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(57)【要約】
　太陽電池モジュールを製造するため、殊に太陽電池モ
ジュール用集光器を製造するためのａ）少なくとも１つ
のポリアルキル（メタ）アクリレートおよびｂ）Ｒ1お
よびＲ2が独立に１～２０個の炭素原子を有するアルキ
ル基またはシクロアルキル基であるような式（Ｉ）の少
なくとも１つの化合物の使用。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽電池モジュールを製造するための、
ａ）少なくとも１つのポリアルキル（メタ）アクリレートおよび
ｂ）式（Ｉ）
【化１】

〔式中、基Ｒ1およびＲ2は、独立に１～２０個の炭素原子を有するアルキル基またはシク
ロアルキル基を表わす〕で示される少なくとも１つの化合物の使用。
【請求項２】
　成形材料は、少なくとも１つのＣ1～Ｃ18アルキル（メタ）アクリレート単独重合体ま
たはＣ1～Ｃ18アルキル（メタ）アクリレート共重合体を含有する、請求項１記載の使用
。
【請求項３】
　成形材料は、メチルメタクリレート単位８０質量％～９９質量％およびＣ1～Ｃ10アル
キルアクリレート単位１質量％～２０質量％を含む少なくとも１つの共重合体を含有する
、請求項２記載の使用。
【請求項４】
　共重合体は、メチルアクリレート単位および／またはエチルアクリレート単位を含む、
請求項３記載の使用。
【請求項５】
　基Ｒ1およびＲ2が独立に１～８個の炭素原子を有するアルキル基またはシクロアルキル
基であるような式（Ｉ）の化合物を使用する、請求項１から４までのいずれか１項に記載
の使用。
【請求項６】
　基Ｒ1およびＲ2がメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、１－ブチル基、
２－ブチル基、２－メチルプロピル基、ｔ－ブチル基、ペンチル基、２－メチルブチル基
、１，１－ジメチルプロピル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、１，１，３，３
－テトラメチルブチル基、ノニル基、１－デシル基、２－デシル基、ウンデシル基、ドデ
シル基、ペンタデシル基またはエイコシル基であるような式（Ｉ）の化合物を使用する、
請求項１から５までのいずれか１項に記載の使用。
【請求項７】
　基Ｒ1およびＲ2が場合によっては分枝鎖状または非分枝鎖状アルキル基で置換されてい
る、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロ
ヘプチル基またはシクロオクチル基であるような式（Ｉ）の化合物を使用する、請求項１
から６までのいずれか１項に記載の使用。
【請求項８】
　式（ＩＩ）
【化２】
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で示される化合物を使用する、請求項１から７までのいずれか１項に記載の使用。
【請求項９】
　ａ）少なくとも１つのポリアルキル（メタ）アクリレートおよび
ｃ）式（Ｉ）
【化３】

〔式中、基Ｒ1およびＲ2は、独立に１～２０個の炭素原子を有するアルキル基またはシク
ロアルキル基を表わす〕で示される少なくとも１つの化合物を含有する成形部材を含む太
陽電池モジュール。
【請求項１０】
　成形部材は、集光器である、請求項９記載の太陽電池モジュール。
【請求項１１】
　成形部材は、収束レンズである、請求項１０記載の太陽電池モジュール。
【請求項１２】
　収束レンズは、凸面領域を含む、請求項１１記載の太陽電池モジュール。
【請求項１３】
　収束レンズは、平凸構造を有する、請求項１２記載の太陽電池モジュール。
【請求項１４】
　収束レンズは、フレネルレンズである、請求項１３記載の太陽電池モジュール。
【請求項１５】
　さらに光起電力エレメントを含む、請求項１０から１４までのいずれか１項に記載の太
陽電池モジュール。
【請求項１６】
　ａ）少なくとも１つの光起電力エレメント、
ｂ）少なくとも１つのポリアルキル（メタ）アクリレートを含有する少なくとも１つの収
束レンズおよび
ｃ）式（Ｉ）

【化４】

〔式中、基Ｒ1およびＲ2は、独立に１～２０個の炭素原子を有するアルキル基またはシク
ロアルキル基を表わす〕で示される少なくとも１つの化合物を含有する、少なくとも１つ
の透明な鏡板を含む太陽電池モジュール。
【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の製造ならびに相応する太陽電池モジュールに関する。
【０００２】
　従来技術
　太陽電池または光起電力電池は、光中、殊に太陽光中に含まれる放射線エネルギーを直
接に電気エネルギーに変換する電気的構成要素である。この変換の物理的理由は、内部光
電効果の１つの特殊な場合である光起電力効果にある。
【０００３】
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　図３は、太陽電池モジュールの基本構造を示す略示断面図である。図３において、５０
１は、光起電力エレメントを示し、５０２は、固定手段を示し、５０３は、鏡板を示し、
および５０４は、後壁を示す。太陽光は、この太陽光が鏡板５０３および固定手段５０２
を通過することにより、光起電力エレメント５０１の感光性表面上に入射し、電気エネル
ギーに変換される。形成された電流は、出力端子（図示されていない）によって放出され
る。
【０００４】
　光起電力エレメントは、極端な戸外条件に耐えることができず、それというのも、この
光起電力エレメントは、簡単に腐蝕し、極めて脆いからである。従って、この光起電力エ
レメントは、適当な材料によって覆われかつ保護されなければならない。多くの場合に、
これは、光起電力エレメントが適当な固定手段を使用することにより、耐候性を有する透
明な鏡板、例えばガラス鏡板と優れた湿分耐性および高い電気抵抗を有する後壁との間に
挿入され、かつ貼合されることにより、達成される。
【０００５】
　太陽電池のための固定手段としては、しばしばポリビニルブチラールおよびエチレンビ
ニルアセテート共重合体（ＥＶＡ）が使用される。この場合、殊に架橋性ＥＶＡ組成物は
、優れた性質、例えば良好な耐熱性、高い耐候性、高い透明度および良好な原価効率を示
す。
【０００６】
　太陽電池モジュールは、高い安定性を有することを意図され、それというのも、この太
陽電池モジュールは、戸外で長時間使用されることが意図されるからである。従って、固
定手段は、なかんずく優れた耐候性および高い熱変形安定性を有しなければならない。し
かし、前記モジュールを長時間、例えば１０年間戸外で使用した場合には、しばしば固定
手段の光誘発される分解および／または熱誘発される分解が観察され、ならびにその結果
、固定手段の黄変および／または光起電力エレメントの剥離が観察される。固定手段の黄
変は、入射光の利用可能な割合の減少をまねき、その結果、電気出力の減少をまねく。他
面、光起電力エレメントの剥離は、湿分の侵入を可能にし、この湿分は、光起電力エレメ
ントそれ自体の腐蝕または太陽電池モジュール中の金属部材の腐蝕をまねく可能性があり
、同様に太陽電池モジュールから得られる出力の劣化をまねく結果を生じる。
【０００７】
　通常使用されるＥＶＡそれ自体は、良好な固定手段であるが、これは、加水分解および
／または熱分解によって次第に分解される。時間と共に、熱または湿分によって酢酸が遊
離される。これは、固定手段の黄変、機械的強度の減少および固定手段の接着力の減少を
まねく。更に、遊離された酢酸は、触媒として作用し、さらに分解を促進する。更に、光
起電力エレメントおよび／または太陽電池モジュール中の別の金属部材は、酢酸によって
腐蝕されるという問題が起こる。
【０００８】
　この問題の解決のために、欧州特許出願公開第１０６５７３１号明細書Ａ２には、光起
電力エレメントおよび重合体固定手段を含む太陽電池モジュールの使用が提案されており
、この場合この重合体固定手段は、エチレン－アクリルエステル－アクリル酸三元共重合
体、エチレン－アクリルエステル－無水マレイン酸三元共重合体、エチレン－メタクリル
酸エステル－アクリル酸エステル三元共重合体、エチレン－アクリル酸－メタクリル酸三
元共重合体、エチレン－メタクリル酸エステル－メタクリル酸三元共重合体および／また
はエチレン－メタクリル酸エステル－無水マレイン酸三元共重合体を含む。しかし、この
種の太陽電池モジュールの耐候性ならびに有効性は、制限されている。
【０００９】
　また、公知技術水準から、アクリル成形材料の耐候性を適当なＵＶ吸収剤の使用によっ
て改善することは、公知である。
【００１０】
　即ち、ドイツ連邦共和国特許出願公開第１０３１１６４１号明細書Ａ１には、式（Ｉ）
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【化１】

〔式中、基Ｒ1およびＲ2は、独立に１～２０個の炭素原子を有するアルキル基またはシク
ロアルキル基を表わす〕で示されるＵＶ安定剤０．００５質量％～０．１質量％を含有す
るポリメチルメタクリレート成形体を含むタンニング補助剤が記載されている。
【００１１】
　しかし、この刊行物には、太陽電池モジュールを製造するための形成体の使用について
の指摘は何も確認することができない。
【００１２】
　ドイツ連邦共和国特許出願公開第３８３８４８０号明細書Ａ１には、ａ）光によって引
き起こされる損傷から保護するための安定剤としての蓚酸アニリド－または２，２，６，
６－テトラメチルピペリジン化合物およびｂ）難燃性有機燐化合物を含有するメチルメタ
クリレート重合体およびメチルメタクリレート共重合体が開示されている。
【００１３】
　しかし、この刊行物には、太陽電池モジュールを製造するための組成物の使用について
の指摘は何も確認することができない。
【００１４】
　特開２００５－２９８７４８号公報Ａは、有利にメチルメタクリレート単位６０～１０
０質量％および別の共重合可能なビニルモノマー単位０～４０質量％を含むメタクリル樹
脂１００質量部、および２－（２－ヒドロキシ－４－ｎ－オクチルオキシフェニル）－４
，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリアジンおよび／または２－
ヒドロキシ－４－オクチルオキシベンゾフェノン０．００５～０．１５質量％を含有する
メタクリル樹脂からなる成形部材を提供する。この成形部材は、ＵＶ線に対する明らかな
バリヤーを有し、０．５～５ｍｍの範囲内の厚さを有する成形部材について測定した、３
４０ｎｍで最大２０％の透明度および３８０ｎｍで最大７０％の透明度を示す。
【００１５】
　この成形部材は、殊に照明システムのためのカバーとして使用される。しかし、この刊
行物には、太陽電池モジュールを製造するための成形部材の使用についての指摘は何も確
認することができない。
【００１６】
　発明の概要
　従って、本発明の課題は、殊に高い温度および／または高い空気湿度で戸外で長時間利
用する際の太陽電池の出力低下を減少させるための方法を提示することである。この目的
のために、殊に優れた耐候性、できるだけ高い熱変形安定性およびできるだけ高い光透過
性ならびにできるだけ少ない吸水率を達成するための方法が探求された。更に、腐蝕を促
進する物質、殊に酸のできるだけ少ない遊離および太陽電池モジュールの種々の基本エレ
メントに対するできるだけ強い接着力が望まれた。
【００１７】
　前記課題ならびにさらに具体的には記載されていないが、本明細書の冒頭部で議論した
関連事項から容易に明らかになる課題は、本発明の請求項１の全ての特徴を有する成形材
料の使用によって解決される。請求項１に従属する従属請求項は、本発明の特に有利な変
法を記載する。更に、相応する太陽電池モジュールの特許保護も請求されている。
【００１８】
　ａ）少なくとも１つのポリアルキル（メタ）アクリレートおよびｂ）式（Ｉ）
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【化２】

〔式中、基Ｒ1およびＲ2は、独立に１～２０個の炭素原子を有するアルキル基またはシク
ロアルキル基を表わす〕で示される少なくとも１つの化合物を、太陽電池モジュールの製
造のため、殊に太陽電池モジュール用集光器の製造のために使用することによって、簡単
に予測することができたものではなく、殊に高い温度および／または高い空気湿度で戸外
で長時間利用する際の太陽電池の出力低下を極めて良好に阻止することに成功する。殊に
、優れた耐候性、極めて高い熱安定性、極めて高い光透過性ならびに極めて低い吸水率が
達成される。更に、長時間戸外で利用した場合でも腐蝕を促進する物質は、全く遊離され
ず、太陽電池モジュールの種々の基本エレメントに対して極めて強い接着力が達成される
。
【００１９】
　この目的を達成する解決は、可視波長範囲内で「有用な」光の効率的な利用を可能にす
る。同時に、別の波長領域、殊に電流の発生に利用することができないＵＶ領域内は、効
率的に吸収される。この吸収によって、太陽電池モジュールの耐候性は、向上される。更
に、吸収によって不利に作用する、集光器の加熱は、阻止され、この場合この目的のため
に冷却エレメントは、使用される必要はなく、太陽電池モジュールの寿命は、延長され、
およびこの太陽電池モジュールの全出力および効率は、上昇される。
【００２０】
　本発明による方法によって、殊に次の利点が明らかになる：
　優れた耐候性、熱安定性および湿分耐性を有する太陽電池モジュールが自由に入手可能
になる。前記モジュールが戸外条件に長時間晒された場合であっても、剥離は、全く起こ
らない。更に、耐候性が改善され、それというのも、高い温度および高い湿度の場合でも
酸は、全く遊離されないからである。酸による光起電力エレメントの腐蝕は、全く起こら
ないので、長時間に亘って安定して持続される、太陽電池の出力は、維持される。
【００２１】
　更に、耐候性、熱変形安定性および湿分耐性が優れており、優れた光透過性を有し、お
よび極めて良好な太陽電池モジュールの製造を可能にする材料が使用される。
【００２２】
　発明の詳細な説明
　本発明の範囲内で、ａ）少なくとも１つのポリアルキル（メタ）アクリレートおよびｂ
）式（Ｉ）

【化３】

〔式中、基Ｒ1およびＲ2は、独立に１～２０個の炭素原子を有するアルキル基またはシク
ロアルキル基を表わす〕で示される少なくとも１つの化合物は、太陽電池モジュールの製
造のために使用される。この場合、この成分は、一緒になって１つの組成物中に、例えば
成形材料中の混合物として、太陽電池モジュールの共通のエレメント、例えば成形部材の
製造のために使用されてよい。しかし、それぞれ太陽電池モジュールの異なる個々のエレ
メントの製造のために別々に使用することも可能である。
【００２３】
　ポリアルキル（メタ）アクリレートは、個別的に使用されてもよいし、多数の異なるポ
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リアルキル（メタ）アクリレートの混合物で使用されてもよい。更に、ポリアルキル（メ
タ）アクリレートは、共重合体の形で存在していてもよい。
【００２４】
　本発明の範囲内で、Ｃ1～Ｃ18アルキル（メタ）アクリレート、好ましくはＣ1～Ｃ10ア
ルキル（メタ）アクリレート、殊にＣ1～Ｃ4アルキル（メタ）アクリレートの、場合によ
ってはなおこれらとは異なるモノマー単位を含有することができる単独重合体および共重
合体は、特に好ましい。
【００２５】
　本明細書中で、（メタ）アクリレートという表記は、メタクリレート、例えばメチルメ
タクリレート、エチルメタクリレート等ならびにアクリレート、例えばメチルアクリレー
ト、エチルアクリレート等ならびに双方からなる混合物を意味する。
【００２６】
　Ｃ1～Ｃ10アルキル（メタ）アクリレート７０質量％～９９質量％、殊に７０質量％～
９０質量％を含有する共重合体の使用は、殊に有効であることが実証された。好ましいＣ

1～Ｃ10アルキルメタクリレートは、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プ
ロピルメタクリレート、イソプロピルメタクリレート、ｎ－ブチルメタクリレート、イソ
ブチルメタクリレート、第三ブチルメタクリレート、ペンチルメタクリレート、ヘキシル
メタクリレート、ヘプチルメタクリレート、オクチルメタクリレート、イソオクチルメタ
クリレートおよびエチルヘキシルメタクリレート、ノニルメタクリレート、デシルメタク
リレートならびにシクロアルキルメタクリレート、例えばシクロヘキシルメタクリレート
、イソボルニルメタクリレートまたはエチルシクロヘキシルメタクリレートを含む。好ま
しいＣ1～Ｃ10アルキルアクリレートは、メチルアクリレート、エチルアクリレート、プ
ロピルアクリレート、イソプロピルアクリレート、ｎ－ブチルアクリレート、イソブチル
アクリレート、第三ブチルアクリレート、ペンチルアクリレート、ヘキシルアクリレート
、ヘプチルアクリレート、オクチルアクリレート、イソオクチルアクリレート、ノニルア
クリレート、デシルアクリレートおよびエチルヘキシルアクリレートならびにシクロアル
キルアクリレート、例えばシクロヘキシルアクリレート、イソボルニルアクリレートまた
はエチルシクロヘキシルアクリレートを含む。
【００２７】
　殊に好ましい共重合体は、メチルメタクリレート（ＭＭＡ）単位８０質量％～９９質量
％およびＣ1～Ｃ10アルキルアクリレート単位、殊にメチルアクリレート単位、エチルア
クリレート単位および／またはブチルアクリレート単位１質量％～２０質量％、特に１質
量％～５質量％を含む。Ｒｏｅｈｍ　ＧｍｂＨ社から入手可能なポリメチルメタクリレー
トＰＬＥＸＩＧＬＡＳ（登録商標）７Ｎの使用は、前記の記載に関連して特に有効である
ことが実施された。
【００２８】
　ポリアルキル（メタ）アクリレートは、自体公知の重合法によって製造されることがで
き、この場合には、ラジカル重合法、殊に塊状重合法、溶液重合法、懸濁重合法および乳
化重合法が特に好ましい。この目的のために特に適した開始剤は、殊にアゾ化合物、例え
ば２，２′－アゾビス－（イソブチロニトリル）または２，２′－アゾビス（２，４－ジ
メチルバレロニトリル）、レドックス系、例えば第３アミンと過酸化物またはナトリウム
ジスルフィットとの組合せ物およびカリウム、ナトリウムまたはアンモニウムの過硫酸塩
、または有利に過酸化物を含む（これに関連しては、例えばＨ．Ｒａｕｃｈ－Ｐｕｎｔｉ
ｇａｍ，Ｔｈ．Ｖｏｅｌｋｅｒ，"Ａｃｒｙｌ－　ｕｎｄ　Ｍｅｔｈａｃｒｙｌｖｅｒｂ
ｉｎｄｕｎｇｅｎ"，Ｓｐｒｉｎｇｅｒ，Ｈｅｉｄｅｌｂｅｒｇ，１９６７またはＫｉｒ
ｋ－Ｏｔｈｍｅｒ，Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｏ
ｌｏｇｙ，Ｖｏｌ．１，第３８６頁，Ｊ．Ｗｉｌｅｙ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、１９７８参照
のこと）。特に好適な過酸化物重合開始剤の例は、ジラウロイルペルオキシド、第三ブチ
ルペルオクトエート、第三ブチルイソノナノエート、ジシクロヘキシルペルオキソジカー
ボネート、過酸化ジベンゾイルおよび２，２－ビス－（第三ブチルペルオキシ）－ブタン
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過酸化ジラウロイルおよび２，２－ビス－（第三ブチルペルオキシ）－ブタンを用いて実
施することができ、ラジカル流は、重合の経過中ならびに種々の重合温度で一定に保持さ
れる。重合開始剤の使用量は、一般にモノマー混合物に対して０．０１質量％～２質量％
である。
【００２９】
　重合は、連続的に実施されてもよいし、バッチ形式で実施されてもよい。重合後、重合
体は、従来の単離工程および分離工程、例えば濾過、凝集および噴霧乾燥により取得され
る。
【００３０】
　重合体または共重合体の鎖長の調節は、分子量調節剤、例えばこのために公知であるメ
ルカプタン、例えばｎ－ブチルメルカプタン、ｎ－ドデシルメルカプタン、２－メルカプ
トエタノールまたは２－エチルヘキシルチオグリコラート、ペンタエリトリットテトラチ
オグリコラートの存在下での単量体または単量体混合物の重合によって行うことができ；
この場合、この分子量調節剤は、一般に、単量体または単量体混合物に対して０．０５～
５質量％の量で、有利に単量体または単量体混合物に対して０．１質量％～２質量％の量
で、特に有利に０．２質量％～１質量％の量で使用される（例えばＨ．Ｒａｕｃｈ－Ｐｕ
ｎｔｉｇａｍ，Ｔｈ．Ｖｏｅｌｋｅｒ，"Ａｃｒｙｌ－　ｕｎｄ　Ｍｅｔｈａｃｒｙｌｖ
ｅｒｂｉｎｄｕｎｇｅｎ"，Ｓｐｒｉｎｇｅｒ，Ｈｅｉｄｅｌｂｅｒｇ，１９６７；Ｈｏ
ｕｂｅｎ－Ｗｅｙｌ，Ｍｅｔｈｏｄｅｎ　ｄｅｒ　ｏｒｇａｎｉｓｃｈｅｎ　Ｃｈｅｍｉ
ｅ，第ＸＩＶ/１卷，第６６頁，Ｇｅｏｒｇ　Ｔｈｉｅｍｅ，Ｈｅｉｄｅｌｂｅｒｇ，１
９６１またはＫｉｒｋ－Ｏｔｈｍｅｒ，Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｃ
ａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｖｏｌ．１，第２９６頁以降，Ｊ．Ｗｉｌｅｙ，Ｎｅｗ　
Ｙｏｒｋ、１９７８を参照のこと）。特に、有利には、分子量調節剤としてｎ－ドデシル
メルカプタンが使用される。
【００３１】
　更に、本発明の範囲内で、式（Ｉ）
【化４】

〔式中、基Ｒ1およびＲ2は、独立に１～２０個の炭素原子、特に有利に１～８個の炭素原
子を有するアルキル基またはシクロアルキル基を表わす〕で示される少なくとも１つの化
合物は、太陽電池モジュールの製造のために使用される。脂肪族基は、特に直鎖状または
分枝鎖状であり、置換基、例えばハロゲン原子を有することができる。
【００３２】
　メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、１－ブチル基、２－ブチル基、２
－メチルプロピル基、ｔ－ブチル基、ペンチル基、２－メチルブチル基、１，１－ジメチ
ルプロピル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、１，１，３，３－テトラメチルブ
チル基、ノニル基、１－デシル基、２－デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、ペンタデ
シル基およびエイコシル基は、好ましいアルキル基に属する。
【００３３】
　シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘ
プチル基およびシクロオクチル基は、好ましいシクロアルキル基に属し、該基は、場合に
より分枝鎖状アルキル基または非分枝鎖状アルキル基で置換されている。
【００３４】
　特に有利には、式（ＩＩ）
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【化５】

で示される化合物が使用される。
【００３５】
　この化合物は、商業的にＣｌａｒｉａｎｔ社からＳａｎｄｕｖｏｒ（登録商標）　ＶＳ
Ｕの商品名で、ならびにＣｉｂａ　Ｇｅｉｇｙ社からＴｉｎｕｖｉｎ（登録商標）３１２
の商品名で入手可能である。
【００３６】
　本発明の範囲内で、場合によっては当業者によく知られている助剤を添加することは、
有利である。好ましいのは、外部滑剤、酸化防止剤、難燃剤、他のＵＶ安定剤、流動助剤
、電磁線により遮蔽するための金属添加剤、静電防止剤、消泡剤、染料、顔料、付着助剤
、耐候安定剤、可塑剤、充填剤および類似物である。
【００３７】
　本発明の特に好ましい実施態様の範囲内で、少なくとも１つの立体障害アミンが使用さ
れ、それによって耐候性は、さらに改善される。長時間戸外条件に晒された材料の黄変ま
たは分解は、さらに減少させることができる。
【００３８】
　特に好ましい立体障害アミンは、ジメチルスクシネート－１－（２－ヒドロキシエチル
）－４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペラジン重縮合物、ポリ［｛６－
（１，１，３，３－テトラメチルブチル）アミノ－１，３，５－トリアジン－２，４－ジ
イル｝｛（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）イミノ｝ヘキサメチレン｛
２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル｝イミノ］、Ｎ，Ｎ’－ビス（３－アミ
ノプロピル）エチレンジアミン－２，４－ビス［Ｎ－ブチル－Ｎ－（１，２，２，６，６
－ペンタメチル－４－ピペリジル）アミノ］－６－クロロ－１，３，５－トリアジン縮合
物、ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）セバケートおよび２－（３
，５－ジ－ｔ－４－ヒドロキシベンジル）－２－ｎ－ブチルマロネートビス（１，２，２
，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）を含む。
【００３９】
　更に、シラン付着助剤または有機チタン化合物の使用は、殊に有効であることが実証さ
れ、それによって、無機材料に対する接着力は、さらに改善される。
【００４０】
　適当なシラン付着助剤は、ビニルトリクロロシラン、ビニル－トリス（β－メトキシエ
トキシ）シラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、γ－メタクリ
ルオキシプロピルトリメトキシシラン、β－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチル
トリメトキシシラン、γ－グリシドオキシプロピルメチルジエトキシシラン、Ｎ－β－（
アミノエチル）－γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－β－（アミノエチル）－
γ－アミノプロピルメチルジメトキシシラン、γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、
Ｎ－フェニル－γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリメ
トキシシランおよびγ－クロロプロピルトリメトキシシランを含む。
【００４１】
　ポリアルキル（メタ）アクリレートと式（Ｉ）の化合物との相対的割合は、原理的に自
由に選択することができる。
【００４２】
　この割合は、有利に共通の成形材料中に存在する。特に好ましい成形材料は、それぞれ
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該成形材料の全質量に対して、ａ）ポリアルキル（メタ）アクリレート９０質量％～９９
．９９９質量％およびｂ）式（Ｉ）の化合物０．００１質量％～０．０３質量％を含む。
【００４３】
　共通の成形材料中への前記化合物の混入は、刊行物に公知の方法により、例えばよりい
っそう高い温度で後加工前の重合体との混合によって、重合体の溶融液中への添加によっ
て、または加工中の懸濁されたかまたは溶解された重合体への添加によって行なうことが
できる。前記化合物は、場合によっては既に重合体の製造のために出発物質に添加されて
もよく、さらに通常の光安定剤および熱安定剤、酸化剤および還元剤等の存在下でも吸収
能を失なうことはない。
【００４４】
　本発明の目的のために特に好ましい成形材料は、８０℃を下廻らない軟化温度を有する
（ビカー軟化温度ＶＥＴ（ＩＳＯ　３０６－Ｂ５０））。従って、この成形材料は、殊に
太陽電池モジュールのための固定手段として適している。それというのも、このモジュー
ルが使用の際に高い温度に晒される場合であっても、何らのクリープの開始も示さないか
らである。
【００４５】
　また、特に好ましいのは、比較的高い全光透過率を有し、こうして殊に太陽電池モジュ
ール中の固定手段としての成形材料の使用の際に、固定手段の光学的損失によって引き起
こされる太陽電池の出力低下を阻止する成形材料である。全光透過率は、４００ｎｍ～５
００ｎｍ未満の波長領域に亘って、特に少なくとも９０％である。全透過率は、５００ｎ
ｍ～１０００ｎｍ未満の波長領域に亘って、特に少なくとも８０％である（Ｐｅｒｋｉｎ
　Ｅｌｍｅｒ社の分光光度計ラムダ１９により測定した）。
【００４６】
　更に、１～５００ｋΩ×ｃｍ2の損失抵抗を有する成形材料も好ましい。短路に基づく
太陽電池の出力低下は、可能な範囲で最善になるように回避される。
【００４７】
　記載された成分を含有する成形材料は、殊に太陽電池モジュールのための固定手段とし
て適している。更に、この成形材料は、いわゆる集光器の製造のために使用される。これ
は、最小寸法の面積上に高い効率で光を集中させる、即ち高い放射照度を達成させる構成
要素である。この場合、光源の画像を発生させることは、不要である。
【００４８】
　本発明の目的のために特に好ましい集光器は、収束レンズであり、この収束レンズは、
光軸と平行に入射した光を収束させ、焦点平面内でピント調節される。この場合には、殊
に光軸と平行に入射される光は、焦点にピント調節される。
【００４９】
　収束レンズは、両凸（両側が外向きに湾曲した）、平凸（片側が平面で、片側が凸面）
または凹凸（片側が内向きに湾曲し、片側が外向きに湾曲し、この場合凸面は、特に凹面
よりも強く湾曲している）である。本発明による特に好ましい収束レンズは、少なくとも
１つの凸面領域を含み、この場合平凸構造は、特に好ましいことが判明した。
【００５０】
　本発明の特に好ましい実施態様の範囲において、集光器は、フレネルレンズの構造を有
する。これは、使用される構造原理によって、一般に質量の減少および体積の減少を生じ
、このことは、特に短い焦点距離を有する大型レンズの場合に有効である。
【００５１】
　体積の減少は、フレネルレンズにおいて、環状領域の区分によって行なわれる。全ての
全領域内で厚さは、減少され、したがって、このレンズは、一連の環状帯域を有する。光
は、レンズの表面でのみ屈折されるので、屈折角度は、レンズの厚さに依存するのではな
く、レンズの両面間の角度にのみ依存する。従って、画像品質が前記画像帯域の構造によ
って劣化されるとしても、レンズは、焦点距離を維持する。本発明の第１の特に好ましい
実施態様の範囲において、光軸に対してフレネルレンズ構造を有する回転対称のレンズが
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使用される。この回転対称のレンズは、光を単一方向に単一点で収束する。
【００５２】
　更に、本発明の特に好ましい実施態様の範囲内で、光を１つの平面内に収束する、フレ
ネルレンズ構造を有する線状レンズが使用される。
【００５３】
　ところで、太陽電池モジュールは、自体公知の構造を有することができる。この太陽電
池モジュールは、特に、有利に鏡板と後壁との間に挿入されかつ貼合されている、少なく
とも１つの光起電力エレメントを含み、この場合鏡板および後壁は、有利に固定手段で光
起電力エレメント上に固定されている。この場合、太陽電池モジュール、殊に鏡板、後壁
および／または固定手段は、特に本発明により使用される成分、即ちポリアルキル（メタ
）アクリレートおよび式（Ｉ）の化合物を含む。
【００５４】
　更に、本発明による特に好ましい実施態様の範囲内で、太陽電池モジュールは、
ａ）少なくとも１つの光起電力エレメント、
ｂ）少なくとも１つのポリアルキル（メタ）アクリレートを含有する少なくとも１つの集
光器および
ｃ）式（Ｉ）に記載の少なくとも１つの化合物を含有する、少なくとも１つの透明な鏡板
を含む。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明による好ましい太陽電池モジュールを示す略示断面図。
【図２ａ】図１による太陽電池モジュール中に有利に使用される光起電力エレメントの基
本構造を示す略示断面図。
【図２ｂ】図１による太陽電池モジュール中に有利に使用される光起電力エレメントの感
光性面を示す平面図。
【図３】常用の太陽電池を示す略示断面図。
【実施例】
【００５６】
　太陽電池モジュールの特に好ましい構造は、図１～図２Ｂに対して場合による参照符号
で以下に記載される。
【００５７】
　本発明による太陽電池モジュールは、特に光起電力エレメント１０１、光起電力エレメ
ント１０１の前面を覆う鏡板１０３、光起電力エレメント１０１と鏡板１０３との間の第
１の固定手段１０２、光起電力エレメント１０１の後側１０４を覆う後壁１０５および光
起電力エレメント１０１と後壁１０５との間の第２の固定手段１０４を含む。
【００５８】
　光起電力エレメントは、特に光変換のための第１の電極としての伝導性支持体上の光活
性半導体層とその上に形成された、第２の電極としての透明な伝導性層とを含む。
【００５９】
　これに関連して、伝導性支持体は、特に不銹鋼を含み、それによって前記支持体に対す
る固定手段の接着力は、さらに改善される。
【００６０】
　銅および／または銀を成分として含有するコレクター電極は、特に光起電力エレメント
の感光性面上に形成され、有利に式（Ｉ）の少なくとも１つの化合物を含有するポリアル
キル（メタ）アクリレートは、特にコレクター電極と接触される。
【００６１】
　光起電力エレメントの感光性表面は、好ましい形式で、有利に式（Ｉ）の少なくとも１
つの化合物を含有するポリアルキル（メタ）アクリレートで覆われ、その上に特に薄手の
フルオリド重合体フィルムは、最も外側の層として配置される。
【００６２】
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　第１の固定手段１０２は、エレメント１０１の感光性表面の起伏を覆うことにより、光
起電力エレメント１０１を外部の作用から保護する。更に、この第１の固定手段は、鏡板
１０３をエレメント１０１に結合するために利用される。従って、高い透明度に加えて高
い耐候性、高い接着力および高い耐熱性を有することが意図される。更に、低い吸水率を
示し、酸を遊離しないことが意図される。この要件を満たすために、特に有利に式（Ｉ）
の少なくとも１つの化合物を含有する、第１の固定手段としてのポリアルキル（メタ）ア
クリレートが使用される。
【００６３】
　光起電力エレメント１０１に到達する光量の減少を最小化するために、第１の固定手段
１０２の光透過率は、４００ｎｍ～８００ｎｍの可視波長範囲内で特に少なくとも８０％
であり、特に有利には、４００ｎｍ～５００ｎｍ未満の波長範囲内で少なくとも９０％で
ある（Ｐｅｒｋｉｎ　Ｅｌｍｅｒ社の分光光度計ラムダ１９により測定した）。更に、こ
の光起電力エレメントは、空気から入射する光量を最大にするために、特に１．１～２．
０、好ましくは１．１～１．６の屈折率を有する（ＩＳＯ　４８９に従い測定した）。
【００６４】
　第２の固定手段１０４は、光起電力エレメント１０１を外側の作用から保護するために
、エレメント１０１の後側の起伏を覆うことにより、使用される。更に、この第２の固定
手段は、後壁１０５をエレメント１０１に結合するためにも利用される。従って、第２の
固定手段は、第１の固定手段と同様に、高い耐候性、高い接着力および高い耐熱性を有す
ることが意図される。従って、有利に式（Ｉ）の有利に少なくとも１つの化合物を含有す
るポリアルキル（メタ）アクリレートを第２の固定手段として使用することは、好ましい
。第１の固定手段に使用される材料が第２の固定手段に使用される材料と同じであること
は、好ましい。しかし、透過率は、場合によるので、必要に応じて、充填剤、例えば有機
酸化物を第２の固定手段に添加することができ、耐光性および機械的性質がさらに改善さ
れうるか、または固定手段を着色するために顔料が添加されうる。
【００６５】
　光起電力エレメント１０１として、特に公知のエレメント、殊に単結晶シリコンセル、
多結晶シリコンセル、非晶質シリコンおよび微晶質シリコンが使用され、例えばこれらは
、薄膜シリコンセルにも使用される。更に、また銅－インジウム－セレン化物化合物およ
び半導体化合物は、特に好適である。
【００６６】
　好ましい光起電力エレメントは、図２ａおよび図２ｂに略示されている。図２ａは、光
起電力エレメントの略示断面図であり、これに対して、図２ｂは、光起電力エレメントの
略示平面図である。これらの図において、番号２０１は、伝導性支持体であり、２０２は
、後側上の反射層であり、２０３は、光活性半導体層であり、２０４は、透明な伝導性層
であり、２０５は、コレクター電極であり、２０６ａおよび２０６ｂは、ワニ口クリップ
であり、および２０７および２０８は、伝導性接着剤ペーストまたは伝導性ペーストであ
る。
【００６７】
　伝導性支持体２０１は、光起電力エレメントの支持体として利用されるだけでなく、第
２の電極としても利用される。伝導性支持体２０１の材料は、特に珪素、タンタル、モリ
ブデン、タングステン、不銹鋼、アルミニウム、銅、チタン、カーボン箔、鉛メッキされ
た薄鋼板、樹脂フィルムおよび／またはセラミック、およびその上の伝導性層を含む。
【００６８】
　伝導性層２０１上には、特に金属層、金属酸化物層またはこれら双方が後側上の反射層
２０２として設けられている。金属層は、特にＴｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｂ、Ａｌ、Ａｇおよび
／またはＮｉを含み、これに対して、金属酸化物層は、特にＺｎＯ、ＴｉＯ2およびＳｎ
Ｏ2を含有する。金属層または金属酸化物層は、有利に気相析出、加熱または電子ビーム
、またはスパッタリングによって形成される。
【００６９】
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　光活性半導体層２０３は、光電変換プロセスの実施に利用される。これに関連して好ま
しい材料は、ｐｎ移行部を有する多結晶シリコン、非晶質シリコンからなるｐｉｎ接合型
、微晶質シリコンからなるｐｉｎ接合型および半導体化合物、殊にＣｕＩｎＳｅ2、Ｃｕ
ＩｎＳ2、ＧａＡｓ、ＣｄＳ／Ｃｕ2Ｓ、ＣｄＳ／ＣｄＴｅ、ＣｄＳ／ＩｎＰおよびＣｄＴ
ｅ／Ｃｕ2Ｔｅである。この場合、非晶質シリコンからなるｐｉｎ接合型の使用は、特に
好ましい。
【００７０】
　光活性半導体層は、特に、溶融されたシリコンを変形して箔に変えることにより形成さ
れるか、または多結晶シリコンの場合には、非晶質シリコンの熱処理、非晶質シリコンお
よび微晶質シリコンの場合には、出発材料としてのシランガスを使用するプラズマ気相析
出、および半導体化合物の場合には、イオンメッキ、イオンビーム析出、真空蒸着、スパ
ッタリングまたは電気メッキによって形成される。
【００７１】
　透明な伝導性層２０４は、太陽電池の上側電極として利用される。この透明な伝導性層
は、特にＩｎ2Ｏ3、ＳｎＯ2、Ｉｎ2Ｏ3－ＳｎＯ2（ＩＴＯ）、ＺｎＯ、ＴｉＯ2、Ｃｄ2Ｓ
ｎＯ4または高い濃度の不純物でドーピングされている結晶性半導体層を含む。この透明
な伝導性層は、抵抗加熱蒸着、スパッタリング、噴霧、気相析出または不純物の拡散によ
って形成されてよい。
【００７２】
　ところで、その上に透明な伝導性層２０４が形成された光起電力エレメントの場合、伝
導性支持体および透明な伝導性層は、部分的に伝導性支持体２０１の表面の起伏のため、
および／または光活性半導体層の形成時点での非単一性のために短絡を生じうる。この場
合には、出力電圧に対して比例する大きな電流損失が生じる。即ち、漏れ抵抗（分路抵抗
）は、低い。従って、短絡を排除し、光起電力エレメントを透明な伝導性層の形成後に欠
陥位置を除去するための処理に掛けることは、望ましい。この種の処理は、米国特許第４
７２９９７０号明細書中に詳細に記載されている。この処理によって、光起電力エレメン
トの分路抵抗は、１～５００ｋΩ×ｃｍ2、特に１０～５００ｋΩ×ｃｍ2に調節される。
【００７３】
　透明な伝導性層２０４上には、コレクター電極（グリッド）が形成されてよい。このコ
レクター電極は、特にグリッド、櫛、線または類似物の形状を有し、効果的に集電が行な
われる。コレクター電極２０５を形成する材料の好ましい例は、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、
Ａｌ、Ａｇ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｓｎまたは導電性ペーストであり、この導電性ペーストは、銀
ペーストと呼称される。
【００７４】
　コレクター電極２０５は、有利にマスキングパターンを使用するスパッタリング、抵抗
加熱、気相析出、金属フィルムを層全体に亘ってガス析出によって形成させかつフィルム
の不要な部分をエッチングによって除去する工程を含む方法、格子電極パターンを光化学
気相析出によって形成させる方法、格子電極のネガ型のマーキングパターンを形成させか
つパターン化された表面をメッキする工程を含む方法、導電性ペーストを印刷する方法、
または金属線材を印刷された導電性ペースト状にロウ付けする方法により形成される。導
電性ペーストとしては、特に銀、金、銅、ニッケル、炭素または類似物が微細粉末の形で
分散されている結合剤重合体が使用される。結合剤重合体は、特にポリエステル樹脂、エ
トキシ樹脂、アクリル樹脂、アルキド樹脂、ポリビニルアセテート樹脂、ゴム、ウレタン
樹脂および／またはフェノール樹脂を含む。
【００７５】
　最後に、特にワニ口クリップ２０６は、伝導性支持体２０１上またはコレクター電極２
０５上に固定され、起電力をタップ調整する。伝導性支持体上でのワニ口クリップ２０６
の固定は、特に、金属体、例えば銅タグを伝導性支持体上に点溶接またはロウ付けによっ
て固定することにより達成され、一方で、コレクター電極上でのワニ口クリップの固定は
、特に、金属体をコレクター電極で導電性ペーストまたはロウ付け用錫２０７および２０
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８により電気的に結合することにより実現される。
【００７６】
　光起電力エレメントは、望ましい電圧または電流強さにより直列にかまたは平行に接続
される。更に、電圧または電流強さは、光起電力エレメントを絶縁性支持体中に嵌め込む
ことにより制御されることができる。
【００７７】
　図１中の鏡板１０３は、できるだけ高い耐候性、できるだけ良好な汚れ忌避性およびで
きるだけ高い機械的強度を有することを意図し、それというのも、この鏡板は、太陽電池
モジュールの最も外側の層であるからである。更に、この鏡板は、太陽電池モジュールが
長時間の戸外での使用の際に確実であることを保証することを意図する。本発明の目的の
ために適当な形式で使用されることができる鏡板は、（強化された）ガラス箔およびフル
オリド重合体フィルムを含む。ガラス箔として、高い光透過率を有するガラス箔が有利に
使用される。適当なフルオリド重合体箔は、殊にエチレンテトラフルオリド－エチレン共
重合体（ＥＴＦＥ）、ポリビニルフルオリド樹脂（ＰＶＦ）、ポリビニリデンフルオリド
樹脂（ＰＶＤＦ）、テトラフルオロエチレン樹脂（ＴＦＥ）、エチレンテトラフルオリド
－プロピレンヘキサフルオリド共重合体（ＦＥＰ）およびクロロトリフルオロエチレン（
ＣＴＦＥ）を含む。ポリビニリデンフルオリド樹脂は、耐光性に関連して特に好適であり
、一方、エチレンテトラフルオリド－エチレン共重合体は、耐光性と機械的強度との組合
せに関連して特に好ましい。フルオリド重合体箔と固定手段との間の接着力を改善するた
めに、前記箔をコロナ放電処理またはプラズマ放電処理に掛けることは、望ましい。更に
、機械的強度をさらに改善するために、延伸された箔も有利に使用される。
【００７８】
　本発明の特に好ましい実施態様の範囲において、鏡板は、有利にさらに式（Ｉ）の少な
くとも１つの化合物を含有する、少なくとも１つのポリアルキル（メタ）アクリレートを
含む。
【００７９】
　更に、鏡板は、特に光を高い効率で光起電力エレメント上に収束させ、即ち高い放射照
度を達成する。特に好ましいのは、光軸と平行に入射した光を収束させ、焦点平面内でピ
ント調節される収束レンズである。この場合には、殊に光軸と平行に入射される光は、焦
点にピント調節される。
【００８０】
　収束レンズは、両凸、平凸または凹凸であることができる。しかし、平凸構造は、特に
好ましい。更に、鏡板は、特にフレネルレンズの構造を有する。
【００８１】
　後壁１０５は、光起電力エレメント１０１と環境との間の電気絶縁に利用され、耐候性
の改善に利用され、および強化材料として作用する。この後壁は、特に、十分に電気絶縁
特性を保証し、優れた長時間安定性を有し、熱膨張および熱収縮に耐えることができ、か
つフレキシブルである材料から形成されている。この目的のために特に好適な材料は、ナ
イロン箔、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）箔およびポリビニルフルオリド箔を含
む。湿分耐性が要求される場合には、有利にアルミニウムが貼り合わされたポリビニルフ
ルオリド箔、アルミニウム被覆されたＰＥＴ箔、酸化珪素被覆されたＰＥＴ箔が使用され
る。更に、このモジュールの耐火性は、箔が貼り合わされ電気メッキされた鉄箔または不
銹鋼からなる箔を後壁として使用することにより改善されうる。
【００８２】
　本発明の特に好ましい実施態様の範囲において、後壁は、有利にさらに式（Ｉ）の少な
くとも１つの化合物を含有する、少なくとも１つのポリアルキル（メタ）アクリレートを
含む。
【００８３】
　後壁の外側表面上に支持板を固定することができ、太陽電池モジュールの機械的強度が
さらに改善されるか、または温度変化によって引き起こされる後壁の座屈および撓みが回
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ラスチック）からなるシートである。更に、構成材料は、後鏡板上に固定されていてよい
。
【００８４】
　この種の太陽電池モジュールは、自体公知の方法で製造することができる。しかし、特
に好ましい方法は、以下に記載される。
【００８５】
　光起電力エレメントを固定手段で覆うために、特に、固定手段を熱的に溶融し、スロッ
トを通じて押出し、箔を形成させ、次に前記エレメント上に熱的に固定するような方法が
使用される。固定手段の箔は、特に前記エレメントと鏡板との間に導入され、および前記
エレメントと後壁との間に導入され、次に固定される。
【００８６】
　熱的固定を実施するために、例えば真空貼り合わせおよびローラー貼り合わせのような
公知方法が使用されてよい。
【００８７】
　本発明による太陽電池モジュールは、特に８０℃までまたはそれ以上の動作温度を有し
、この場合には、殊に本発明による材料の耐熱性の効果の高い温度で効果的に利用される
ことができる。
【符号の説明】
【００８８】
　図１：　１０１　光起電力エレメント、　１０２　固定手段、　１０３　鏡板、　１０
４　固定手段、　１０５　後壁、
　図２ａ：　２０１　伝導性支持体、　２０２　反射層、　２０３　光活性半導体層、　
２０４　透明な伝導性層、　２０５　コレクター電極、　２０６ａ　ワニ口クリップ、　
２０６ｂ　ワニ口クリップ、　２０７　伝導性接着剤ペースト、　２０８　伝導性ペース
トまたは半田、
　図２ｂ：　２０１　伝導性支持体、　２０２　反射層、　２０３　光活性半導体層、　
２０４　透明な伝導性層、　２０５　コレクター電極、　２０６ａ　ワニ口クリップ、　
２０６ｂ　ワニ口クリップ、　２０７　伝導性接着剤ペースト、
　図３：　５０１　光起電力エレメント、　５０２　固定手段、　５０３　鏡板、　５０
４　後壁
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