になるように混合してビヒクルを
作製した。さらに、銀粉末（三井金属鉱業社製、ＳＰＱ０３Ｒ、ｄ５０＝０．６μｍ、ｄ
９０＝１．２μｍ）、低融点ガラス微粒子を表１の組成になるように配合し、遊星式混練
機にて銀粉末を分散させペーストを作製した。
【００５９】
（実施例２）
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重合例２で得られた重合体と、有機溶剤とを表１の組成になるように混合してビヒクルを
作製した。さらに、銀粉末（三井金属鉱業社製、ＳＰＱ０３Ｒ）、低融点ガラス微粒子を
表１の組成になるように配合し、遊星式混練機にて銀粉末を分散させペーストを作製した
。
【００６０】
（実施例３）
重合例３で得られた重合体と、有機溶剤とを表１の組成になるように混合してビヒクルを
作製した。さらに、銀粉末（三井金属鉱業社製、ＳＰＱ０３Ｒ）、低融点ガラス微粒子を
表１の組成になるように配合し、遊星式混練機にて銀粉末を分散させペーストを作製した
。
【００６１】
（比較例１）
重合例４で得られた重合体と、有機溶剤とを表１の組成になるように混合してビヒクルを
作製した。さらに、銀粉末（三井金属鉱業社製、ＳＰＱ０３Ｒ）、低融点ガラス微粒子を
表１の組成になるように配合し、遊星式混練機にて銀粉末を分散させペーストを作製した
。
【００６２】
（比較例２）
重合例２で得られた重合体と、有機溶剤とを表１の組成になるように混合してビヒクルを
作製した。さらに、銀粉末（三井金属鉱業社製、ＳＰＮ２０Ｊ、ｄ５０＝３．２μｍ、ｄ
９０＝５．３μｍ）、低融点ガラス微粒子を表１の組成になるように配合し、遊星式混練
機にて銀粉末を分散させペーストを作製した。
【００６３】
（比較例３）
重合例５で得られた重合体と、有機溶剤とを表１の組成になるように混合してビヒクルを
作製した。さらに、銀粉末（三井金属鉱業社製、ＳＰＱ０３Ｒ）、低融点ガラス微粒子を
表１の組成になるように配合し、遊星式混練機にて銀粉末を分散させペーストを作製した
。
【００６４】
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【表１】

【００６５】
＜評価＞
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実施例、比較例で得られたビヒクル及びペーストについて以下の評価を行った。結果を表
２に示す。
【００６６】
（１）粘度評価
得られたペーストを、レオメーター（ＨＡＡＫＥ社製　ＲｈｅｏＳｔｒｅｓｓ　３０００
により測定した。１（１／ｓ）および１０（１／ｓ）の比（ＴＩ値）を算出した。
【００６７】
（２）印刷性評価
得られたペーストを幅１００μｍ、長さ１０ｃｍの金属版に入れた。表面をシリコンゴム
で巻いたローラーをゆっくりと版上を転がしペーストをゴム上に転写させた。転写させた
ペーストをガラス板上へ転写を行い、良好に転写できるものを「○」、部分的に転写でき
たものを「△」、全く転写できなかったものを「×」として評価を行った。
【００６８】
（３）焼結性評価
得られたビヒクルを１５０℃で２時間乾燥させて得られた樹脂をＴＧ－ＤＴＡで測定し、
以下の基準で評価した。
○：６００℃まで加熱したとき、残留炭素成分は１重量％以下であった
×：６００℃まで加熱したとき、１重量％を超える炭素成分が残留した
【００６９】
【表２】

【産業上の利用可能性】
【００７０】
本発明によれば、焼成後に残留する炭素成分が少なく、かつ、オフセット印刷プロセスに
好適に用いることができ、細線でアスペクト比の高い配線を形成することが可能な導電ペ
ースト、及び、該導電ペーストを用いて製造される太陽電池素子を提供できる。
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