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( a ) rod drawing means for drawing a wire rod taken up
as a coil; a plurality of correcting rolls, which are
arranged along the drawing direction of the wire
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wire rod arranged on the correcting rolls, bends
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(57) 要約 : [課題 ] 線材の耐力を増加 させず、小さな設備で、線材の長手方向の反 りおよび幅方向曲が りなどの変
形を矯正することを可能とする。 解決手段 コイル状に巻き取 られた線材を引き出す線材引出し手段と、前記線
材の引出し方向に沿って設けられるとともに、前記線材の厚さ方向に互い違いに設けられる複数の矯正口一ルと、
前記矯正口一ルに設けられる線材の幅と略同じ溝幅を有する凹溝であって、前記引き出される線材の厚さ方向に曲
げを与えるとともに、幅方向の変形を規制する凹溝とを備える。



明 細 苫

線材矯正装置および太陽電池の組立て装置

技術分野

０００1 本発明は、線材矯正装置及び太陽電池の組立て装置に係り、特に反りや蛇行など

の変形のある線材を真っ直ぐに矯正するための線材矯正装置、及び、当該線材矯

正装置を細み込んだ、太陽電池セル同上をリード線を介して接続するための太陽電

池の組立て装置に関するものである。

背景技術

０００2 幅と厚さの比 (幅 厚刮が大きい板材のょぅな線材は、ボビンなどに巻かれた状態

で保管、搬送されるのが一般的である。例えば太陽電池で発電された電力を集電す

る導体として使われる半田めっき平角線も上述した線材に含まれ、ボビンなどに巻か

れて供給される。このょぅな線材の主な製造方法としては次の2通りの工法が用レ屯
れている。一つは上下に刃が対となって配置されているスリッタ (s e ) にょって、幅

広の板材から裁断する工法である。もぅ一つは丸線を圧延して製造する工法である。

０００3 ここで、スリッタにょる裁断工法にょって得られた線材にぉいては、線材両側面を裁

断する際の不均一な裁断条件に起因して、他方、圧延製造工法にょって得られた線

材にぉいては、線材幅方向の不均一な圧延条件に起因して、共に図 ０(a) に示す

ょぅに、線材8０の幅方向に湾曲や蛇行などの変形8 が形成される可能性がある。更

に、図 ０(b) に示すょぅに、線材8０にボビンへの巻き付けに因る巻き癖が付いて、線。

材8０の長手方向に反り(湾曲) 9 が生じてしまぅ可能性もある。太陽電池セルの組立

てに用いるリード線もボビンから巻き出した直後には反りが残留してしまぅ。反りが残

留したまま太陽電池セルの組立て装置にリード線を供給すると、供給ラインで引っ掛

かり、リード線に湾曲、蛇行、あるいは反りといった変形が生じる問題がある。

０００4 ょって、これらの湾曲、蛇行、及び反りといった変形を矯正するための線材矯正装

置が従来、種々提案されている。

例えば、図 に示すょぅに、固定治具82で線材8０の一端をクランプし、移動治具

83にょって線材8０の他端を引っ張ってテンションを負荷し、線材に伸びを与えるスト



レッチヤ式装置がある。また、図 2に示すように、線材8０の上下に、線材の引き出し

方向に沿って千鳥状に口一ラレベラ ( o e eve e ) としての水平口一ル ０ を複数

個配置してなる口一ラレベラ式装置がある。同種の矯正装置として、図示しないが、

水平口一ルの前後にテンションを負荷するためのブライドルロール (b d e o ) をそれ

ぞれ配置してなるテンションレベラ式装置もある。さらに、図 3に示すような線材8０の

引き出し方向に沿って上下に千鳥状に複数個配置される複数の水平口一ル ０ と、

線材の幅方向両側に設けられる複数の垂直口一ル ０2とを備えて、線材の長手方向

形状のみならず幅方向形状を矯正する改苦口一ラレベラ式装置がある。

０００5 上記のような線材矯正装置により矯正された線材は、例えば、シリコン製の太陽電

池セル同上を接続するリード線として用いられ、当該リード線は太陽電池セルに対し

て半田接続される。この用途の線材は、導電性を考慮して銅を主材料にしたものが

一般的に用いられる。しかし、シリコンと、銅を主材料にした線材とは熱膨張係数が大

きく典なるので、半田接続後の太陽電池セルには、熱応力に起因して反りが発生す

る可能性がある。従って、反りの発生を防止するために、線材の材料としては耐力を

低減させたものが用いられている。線材の軟質性を確保して太陽電池セルの反りを

小さくするためである。

０００6 上述した線材矯正装置を有する設備の一つに太陽電池の組立て装置がある。太

陽電池の組立て装置の中では、線材の反りなどの変形を除去する装置として、図

に示したストレッチヤ構造の方式が一般的に採用されてきた。これは矯正口一ルを使

わないため、比較的簡単な構造でリード線の反り、幅方向の湾曲などの変形を矯正

できるからである。

０００7 ストレッチヤ方式では、テンションを負荷して材料を引き伸ばし、それによって内部

の残留応力分布を減らして残留応力を均一化し、線材の形状を平坦ィヒさせるように

している。しかし、テンションを負荷して引き伸ばした際に加工硬化を生じるので、耐

力を低減させた線材材料を用いたとしても、当該材料の耐力が増加してしまうとレロ

欠点があった。これにより、太陽電池セルに半田接続した際に、(熱応力を受けて)太

陽電池セルが反ってしまうという問題があった。

０００8 そこで、ストレッチヤ方式に代わる方法として、図 2に示した口一ラレベラ式が提案



された。ローラレベラ式は、上下に配置された複数の水平口一ル ０ 間に線材を通

過させる方式であるので、ボビンの巻き癖などの線材長手方向の変形の矯正には効

果がある。また、この方式では、線材の厚さ方向の一部分のみを塑性変形させ応力

分布をバランスさせることにょり、線材長手方向の変形が矯正できる。このょぅに加工

硬化を抑えながら変形の矯正効果を得ることができるので、太陽電池セルの反りを少

なくすることができる。しかし、水平口一ル ０ のみで矯正しているので、幅方向の変

形である蛇行を矯正することは困難である

０００9 そこで、図 3 に示したょぅに、水平口一ル ０ に加えて垂直口一ル ０2 を配置する

ことにょり、線材長手方向の変形のみならず、幅方向の変形も矯正することが可能な

改苦口一ラレベラ式装置が提案されている ( 例えば、特許文献 参照 ) 。この装置は、

( 水平口一ル ０ にょり) 線材長手方向の反りを矯正するときに、使用する線材が幅

方向の規制を受けないれ、ぅ利点を有する。なお、この方式では、図示するょぅに、垂

直口一ル ０2 にガイド ０3 が設けられているが、これは、垂直口一ル ０2 にょり幅方

向の変形矯正を実施する際に、線材 8 ０が垂直口一ル ０2 から側方カを受けて横伝

することを防止するためである。

００1 ０ また、図 4 に示すょぅに、垂直口一ル ０2 の線材幅方向に押圧機構 ０5 が設けら

れ、線材 8 ０の幅方向ザイズが変化しても、垂直口一ル ０2 を押圧してそのザイズ変

化に適応しながら変形矯正することができる改苦口一ラレベラ式装置も提案されてい
る。

特許文献 1 : 特開2 ００7 44734

発明の開示

発明が解決しようとする課題

００1 1 しかしながら、上記特許文献 の改苦口一ラレベラ式装置では、線材の耐力の増加

を防止することは可能となるものの、調整すべき矯正口一ルの数が多くなり、設備が

大型化すると共に、作業性が悪くなるれ、ぅ問題があった。また、押圧機構を設けるも

のでは、設備が大型化すると共に、調整にょっては線材を変形させてしまぅれ、ぅ問

題があった。これらの問題は厚さに対して幅が大きい板材以外の線材にも共通する。

００1 2 本発明の目的は、線材の耐力を増加させず、 、さな設備で、線材の長手方向の反



りおよび幅方向曲がりなどの変形を矯正することが可能な線材矯正装置を提供する

ことにある。

本発明のもぅ一つの目的は、上述した線材矯正装置を用いて太陽電池用のリード

線の形状を有効に矯正することが可能な太陽電池の組立て装置を提供することにあ

る。

課題を解決するための手段

００13 本発明の態様によれば、コイル状に巻き取られた線材を引き出す線材引出し手段

と、前記線材の引き出し方向に沿って設けられるとともに、前記線材の厚さ方向に互

い違いに設けられる複数の矯正口一ルと、前記矯正口一ルに設けられる線材の幅と

略同じ満幅を有する凹満であって、前記引き出される線材の厚さ方向に曲げを加え

るとともに、幅方向の変形を規制する凹満とを備えた線材矯正装置が提供される。

００14 前記凹満は、前記線材の幅 厚さの比が ～6０である前記線材に対応した満幅と

深さを有するものとすることができる。また、前記凹満の満側面と、該凹満の設けられ

ていない前記矯正口一ルの表面とが交わる前記凹満開口の角部に、丸みまたは面

取りを施すことが好ま 、。また、前記凹満開口の角部の丸みを0・０5 ～2 と

するのが好ま 、。また、前記満開口の角部の面取り寸法を0・０5 ～2 とする

が好ま 、。

００15 前記凹満を設けた満付きの矯正口一ルは、両端面に凸状の係止部または凹状の

被係止部がそれぞれ設けられ、側面が前記リング状の凹満の底面を構成する円柱

状の口一ル本体と前記口一ル本体の両端面にそれぞれ突合して前記凹満の側面を

形成するリング平面を有し、該リング平面に前記口一ル本体の係止部または被係止

部が係止される、凹状の被係止部または凸状の係止部を有する一対のリング状のガ

イドリングと、から構成し、前記口一ル本体の係止部または被係止部に、前記ガイドリ

ングの被係止部または係止部を取り外し可能に係止するよぅにすることができる。

００16 前記矯正口一ルの前記線材の引き出し方向の上流側に、前記線材にテンションを

負荷するテンション負荷手段を設けることが好ま 、。また、前記矯正口一ルの前記

線材の引き出し方向の上流側に、その自重により前記線材にテンションを負荷する

移動自在な口一うを設けることが好ま 、。



００1 7 隣接する太陽電池セル同上をリード線を介して電気的に接続する太陽電池の組立

て装置であって、前記リード線の矯正装置として上述した線材矯正装置を細み込ん

だ太陽電池の組立て装置を提供することができる。

発明の効果

００1 8 本発明の線材矯正装置によれば、線材の耐力を増加させず、 、さな設備で、線材

の長手方向の反りおよび幅方向曲がりなどの変形を矯正することができる。

また、本発明の太陽電池の組立て装置によれば、本発明の線材矯正装置を用いて

いるので、太陽電池用のリード線の形状を有効に矯正することができる。

発明を実施するための最良の形態

００1 9 以下、本発明の好適な一実施の形態を添付図面に某づいて説明する。

００2 ０ 図 に、本発明の好適な一実施の形態に係る線材矯正装置の概略図を示す。図

(a) は平面図、図 ( b ) は側面図を示している。

００2 1 図 ( a 、( b ) に示すよぅに、本実施の形態に係る線材矯正装置 ０は、コイル状に

巻き取られた線材、例えば偏平線材 を水平方向 ( 図 (a) 、図 ( b ) 中では左右方

向) に引き出す線材引出し手段 ( 図示せず) を備える。ここで吉ぅ偏平線材 とは、幅

と厚さの比 ( 幅 厚ぎが 以上の線材のことであり、厚さに対して幅が広い板材や断

面ほぼ正方形状の線材も含まれる。また、線材引出し手段は、例えばモータ、このモ

ータにより軸回伝するスクリューロッド、スクリューロッドの回伝とともに進退する線材用

クランプなどから構成することができる (線材引出し手段の詳細については、例えば

特開2 ００3 298０9 6 を参照 ) 。

００2 2 また、線材矯正装置 ０は、水平方向に引き出される偏平線材 の厚さ方向となる

上下に設けられ、偏平線材 の引き出し方向に沿って互い違い状、例えば千鳥状

に配置される矯正口一ルとしての水平口一ル 2 を複数個備える。これらの水平口一

ル 2 は回伝自在とされる。

水平口一ル 2 の側面全周には、線材長手方向及び線材幅方向の変形を矯正する

ためのリング状の凹満 2 ０が形成されている。凹満 2 ０は、ロール両端側より内側の中

間部に設けられる。凹満 2 ０は、例えば、円柱状口一ル ( 円筒口一ルも含む からの一

体削り出し構造とすることができる。このよぅにして水平口一ル 2 は満付き水平口一ル



される。

００23 凹満2０の満形状は、満底面は偏平線材が線接触するよぅフラットとし、満側面が満

底面に対して垂直な断面矩形状とするのが好ましい。この矩形状の凹満2０の満幅は

、偏平線材 の幅と略同じとする。また、凹満2０の深さは偏平線材 の厚さよりも浅

くするのがよい。凹満2０の深さを偏平線材 の厚さよりも浅くすると、水平口一ル 2

間の隣接配置距離を可能な範囲で接近できるからである。なお、凹満2０の深さが浅

すぎると、凹満2０外側の水平口一ル 2上に乗り上げてしまぅので好ましくない。した

がって、凹満2０の深さは、上下に配置される水平口一ル 2の凹満2０の底面により、

線材厚さ方向両側から偏平線材 に付与される押圧力が最適となるよぅな深さとす

るのがよい。

００24 次に、本実施の形態の作用を説明する。

００25 ボビンなどにコイル状に巻き取られた偏平線材 を線材引出し手段により水平方

向に引き出して、互い違い状に配置された複数の水平口一ル 2間の凹満2０内を通

過させる。すると、偏平線材 は複数本の水平口一ル 2の凹満2０の底面からの押

圧力によって、偏平線材 の厚さ方向に引き返し曲げが加えられ、線材長手方向の

湾曲(反り) が矯正される。このとき、水平口一ル 2の凹満2０の両側面からの押圧力

によって、偏平線材 の幅方向の変形も規制され、それによって蛇行や湾曲などの

幅方向の変形が同時に矯正される。

００26 このよぅに、偏平線材 は、各水平口一ル 2に設けた凹満2０によって垂直方向お

よび水平方向の動きが抑制、制限された状態で、複数の水平口一ル 2を通される。

その結果、線材長手方向の変形である長手方向の反りだけでなく、線材幅方向の変

形である蛇行なども矯正することができ、平坦性が向上し巻き癖などが解消された真

っ直ぐな線材が得られる。

００27 また、本実施の形態に係る線材矯正装置 ０における満付き水平口一ル 2は、従

来の線材矯正装置における改苦口一ラレベラ式装置 (図 3参照 ) と比べて、垂直口

一ルを省略して設備を小型化することができ、作業性も良好になる。したがって、この

線材矯正装置 ０を既存、既設の設備に対して容易に細み込むことができる。

００28 また、従来のストレソチャ式だと偏平線材に引張力を作用させて永久ひずみが残留



するように塑性変形させるので、線材の耐力が増加してしまっていたが、本実施の形

態だと押圧力による矯正であり、塑性変形させないので、偏平線材の耐力の増加を

抑えることができる。

００29 ここで、偏平線材が太陽電池用リード線である場合には、その0・2 耐力値は、主

に「g０ a以下」のものが対象とされる。g０ Paよりも大きい場合には、従来方式の

線材矯正装置によってもある程度対応可能となるからである。

００3０ なお、水平口一ル 2の口一ルの直径は、偏平線材 の厚さに応じて適宜変更され

るものであるが、偏平線材 の厚さの5０～5００倍、好ましくは ００～3００倍、より好

ましくは 5０～25０倍とされる。ロール径が小さすぎると、変形を矯正させる効果が強

すぎて、新たな変形が生じるおそれがある。一方、ロール径が大きすぎると、変形を

矯正させる効果が不足するので、残留変形呈が大きくなってしまう。

００3 1 図2に水平口一ル 2に設けた凹満2０の実施の形態を示す。水平口一ル 2は偏平

線材 が触れるエッジの部分 ( 部 ) に丸み加 (図2 (c) ) 、もしくは面敢り加 C (

図2 (d) )を施したものとなっている。ここでエッジの部分 ( 部 ) は、凹満2０の満側面

と、凹満2０の設けられていない水平口一ル 2の表面とが交わる凹満開口の角部で

ある。また、凹満2０の設けられていない水平口一ル 2の表面は、水平口一ル 2の両

端に設けられ、凹満2０が設けられる口一ル内側よりも径の大きなガイドリング2 で構

成される。

上記丸み加 寸法、もしくは面取り加 C寸法は、共に0・０5 ～2・０ の範

囲にあることが望ま 、。 ・０5 よりも小さいと偏平線材 の幅方向側面を削って

しまうことになり、逆に2・O よりも大きいと偏平線材 がロールの凹満2０の上のガ

イドリング2 に乗り上げてしまい、形状矯正ができないからである。

００32 ところで、凹満2０を上述したように円柱状口一ルからの一体削り出し構造とすると、

凹満の幅を変更できない。凹満の幅を変更できないと、偏平線材 の幅方向の寸法

が規制されるので、偏平線材 の幅方向ザイズの変更に容易に追従させることがで

きない。そこで、幅方向ザイズが複数種類以上あっても、偏平線材 の幅方向ザイ

ズに容易に追従できることが好ましい。

００33 図3はそのような偏平線材 の幅方向ザイズに容易に追従できる本実施の形態の



変形例を示す。図3 (a) に示す水平口一ル 2の両端に設けられるカイトリンク2 か取

り外し可能てあり、水平口一ル 2の加工部の長さWを変更てきる構造となっているも

のてある。

００34 すなわち、図3 (b 、(c) に示すよぅに、偕付きの水平口一ル 2は、ロール本体22と

、 対のカイトリンク2 とから構成されるはめ込み構造となっている。

ロール本体22 22aは円柱状てあって、両端面に凸状の係止部24 24aを有し、側

面23 23aの全周かリンク状の凹構2０の底面を構成する。凸状の係止部24 24aは、

例えは凹偕2０の底面を構成する口一ル本体22 22aの径よりも小径の口一ル軸とさ

れる。

カイトリンク2 はリンク状てあって、ロール本体22 22aの両端面にそれそれ突合し

て凹偕2０の側面を形成するリンク平面を有し、このリンク平面に口一ル本体22の係

止部24 24aか係止される凹状の被係止部25を有する。凹状の被係止部25は例え

は前記口一ル軸か嵌入される係止穴とされる。

ロール本体22の係止部24 24aにカイトリンク2 の被係止部25を係止することによ

り、図3 (a) に示す偕付き水平口一ル 2か細立てられる。ロール本体22 22aはカイト

リンク2 に対して取り外し可能とされる。

００35 水平口一ル 2か、このよぅな組立て自在な偕付き口一ルてあると、図3 (b 、(c) のよ

ぅに長さの典なる口一ル本体22 22a (W くW2) を複数種類用首しておくことにより、

水平口一ル 2の長さを容易に変更てきる。

したかって、水平口一ル 2かこのよぅな構造てあれは、線材幅方向の寸怯か典なる

偏平線材 を矯正する際にも、典なる線材幅に簡卓に対応することかてき、従来の

押圧機構を設けるものと比へて、線材の幅方向に無理な力を加えないために、偏平

線材の両端を変形させることか無い。

００36 また、偏平線材 の幅方向端部か接触するェノシの部分 ( ) については、一体

制り出し構造の場合、適常の機械加工ては必す丸み か残ってしまぅため (図 ( ) )

、丸み か偏平線材を変形させてしまぅ可能性かあった。ここてェノシの部分

ほ、凹構2０の底面と、凹満2０の側面とか交わる凹備底部の角部てある。しかし、本

実施の形態の組合わせ構造ては、カイトリンク2 のリンク平面をロール本体22 22a



の端面に突き当てる構造となるので、 部に丸み が残らないため、偏平線材を変形

させることがない(図3 (e) )

００37 図4に線材矯正装置 ０の変形例を示す。この変形例は、水平口一ル 2の偏平線。

材 の引き出し方向の上流側に、偏平線材 にテンションを負荷するテンション負

荷手段 3０を設けたものである。このテンション負荷手段 3０は、上下動自在な口一ル、

例えばテンション付与用の口一ル3 と、ガイドロール32とを備えており、そのテンショ

ン付与用の口一ル3 の自重によって偏平線材 にテンションが負荷される。このテ

ンションの負荷によって、偏平線材 を安定して引き出すことができ、線材幅方向反

び線材長手方向の変形を矯正する際にばらつきが生じるおそれがなく、より真っ直く。

な偏平線材 を得ることができる。

本装置を用いて偏平線材 の形状矯正を行ったところ、線材の長手方向の反り、

および幅変形である蛇行が共に矯正され、より平坦性を向上させることができた。

００38 なお、上述した実施の形態では、いずれも矯正口一ルを水平口一ルとしたが、垂直

口一ルとしても良い。この場合、ボビンからは垂直方向に線材を引き出すよぅにする。

００39 図5に本実施の形態に係る線材矯正装置 ０を細み込んだ太陽電池の組立て装置

4０の概略平面図を示す。

００4０ 太陽電池の組立て装置4０は、偏平線材 (リード線 ) を把持する前部クランプ装置

4 と後部クランプ装置4 2とを備える。前部クランプ装置4 は後部クランプ装置4 2に

対して往復移動可能に設けられる。前部クランプ装置4 および後部クランプ装置4 2

間に位置して切断装置4 3が設けられる。装置4０の作動時には、ボビン44に口一ル

状に巻きとられた偏平線材 が、前部クランプ装置4 に把持されて所定長、ボビン

44から引き出される。偏平線材 が引き出される際、ボビン44と後部クランプ装置4

2との間に設けた線材矯正装置 ０により、偏平線材 が直線状に矯正される。次に

、矯正された偏平線材 は切断装置4 3により設定長さに切断される。次に、切断さ

れたリード線 aは、吸着装置4 5により吸若された状態で、搬送装置4 6上の所定位

置まで搬送されて来た太陽電池セル5０同上を接着するための接着位置に供給され

、半田接続される。これにより、隣接する太陽電池セル5０ 5０同上がリード線 aを

介して電気的に接続される (太陽電池の組立て装置4０の詳細については、例えば



特開2 ００3 298０9 6 を参照 ) 。

００4 1 上述したよぅに、本実施の形態に係る線材矯正装置 ０を細み込んだ太陽電池の

組立て装置4 ０を使用して、其直に矯正されたリード線 a が所定の位置に供給され

ることにより、図6 に示すよぅに、隣接する太陽電池セル5 ０同上を高精度に接続する

ことができる。また、従来のストレソチャ式の場合、偏平線材に引張力を作用させて永

久ひずみが残留するよぅに塑性変形させるのでリード線 a の耐力が増加する。これ

に対して、本実施の形態の場合、銅を主材料にしたリード線 a の耐力の増加を抑

えることができるので、シリコン製の太陽電池セル5 ０の反りを有効に低減できる。

００4 2 よって、線材矯正装置 ０を細み込んだ太陽電池の組立て装置4 ０によれば、隣接

する太陽電池セル5 ０同上を、リード線 a を介して精度よく、かつ、確実に接続する

ことができ、電気的信頼性の高い太陽電池モジュールを歩留まりよく製造することが

できる。

００4 3 また、太陽電池用の組立て装置内に組込む実施の形態の線材矯正装置は小 、刮
ため、太陽電池用の組立て装置を小型化することが可能となる。

００4 4 本発明の好ましい形態を付記する。

００4 5 本実施の一形態によれば、コイル状に巻き取られた線材を引き出す線材引出し手

段と、前記線材の引き出し方向に沿って設けられるとともに、前記線材の厚さ方向に

互い違いに設けられる複数の矯正口一ルと、前記矯正口一ルに設けられる線材の幅

と略同じ満幅を有する凹満であって、前記引き出される線材の厚さ方向に曲げを加

えるとともに幅方向の変形を規制する凹満と、を備えた線材矯正装置を提供できる。

複数の矯正口一ルの間の凹満を線材が引き出されると、凹満の底面により線材に

線材厚さ方向両側から押圧力が付与される。また、凹満の両側面により前記線材の

幅方向両側から押圧力が付与される。したがって、矯正口一うに凹満を設けるだけの

簡単な構造で、線材長手方向及び線材幅方向の反りや蛇行などの変形を有効に矯

正できる。

００4 6 前記凹満は、前記線材の幅 厚さの比が ～6 ０である前記線材に対応した満幅と

深さを有するものとすることができる。

線材の幅 厚さの比は ～6 ０であると、線材長手方向の反り及び線材幅方向の反



りをより有効に矯正できるので好ましい。この比が6０よりも大きい断面を有する横長の

線材であると、矯正口一ルによる線材幅方向の変形の矯正が困難となってしまぅ。一

方、この比が よりも小さい断面を有する縦長の線材であると、矯正口一ルによる線材

幅方向の変形の矯正が効きすぎるため、適正な条件設定が困難となってしまぅ。線材

の幅 厚さの比は好ましくは2～4０、より好ましくは5～2０とされる。

００47 前記凹満の満側面と、該凹満の設けられていない前記矯正口一ルの表面とが交わ

る前記凹満開口の角部に、丸みまたほ面取りを施すことが好ましい。

凹満開口の角部に丸みまたは面取りを施すと、線材の幅方向側面が削られたり、

線材が凹構外の矯正口一ル (ガイドリング) 上に乗り上げてしまったりするとレづ不具

合を軽減でき、より有効に線材の形状を矯正することができる。

００48 前記凹部を設けた満付きの矯正口一ルは、両端面に凸状の係止部または凹状の

被係止部がそれぞれ設けられ、側面が前記リング状の凹満の底面を構成する円柱

状の口一ル本体と、前記口一ル本体の両端面にそれぞれ突合して前記凹満の側面

を形成するリング平面を有し、該リング平面に前記口一ル本体の係止部または被係

止部が係止される、凹状の被係止部または凸状の係止部を有する一対のリング状の

ガイドリングと、から構成し、前記口一ル本体の係止部または被係止部に、前記ガイド

リングの被係止部または係止部を取り外し可能に係止するよぅにすることができる。

ロール本体に対してガイドリングが取り外し可能であり、ロール本体の長さ、すなわ

ち凹満幅を変更できる構造となっているので、ロール本体を、線材の幅方向ザイズに

合せた口一ル本体に交換することにより、線材矯正装置を種々の線材幅に自在に対

応させることができる。

００49 前記矯正口一ルの前記線材の引き出し方向の上流側に、前記線材にテンションを

負荷するテンション負荷手段を設けることが好ましい。

このテンションの負荷によって、線材を安定して引き出すことができ、線材幅方向及

び線材長手方向の変形を矯正する際にばらつきが生じるおそれがなく、より変形のな

い線材を得ることができる。

００5０ 前記矯正口一ルの前記線材の引き出し方向の上流側に、その自重により前記線材

にテンションを負荷する移動自在な口一うを設けることが好ましい。



このテンションの負荷によって、線材を安定して引き出すことができ、線材幅方向及

び線材長手方向の変形を矯正する際にばらつきが生じるおそれがなく、より変形のな

い線材を得ることができる。

００5 1 また、隣接する太陽電池セル同上を、リード線を介して電気的に接続する太陽電池

の組立て装置であって、前記リード線の矯正装置として上述した線材矯正装置を備

える太陽電池の組立て装置を提供することができる。

隣接する太陽電池セル同士を、変形のないリード線を介して精度よく、かつ、確実

に接続することができ、電気的信頼性の高い太陽電池モジュールを歩留まりよく製造

することができる。

００5 2 また、本実施の形態の線材矯正装置は、太陽電池の組立て装置の他に、予めコイ

ル形状に巻き付けた各種の線材を別のコイル形状に巻き直す線材の巻き直し装置

に組込むことも可能である。

実施例

００5 3 実施例 、2、比較例

実施例 、2、比較例 ともに、ボビンに巻き取られた厚さ0・2 、幅2 の共通の

偏平線材を準備した。

実施例 、2は、図 に示した線材矯正装置 ０を用いて偏平線材を矯正したもので

ある。ボビンに巻き取られた偏平線材を引き出すと共に、線材矯正装置 ０にそれぞ

れ供給し、偏平線材に対して複数の満付き水平口一ルで矯正加工を施した。偏平線

材に用いる線材矯正装置の各口一ル径は8０ (実施例 ) 3０ (実施例2) とし

た。これに対して比較例 は、従来のストレソチャ方式で００ 伸びを与えて引張り矯正

したものである。

矯正前と矯正後における偏平線材の変形呈を比較した。ここで吉ぅ変形呈は、偏平

線材の長さ ０ 当たりの変形呈である。また、矯正前と矯正後における0・００ 耐

力を比較した。更に、矯正後のリード線を接着した太陽電池セルの反りを比較した。

評価に用いたセルは2００は の厚さを持つもので、リード線を太陽電池セルに接着

するための半田には、S 一 一C 系の鉛フリー半田を用いている。これらの比較

結果を図7に示す。



００54 図7に示すよぅに、実施例 、2の各偏平線材における矯正後の線材長手方向の変

形呈 (反り呈) はそれぞれ 、0・8 であり、矯正前の約 7０～ 87になっ
た。また、実施例 、2の各偏平線材における矯正後の線材幅方向の変形呈 (蛇行呈

) はそれぞれ0・5 、0・4 であり、矯正前の約 2～ 25になった。また、

実施例 、2の各偏平線材における矯正後の ・００ 耐力はそれぞれ53 Pa 5 5

Paであり、矯正前の6 増、 増になった。また、矯正後のリード線を接着した太

陽電池セルの反りはそれぞれ4・5 5 であった。

００5 5 これに対して比較例 の偏平線材における矯正後の線材長手方向の変形呈 (反り

呈) は であり、矯正前の約 7０になった。また、比較例 の偏平線材における

矯正後の線材幅方向の変形呈 (蛇行呈) は ・5 であり、矯正前の約 2になっ

た。また比較例 の偏平線材における矯正後の0・００ 耐力は7 5 Paであり、矯正前

の5０ 増になった。また、矯正後の偏平線材 (リード)を接着したセルの反りは7

であった。

００56 以上より、本実施の形態の線材矯正装置を用いて偏平線材の矯正を行ぅことで、偏

平線材の耐力を増加させずに、ほぼ其直な線材が得られることが確認できた。また、

本実施の形態の太陽電池の組立て装置を用いて太陽電池セルにリード線を接着す

ることで、反りの少ない太陽電池セルが得られることが確認できた。

００5 7 実施例3、4、比較例2～4

図2 (d) に示した 部の口一ルェッジ加工寸法 (面取り寸法) が典なる5種類の水平口

一ルを準備した。各口一ルェッジ加工寸法は、0・ (実施例3) 、2・O (実施

例4) 、0・０2 (比較例2) 、2・5 (比較例3) 、3・０ (比較例4)とした。これら

の水平口一ルを図 に示した線材矯正装置 ０に細み込んだ。

００58 実施例3、4、比較例2～4ともに、ボビンに巻き取られた厚さ0・2 、幅2 の

共通の偏平線材を準備した。ボビンに巻き取られた偏平線材を引き出すと共に、図

に示した線材矯正装置 ０にそれぞれ供給し、偏平線材に対して満付き水平口一ル

式で矯正加工を施した。そのときの口一ルェッジ加工寸法の違いによる偏平線材の

線材側面削れ、およびガイドリングへの乗り上げを比較した、比較結果を図8に示す



００59 図8において、線材側面削れ「 」は、線材の側面の削れが発見された場合、線材

側面削れ「 」は、線材の側面の削れが発見されなかった場合を意味する。また、ガ

イドリングへの乗り上げ「 」は乗り上げが一切なかった場合を意味し、ガイドリングへ

の乗り上げ「X 」は線材の幅方向中央部まで乗り上げがあった場合を意味し、ガイドリ

ングへの乗り上げ「 」は、線材の幅方向中央部まで乗り上げが若干発見されたが、

線材が 日力で適正な軌道に戻ったものを意味する。

００6０ 図8に示すよぅに、実施例3、4の面取り寸法０・０5 ～2・O の水平口一ルを用

いた場合では線材の側面の削れが発見されず、またガイドリングへの乗り上げは一

切なかった。

００6 1 これに対して、比較例2の水平口一ルを用いた場合ではガイドリングへの乗り上げは

一切なかったものの、線材の側面の削れが発見された。また、比較例3では線材の側

面の削れは発見されなかったものの、線材の幅方向中央部まで乗り上げが若干発見

されたが、偏平線材が 日力で適正な軌道に戻った。また、比較例4では線材の側面

の削れは発見されなかったものの、線材の幅方向中央部まで乗り上げがあった。

００62 以上より、本実施の形態の線材矯正装置を用いて偏平線材の矯正を行ぅことで、線。

材側面の削れがない線材が得られ、また、ロール加工部への乗り上げがないことが

確認できた。

００63 実施例5、比較例5

2種類の水平口一ルを準備した。水平口一ルは嵌め込み構造 (実施例5) 、一体削り

出し構造 (比較例5) とした。これらの水平口一ルを図 に示した線材矯正装置 ０に

細み込んだ。

００64 実施例5、比較例5ともに、ボビンに巻き取られた厚さ ・2 、幅2 の共通の偏

平線材を準備した白ボビンに巻き取られた偏平線材を引き出すと共に、図 に示した

線材矯正装置 ０にそれぞれ供給し、偏平線材に対して満付き水平口一ル式で矯正

加工を施した。そのときの水平口一ル構造の違いによる線材側面変形を比較した。比

較結果を図9に示す。

００65 図9において、線材側面変形 「 」は、線材を幅方向に見た場合に中央部から側面

部までの高低差が0・2 以上であったものを意味し、線材側面変形 「 」はほぼ変



形がみられなかったものを意味する。

００66 図9に示すよぅに、実施例5の構造の水平口一ルを用いた場合では線材側面変形

はほぼ変形がみられなかった。これに対して、比較例5の構造の水平口一ルを用いた

場合では線材を幅方向に見た場合に中央部から側面までの高低差が0・2 以上

であった。

００67 以上より、本実施の形態の構造の水平口一ルを用いて偏平線材の矯正を行ぅことで

、線材側面の変形がない線材が得られることが確認できた。

図面の簡単な説明

００68 図 本発明の一実施の形態における線材矯正装置の概略図であり、(a) は平面図、

(b)は側面図である。

図2 図 に示す満付き口一ル構造の説明図であり、(a) は平面図、(b)は側面図、(c

) は 部拡大図、(d) は 部拡大図である。

図3 図2の変形倒を示す満付き口一ル構造の説明図であり、(a) は平面図、(b)は分

解平面図、(c) は分解平面図、(d) は 部拡大図、(e) は 部拡大図である。

図4 図 の変形例を示す線材矯正装置の側面図である。

図5 本実施の形態における太陽電池の組立て装置の概略構成を示す平面図であ

る。

図6 本実施の形態における太陽電池セルへの接続用リード線の接続状態を示す斜

視図である。

図7 実施例と比較例における線材の形状矯正の比較結果を示す図である。

図8 実施例と比較例における満付き口一ルのエッジ加工寸法における線材側面の

削れ、ガイドリングへの乗り上げの有無の比較結果を示す図である。

図9 実施例と比較例における満付き口一ルの構造における線材側面の変形の有無

の比較結果を示す図である。

図1０線材の変形を説明する図であって、(a) は線材幅方向の変形を有する線材の

斜視図、(b) は線材長手方向の変形を有する線材の斜視図である。

図11 従来例の線材矯正装置の一つであるストレッチヤの側面図である。

図12 従来例の線材矯正装置の一つである口一ラレベうの側面図である。



図13 従来例の垂直口一ルを配した口一ラレベうを説明する図であって、(a) は平面

図、 は側面図である。

図14 図 3の変形例を示す平面図である。

符号の説明

偏平線材

０ 線材矯正装置

2 水平口一ル (矯正口一ル)

2０ 凹満



請求の範囲

コイル状に巻き取られた線材を引き出す線材引出し手段と、

前記線材の引き出し方向に沿って設けられるとともに、前記線材の厚さ方向に互い

違いに設けられる複数の矯正口一ルと、

前記矯正口一ルに設けられる線材の幅と略同じ満幅を有する凹満であって、前記

引き出される線材の厚さ方向に曲げを加えるとともに、幅方向の変形を規制する凹満

とを備えた線材矯正装置。

2 前記凹満は、前記線材の幅 厚さの比が ～6０である前記線材に対応した満幅と

深さを有する、請求項 に記載の線材矯正装置。

3 前記凹満の満側面と、該凹満の設けられていない前記矯正口一ルの表面とが交わ

る前記凹満開口の角部に形成された丸み又は面取りを有する、請求項 に記載の線

材矯正装置。

4 前記凹満開口の角部の丸みが ・０5 ～2 である、請求項3に記載の線材矯

正装置。

5 前記満開口の角部の面取り寸法が0・０5 ～2 である、請求項3に記載の線

材矯正装置。

6 コイル状に巻き取られた線材を引き出す線材引出し手段と、

前記線材の引き出し方向に沿って設けられるとともに、前記線材の厚さ方向に互い

違いに設けられる複数の矯正口一ルと、

前記矯正口一ルに設けられる線材の幅と略同じ満幅を有する凹満であって、前記

引き出される線材の厚さ方向に曲げを加えるとともに、幅方向の変形を規制する凹満

とを備え、

前記凹満を設けられる矯正口一ルが、

両端面に凸状の係止部または凹状の被係止部を有し、側面が前記リング状の凹満

の底面を構成する円柱状の口一ル本体と、

前記口一ル本体の両端面にそれぞれ突合して前記凹満の側面を形成するリング平

面を有し、該リング平面に前記口一ル本体の係止部または被係止部が係止される、

凹状の被係止部または凸状の係止部を有する一対のリング状のガイドリングとから構



成され、

前記口一ル本体の係止部または被係止部に、前記ガイドリングの被係止部または

係止部を取り外し可能に係止してなる線材矯正装置。

7 前記矯正口一ルの前記線材の引き出し方向の上流側に、前記線材にテンションを

負荷するためのテンション負荷手段が設けられる、請求項6に記載の線材矯正装置

8 前記矯正口一ルの前記線材の引き出し方向の上流側に、その自重により前記線材

にテンションを負荷する移動自在な口一うを有する、請求項6に記載の線材矯正装

置。

9 隣接する太陽電池セル同上を、リード線を介して電気的に接続する太陽電池の組

立て装置であって、請求項 ～8のいずれか 項に記載の線材矯正装置を前記リード

線の矯正装置として細み込んだ太陽電池の組立て装置。
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