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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の温度に予め加熱保持された戴置盤上に、光起電力素子群と封止部材とからなる被
ラミネート体を戴置し、該被ラミネート体を押圧手段により押圧して加熱圧着することに
よりラミネートを行う太陽電池モジュールの製造方法において、
　板状部材の上に前記被ラミネート体を戴置する工程と、
　前記被ラミネート体が前記載置盤に直接接触しないように、前記被ラミネート体を前記
板状部材とともに前記戴置盤上に搬入する工程と、
　ファンによる送風によって予め冷却した前記押圧手段により前記被ラミネート体を押圧
して加熱圧着する工程と、
　前記押圧手段を前記被ラミネート体より離間させて、前記被ラミネート体を前記板状部
材とともに前記戴置盤上から搬出する工程と、
　前記被ラミネート体を前記板状部材から分離する工程と、を有することを特徴とする太
陽電池モジュールの製造方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、光起電力素子を封止部材で封止して保護する太陽電池モジュールの製造方法
に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
太陽電池モジュールには光起電力素子として、結晶シリコン、多結晶シリコン、微結晶シ
リコン、アモルファスシリコン、化合物半導体などを用いた様々なタイプがある。しかし
ながら、これらの光起電力素子は、そのままでは屋外の過酷な環境下での使用に耐えるこ
とができない。それは、光起電力素子そのものが腐食を受けやすく、また外部からの衝撃
などで容易に破損するからである。
【０００３】
そこで、光起電力素子を封止部材で覆い保護する必要がある。最も一般的には、封止材樹
脂を介して、光起電力素子をガラスなどの表面部材と、フッ素樹脂フィルム等の耐候性の
ある裏面部材とで挟持し、ラミネートするという方法が採られる。ガラスは耐候性に優れ
、湿気も通さないため、半導体である光起電力素子を被覆する部材としては最も優れてい
るものの一つである。そのため、太陽電池モジュールの殆どが受光面側の表面部材にガラ
スを用いている。
【０００４】
一方、ガラス被覆は、１）重い、２）曲げられない、３）衝撃に弱い、４）コスト高にな
る、という問題点を有しており、これでは薄膜太陽電池の場合、軽量・耐衝撃性・フレキ
シブルという利点を生かすことができない。
【０００５】
そこで、従来から表面部材としてフッ素樹脂フィルム等の透明なフッ化物重合体薄膜を用
いることによって、薄膜太陽電池の特徴を生かした軽くてフレキシブル性を有する太陽電
池モジュールも提案されてきた。
【０００６】
ところで、このような太陽電池モジュールを作製するためには、直列ないしは並列に接続
した光起電力素子群を封止部材でラミネートする装置が用いられる。このような装置は、
例えば、ダイアフラムによって仕切られた上チャンバと下チャンバとからなるチャンバ部
を備えた所謂二重真空室方式のラミネート装置であり、特許文献１の「ラミネート装置」
や、特許文献２の「太陽電池モジュールのラミネータ及びラミネート法」や、特許文献３
の「太陽電池モジュールの封止方法」などに開示されている。
【０００７】
これらの文献に開示されたラミネート装置は、下方に向かって膨張自在なダイアフラムを
備えた上チャンバと、ヒータ盤を備えた下チャンバとを有し、上チャンバと下チャンバと
が開閉自在に設けられている。そして、下チャンバに設けられたヒータ盤に被ラミネート
体を載置した状態で上チャンバと下チャンバとを減圧し、被ラミネート体を加熱して、上
チャンバに大気を導入することにより、被ラミネート体をヒータ盤の上面とダイアフラム
との間で挟圧してラミネートする構成になっている。
【０００８】
図４は、従来の二重真空室方式によるラミネーターの一例を示す模式図である。図４にお
いて、２０１は下チャンバ、２０２は上チャンバ、２０３はダイアフラム、２０４は戴置
盤、２０５はヒーター、２０６及び２０７は排気口、２０８はＯリング、２０９は被ラミ
ネート体である。
【０００９】
この種の装置を用いた太陽電池モジュールのラミネート方法は以下の工程で行われる。ま
ず、下チャンバ２０１の戴置盤２０４上に被ラミネート体２０９を載置し、下チャンバ２
０１上に上チャンバ２０２を載せる。次に、上チャンバ２０２及び下チャンバ２０１をと
もに排気し、下チャンバ２０１を排気したまま上チャンバ２０２を大気圧に戻して、被ラ
ミネート体２０９をダイアフラム２０３にて圧着する。そして、ヒーター２０５の加熱に
よって被ラミネート体２０９を加熱接着するものである。
【００１０】
また、一重真空室方式によっても太陽電池モジュールを製造することができる。一重真空
室方式とは二重真空室方式の上チャンバがないもので、特許文献４の「真空ラミネート装
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置」、特許文献５の「太陽電池モジュール及びそのラミネート方法」などに開示されてい
る。その装置の一例を図５に示す。図５において、３０１は戴置盤、３０２はダイアフラ
ム、３０３はヒーター、３０４は外部と連通した排気口、３０５はＯリング、３０６は被
ラミネート体である。
【００１１】
この装置を用いた場合の太陽電池モジュールのラミネート方法は以下の工程で行われる。
まず、戴置盤３０１上に被ラミネート体３０６を載置し、その上にダイアフラム３０２を
重ねる。次に、ダイアフラム３０６と戴置盤３０１との間にＯリング３０５で密閉される
空間と外部とを連通する排気口３０４より排気し、ダイアフラム３０２を戴置盤３０１に
吸い付かせて被ラミネート体３０６を圧着する。そして、ヒーター３０３によって被ラミ
ネート体３０６を加熱接着するものである。
【００１２】
これらの太陽電池モジュールのラミネート方法において、ヒーターに通電して被ラミネー
ト体を加熱するのは、被ラミネート体をダイアフラムで圧着した後であるが、太陽電池モ
ジュールを生産するにあたっては、ヒーターによって常に戴置盤を加熱しておく場合が多
い。こうすることによって、戴置盤に載置されたと同時に被ラミネート体の加熱が速やか
に開始され、また繰り返しラミネートを行う場合でも、毎回、戴置盤を冷却する必要がな
いので、スループットを上げて生産性を高めることが可能となるからである。
【００１３】
【特許文献１】
特開平９－１４１７４３号公報
【特許文献２】
特開平１０－２１４９８７号公報
【特許文献３】
特開２０００－３４９３０９号公報
【特許文献４】
特開平９－５１１１４号公報
【特許文献５】
特開平９－３６４０５号公報
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の太陽電池モジュールのラミネート方法では、加熱保持した戴置盤に
被ラミネート体を載置すると、被ラミネート体と戴置盤とが直接接触するために被ラミネ
ート体の温度が急激に上昇して、封止部材中の架橋剤が急速に分解し、これにより発生す
るガスによって封止部材中に気泡が残留して所謂発泡現象が起こるという問題があった。
【００１５】
特に、近年においては、太陽電池モジュールの低コスト化が声高に叫ばれており、そのよ
うな流れの中にあって、従来よりも格段に薄く、簡易な封止構成の試みがなされているが
、封止部材が薄くなればなるほど被ラミネート体の温度上昇は速くなり、発泡現象は起こ
り易くなる。
【００１６】
また光起電力素子自体も、低コスト化のために薄膜多結晶シリコン太陽電池、薄膜微結晶
シリコン太陽電池、アモルファスシリコン太陽電池、薄膜化合物半導体太陽電池などの薄
膜系太陽電池が注目されているが、これらも封止部材と同様に薄膜化によって被ラミネー
ト体の昇温速度が速くなる要因となっている。
【００１７】
一方、太陽電池モジュールの多様化に伴い、戴置盤のサイズよりも非常に小さいモジュー
ルを数多く同時にラミネートする場合がある。このような場合、最初に戴置盤上に載置し
た被ラミネート体が必要以上に加熱されてしまい、モジュールの品質にばらつきが生じる
という問題があった。
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【００１８】
　本発明は、上記の事情に鑑みて創案されたものであり、その目的は、加熱保持された戴
置盤上に被ラミネート体を載置しても被ラミネート体の温度が急激に上昇することがなく
、封止部材の発泡現象を抑制して太陽電池モジュールを歩留良く生産することができる太
陽電池モジュールの製造方法を提供することにある。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成すべく、本発明の太陽電池モジュールの製造方法は、所定の温度に予
め加熱保持された戴置盤上に、光起電力素子群と封止部材とからなる被ラミネート体を戴
置し、該被ラミネート体を押圧手段により押圧して加熱圧着することによりラミネートを
行う太陽電池モジュールの製造方法において、
　板状部材の上に前記被ラミネート体を戴置する工程と、
　前記被ラミネート体が前記載置盤に直接接触しないように、前記被ラミネート体を前記
板状部材とともに前記戴置盤上に搬入する工程と、
　ファンによる送風によって予め冷却した前記押圧手段により前記被ラミネート体を押圧
して加熱圧着する工程と、
　前記押圧手段を前記被ラミネート体より離間させて、前記被ラミネート体を前記板状部
材とともに前記戴置盤上から搬出する工程と、
　前記被ラミネート体を前記板状部材から分離する工程と、を有することを特徴とする。
【００２０】
　上記太陽電池モジュールの製造方法において、板状部材と被ラミネート体との間に、表
面に凹凸形状を有する離型シートを配することが好ましい。
　もしくは、板状部材の表面が凹凸形状を有し、離型シートがその凹凸形状に追従するよ
うに構成してもよい。
　または、板状部材の表面が凹凸形状を有し、該板状部材の表面に離型処理が施されてい
てもよい。
【００２１】
また、戴置盤が１４０℃～１８０℃の温度に加熱保持されることが好ましい。
【００２２】
さらに、封止部材の少なくとも一つに架橋剤として有機過酸化物が配合され、該有機過酸
化物の一時間半減期温度が１２５℃以下であることが好ましい。
【００２３】
そして、冷却手段により押圧手段を冷却することが好ましい。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明するが、本発明は本実施形態に限るもの
ではない。
【００２５】
図１は、本発明に係る太陽電池モジュールのラミネート方法に用いられるラミネート装置
の一例を示す模式図である。図１において、１０１は下チャンバ、１０２は上チャンバ、
１０３は押圧手段としてのダイアフラム、１０４は戴置盤、１０５はヒーター、１０６は
排気口、１０７はＯリング、１０８は被ラミネート体の搬入手段、１０９は被ラミネート
体の搬出手段、１１０は被ラミネート体、１１１は板状部材、１１２は離型シートである
。
【００２６】
図１に基づいて、本発明に係る太陽電池モジュールのラミネート方法を具体的に説明する
。
【００２７】
まず、搬入手段１０８上に板状部材１１１を戴置する。板状部材１１１の材質は、金属・
プラスチックなどから適宜選択すればよいが、熱伝導性を考慮すると、鉄・アルミニウム
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・銅などの金属板を用いるのが好ましい。
【００２８】
そして、貼り合わせ後の被ラミネート体１１０が簡単に分離できるように、板状部材１１
１の上には離型シート１１２を配するのが好ましい。さらに、離型シート１１２の表面が
凹凸形状を有していることがより好ましい。離型シート１１２の表面が凹凸形状を有する
ことで、その上に戴置される被ラミネート体１１０との間に空気の通り道ができ、後述す
る真空引き操作において被ラミネート体１１０中から効率的に空気を追い出すことができ
る。このような離型シート１１２には、例えば、エンボス加工をしたフッ素樹脂シートや
、ガラスクロスシートにフッ素樹脂を含浸させたものなどがある。
【００２９】
また、それとは別に、板状部材１１１の表面に凹凸加工を施し、更にその表面に離型処理
を施すのも好ましい形態の一つである。離型処理ではなく、フッ素樹脂などの薄いフィル
ムを凹凸に追従するように板状部材１１１の上に配することも可能である。
【００３０】
次に、板状部材１１１の上に、離型シート１１２を介してラミネート体１１０を戴置する
。ここに云う被ラミネート体１１０とは、光起電力素子群と封止部材とが積層されたもの
である。必要に応じて、さらにその上に離型シート１１２を積層する。これは、溶融した
封止部材がダイアフラムに接着するのを防止するためである。
【００３１】
次いで、被ラミネート体１１０を板状部材１１１とともにラミネート装置内の戴置盤１０
４上に搬入する。このとき戴置盤１０４は、これに内蔵されたヒーター１０５によって予
め加熱保持されている。その温度は封止部材が溶融して、さらに架橋などの化学反応が必
要な場合は、その化学反応が円滑に進行するように決定される。望ましくは、１４０～１
８０℃であるが、貼り合わせ時間を短縮するために１６０～１８０℃であることがより望
ましい。戴置盤１０４の温度が１８０℃を超えると、発泡現象が著しくなり、本発明でも
抑制するのが難しくなる。
【００３２】
そして、下チャンバ１０１上に上チャンバ１０２を載せ、上チャンバ１０２と下チャンバ
１０１とを同時に排気して一定の真空度になったところで、下チャンバ１０１を排気した
まま上チャンバ１０２を大気圧に戻して、押圧手段としてのダイアフラム１０３を膨張さ
せて被ラミネート体１１０を押圧する。この間に、被ラミネート体１１０中の空気が追い
出されるとともに、封止部材が溶融して接着一体化し、貼り合せが完了する。その後、下
チャンバ１０１を大気圧に戻し、上チャンバ１０２を外して被ラミネート体１１０を板状
部材１１１とともに搬出手段１０９上に搬出する。
【００３３】
搬出された被ラミネート体１１０は必要に応じてファンなどを用いて冷却した後、板状部
材１１１から分離する。
【００３４】
続けてラミネートする場合は、再び板状部材１１１の上に被ラミネート体１１０を戴置し
て上記工程を繰り返す。その際、ダイアフラム１０３を冷却手段によって冷却してから次
のラミネートを行うことが好ましい。なぜなら、加熱されたダイアフラム１０３が被ラミ
ネート体１１０に圧着されると、被ラミネート体１１０が不必要に加熱されるからである
。冷却手段としては、特に限定されるものではなく、ファンによる送風などを適宜選択す
ればよい。
【００３５】
図２は、本発明に係る太陽電池モジュールのラミネート方法を用いて製造されうる太陽電
池モジュールの一例を示す模式図である。図２において、４０１は光起電力素子、４０２
は表面の透明な封止材樹脂、４０３は最表面に位置する透明な表面部材、４０４は裏面の
封止材樹脂、４０５は裏面部材である。
【００３６】
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外部からの光は、表面部材４０３から入射し、光起電力素子４０１に到達し、これに生じ
た起電力は不図示の出力端子より外部に取り出される。
【００３７】
光起電力素子４０１としては、１）結晶シリコン太陽電池、２）多結晶シリコン太陽電池
、３）微結晶シリコン太陽電池、４）アモルファスシリコン太陽電池、５）銅インジウム
セレナイド太陽電池、６）化合物半導体太陽電池など、公知の素子を目的に応じて種々選
択して用いる。これら光起電力素子は、所望する電圧、あるいは電流に応じて直列か並列
に接続される。これとは別に、絶縁化した基板上に光起電力素子を集積化して所望の電圧
、あるいは電流を得ることもできる。
【００３８】
表面封止材４０２は、光起電力素子４０１の凹凸を樹脂で被覆し、素子を温度変化、湿度
、衝撃などの過酷な外部環境から保護し、かつ表面フィルムと素子との接着を確保するた
めに必要である。したがって、耐候性、接着性、充填性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性など
が要求される。これらの要求を満たす樹脂としては、エチレン－酢酸ビニル共重合体（Ｅ
ＶＡ）、エチレン－アクリル酸メチル共重合体（ＥＭＡ）、エチレン－アクリル酸エチル
共重合体（ＥＥＡ）、ポリビニルブチラール樹脂などのポリオレフィン系樹脂、ウレタン
樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹脂などが挙げられる。
【００３９】
中でもＥＶＡは、太陽電池用途としてバランスのとれた物性を有しており、好んで用いら
れる。ただ、そのままでは熱変形温度が低いために容易に高温使用条件下で変形やクリー
プが生じるので、架橋して耐熱性を高めておくことが望ましい。ＥＶＡの場合は有機過酸
化物で架橋するのが一般的である。有機過酸化物による架橋は、有機過酸化物から発生す
る遊離ラジカルが樹脂中の水素やハロゲン原子を引き抜いて、Ｃ－Ｃ結合を形成すること
によって行われる。有機過酸化物の活性化方法には、熱分解、レドックス分解およびイオ
ン分解が知られている。一般には熱分解法が好んで行われている。
【００４０】
上記有機過酸化物を封止材に併用し、真空下で加圧加熱しながら架橋および熱圧着を行う
ことが可能である。加熱温度ならびに時間は各々の有機過酸化物の熱分解温度特性で決定
することができる。一般には熱分解が９０％、より好ましくは９５％以上進行する温度と
時間をもって加熱加圧を終了する。封止材樹脂の架橋を確かめるにはゲル分率を測定すれ
ば良く、高温下での封止材樹脂の変形を防ぐためにはゲル分率が７０ｗｔ％以上となるよ
うに架橋することが望ましい。
【００４１】
ところで、架橋剤として用いる有機過酸化物の熱分解性を表す指標として、一時間半減期
温度がある。これは、一時間で総量の半分が熱分解するための温度であり、この値が小さ
いほど低い温度で熱分解が起こる。言い換えれば、同じ温度で分解させた場合、分解速度
が速くなる。したがって、貼りあわせ時間を短縮するためには一時間半減期温度の小さい
有機過酸化物を架橋剤として用いればよいが、一方、分解によって生成するガスの生成速
度も速くなり、これが原因で封止材樹脂中に気泡が残りやすくなる。このため、一般的に
は一時間半減期温度が１４０℃程度の有機過酸化物が用いられる。
【００４２】
しかしながら、本発明においては、上述したように、被ラミネート体１１０の急激な温度
上昇を抑える構成としたので、加熱初期における有機過酸化物の分解速度を抑えることが
できる。したがって、一時間半減期温度の小さい有機過酸化物を用いて貼りあわせ時間の
短縮を図ることができる。本発明に係る太陽電池モジュールのラミネート方法で好適に用
いられる有機過酸化物の一時間半減期温度は１２５℃以下であり、より好適には１１５℃
以下である。
【００４３】
表面部材４０３は、太陽電池モジュールの最表層に位置するため透明性、耐侯性、耐汚染
性、機械強度をはじめとして、太陽電池モジュールの屋外暴露における長期信頼性を確保
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するための性能が必要である。例えば、白板強化ガラス、フッ素樹脂フィルム、アクリル
樹脂フィルムなどがある。白板強化ガラスは透明性が高く衝撃にも強くて割れ難いため、
太陽電池モジュールの表面部材として広く用いられている。
【００４４】
しかし、最近では太陽電池モジュールに、軽量性やフレキシブル性が求められる場合も多
く、そのような場合には樹脂フィルムが表面部材として用いられる。中でもフッ素樹脂フ
ィルムは、耐候性、耐汚染性に優れているため好んで用いられる。具体的には、ポリフッ
化ビニリデン樹脂、ポリフッ化ビニル樹脂、あるいは四フッ化エチレン－エチレン共重合
体などがある。耐候性の観点ではポリフッ化ビニリデン樹脂が優れているが、耐候性およ
び機械的強度の両立と透明性の観点では四フッ化エチレン－エチレン共重合体が優れてい
る。
【００４５】
裏面部材４０５は、光起電力素子４０１の導電性基板と外部との電気的絶縁を保つために
用いられる。裏面部材４０５の材料としては、導電性基板と充分な電気絶縁性を確保でき
、しかも長期耐久性に優れ、熱膨張、熱収縮に耐えられる柔軟性を兼ね備えた材料が好ま
しい。好適に用いられるフィルムとしては、ナイロン、ポリエチレンテレフタレートが挙
げられる。
【００４６】
裏面封止材４０４は、光起電力素子４０１と裏面部材４０５との接着を図るためのもので
ある。裏面封止材４０４の材料としては、光起電力素子４０１との充分な接着性を確保す
ることができ、しかも長期耐久性に優れ、熱膨張、熱収縮に耐えられる柔軟性を兼ね備え
た材料が好ましい。好適に用いられる材料としては、ＥＶＡ、ポリビニルブチラール等の
熱可塑性樹脂、両面テープ、柔軟性を有するエポキシ接着剤が挙げられる。勿論、表面封
止材４０２と同じ材料を用いることも可能であり、通常はそのような場合が多い。すなわ
ち、上述した架橋ＥＶＡを裏面にも用いるのが一般的である。
【００４７】
本発明に係る太陽電池モジュールのラミネート方法によれば、加熱保持された戴置盤上に
被ラミネート体を載置しても、板状部材を介して間接接触するので、被ラミネート体の温
度が急激に上昇することなく、封止部材の発泡現象を抑制して歩留よく太陽電池モジュー
ルを生産することができる。
【００４８】
また、板状部材と被ラミネート体との間に、表面が凹凸形状を有する離型シートを配する
か、もしくは板状部材の表面が凹凸形状を有し、被ラミネート体が分離可能なように該板
状部材の表面に離型処理が施されているか、または板状部材の表面が凹凸形状を有し、そ
の凹凸形状に追従するように離型フィルムが配されることによって、被ラミネート体と板
状部材との間に空気の通路が形成され、封止部材の発泡現象をさらに抑制することができ
る。
【００４９】
さらに、戴置盤の温度が１４０℃～１８０℃であり、および／または封止部材の少なくと
も一つに架橋剤として有機過酸化物が配合され、該有機過酸化物の一時間半減期温度を１
２５℃以下とすることによって、発泡現象を抑制しつつ貼り合わせ時間を短縮することが
できる。
【００５０】
そして、ダイアフラムを冷却手段により冷却することによって、連続してラミネート作業
を行ってもダイアフラムの温度上昇を抑えることができるので、被ラミネート体の圧着の
際に被ラミネート体がダイアフラムの熱によって加熱されることがなく、封止部材の発泡
現象をより確実に抑制することができるものである。
【００５１】
【実施例】
以下、本発明に係る太陽電池モジュールのラミネート方法の実施例を図１に基づいて詳細
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に説明する。なお、本発明に係るラミネート方法は以下の実施例に何等限定されるもので
はなく、その要旨の範囲内で種々変更することができる。
【００５２】
図１に示すように、まず、板状部材１１１としての厚さ１ｍｍのアルミニウム板上に、離
型シート１１２として表面に凹凸形状を有する厚さ０．５ｍｍのフッ素樹脂含浸ガラスク
ロスシートを置き、その上に光起電力素子群と封止部材とを積層した被ラミネート体１１
０を戴置する。
【００５３】
ここで用いる被ラミネート体１１０の構成は、上からフッ素樹脂フィルム／ＥＶＡシート
／光起電力素子群／ＥＶＡシート／ＰＥＴフィルムである。なお、ＥＶＡシートとしては
、架橋剤として一時間半減期温度が１１２℃の有機過酸化物を含有する厚さ０．４ｍｍの
ものを用いている。
【００５４】
さらに、その上に離型シート１１２としてフッ素樹脂シートを重ね合わせた後、内蔵され
たヒーター１０５によって予め１６０℃に加熱されたラミネート装置内の戴置盤１０４上
に搬入手段１０８としてのローラーコンベアを用いて搬入する。
【００５５】
次に、上チャンバ１０２と下チャンバ１０１とを密閉して両チャンバを共に６．７×１０
2Ｐａ（５Ｔｏｒｒ）以下に真空引きした後、上チャンバ１０２を大気圧に戻してダイア
フラム１０３を下に向かって膨張させて、被ラミネート体１１０を押圧し、この状態を１
５分間維持する。これによって被ラミネート体１１０中の空気が追い出されるとともに、
ＥＶＡシートが溶融して光起電力素子群を接着封止する。また、有機過酸化物の分解によ
ってＥＶＡの架橋反応が進行して、ＥＶＡが太陽電池モジュールの封止部材として優れた
耐熱性・接着性を有する硬化物となる。
【００５６】
その後、下チャンバ１０１を大気圧に戻して上チャンバ１０２を外し、出来上がった太陽
電池モジュールをアルミニウム板１１１と共に搬出手段１０９としてのローラーコンベア
を用いて取り出す。
【００５７】
ローラーコンベア１０９上でファンによって冷却した後、上側のフッ素樹脂シート１１２
を取り除き、フッ素樹脂を含浸するガラスクロスシート１１２から完成した太陽電池モジ
ュールを分離する。
【００５８】
同様な工程を繰り返して連続的に太陽電池モジュールの製造を行うが、その際、上チャン
バ１０２と下チャンバ１０１とが密閉されるまでの間、ファンを用いてダイアフラム１０
３の冷却を行う。
【００５９】
以上のような工程を用いて作製された太陽電池モジュールは封止部材中に気泡残りのない
ものであり、高い歩留を実現することができる。
【００６０】
〔比較例〕
実施例と比較するために、板状部材１１１を用いない以外は上記の実施例と全く同様なラ
ミネート方法で実験を行い、太陽電池モジュールを作製した。その結果、封止材中に多く
の気泡が残り、太陽電池モジュールとしては外観上、好ましいとは言えないものであった
。
【００６１】
図３は、実施例と比較例のラミネート工程中における被ラミネート体の温度を示す説明図
である。図３に示すように、比較例では、ダイアフラムによる被ラミネート体の押圧直後
からの温度上昇が非常に大きいことが分かる。即ち、比較例では板状部材がないために、
戴置盤の熱が急激に被ラミネート体に伝わり、急速に被ラミネート体の温度が上昇してい
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を薄い樹脂シートのみで封止するような場合は、被ラミネート体の熱容量が小さく、この
傾向は顕著であると推測される。その結果、ＥＶＡシートに含まれる有機過酸化物が一気
に分解し、それに伴って発生するガスがＥＶＡ中に溶存できずに、また真空引きによって
も追い出すことができずに気泡となって、ＥＶＡ中に残留したものと考えられる。
【００６２】
一方、本実施例においては、ダイアフラムによる被ラミネート体の押圧直後の温度上昇が
適度に抑制されると同時に最終的に到達する温度も比較例と遜色ないものであり、有機過
酸化物の急激な分解を抑えつつ、十分な架橋反応を進めることができていると考えられる
。
【００６３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、加熱された戴置盤に板状部材を介して被ラミネー
ト体を載置するので、被ラミネート体の温度が急激に上昇することなく、発泡現象を抑制
して太陽電池モジュールを歩留良く生産することができるという優れた効果を発揮する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る太陽電池モジュールのラミネート方法に用いられるラミネート装置
の一例を示す模式図である。
【図２】本発明に係る太陽電池モジュールのラミネート方法を用いて製造される太陽電池
モジュールの一例を示す模式図である。
【図３】実施例と比較例のラミネート工程中における被ラミネート体の温度を示す説明図
である。
【図４】従来の二重真空室方式によるラミネート装置の一例を示す模式図である。
【図５】従来の一重真空室方式によるラミネート装置の一例を示す模式図である。
【符号の説明】
１０１、２０１　下チャンバ
１０２、２０２　上チャンバ
１０３、２０３、３０２　ダイアフラム
１０４、２０４、３０１　戴置盤
１０５、２０５、３０３　ヒーター
１０６、２０６、２０７、３０４　排気口
１０７、２０８、３０５　Ｏリング
１０８　搬入手段
１０９　搬出手段
１１０、２０９、３０６　被ラミネート体
１１１　板状部材
１１２　離型シート
４０１　光起電力素子群
４０２　表面封止材樹脂
４０３　表面部材
４０４　裏面封止材樹脂
４０５　裏面部材
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