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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダイオードゾーンを有し、このダイオードゾーンの両側にそれぞれ隔壁を介して太陽電
池モジュールリード線接続ゾーンと、出力ケーブル接続ゾーンとが位置する絶縁性ボック
スと、
　前記ダイオードゾーンに、それぞれの一端が前記太陽電池モジュールリード線接続ゾー
ン側に位置し、それぞれの他端が前記出力ケーブル接続ゾーン側に位置するように、間隔
をあけて配置された複数の放熱板と、
　前記各放熱板の一端側に接続され、これら一端側から前記隔壁を貫通して前記太陽電池
モジュールリード線接続ゾーンに伸延した複数のリード線接続用端子と、
　前記放熱板の両外側に位置するものの他端側に接続され、これら他端側から前記隔壁を
貫通して前記出力ケーブル接続ゾーンに伸延した２つのケーブル接続用端子と、
　一方の外側にある前記放熱板を除いた前記放熱板にそれぞれアノードが接続され、カソ
ードが前記一方側で隣接する前記放熱板に接続された複数のチップ型ダイオードと、
　前記ダイオードゾーンに充填された絶縁体とを、
具備する太陽電池モジュール接続具。
【請求項２】
　ダイオードゾーンを有し、このダイオードゾーンの両側にそれぞれ隔壁を介して太陽電
池モジュールリード線接続ゾーンと、出力ケーブル接続ゾーンとが位置する絶縁性ボック
スと、
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　前記ダイオードゾーンに、それぞれの一端が前記太陽電池モジュールリード線接続ゾー
ン側に位置し、それぞれの他端が前記出力ケーブル接続ゾーン側に位置するように、間隔
をあけて配置された複数の放熱板と、
　前記各放熱板の一端側に接続され、これら一端側から前記隔壁を貫通して前記太陽電池
モジュールリード線接続ゾーンに伸延した複数のリード線接続用端子と、
　前記放熱板の両外側に位置するものの他端側に接続され、これら他端側から前記隔壁を
貫通して前記出力ケーブル接続ゾーンに伸延した２つのケーブル接続用端子と、
　一方の外側にある前記放熱板を除いた前記放熱板にそれぞれアノードが接続され、カソ
ードが前記一方側で隣接する前記放熱板に接続された複数のダイオードと、
　前記ダイオードゾーンに充填された絶縁体とを、
具備し、前記各ダイオードのカソードは、前記一方側で隣接する前記放熱板に設けたソケ
ットに接続されている太陽電池モジュール接続具。
【請求項３】
　ダイオードゾーンを有し、このダイオードゾーンの両側にそれぞれ隔壁を介して太陽電
池モジュールリード線接続ゾーンと、出力ケーブル接続ゾーンとが位置する絶縁性ボック
スと、
　前記ダイオードゾーンに配置され、複数のダイオードが直列接続され、これらダイオー
ドに共通の放熱板が前記ダイオードゾーンの底面に位置し、前記各ダイオードの直列回路
の両端及びダイオードの相互接続点への接続部が上面に形成されているダイオードモジュ
ールと、
　このダイオードモジュールの前記直列回路の両端への接続部から前記出力ケーブル接続
ゾーン及び太陽電池モジュールリード線接続ゾーンにそれぞれ前記隔壁を貫通して伸延し
ている第１接続端子と、
　前記ダイオードモジュールの前記直列回路の前記ダイオード相互接続点への接続部から
前記太陽電池モジュールリード線接続ゾーンにそれぞれ前記隔壁を貫通して伸延している
第２接続端子とを、
具備する太陽電池モジュール接続具。
【請求項４】
　請求項３記載の太陽電池モジュール接続具において、第１接続端子が、前記出力ケーブ
ル接続ゾーン及び太陽電池モジュールリード線接続ゾーンにそれぞれ別個の接続端子が伸
延している太陽電池モジュール接続具。
【請求項５】
　請求項３記載の太陽電池モジュール接続具において、第１接続端子が、前記出力ケーブ
ル接続ゾーン及び太陽電池モジュールリード線接続ゾーンに一体に形成された接続端子が
伸延している太陽電池モジュール接続具。
【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を接続する接続具に関し、特にバイパスダイオードを備
えたものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、所望の電圧を得るために、太陽電池モジュールを設置現場において直列接続する
ことが行われている。この接続に太陽電池モジュール接続具が使用される。この接続具内
で、各モジュールにバイパス用ダイオードを接続することもある。この接続具を薄型にし
、かつ電気的信頼性を確保するため、種々の技術開発が行われていた。その一例が例えば
特許文献１に開示されている。
【０００３】
　この特許文献１の技術では、端子ボックスの筐体内に、中継端子支持板が配置されてい
る。中継端子支持板には、間隔をあけて２つの導電性中継端子接続部分が形成されている
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。１つの導電性中継端子接続部分にペレット状のバイパスダイオードのアノードがハンダ
付けされている。このバイパスダイオードのカソードがリード線を介してもう１つの導電
性中端子接続部に接続されている。２つの中継端子接続部分には、２つの出力リード線が
接続され、これによってバイパスダイオードが太陽電池モジュールに接続される。２つの
中継端子接続部分には、２つの中継フレームが接続されている。これによって、太陽電池
モジュールの出力が取り出される。
【０００４】
【特許文献１】特開平５－３４３７２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような接続端子ボックスは、太陽電池モジュールと共に、屋外で長期間にわたって
過酷な環境下で使用される。そのため、ダイオードを堅牢に取り付けることが必要である
。しかし、上述したペレット状ダイオードは、脆弱な薄い半導体ペレットであるので、振
動や衝撃に弱く破断しやすい。
【０００６】
　本発明は、過酷な環境下でも信頼性の高い太陽電池モジュール接続具を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様の接続具は、絶縁性ボックスを有している。この絶縁性ボックスは、ダ
イオードゾーンを有し、このダイオードゾーンの両側にそれぞれ隔壁を介して太陽電池モ
ジュールリード線接続ゾーンと、出力ケーブル接続ゾーンとが位置する。例えばダイオー
ドゾーンの一方の側に第１の隔壁を介して太陽電池モジュールリード線接続ゾーンが形成
され、ダイオードゾーンの他方の側に第２の隔壁を介して出力ケーブル接続ゾーンが形成
される。ダイオードゾーンに間隔をあけて複数の放熱板が配置されている。これら放熱板
は、それぞれの一端が前記太陽電池モジュールリード線接続ゾーン側に位置し、それぞれ
の他端が前記出力ケーブル接続ゾーン側に位置している。各放熱板の一端側に複数のリー
ド線接続用端子が接続されている。これらリード線接続用端子は、各放熱板の一端側から
前記隔壁、例えば第１の隔壁を貫通して前記太陽電池モジュールリード線接続ゾーンに伸
延している。前記放熱板の両外側に位置するものの他端側に２つのケーブル接続用端子が
接続されている。これら２つのケーブル接続用端子は、放熱板の他端側から前記隔壁、例
えば第２の隔壁を貫通して前記出力ケーブル接続ゾーンに伸延している。チップ型ダイオ
ードのアノードが、一方の外側にある放熱板を除いた前記放熱板に接続され、カソードが
前記一方側で隣接する放熱板に接続されている。ダイオードゾーンに、例えばダイオード
ゾーン全域に絶縁体が充填されている。太陽電池モジュールリード線接続ゾーンと、出力
ケーブル接続ゾーンとにも絶縁体を充填することができる。
【０００８】
　このように構成された接続具では、チップ型ダイオードを使用しているが、これらチッ
プ型ダイオードが絶縁体で覆われているので、過酷な環境下でもダイオードの特性が変化
しにくくなる。
【０００９】
　本発明の他の態様の太陽電池モジュール接続具も、上述した態様の接続具と同様に、絶
縁性ボックス、複数の放熱板、複数のリード線接続用端子と、２つのケーブル接続用端子
と、複数のダイオードと、絶縁体とを有している。但し、ダイオードは、チップ型のもの
に限らない。各ダイオードのカソードは、一方の側で隣接する放熱板に設けたソケットに
接続されている。ソケットによってカソードを放熱板に接続しているので、その接続作業
が容易に行える。
【００１０】
　本発明の別の態様の太陽電池モジュール接続具も、上述した態様の接続具と同様に、絶
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縁性ボックスを有している。この絶縁性ボックスのダイオードゾーンにダイオードモジュ
ールが配置されている。ダイオードモジュール内では、複数のダイオードが直列接続され
ている。ダイオードモジュールは、これらダイオードに共通の放熱板を有し、この放熱板
がダイオードゾーンの底面に位置している。各ダイオードの直列回路の両端及びダイオー
ドの相互接続点への接続部がダイオードモジュールの上面に形成されている。このダイオ
ードモジュールの前記直列回路の両端への接続部から前記出力ケーブル接続ゾーン及び太
陽電池モジュールリード線接続ゾーンにそれぞれ前記隔壁を貫通して第１接続端子が伸延
している。第１接続端子は、前記出力ケーブル接続ゾーン及び太陽電池モジュールリード
線接続ゾーンにそれぞれ別個の接続端子を伸延させることもできるし、一体のものを伸延
させることもできる。前記ダイオードモジュールの前記直列回路の前記ダイオード相互接
続点への接続部から前記太陽電池モジュールリード線接続ゾーンにそれぞれ前記隔壁を貫
通して第２接続端子が伸延している。このように構成すると、ダイオードモジュール内に
ダイオードが収容されているので、温度変化や湿度変化があっても、ダイオードの特性が
大きく変化しない。
【発明の効果】
【００１２】
　以上のように、本発明による太陽電池モジュール接続具は、ダイオードがダイオードゾ
ーンにおいて絶縁体またはモジュールによって被覆されているので、過酷な環境下でもダ
イオードの信頼性を高めることができる。また、太陽電池モジュールリード接続用の端子
や出力ケーブル接続用の端子は、直接にダイオードに接続されていないので、ダイオード
に外部から力が加わることがなく、更にダイオードの信頼性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の第１の実施形態の太陽電池モジュール接続具は、図１（ａ）乃至（ｄ）に示す
ように、絶縁性ボックス２を有している。この絶縁性ボックス２は、例えばエポキシ系樹
脂のような絶縁体によって形成されている。この絶縁性ボックスは、間隔を隔てて配置さ
れた２つの隔壁４、６によって、３つのゾーン、即ち、太陽電池モジュールリード線用端
子ゾーン８、ダイオード放熱板ゾーン１０、出力ケーブル用端子ゾーン１２に区画されて
いる。ダイオード放熱ゾーン１０の両側に、太陽電池モジュールリード線用端子ゾーン８
、出力ケーブル用端子ゾーン１２がそれぞれ位置している。
【００１４】
　ダイオード放熱板ゾーン１０には、複数、例えば４つの放熱板１４が、間隔を隔てて取
り付けられている。これら放熱板１４は、厚さが例えば３ｍｍの矩形状の鋼板で、それら
の両端部が、隔壁４、６側に、即ち太陽電池モジュールリード線用端子ゾーン８、出力ケ
ーブル用端子ゾーン１２側に位置している。なお、ダイオード放熱板ゾーン１０の底壁は
くりぬかれており、そのくりぬいた部分には、熱伝導性に優れた熱伝導性絶縁シート１６
が貼り付けられ、この熱伝導性絶縁シート１６の上に各放熱板１４の下面が接着されてい
る。熱伝導性絶縁シート１６を設ける代わりに、各放熱板１４が設けられている部分及び
その付近の肉厚を他の部分よりも薄くすることもできる。
【００１５】
　これら放熱板１４のうち一方の端のもの（図１（ａ）における左端のもの）を除いて、
それらの上面には、ダイオードチップ１８のアノードがハンダ２０によって取り付けられ
ている。また、これらダイオードチップ１８では、アノードと対向するようにカソードが
形成され、これらカソードがリード２２を介して放熱板１４の一方の側（図１（ａ）にお
いて左側）で隣接ずる放熱板１４にハンダ付けされている（図１（ｄ）参照）。このよう
なアノードとカソードとの接続によって、各ダイオードチップ１８は、直列に接続されて
いる。
【００１６】
　ダイオード放熱板ゾーン１０全域には、各ダイオードチップ１８及び放熱板１４を覆う
ようにエポキシ樹脂等の絶縁体２４が充填されている。なお、図が錯綜するので、絶縁体
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２４は図１（ｂ）、（ｄ）のみに示してある。このように各ダイオードチップ１８は絶縁
体２４によって保護されているので、温度変化、湿度変化に耐えることができ、その信頼
性が高い。
【００１７】
　各ダイオード放熱板１４の太陽電池モジュールリード線用端子ゾーン８側の端部には、
太陽電池モジュールリード線接続端子２６の一端部がハンダ付けされ、隔壁４を貫通して
、太陽電池モジュールリード線用端子ゾーン８にそれぞれ伸延している。これら端子２６
の先端に、各太陽電池モジュールのリード線が接続される。即ち、１つの太陽電池モジュ
ールの２つのリード線が例えば図１（ａ）の左端から数えて、１番目と２番目のリード線
接続端子２６に結合され、２番目と３番目のリード線接続端子２６に別の太陽電池モジュ
ールの２つのリード線が接続され、３番目と４番目のリード線接続端子２６に更に別の太
陽電池モジュールの２つのリード線が接続される。これによって複数、例えば３つの太陽
電池モジュールが、各ダイオードチップ１８を介して直列に接続される。これら端子２６
の先端部周囲には円筒状のリブ２８がそれぞれ形成されている。各端子２６にリード線が
接続された後、これらリブ２８内にエポキシ等の絶縁体２９が充填されている。従って、
これら端子２６は温度変化、湿度変化に耐えることができる。なお、絶縁体２９は図１（
ｂ）のみに示してある。
【００１８】
　各放熱板１４のうち両外側にあるものの出力ケーブル用端子ゾーン１２側の端部には、
出力ケーブル接続用端子３０がハンダ付けされている。この２つの接続用端子３０は、隔
壁６を貫通して、出力ケーブル用端子ゾーン１２に伸延している。これら出力ケーブル接
続用端子３０の先端には、出力ケーブルが接続される。これによって、３つの直列接続さ
れた太陽電池モジュールの両端から出力電圧が取り出される。なお、出力ケーブル用端子
ゾーン１２には、間隔をあけて２つのリブ３２が形成されている。これらリブ３２と出力
ケーブル用端子ゾーン１２の両外壁との間に、出力ケーブル接続用端子３０を埋め込むよ
うにエポキシ等の絶縁体３３が充填されている。その結果、これら端子３０は、温度変化
、湿度変化に耐えることができる。絶縁体３３は図１（ｂ）のみに示してある。
【００１９】
　これら端子２６、３０は、ダイオードチップ１８に直接に接続されず、放熱板１４に接
続されている。従って、端子２６、３０に例えば振動が加わっても、それが直接にダイオ
ードチップ１８には伝わらず、ダイオードチップ１８の耐振動性を高めることができる。
【００２０】
　なお、図には示していないが、この絶縁ボックス２の太陽電池モジュールリード線用端
子ゾーン８、出力ケーブル用端子ゾーン１２の底壁には、リード線や出力ケーブルをこれ
らゾーン８、１２に挿入するための貫通孔が形成されることがある。
【００２１】
　このように構成された接続具では、絶縁性ボックス２のダイオード放熱板ゾーン１０に
放熱板１４を取り付け、接続端子２６、３０が各放熱板１４に取り付けられる。次にダイ
オードチップ１８が放熱板１４に取り付けられ、リード線２２が接続される。そして、絶
縁体２４の充填が行われる。これによって中間体Ａが形成される。この中間体Ａの状態に
おいて特性試験が行われる。その特性試験が良好で有れば、ダイオードチップ１８が長期
の温度変化、湿度変化に耐えることが保証できる。
【００２２】
　そして、各太陽電池モジュールが設けられている太陽電池パネルの裏面（太陽光が当た
らない面）に、上記の中間体Ａが取り付けられる。このとき、熱伝導性絶縁シート１６が
太陽電池パネルの裏面に接触するように取り付けられる。これによって太陽電池パネルが
ダイオードチップ１８のヒートシンクとして機能するようになる。この状態で、接続端子
２６に各太陽電池モジュールのリード線を接続し、中間体Ｂが形成される。この中間体Ｂ
の状態で特性試験を行い、その試験結果がよければ、絶縁体２９の充填が行われる。試験
結果が悪ければ、それがよくなるように調整を行う。
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【００２３】
　中間体Ｂにおいて接続端子３０に出力ケーブルを接続し、中間体Ｃを形成する。この状
態で特性試験を行い、特性試験が良好で有れば、絶縁体３３の充填が行われる。試験結果
が良好でなければ、良好となるように調整を行う。
【００２４】
　このように中間体Ａ、Ｂ、Ｃの状態それぞれにおいて特性試験を行って品質の確認が行
われているので、最終製品において試験結果が不良になっていたものと比較して、工程の
ロスが少なくなる。
【００２５】
　第２の実施形態の接続具を図２（ａ）乃至（ｃ）に示す。第１の実施形態では、各放熱
板１４の上にダイオードチップ１８を取り付けたが、これらに代えて、この実施形態では
、ダイオードモジュール４０が使用されている。他の構成は、第１の実施の形態の接続具
とほぼ同様であるので、同等部分には同一符号を付してその説明を省略する。
【００２６】
　このダイオードモジュール４０は、絶縁体性の筐体４２を有し、その内部に複数、例え
ば３つのダイオードが直列に接続されている。これらダイオードに対して共通の放熱板４
４が筐体４２の下部に設けられている。筐体４２の上面には、接続端子４６、４８、５０
、５２が設けられている。接続端子４６に第１のダイオードのカソードが接続され、接続
端子４８に第１のダイオードのアノードと第２のダイオードのカソードが接続され、接続
端子５０に第２のダイオードのアノードと第３のダイオードのカソードが接続され、接続
端子５２に第３のダイオードのアノードが接続されている。
【００２７】
　接続端子４６、４８、５０、５２には、太陽電池モジュールリード線接続端子２６がそ
れぞれねじ結合され、接続端子４６、５２には、出力ケーブル接続用端子３０もそれぞれ
ねじ結合されている。この接続具も第１の実施の形態の接続具と同様に組み立てられる。
この実施形態では、ダイオードモジュール４０を使用しているので、内部のダイオードは
温度変化、湿度変化に十分耐えられるし、接続端子２６、６０が直接にダイオードに接続
されないので、接続端子２６、６０に何らかの力が加わっても、その力が直接にダイオー
ドに加わることがない。
【００２８】
　第３の実施形態の接続具を図３に示す。第２の実施形態では、太陽電池モジュールリー
ド線接続端子２６と、出力ケーブル接続用端子３０とをそれぞれ別個に形成したが、この
実施形態の接続具では、太陽電池モジュールリード線のみに接続される端子４８、５０に
は、第１の端子、例えば太陽電池モジュールリード線専用接続端子２６を接続し、太陽電
池モジュールリード線と出力ケーブルとの双方に接続される端子４６、５２には、端子４
６、５２からそれぞれ太陽電池モジュールリード線用端子ゾーン８及び出力ケーブル用端
子ゾーン１２に伸びる太陽電池モジュールリード線及び出力ケーブル兼用端子６２が接続
されている。また、兼用端子６２には、出力ケーブル用端子ゾーン１２において図示しな
いコネクタが接続される。そのため、ゾーン１２には絶縁体の充填は行われていない。他
の構成は、第２の実施形態の接続具と同様であるので、同等部分には同一符号を付して、
その説明を省略する。
【００２９】
　このように構成すると、兼用端子６２を使用しているので、太陽電池モジュールリード
線及び出力ケーブル接続用の端子を同時にダイオードモジュール４０に取り付けることが
でき、組み立てが容易になる。
【００３０】
　第４の実施形態の接続具を図４（ａ）乃至（ｃ）に示す。この実施形態の接続具では、
第１の実施形態の接続具におけるダイオードチップ１８に代えて、モールド型のダイオー
ド７０が使用されている。モールド型ダイオード７０は、絶縁性の筐体内にダイオードチ
ップが埋め込まれ、そのダイオードチップのアノードが筐体の下部に設けた金属板に接続
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され、この金属板がアノード電極として機能する。ダイオードチップのカソードは、筐体
の側方に平行に突出した２本のカソード電極ピン７２に筐体内で接続されている。各モー
ルド型ダイオード７０は、３つの放熱板１４上に配置され、押さえ金具７４によってアノ
ード電極が放熱板１４上に接触した状態に固定されている。また、各カソード電極ピン７
２は、一方の側に隣接する放熱板１４上に固定されたソケット７６に挿通されている。こ
れらソケット７６のピン７８は、放熱板１４にハンダ付けされている。他の構成は、第１
の実施の形態の接続具と同様であるので、同等部分には同一符号を付して、その説明を省
略する。
【００３１】
　このようにモールド型ダイオード７０を使用し、そのアノードの電気的接続及び放熱板
１４への取付は押さえ金具７４によって行い、カソードの接続は、ソケット７６を使用し
て行っているので、ハンダ付け作業が不要となり、その取り付け及び接続作業が容易に行
える。
【００３２】
　なお、各放熱板１４の両端部は、隔壁４、６を超えて、太陽電池モジュールリード線用
端子ゾーン８及び出力ケーブル用端子ゾーン１２に侵入している。太陽電池モジュールリ
ード線用端子ゾーン８及び出力ケーブル用端子ゾーン１２には、それぞれリブ８０、８２
が形成され、これらが絶縁体８４、８６の充填量を減少させている。なお、ダイオード放
熱ゾーン１０にも絶縁体８８が充填されている。
【００３３】
　本発明の参考例の接続具を図５に示す。この接続具では、絶縁性ボックス１００は、ダ
イオードゾーン、例えばマウントケース１０２と、隔壁、例えばインサートケース１０４
と、蓋１０６とを備えている。マウントケース１０２は、一面、例えば上面が開口した扁
平な直方体状に、絶縁体、例えばエポキシ樹脂によって形成されている。この開口を覆う
ようにインサートケース１０４が配置され、さらにインサートケース１０４の上に蓋１０
６が配置される。
【００３４】
　このマウントケース１０２の底部上には、その長手方向に沿って間隔を隔てて複数、例
えば３つの放熱板１０８が取り付けられている。マウントケース１０２の底部は、上述し
た第１実施形態と同様にくりぬいて、熱伝導性絶縁シートを貼着し、その上に放熱板１０
８を接着することもできるし、或いは、放熱板１０８が取り付けられる部分及びその周囲
の肉厚を他の部分よりも薄くすることもできる。
【００３５】
　これら放熱板１０８上に、モールド型ダイオード１１０が配置されている。このモール
ド型ダイオード１１０では、扁平な直方体状の絶縁体製筐体１１０ａの一方の端部からカ
ソード電極１１０ｂ、アノード電極１１０ｃが上方に向かって伸延している。筐体１１０
ａの下面には、金属板が配置され（図示せず）、これが放熱板１０８上に配置されている
。
【００３６】
　インサートケース１０４は、例えばエポキシ樹脂のような絶縁体性の平板状のもので、
マウントケース１０２の開口上に配置されている。このインサートケース１０４には、モ
ジュール型ダイオード１１０に対応して３つのねじ挿通孔１１２が形成され、これらに挿
通されたネジ（図示せず）がモールド型ダイオード１１０の筐体１１０ａを貫通して、放
熱板１０８に形成したねじ孔１１４に螺合して、モールド型ダイオード１１０を放熱板１
０８に固定している。図示していないが、マウントケース１０４内には、各モールド型ダ
イオード１１０を埋め込むようにエポキシ樹脂等の絶縁体が充填される。
【００３７】
　各モールド型ダイオード１１０のカソード電極１１０ｂ、アノード電極１１０ｃは、イ
ンサートケース１０４に挿通されている。これら挿通位置には、それぞれリードフレーム
１１６、１１７、１１８、１１９が配置されている。これらリードフレーム１１６、１１
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７、１１８、１１９は、インサートケース１０４内に埋め込まれている。
【００３８】
　リードフレーム１１６は、インサートケース１０４の一方の端部側に位置し、インサー
トケース１０４の一方の長手縁から他方の長手縁まで伸びている。これの中途に、一方の
端部側に位置するモールド型ダイオード１１０のカソード電極１１０ｂの挿通孔がある。
この挿通孔でカソード電極１１０ｂとリードフレーム１１６とが、ハンダ等によって結合
されている。
【００３９】
　このリードフレーム１１６に隣接して、リードフレーム１１７が位置し、これは、一方
の長手縁から他方の長手縁側の中途まで伸びている。これの先端部には、上述した一方の
端部側に位置するモールド型ダイオード１１０のアノード電極１１０ｃの挿通孔がある。
この挿通孔において、一方の端部側に位置するモールド型ダイオード１１０のアノード電
極１１０ｃとリードフレーム１１７とがハンダ付けされている。また、リードフレーム１
１７の先端部には、真ん中に位置するモールド型ダイオード１１０のカソード電極１１０
ｂの挿通孔もある。この挿通孔において、真ん中のモールド型ダイオード１１０のアノー
ド電極１１０ｃとリードフレーム１１７とがハンダ付けされている。
【００４０】
　リードフレーム１１７の側方には、リードフレーム１１８が位置し、これも一方の長手
縁から他方の長手縁の中途まで伸びている。これの先端部には、真ん中のモールド型ダイ
オード１１０のアノード電極が挿通される挿通孔がある。この挿通孔において、真ん中の
モールド型ダイオード１１０のアノード電極１１０ｃとリードフレーム１１８とがハンダ
付けされている。このリードフレーム１１８の先端部には、他方の端部側に位置するモー
ルド型ダイオード１１０のカソード電極１１０ｂの挿通孔もある。この挿通孔においてリ
ードフレーム１１８と他方の端部側に位置するモールド型ダイオード１１０のカソード電
極１１０ｂとがハンダ付けされている。
【００４１】
　リードフレーム１１８の側方、即ち、インサートケース１０４の他方の端部側には、リ
ードフレーム１１９が位置している。このリードフレーム１１９は、インサートケース１
０４の一方の長手縁から他方の長手縁まで伸延している。このリードフレーム１１９の中
途に、他方の端部側に位置するモールド型ダイオード１１０のアノード電極１１０ｃの挿
通孔がある。この挿通孔において、リードフレーム１１９と他方の端部側のモールド型ダ
イオード１１０のアノードとがハンダ付けされている。
【００４２】
　このようにリードフレーム１１６、１１７、１１８、１１９を利用して各ダイオード１
１０は直列に接続されている。
【００４３】
　各リードフレーム１１６、１１７、１１８、１１９の一方の長手縁側の端部が露出させ
られて、太陽電池モジュールリード線接続端子１２０、１２１、１２２、１２３とされて
いる。また、リードフレーム１１６、１１９の他方の長手縁側の端部が露出させられて、
出力ケーブル接続端子１２４、１２５とされている。このインサートケース１０４上に蓋
１０６が取り付けられる。
【００４４】
　このように構成した接続具では、インサートケース１０４に、各リードフレーム１１６
、１１７、１１８、１１９が埋め込まれ、太陽電池モジュールリード線接続端子１２０、
１２１、１２２、１２３、出力ケーブル接続端子１２４、１２５が予め形成されているの
で、組み立て作業が容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の第１の実施形態の接続具の正面図、正面図におけるｂ－ｂ線に沿う断面
図、底面図、及び正面図におけるｄ－ｄ線に沿う断面図である。
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【図２】本発明の第２の実施形態の接続具の正面図、正面図のｂ－ｂ線に沿う断面図、正
面図のｃ－ｃ線に沿う断面図である。
【図３】本発明の第３の実施形態の接続具の正面図、正面図のｂ－ｂ線に沿う断面図であ
る。
【図４】本発明の第４の実施形態の接続具の正面図、正面図のｂ－ｂ線に沿う断面図、正
面図のｃ－ｃ線に沿う断面図である。
【図５】本発明の参考例の接続具の組み立て図である。
【符号の説明】
【００４６】
　２　絶縁性ボックス
　４　６　隔壁
　８　太陽電池モジュールリード線用端子ゾーン
　１０　ダイオード放熱板ゾーン
　１２　出力ケーブル用端子ゾーン
　１４　放熱板
　１８　ダイオードチップ
　２６　太陽電池モジュールリード線接続端子
　３０　出力ケーブル接続端子

【図１】 【図２】



(10) JP 4515817 B2 2010.8.4

【図３】 【図４】

【図５】
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