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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋根の棟軒方向に並べて設置される２枚の太陽電池モジュールであって、各太陽電池モ
ジュールは、太陽電池パネルと、前記太陽電池パネルの周縁に設けられるモジュールフレ
ームと、を有する太陽電池モジュールと、
　上部に前記棟軒方向に沿って設けられた下側ガイドレールを有し、屋根上において前記
棟軒方向に沿って固定された架台フレームと、
　前記棟軒方向に沿って前記架台フレームの前記下側ガイドレールにスライド挿入するこ
とによって嵌め込まれ前記下側ガイドレールの底面に固定が可能な形状を有するベース部
と、前記ベース部に立設された立壁部と、前記立壁部の軒側に突設される軒側突出部及び
前記立壁部の棟側に突設される棟側突出部と、を有し、軒側に設置される前記太陽電池モ
ジュールの前記モジュールフレームに前記軒側突出部が組み合わされ、棟側に設置される
前記太陽電池モジュールの前記モジュールフレームに前記棟側突出部が組み合わされて、
前記２枚の太陽電池モジュールを固定支持する中間固定部材と、を備える太陽光発電装置
であって、
　前記棟軒方向に沿って前記中間固定部材の前記ベース部がスライド挿入されることによ
って嵌め込みが可能な形状を有し、前記ベース部が固定された上側ガイドレールを有し、
前記架台フレームと前記中間固定部材との間に挿入されて前記下側ガイドレールの底面に
固定される中間スペーサをさらに備える、太陽光発電装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載の太陽光発電装置において、
　前記中間スペーサは、前記棟軒方向に沿って前記架台フレームの前記下側ガイドレール
にスライド挿入することによって嵌め込みが可能な形状を有し、前記下側ガイドレールの
底面に固定される下側板部を有する、太陽光発電装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の太陽光発電装置において、
　前記下側ガイドレールに固定が可能な形状を有する軒側ベース部と、前記軒側ベース部
に立設される軒側立壁部と、前記軒側立壁部の棟側に突設される第２棟側突出部とを有し
、軒側に設置される前記太陽電池モジュールの前記モジュールフレームに前記第２棟側突
出部が組み合わされる軒側固定部材と、
　前記架台フレームと前記軒側固定部材との間に挿入される軒側スペーサと、
　前記下側ガイドレールに固定が可能な形状を有する棟側ベース部と、前記棟側ベース部
に立設される棟側立壁部と、前記棟側立壁部の軒側に突設される第２軒側突出部とを有し
、棟側に設置される前記太陽電池モジュールの前記モジュールフレームに前記第２軒側突
出部が組み合わされる棟側固定部材と、
　前記架台フレームと前記棟側固定部材との間に挿入される棟側スペーサと、を備える、
太陽光発電装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の太陽光発電装置において、
　前記棟側ベース部は、前記棟軒方向に沿って前記架台フレームの前記下側ガイドレール
にスライド挿入することによって嵌め込まれ前記下側ガイドレールに固定が可能な形状を
有し、
　前記棟側スペーサは、前記下側ガイドレールの底面に固定された板部と、前記棟軒方向
に沿って前記棟側ベース部がスライド挿入されることによって嵌め込みが可能な形状を有
し、前記棟側ベース部が固定された上側ガイドレールと、を有する、太陽光発電装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の太陽光発電装置において、
　前記中間スペーサは、前記棟軒方向に直交する幅方向の両端部から下側に平行に延設さ
れ、前記架台フレームの外側面に対向してねじ止め固定される外側壁部を有する、太陽光
発電装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の太陽光発電装置において、
　前記中間スペーサは、前記各外側壁部の外側面の上部において、上下方向に離れた２つ
の位置に結合され、前記外側壁部の上部を含んで筒状に形成される補強部を有する、太陽
光発電装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の太陽光発電装置において、
　前記架台フレームは、前記棟軒方向に直交する幅方向の両端部の上端部に前記幅方向外
側に伸びる第１外側鍔部を有し、
　前記中間スペーサは、前記棟軒方向に直交する幅方向の両端部の下端部に前記幅方向外
側に伸びる第２外側鍔部を有し、前記第２外側鍔部が前記第１外側鍔部に重ね合わせてね
じ止め固定される、太陽光発電装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の太陽光発電装置において、
　前記中間スペーサは、金属材料の押し出し成形により形成されたスペーサ素材を用いて
構成される、太陽光発電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、屋根に並べて設置される２枚の太陽電池モジュールを備える太陽光発電装置
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に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、太陽電池モジュールを屋根に設置するために用いられる種々の固定構造が提
案されている。
【０００３】
　屋根に設置された太陽電池モジュールにおいて、積雪で撓みが発生した場合における不
都合を防止することを目的とした構造も提案されている。例えば、特許文献１には、積雪
で撓んだ太陽電池モジュールと架台とでケーブルが挟まれることを防止するために、太陽
電池モジュールのフレームと架台との間にスペーサを配置することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－２５１３０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、屋根上に固定した架台上に少なくとも２枚の太陽電池モジュールを棟軒方向
に並べて設置する場合に、風などによる負荷に対する強度を高めるために架台及び太陽電
池モジュールを含む太陽光発電装置全体の剛性を高くしたいという要望がある。また、積
雪量が多い多雪地域などで屋根に太陽電池モジュールが設置される場合に、太陽電池モジ
ュールが積雪で撓んだ場合でも、屋根表面側の架台フレームに過度に接触しないようにし
たいという要望もある。そして、これらの要望を実現する構造を、多雪地域以外で用いら
れる構造との部品の共用化によって安価に実現することが望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る太陽光発電装置は、屋根の棟軒方向に並べて設置される２枚の太陽電池モ
ジュールであって、各太陽電池モジュールは、太陽電池パネルと、太陽電池パネルの周縁
に設けられるモジュールフレームと、を有する太陽電池モジュールと、上部に棟軒方向に
沿って設けられた下側ガイドレールを有し、屋根上において棟軒方向に沿って固定された
架台フレームと、棟軒方向に沿って架台フレームの下側ガイドレールにスライド挿入する
ことによって嵌め込まれ下側ガイドレールの底面に固定が可能な形状を有するベース部と
、ベース部に立設された立壁部と、立壁部の軒側に突設される軒側突出部及び立壁部の棟
側に突設される棟側突出部と、を有し、軒側に設置される太陽電池モジュールのモジュー
ルフレームに軒側突出部が組み合わされ、棟側に設置される太陽電池モジュールのモジュ
ールフレームに棟側突出部が組み合わされて、２枚の太陽電池モジュールを固定支持する
中間固定部材と、を備える太陽光発電装置であって、棟軒方向に沿って中間固定部材のベ
ース部がスライド挿入されることによって嵌め込みが可能な形状を有し、ベース部が固定
された上側ガイドレールを有し、架台フレームと中間固定部材との間に挿入されて下側ガ
イドレールの底面に固定される中間スペーサをさらに備える。
 
 
 
【発明の効果】
【０００７】
　本発明に係る太陽光発電装置によれば、少なくとも２枚の太陽電池モジュールと架台フ
レームとを含む装置全体の剛性を高くでき、かつ、積雪で太陽電池モジュールが撓んだ場
合における架台フレームに対する過度な接触を防止できる構造を安価に実現できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
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【図１】本実施形態の太陽光発電装置を屋根上に設置して示す斜視図である。
【図２】図１中のＡ－Ａ断面図である。
【図３】図２中のＢ部拡大図である。
【図４】図２中のＣ－Ｃ断面において、太陽電池モジュールを省略して示す図である。
【図５】中間スペーサの斜視図である。
【図６Ａ】図１中のＤ－Ｄ断面図である。
【図６Ｂ】図６ＡのＥ－Ｅ断面図である。
【図６Ｃ】取付け具の斜視図（ａ）と、（ａ）のＦ－Ｆ拡大断面図（ｂ）である。
【図６Ｄ】軒側固定部材の斜視図である。
【図６Ｅ】軒側カバー部材の斜視図である。
【図７Ａ】図１中のＧ－Ｇ断面図である。
【図７Ｂ】棟側固定部材の斜視図である。
【図７Ｃ】棟側カバー部材の斜視図である。
【図８】架台フレーム、スペーサ、及び中間固定部材を分離して示す斜視図である。
【図９】本実施形態の太陽光発電装置において、スペーサを取り外して屋根上に設置した
状態における、図６Ａに対応する図である。
【図１０】本実施形態の太陽光発電装置において、スペーサを取り外して屋根上に設置し
た状態における、図７Ａに対応する図である。
【図１１】本実施形態の太陽光発電装置において、スペーサを取り外して屋根上に設置し
た状態における、図２に対応する図である。
【図１２】図１１中のＫ－Ｋ断面において、太陽電池モジュールを省略して示す図である
。
【図１３】架台フレーム及び中間固定部材を分離して示す斜視図である。
【図１４】本実施形態の別例を示している図４に対応する図である。
【図１５】本実施形態の別例を示している図４に対応する図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本発明に係る実施形態について添付図面を参照しながら詳細に説明する。この
説明において、具体的な形状、材料、数値、方向等は、本発明の理解を容易にするための
例示であって、用途、目的、仕様等にあわせて適宜変更することができる。また、以下に
おいて複数の実施形態、または変形例などが含まれる場合、複数の実施形態または変形例
における各構成要素を適宜組み合わせて実施することができる。以下ではすべての図面に
おいて実質的に同様の要素に対する重複説明を省略する場合がある。
【００１０】
　図１は、本実施形態の太陽光発電装置１０を屋根１００上に設置して示す斜視図である
。図２は、図１中のＡ－Ａ断面図である。図３は、図２中のＢ部拡大図である。図４は、
図２中のＣ－Ｃ断面において、太陽電池モジュール１ａ、１ｂを省略して示す図である。
図５は、中間スペーサ２０ａの斜視図である。
【００１１】
　なお、以下において、説明の便宜上、「長さ方向（Ｘ方向）」は、太陽電池モジュール
１が並んで設置される方向に沿って太陽光発電装置１０の設置面と平行な方向とする。ま
た、「幅方向（Ｙ方向）」は、棟軒方向と直交し、太陽光発電装置１０の設置面に平行な
方向を意味する。なお、本実施の形態では、「長さ方向」は棟から軒に向かう方向に沿っ
た「棟軒方向」と一致させている。図１では、右上側を「棟側」、左下側を「軒側」とし
て示している。屋根１００は棟側から軒側に向かって下り傾斜している。また、上下方向
は、太陽光発電装置１０の接地面に対して垂直な方向を意味し、太陽電池パネルＳＰの受
光面側を上とし、裏面側を下とする。
【００１２】
　以下では、２枚の太陽電池モジュール１ａ，１ｂを棟軒方向に並べて設置する場合につ
いて説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、３枚以上の太陽電池
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モジュールが棟軒方向に並んで設置される場合に適用されても良いし、２枚以上の太陽電
池モジュールが棟軒方向に並んで設置される太陽電池モジュール列が棟軒方向と直交する
幅方向（Ｙ方向）に複数列設けられる場合に適用されてもよい。
【００１３】
　太陽光発電装置１０は、２枚の太陽電池モジュール１（１ａ、１ｂ）、２本の架台フレ
ーム１２、各架台フレーム１２に固定される複数のスペーサ２０（中間スペーサ２０ａ、
軒側スペーサ２０ｂ、棟側スペーサ２０ｃ）（図５、図６Ａ、図７Ａ）、中間固定部材５
０、軒側固定部材５１（図６Ｄ）、及び棟側固定部材５２（図７Ｂ）を含んで構成される
。図１に示すように、２枚の太陽電池モジュール１ａ，１ｂは屋根１００の上に棟軒方向
に並んで設置されている。各太陽電池モジュール１ａ，１ｂは、複数の太陽電池素子がガ
ラス板等の保護部材で挟持された太陽電池パネルＳＰと、太陽電池パネルＳＰの周縁に設
けられたモジュールフレーム２とを有する。なお、図面では太陽電池モジュールとして１
ａ、１ｂの符号を用いて説明するが、明細書では１の符号を用いてまとめて説明する場合
がある。スペーサも図面では２０ａ、２０ｂ、２０ｃの符号を用いて説明するが、明細書
では２０の符号を用いてまとめて説明する場合がある。
【００１４】
　太陽電池モジュール１は、一般的に平面視で矩形である。ただし、太陽電池モジュール
１は、矩形以外の平面視形状を有してもよい。太陽電池モジュール１は、太陽電池パネル
ＳＰと、その周囲を囲むモジュールフレーム２とによって構成される。本実施形態では、
２枚の太陽電池モジュール１ａ，１ｂが、短辺方向が棟軒方向と平行となるように設置さ
れている。
【００１５】
　太陽電池モジュール１のモジュールフレーム２は、太陽電池パネルＳＰの周縁を保護す
ると共に、太陽電池モジュール１を後述する架台フレーム１２に取り付けるための部材と
して機能する。モジュールフレーム２は、例えば、アルミニウムなどの金属材料を押出成
形して形成される長尺状の部材である。モジュールフレーム２の断面は、図３に示すよう
に、上下方向に長い略矩形状である。モジュールフレーム２の上部には、太陽電池パネル
ＳＰの周縁部を収納する内側溝部３が形成されている。この内側溝部３内に太陽電池パネ
ルＳＰの周縁部が挿入されて接着剤等で固定されている。
【００１６】
　また、モジュールフレーム２は、内側溝部３に隣接して管状部分４を有する。この管状
部分４によって、モジュールフレーム２の剛性が高められるとともに、中空状とすること
で軽量化が図られている。そして、モジュールフレーム２の管状部分４の側面下部には外
側溝部５が形成されている。
【００１７】
　外側溝部５は、太陽電池パネルＳＰと組み合わされたときに太陽電池パネルＳＰとは反
対側、すなわち太陽電池モジュール１の外側を向くように開口している。外側溝部５には
、後述する中間固定部材５０（図２、図４）の突出部５０ｃ、５０ｄ、軒側固定部材５１
（図６Ｄ）の突出部５１ｃ、棟側固定部材５２（図７Ｂ）の突出部５２ｃが挿入され、こ
れらの部材に太陽電池モジュール１を固定するために用いられる。外側溝部５の奥行深さ
ｄは、突出部５０ｃ、５０ｄ、５１ｃ、５２ｃを完全に収容できる深さとすることが好ま
しい。
【００１８】
　太陽電池モジュール１（１ａ，１ｂ）は、２本の架台フレーム１２を介して屋根１００
上に設置されている。架台フレーム１２は、屋根１００の棟軒方向に沿って設置される長
尺状の部材である。架台フレーム１２は、例えば、アルミニウムを押出成形することで好
適に形成される。架台フレーム１２は、ロールフォーミング等によって金属板を連続的に
曲げ加工して長尺状の部材として形成されてもよい。太陽電池モジュール１ａ，１ｂは、
矢印Ｙ方向に所定間隔をあけて屋根１００上に固定された架台フレーム１２に載せられて
固定されている。
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【００１９】
　図４及び図８に示すように、架台フレーム１２は、例えば略長方形状の断面形状をなす
管状部分１４を有する。この管状部分１４によって、架台フレーム１２の剛性を高くでき
る。また、架台フレーム１２は、上部に形成された下側ガイドレール１５を含む。下側ガ
イドレール１５には、管状部分１４の上壁に相当するレール底面１５ａの両端から上部方
向に突き出すと共に断面Ｌ字型に内側に張り出した張り出し部１５ｂ、１５ｃが設けられ
る。これによって互いに内側に向き合った２つの下側係合凹部１５ｄ、１５ｅが形成され
る。レール底面１５ａには、後述する中間スペーサ２０ａが固定される。
【００２０】
　なお、屋根１００及びこの屋根１００に対する架台フレーム１２の固定構造は、後述す
る。
【００２１】
　スペーサ２０（中間スペーサ２０ａ、軒側スペーサ２０ｂ、棟側スペーサ２０ｃ）につ
いて説明する。スペーサ２０は、太陽電池モジュール１を架台フレーム１２の上端から大
きく離して固定する嵩上げに用いられる。「嵩上げ」は、特に多雪地域でモジュール１が
上側の雪の重みで撓んだ場合でも架台フレーム１２に太陽電池モジュール１が過度に接触
しないようにするために用いられる。スペーサ２０は、架台フレーム１２と太陽電池モジ
ュール１のモジュールフレーム２との間に配置される。スペーサ２０は、図５に示すよう
に、上下に並んで平行に配置される下側板部２１及び上側板部２２、２つの内側板部２３
、２つの外側壁部２４、２つの中間板部２５、及び上側ガイドレール２６を含む。スペー
サ２０は、例えば、アルミニウムなどの金属材料を押出成形することによって形成される
スペーサ素材を用いて構成される。
【００２２】
　上側板部２２の幅（Ｙ方向に沿った長さ）は、下側板部２１の幅よりも大きい。下側板
部２１と上側板部２２は、２つの内側板部２３によって上下方向に連結される。下側板部
２１は、内側板部２３との連結部よりも幅方向外側に突出する挿入部２１ａを有する。ま
た、上側板部２２の幅方向両端部からは２つの外側壁部２４が互いに向かい合うように下
側に平行に延設される。２つの中間板部２５は、内側板部２３の外側面と外側壁部２４の
内側面との間を連結し、内側板部２３及び外側壁部２４を構造的に補強する。
【００２３】
　下側板部２１の幅方向両端の挿入部２１ａは、架台フレーム１２に設けられた下側ガイ
ドレール１５の下側係合凹部１５ｄ、１５ｅにそれぞれ挿入されて、架台フレーム１２の
適切な箇所に固定される。下側ガイドレール１５は、各張出部１５ｂ、１５ｃの間で開口
するとともに、架台フレーム１２の長手方向である棟軒方向Ｘ（図８）の両端においても
開口している。下側板部２１の両端の挿入部２１ａは、下側板部２１の幅が下側ガイドレ
ール１５の張出部１５ｂ、１５ｃ間の開口幅よりも広く、下側係合凹部１５ｄ、１５ｅ間
の幅よりも狭く、かつ下側板部２１と連結される２つの内側板部２３の外側面間の幅が下
側ガイドレール１５の張出部１５ｂ、１５ｃ間の開口幅よりも狭くなるように設けられる
。これにより、挿入部２１ａを下側ガイドレール１５の下側係合凹部１５ｄ、１５ｅに挿
入しつつ棟軒方向Ｘに沿ってスライドさせる、すなわちスライド挿入させることによって
、挿入部２１ａを下側ガイドレール１５に嵌め込むようにスペーサ２０を下側ガイドレー
ル１５に組み合わせることができる。なお、スペーサ２０の下側板部２１の下面はレール
底面１５ａの表面形状に対応する形状とすることが好適である。例えば、下側板部２１の
下面及びレール底面１５ａは平面としてもよい。スライド移動可能な形状について、以下
の説明では同様である。
【００２４】
　このとき、下側板部２１と中間板部２５との間隔を下側係合凹部１５ｄ、１５ｅの高さ
よりも大きくすることによって、架台フレーム１２の張り出し部１５ｂ、１５ｃの上側面
とスペーサ２０の中間板部２５の下側面との間に隙間が生ずるので、スペーサ２０をスム
ーズに下側ガイドレール１５に嵌め込むことができる。なお、各張り出し部１５ｂ、１５
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ｃの下側面とスペーサ２０の各挿入部２１ａの上側面とをほぼ隙間なく対向させてもよい
。
【００２５】
　また、スペーサ２０を架台フレーム１２に装着した状態において、外側壁部２４の内側
面間の幅は、架台フレーム１２の幅方向両側面である外側面にほぼ密接して対向するよう
に設定する。図５に示すように、各外側壁部２４にはネジ挿入孔２４ａが形成されており
、ネジ挿入孔２４ａを通じてドリルネジ３８によってスペーサ２０を架台フレーム１２の
管状部分１４にネジ止め固定することができる。これによって、スペーサ２０が架台フレ
ーム１２に固定される。このため、スペーサ２０の下側板部２１は、棟軒方向Ｘに沿って
架台フレーム１２の下側ガイドレール１５にスライド挿入することによって嵌め込みが可
能な形状を有し、下側ガイドレール１５のレール底面１５ａに固定される。
【００２６】
　なお、本実施の形態では、図２及び図５に示すように、各外側壁部２４にネジ挿入孔２
４ａがそれぞれ２つ形成されているが、それぞれ１つのみとしてもよい。また、２つの外
側壁部２４のうちの１つにのみネジ挿入孔２４ａを形成し、ネジ挿入孔２４ａに挿入され
たネジによりスペーサ２０が架台フレーム１２に固定されてもよい。
【００２７】
　さらに、スペーサ２０は、その上部に上側ガイドレール２６を備える。上側ガイドレー
ル２６には、上側板部２２の上壁に相当するレール底面２６ａの両端から上部方向に突き
出すと共に断面Ｌ字型に内側に張り出した張り出し部２６ｂ、２６ｃが設けられる。これ
によって、互いに内側に向き合った２つの上側係合凹部２６ｄ、２６ｅが形成される。レ
ール底面２６ａの上側には後述する中間固定部材５０、軒側固定部材５１、棟側固定部材
５２が固定される。
【００２８】
　中間固定部材５０は、図２及び図４に示すように、平板状のベース部５０ａ、ベース部
５０ａに垂直に立設された立壁部５０ｂ、軒側突出部５０ｃ、及び棟側突出部５０ｄを有
する。中間固定部材５０は、例えば、アルミニウムなどの金属材料から一体成形すること
によって形成される。
【００２９】
　立壁部５０ｂは、ベース部５０ａの幅方向中間部からほぼ直交する方向に立設し、立壁
部５０ｂの幅（Ｙ方向に沿った長さ）は、ベース部５０ａの幅よりも小さい。軒側、棟側
各突出部５０ｃ、５０ｄは、立壁部５０ｂのＸ方向両側面において、上下方向中間部の上
下方向についての同じ位置から立壁部５０ｂに対しほぼ直交する方向に突設される。より
詳しくは、中間固定部材５０が架台フレーム１２を介して中間スペーサ２０ａに組み付け
られたときに、軒側モジュール１ａ側に向く立壁部５０ｂの一方側面（図２の左側面）に
軒側突出部５０ｃが形成される。また、棟側モジュール１ｂ側に向く他方側面（図２の右
側面）に棟側突出部５０ｄが形成される。中間固定部材５０の各突出部５０ｃ、５０ｄは
、例えば同一の形状及び寸法に形成される。例えば、各突出部５０ｃ、５０ｄは、長方形
状の断面及び側面の形状を有し、立壁部５０ｂから同じ突出長さ分突出する。
【００３０】
　ベース部５０ａの幅方向（Ｙ方向）の両端部は、中間スペーサ２０ａの上側ガイドレー
ル２６の各上側係合凹部２６ｄ、２６ｅにスライド移動可能に挿入される。このように挿
入された状態で、ベース部５０ａは、中間スペーサ２０ａの適切な箇所に固定される。上
側ガイドレール２６は、各張り出し部２６ｂ、２６ｃの間で開口するとともに、中間スペ
ーサ２０ａの棟軒方向Ｘ（図８）の両端においても開口している。ベース部５０ａの幅は
、上側ガイドレール２６の張り出し部２６ｂ、２６ｃ間の開口幅よりも広く、上側係合凹
部２６ｄ、２６ｅ間の幅よりも狭く、かつベース部５０ａと連結される立壁部５０ｂの幅
が上側ガイドレール２６の張り出し部２６ｂ、２６ｃ間の開口幅よりも狭くなるように設
けられる。また、中間スペーサ２０ａの上側ガイドレール２６は、棟軒方向Ｘに沿って中
間固定部材５０のベース部５０ａがスライド挿入されることによって嵌め込みが可能な形
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状を有する。これにより、ベース部５０ａの幅方向両端部を上側ガイドレール２６の上側
係合凹部２６ｄ、２６ｅに挿入しつつ棟軒方向Ｘに沿ってスライドさせることによって、
ベース部５０ａを上側ガイドレール２６に嵌め合わせるように中間固定部材５０を上側ガ
イドレール２６に組み合わせることができる。
【００３１】
　これによって、中間スペーサ２０ａは、架台フレーム１２と中間固定部材５０との間に
挿入される。なお、ベース部５０ａの下面は上側ガイドレール２６のレール底面２６ａの
表面形状に対応する形状とすることが好適である。
【００３２】
　このとき、上側ガイドレール２６の張り出し部２６ｂ、２６ｃの高さを大きくすること
によって、張り出し部２６ｂ、２６ｃの下側面と中間固定部材５０のベース部５０ａの上
側面との間に隙間を生じさせることにより、中間固定部材５０をスムーズに上側ガイドレ
ール２６に嵌め込むことができる。なお、各張り出し部２６ｂ、２６ｃの下側面とベース
部５０ａの幅方向両端部の上側面とをほぼ隙間なく対向させてもよい。
【００３３】
　また、中間固定部材５０のベース部５０ａは、中間スペーサ２０ａの上側ガイドレール
２６のレール底面２６ａに装着された状態で、上下方向にねじ込まれるドリルネジ３８に
よってベース部５０ａをレール底面２６ａに固定することができる。これによって、中間
固定部材５０が中間スペーサ２０ａに固定される。なお、ベース部５０ａの上面には、ド
リルネジ３８の先端の位置決めを容易にするためのＶ字状の溝が形成されてもよい。この
溝は、架台フレーム１２の長手方向に垂直な方向、すなわち中間固定部材５０の幅方向（
図２の左右方向）に沿って形成される。
【００３４】
　また、中間固定部材５０の軒側突出部５０ｃは、後述するように２枚の太陽電池モジュ
ール１ａ、１ｂのうち、軒側に設置される太陽電池モジュール１ａのモジュールフレーム
２の外側溝部５に挿入されて、モジュールフレーム２に組み合わされる。また、中間固定
部材５０の棟側突出部５０ｄは、２枚の太陽電池モジュール１ａ、１ｂのうち、棟側に設
置される太陽電池モジュール１ｂのモジュールフレーム２の外側溝部５に挿入されて、モ
ジュールフレーム２に組み合わされる。これによって、中間固定部材５０は、２枚の太陽
電池モジュール１ａ、１ｂを固定支持する。また、各突出部５０ｃ、５０ｄの立壁部５０
ｂからの突出長さｎは、各モジュール１ａ、１ｂの外側溝部５の奥行深さｄ（図３）より
も短くしている。これによって、立壁部５０ｂが各モジュール１ａ、１ｂのモジュールフ
レーム２に接触した状態となるまで、各突出部５０ｃ、５０ｄを対応する外側溝部５に挿
入可能となる。また、中間固定部材５０の立壁部５０ｂのうち、同一高さに形成されてい
る各突出部５０ｃ、５０ｄの上方に伸びる部分が平板状の上側壁部５０ｅである。この上
側壁部５０ｅは、架台フレーム１２上に２枚の太陽電池モジュール１ａ，１ｂが設置され
たときに、各太陽電池モジュール１ａ，１ｂのモジュールフレーム２によって挟持される
。上側壁部５０ｅの上端面の位置は、２枚の太陽電池モジュール１ａ，１ｂ間に挟持され
たときに、隣接するモジュールフレーム２の上面と略面一となるように設定されてもよい
。このように設定される場合、太陽光発電装置１０全体の剛性を向上できる。
【００３５】
　一方、中間固定部材５０のベース部５０ａの形状は、棟軒方向Ｘに沿って架台フレーム
１２の下側ガイドレール１５にスライド挿入することによって嵌め込まれ下側ガイドレー
ル１５のレール底面１５ａに固定が可能な形状である。これによって、後述するように本
実施形態の構成が太陽電池モジュール１の嵩上げが求められない地域で用いられる場合に
、スペーサ２０を取り外して、中間固定部材５０を直接に架台フレーム１２に取り付ける
ことができる。例えば後述する図１３に示すように、中間固定部材５０のベース部５０ａ
を架台フレーム１２の下側ガイドレール１５にスライド挿入させて固定することが可能で
ある。
【００３６】
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　次に、架台フレーム１２の屋根１００に対する固定構造を説明し、その後、軒側スペー
サ２０ｂ、軒側固定部材５１、棟側スペーサ２０ｃ、及び棟側固定部材５２を説明する。
【００３７】
　図６Ａは、図１中のＤ－Ｄ断面図であり、軒側に設置される太陽電池モジュール１ａ及
び架台フレーム１２の軒側端部を示している。図６Ｂは、図６ＡのＥ－Ｅ断面図である。
図６Ｃは、取付け具３０の斜視図（ａ）と、（ａ）のＦ－Ｆ拡大断面図（ｂ）である。図
６Ｄは、軒側固定部材５１の斜視図である。図６Ｅは、軒側カバー部材９０ａの斜視図で
ある。
【００３８】
　図６Ａに示すように、太陽電池モジュール１が設置される屋根１００は、家屋の屋根基
材である野地板１０２の上に例えばアスファルトルーフィングなどの防水シート１０４が
敷設され、その上に例えばスレート屋根などの多数の屋根材１０６が段差を形成するよう
に重ねられて構成される。なお、屋根１００を構成する屋根材１０６として、例えば、瓦
屋根、金属板屋根などを用いてもよい。
【００３９】
　図６Ａ及び後述する図９Ａに示すように、架台フレーム１２は、鉄板、ステンレス板、
鋼板などの金属板で形成される取付け具３０によって屋根１００に固定されている。
【００４０】
　図６Ｃに示すように、取付け具３０は、ベース板３２と、ベース板３２から立設された
一対の支持部３３ａ，３３ｂとを有する。ベース板３２は、複数のネジ挿通孔３４を有す
る。取付け具３０の一対の支持部３３ａ，３３ｂは、架台フレーム１２の幅ｗ１（図８参
照）より少し大きい間隔をあけて対向している。支持部３３ａ，３３ｂには、それぞれ、
１つの雌ねじ孔３５と、２つの貫通孔３６が設けられる。なお、各支持部３３ａ，３３ｂ
には貫通孔３６を１つのみ形成してもよい。また、２つの支持部３３ａ，３３ｂの一方側
だけに貫通孔３６を形成してもよい。また、雌ねじ孔３５は、Ｆ－Ｆ断面図に示すように
、例えば、バーリング加工が施されて外側に例えば円錐台状に膨出形成された貫通孔の内
周面に雌ねじを切ることにより形成される。なお、取付け具３０を構成する金属板の板厚
分で雌ねじ溝の形成が可能であれば、バーリング加工を施すことなく、貫通孔の板厚相当
の内周に雌ねじを切ってもよい。
【００４１】
　図６Ａに示すように、取付け具３０は、各ネジ挿通孔３４を通して木ネジ３１によって
野地板１０２に固定される。また、一対の支持部３３ａ，３３ｂ間に、架台フレーム１２
が挿入配置される。架台フレーム１２を屋根１００に固定する場合、屋根１００に固定さ
れた取付け具３０の支持部３３ａ、３３ｂの上側から架台フレーム１２の下端部を挿入す
る。そして、図６Ａ、図６Ｂに示すように、取付け具３０の両側の雌ねじ孔３５にボルト
３７をねじ込んで、各ボルト３７の先端で架台フレーム１２の外側面を挟み込んで仮固定
する。この状態で、支持部３３ａ、３３ｂの貫通孔３６を通じてドリルネジ３８によって
架台フレーム１２を取付け具３０に固定する。
【００４２】
　このように屋根１００に固定された架台フレーム１２の長手方向中間部には上記の中間
スペーサ２０ａが固定される。また、架台フレーム１２の軒側端部には軒側スペーサ２０
ｂが固定される。架台フレーム１２の棟側端部には棟側スペーサ２０ｃ（図７Ａ）が固定
される。また、中間スペーサ２０ａの上側には上記の中間固定部材５０が固定される。軒
側スペーサ２０ｂの上側には軒側固定部材５１が固定される。棟側スペーサ２０ｃの上側
には棟側固定部材５２が固定される。そして、図２、図３を用いて説明したように、中間
固定部材５０に２枚の太陽電池モジュール１ａ、１ｂが組み合わされて、中間固定部材５
０により２枚の太陽電池モジュール１ａ、１ｂが固定支持される。
【００４３】
　以下、これを詳しく説明する。なお、以下では便宜上、軒側に設置される太陽電池モジ
ュール１ａを「軒側モジュール１ａ」といい、棟側に設置される太陽電池モジュール１ｂ
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を「棟側モジュール１ｂ」という場合がある。
【００４４】
　図６Ａに示すように軒側モジュール１ａの軒側端部（図６Ａの左端部）は、軒側スペー
サ２０ｂを介して架台フレーム１２に固定された軒側固定部材５１に押し付けられる。ま
た、図２に示すように、軒側モジュール１ａの棟側端部（図２の左端部）は、中間スペー
サ２０ａを介して架台フレーム１２に固定された中間固定部材５０の軒側面（図２の左側
面）に押し付けられる。また、棟側モジュール１ｂの軒側端部（図２の右端部）は、中間
固定部材５０の棟側面（図２の右側面）に押し付けられる。さらに、図７Ａに示すように
棟側モジュール１ｂの棟側端部（図７Ａの右端部）は、棟側スペーサ２０ｃを介して架台
フレーム１２に固定された棟側固定部材５２に押し付けられる。これによって、２枚の太
陽電池モジュール１ａ、１ｂのモジュールフレーム２が、中間固定部材５０を介して一体
化されるように、２枚の太陽電池モジュール１ａ、１ｂは両側から挟まれた状態で固定さ
れる。このため、後述するように太陽光発電装置１０全体としての剛性を高くできる。
【００４５】
　図６Ａ，図６Ｄ、図６Ｅを用いて軒側スペーサ２０ｂ、軒側固定部材５１及び軒側カバ
ー部材９０ａを説明する。図６Ａに示すように、軒側スペーサ２０ｂは、架台フレーム１
２の軒側端部の上側に、例えばドリルネジによって固定される。軒側スペーサ２０ｂの構
成は、図２、図４に示した中間スペーサ２０ａと同様であり、上側に固定される部材が中
間固定部材５０から軒側固定部材５１に変わるだけである。なお、軒側スペーサ２０ｂの
棟軒方向Ｘ長さは、中間スペーサ２０ａの棟軒方向Ｘ長さと異ならせることもできる。後
述する図７Ａで示す棟側スペーサ２０ｃについても同様である。
【００４６】
　軒側固定部材５１は、軒側スペーサ２０ｂの上側に例えばドリルネジ３８によって固定
される。また、軒側カバー部材９０ａは、軒側固定部材５１の軒側端部にドリルネジ３８
で固定される。
【００４７】
　図６Ｄに示すように、軒側固定部材５１は、ベース部（軒側ベース部）５１ａと、立壁
部（軒側立壁部）５１ｂと、突出部（第２棟側突出部）５１ｃと、上側壁部５１ｄと、側
壁部５１ｅとを有する。軒側固定部材５１は、例えばアルミニウムなどの金属材料により
一体に形成されるのが好適である。
【００４８】
　ベース部５１ａは、軒側スペーサ２０ｂの軒側端部（図６Ａの右端部）から上側ガイド
レール２６に挿入される部分であり、板状に形成されている。ベース部５１ａには、ドリ
ルネジ３８の先端の位置決めを容易にするための例えばＶ字状の溝５１ｆが形成されてい
る。立壁部５１ｂは、ベース部５１ａに対して略垂直に立設されている。立壁部５１ｂは
、軒側スペーサ２０ｂの上側ガイドレール２６の２つの張り出し部２６ｂ、２６ｃ（図５
参照）の間に挿入される。また、上側ガイドレール２６のレール底面２６ａにベース部５
１ａが固定される。
【００４９】
　また、ベース部５１ａは、中間固定部材５０のベース部５０ａと同様に、棟軒方向に沿
って架台フレーム１２の下側ガイドレール１５にスライド挿入することによって嵌め込ま
れ下側ガイドレール１５のレール底面１５ａに固定が可能な形状を有する。
【００５０】
　軒側固定部材５１の立壁部５１ｂにおいて一方側、すなわち取付け状態で棟側（図６Ｄ
の右側）に向く側面には、突出部５１ｃが突設されている。突出部５１ｃは、軒側モジュ
ール１ａのモジュールフレーム２に形成される外側溝部５（図３参照）に挿入されて、こ
のモジュールフレーム２に組み合わされる。突出部５１ｃ及び立壁部５１ｂは、軒側モジ
ュール１ａを位置決めするために用いられる。突出部５１ｃの立壁部５１ｂからの突出長
さｎは、軒側モジュール１ａのモジュールフレーム２の外側溝部５の奥行深さｄ（図３参
照）よりも短い。これにより、立壁部５１ｂがモジュールフレーム２に接触した状態とな
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るまで、突出部５１ｃを上記の外側溝部５に挿入可能である。
【００５１】
　上側壁部５１ｄは、立壁部５１ｂの上端に連設され、ベース部５１ａと平行に且つ突出
部５１ｃとは反対側に伸びて形成されている。上側壁部５１ｄは、架台フレーム１２に軒
側固定部材５１が取り付けられた状態で、後述する軒側カバー部材９０ａがドリルネジ３
８で固定される。側壁部５１ｅは、軒側スペーサ２０ｂの端面に当接して軒側固定部材５
１を位置決めし、かつ、軒側カバー部材９０ａとドリルネジ３８で固定される。
【００５２】
　また、軒側スペーサ２０ｂは、架台フレーム１２の下側ガイドレール１５のレール底面
１５ａに固定される。これによって、軒側スペーサ２０ｂは、架台フレーム１２と軒側固
定部材５１との間に挿入されて固定される。
【００５３】
　図６Ｅに示すように軒側カバー部材９０ａは、上壁部９１と側壁部９２とが一体になっ
てＬ字形状を有する。軒側カバー部材９０ａは、例えば樹脂によって形成される。軒側カ
バー部材９０ａは、上述したようにドリルネジ３８によって軒側固定部材５１に固定され
、軒側固定部材５１と軒側スペーサ２０ｂの端面を覆って取り付けられる。なお、上壁部
９１及び側壁部９２には、ドリルネジ３８の先端を位置決めし易くするために、例えばＶ
字状の溝９３が幅方向に延伸して形成されている。
【００５４】
　次に、図７Ａ，図７Ｂ、図７Ｃを用いて棟側スペーサ２０ｃ、棟側固定部材５２及び棟
側カバー部材９０ｂを説明する。図７Ａは、図１中のＧ－Ｇ断面図であり、棟側モジュー
ル１ｂ及び架台フレーム１２の棟側端部を示している。棟側スペーサ２０ｃは、架台フレ
ーム１２の棟側端部の上側に例えばドリルネジによって固定される。棟側スペーサ２０ｃ
の構成は、図２、図４に示した中間スペーサ２０ａと同様であり、上側に固定される部材
が中間固定部材５０から棟側固定部材５２に変わるだけである。棟側固定部材５２は、棟
側スペーサ２０ｃの上側に例えばドリルネジによって固定される。また、棟側カバー部材
９０ｂは、棟側スペーサ２０ｃの棟側端部にドリルネジ３８で固定される。
【００５５】
　図７Ｂは、棟側固定部材５２の斜視図である。棟側固定部材５２は、ベース部（棟側ベ
ース部）５２ａと、立壁部（棟側立壁部）５２ｂと、突出部（第２軒側突出部）５２ｃと
を有する。棟側固定部材５２は、図６Ｄを参照して説明した軒側固定部材５１とほぼ同様
の構成を有しており、上壁部及び側壁部を有しない点と、突出部５２ｃの突出方向（すな
わち立壁部５１ｂから軒側に向かって突出する）が異なっている。ベース部５２ａ、立壁
部５２ｂ、突出部５２ｃ、溝５２ｆはそれぞれ軒側固定部材５１のベース部５１ａ、立壁
部５１ｂ、突出部５１ｃ、溝５１ｆに対応し、基本的な構成は同様であるため、重複する
説明を省略する。
【００５６】
　また、棟側固定部材５２のベース部５２ａは、軒側スペーサ２０ｂの上側ガイドレール
２６のレール底面２６ａ（図５参照）の上側に固定される。また、ベース部５２ａは、中
間固定部材５０のベース部５０ａと同様に、棟軒方向に沿って架台フレーム１２の下側ガ
イドレール１５にスライド挿入することによって嵌め込まれ下側ガイドレール１５のレー
ル底面１５ａに固定が可能な形状を有する。また、棟側固定部材５２の突出部５２ｃは、
棟側モジュール１ｂのモジュールフレーム２に形成される外側溝部５（図３参照）に挿入
されて、このモジュールフレーム２に組み合わされる。
【００５７】
　また、棟側スペーサ２０ｃは、架台フレーム１２の下側ガイドレール１５のレール底面
１５ａに固定される。これによって、棟側スペーサ２０ｃは、架台フレーム１２と棟側固
定部材５２との間に挿入されて固定される。
【００５８】
　図７Ｃは、棟側カバー部材９０ｂの斜視図である。棟側カバー部材９０ｂは、架台フレ
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ーム１２の長手方向端面と、棟側スペーサ２０ｃの棟側端面とを覆って設けられる平板部
９４と、この平板部９４の両端から略直角に折れ曲がって平行に結合される側壁部９５と
を有する。各側壁部９５には、ドリルネジ３８を挿通するための貫通孔９６が形成されて
いる。この貫通孔９６からドリルネジ３８を棟側スペーサ２０ｃの幅方向両側の側面にね
じ込むことで、棟側カバー部材９０ｂが棟側スペーサ２０ｃに固定される。これにより、
棟側カバー部材９０ｂによって棟側スペーサ２０ｃの棟側端面に形成される上側ガイドレ
ール２６の開口部が塞がれる。この状態で、棟側カバー部材９０ｂの平板部９４は、架台
フレーム１２の棟側端の開口部も塞いでいる。
【００５９】
　このような構成によって、太陽電池モジュール１ａ，１ｂを架台フレーム１２に固定す
る場合、まず、架台フレーム１２の軒側端部に軒側固定部材５１を固定する。具体的には
、架台フレーム１２の上側に軒側スペーサ２０ｂをドリルネジ３８で固定し、軒側固定部
材５１をドリルネジ３８で軒側スペーサ２０ｂに固定する。そして、この状態で軒側モジ
ュール１ａを軒側スペーサ２０ｂに載置して、軒側固定部材５１の突出部５１ｃをモジュ
ールフレーム２の外側溝部５に挿入する。これによって、軒側モジュール１ａの位置決め
が行われる。
【００６０】
　続いて、図８に示すように、架台フレーム１２の棟側端部から下側ガイドレール１５に
挿入された中間スペーサ２０ａをスライド移動させる。このとき、中間スペーサ２０ａの
上側ガイドレール２６内に中間固定部材５０のベース部５０ａを挿入しておいてもよい。
そして、軒側モジュール１ａの棟側のモジュールフレーム２に形成されている外側溝部５
に中間固定部材５０の軒側突出部５０ｃを挿入した状態に配置する。この状態で、ドリル
ネジ３８で中間スペーサ２０ａを架台フレーム１２に固定する。また、ドリルネジ３８で
中間固定部材５０を中間スペーサ２０ａに固定する。これにより、軒側モジュール１ａが
架台フレーム１２上に固定される。
【００６１】
　次に、棟側モジュール１ｂを中間スペーサ２０ａ上に載置して、軒側のモジュールフレ
ーム２の外側溝部５に中間固定部材５０の棟側突出部５０ｄを挿入する。これにより、架
台フレーム１２に対して棟側モジュール１ｂが位置決めされる。このとき、中間固定部材
５０は、軒側モジュール１ａ及び棟側モジュール１ｂの各モジュールフレーム２間にほぼ
隙間なく挟まれた状態になっている。
【００６２】
　その後、架台フレーム１２の棟側端部から下側ガイドレール１５に挿入された棟側スペ
ーサ２０ｃをスライド移動させる。このとき、棟側スペーサ２０ｃの上側ガイドレール２
６内に棟側固定部材５２のベース部５２ａを挿入しておいてもよい。そして、棟側固定部
材５２の突出部５２ｃを棟側モジュール１ｂのモジュールフレーム２の外側溝部５に挿入
した状態に組み付ける。そして、この状態で、ドリルネジ３８で棟側スペーサ２０ｃを架
台フレーム１２に固定する。また、ドリルネジ３８で棟側固定部材５２を棟側スペーサ２
０ｃに固定する。これにより、棟側モジュール１ｂが架台フレーム１２に固定される。ま
た、２枚の太陽電池モジュール１ａ、１ｂのモジュールフレーム２が、中間固定部材５０
を介して一体化されるように、２枚の太陽電池モジュール１ａ、１ｂは両側から挟まれた
状態で固定される。
【００６３】
　そして、最後に棟側カバー部材９０ｂをドリルネジ３８で棟側スペーサ２０ｃに固定す
る。なお、棟側カバー部材９０ｂは、ドリルネジ３８で架台フレーム１２に固定されても
よい。これにより、太陽電池モジュール１ａ，１ｂの設置作業が完了する。
【００６４】
　一方、中間固定部材５０、軒側固定部材５１、及び棟側固定部材５２のベース部５０ａ
、５１ａ、５２ａは、対応するスペーサ２０ａ、２０ｂ、２０ｃのレール底面２６ａに対
する固定前の状態で架台フレーム１２の下側ガイドレール１５にスライド移動可能な形状
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を有する。より詳しくは、各ベース部５０ａ、５１ａ、５２ａは、幅方向両端部が下側ガ
イドレール１５の２つの下側係合凹部１５ｄ、１５ｅに挿入されながら下側ガイドレール
１５のレール底面１５ａに棟軒方向Ｘに沿ってスライド移動可能な形状を有する。これに
より、次に説明するように、太陽電池モジュール１の嵩上げが求められない地域、すなわ
ち多雪地域以外で用いられる構造と部品の共用化を図れる。
【００６５】
　図９、図１０、図１１は、それぞれ太陽光発電装置１０において、各スペーサ２０ａ、
２０ｂ、２０ｃを取り外して屋根１００上に設置した状態における、図６Ａ、図７Ａ、図
２に対応する図である。図１２は、図１１中のＫ－Ｋ断面において、太陽電池モジュール
１ａ、１ｂを省略して示す図である。図１３は、架台フレーム１２及び中間固定部材５０
を分離して示す斜視図である。
【００６６】
　図９から図１３に示す構成では、各スペーサ２０ａ、２０ｂ、２０ｃが取り外されて中
間固定部材５０、軒側固定部材５１、棟側固定部材５２がそれぞれ架台フレーム１２の長
手方向中間部、軒側端部、棟側端部にそれぞれ固定されている。また、各固定部材５０，
５１，５２のベース部５０ａ、５１ａ、５２ａが架台フレーム１２の上部に設けられた各
下側係合凹部１５ｄ、１５ｅ（図１２）に挿入されながら、レール底面１５ａにスライド
移動する。そして、各ベース部５０ａ、５１ａ、５２ａはレール底面１５ａの所定位置に
固定されている。この状態で、軒側モジュール１ａの軒側端部は軒側固定部材５１に押し
付けられる。また、軒側モジュール１ａの棟側端部は中間固定部材５０の軒側面（図１１
の左側面）に押し付けられる。また、棟側モジュール１ｂの軒側端部は中間固定部材５０
の棟側面（図１１の右側面）に押し付けられる。そして棟側モジュール１ｂの棟側端部は
棟側固定部材５２に押し付けられる。各固定部材５０，５１，５２の突出部が対応するモ
ジュールフレーム２の外側溝部５に挿入され、中間固定部材５０により２枚のモジュール
１ａ、１ｂが固定支持されることは、図１から図８の構成と同様である。
【００６７】
　これによって、図１から図８で説明した構成と同様に、太陽光発電装置１０全体として
の剛性を高くできる。また、図９から図１３の構成では、例えば、棟側モジュール１ｂ及
び軒側モジュール１ａと架台フレーム１２との距離ｈ１（図９）は、各スペーサ２０ａ、
２０ｂ、２０ｃがない分、図１から図８の構成の場合の距離ｈ２（図６Ａ）よりも小さく
なる。なお、図９、図１１では、軒側カバー部材９０ａ、棟側カバー部材９０ｂとして、
それぞれ図６Ａ、図７Ａに示す構成よりも上下方向長さが小さいものを用いている。なお
、軒側カバー部材、棟側カバー部材として、それぞれ図６Ａ、図７Ａに示す構成と同様の
形状を有するものを用いてもよい。このような図９から図１３の構成は、多雪地域以外で
太陽光発電装置１０の剛性を高くする効果を得られる点で有効である。
【００６８】
　上記の構成によれば、中間固定部材５０が２枚の太陽電池モジュール１ａ，１ｂによっ
てほぼ隙間なく挟まれた状態で固定される。この状態で、架台フレーム１２、各スペーサ
２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、各固定部材５０，５１，５２、及び、太陽電池モジュール１ａ
，１ｂを含む太陽光発電装置１０を一体の剛性物とみなすことができる。したがって、太
陽光発電装置１０全体としての剛性を高くできる。また、外側溝部５に対する突出部５０
ｃ、５０ｄの挿入構造によって各モジュール１ａ、１ｂの浮き上がりを防止できることに
よっても上記の剛性を高くできる。
【００６９】
　また、本実施形態では、上記のように架台フレーム１２の上側にスペーサ２０ａ、２０
ｂ、２０ｃを介して軒側モジュール１ａ及び棟側モジュール１ｂが固定される。このため
、スペーサ２０ａ、２０ｂ、２０ｃの嵩上げ機能により、積雪で太陽電池モジュール１ａ
、１ｂが撓んだ場合における下側の架台フレーム１２に対する過度な接触を防止できる。
これによって、太陽電池モジュール１ａ、１ｂの耐久性向上を図れる。また、各スペーサ
２０ａ、２０ｂ、２０ｃは、金属材料の押し出し成形により形成されたスペーサ素材を用
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いて構成され、ネジ挿入孔２４ａの形成作業以外の加工作業をなくすことができる。この
ため、コスト低減をさらに図れる。
【００７０】
　さらに、各スペーサ２０ａ、２０ｂ、２０ｃが取り外された状態で、各固定部材５０，
５１，５２のベース部５０ａ、５１ａ、５２ａは、架台フレーム１２の下側ガイドレール
１５にスライド挿入することによって嵌め込まれ、レール底面１５ａに固定が可能な形状
を有する。このため、ほぼスペーサ２０ａ、２０ｂ、２０ｃを取り外すだけで、多雪地域
と多雪地域以外とで用いられる剛性の高い構造を実現でき、部品の共用化を図れるので、
より安価な構造を実現できる。
【００７１】
　また、各スペーサ２０ａ、２０ｂ、２０ｃは、架台フレーム１２の下側ガイドレール１
５にスライド挿入することによって嵌め込まれ、レール底面１５ａに固定が可能な形状を
有する。このため、各スペーサ２０ａ、２０ｂ、２０ｃを架台フレーム１２にスライドさ
せて所定位置に配置することができるので、組み付け性の向上を図れる。
【００７２】
　また、各スペーサ２０ａ、２０ｂ、２０ｃは、架台フレーム１２の外側面に対向してね
じ止め固定される外側壁部２４を有する。これによって、スペーサ２０ａ、２０ｂ、２０
ｃが架台フレーム１２に対し傾くことを防止でき、各太陽電池モジュール１ａ、１ｂを架
台フレーム１２上に安定して固定できる。
【００７３】
　図１４は、本実施形態の別例を示している図４に対応する図である。図１４の構成では
、図４に示した構成において、中間スペーサ２０ａにおいて、各外側壁部２４の外側面に
形成される補強部２７を有する。各補強部２７は、各外側壁部２４の外側面の上部におい
て、上下方向に離れた２つの位置に結合される。各補強部２７は、外側壁部２４の上部を
含んで断面矩形で棟軒方向に伸びる筒状に形成されている。
【００７４】
　上記の構成の場合、太陽電池モジュール１ａ、１ｂ側から外側壁部２４に矢印αで示す
方向に上側板部２２に対し曲げ変形させる方向に力が加わった場合でも、各補強部２７に
よって曲げに対する強度を確保できる。このため、太陽電池モジュール１ａ、１ｂをより
安定して架台フレーム１２に固定できる。その他の構成及び作用は、上記の図１から図１
３の構成と同様である。
【００７５】
　図１５は、本実施形態の別例を示している図４に対応する図である。図１５の構成では
、図４に示した構成において、架台フレーム１２は、幅方向両端部の上端部に、幅方向（
図１５の左右方向）外側に伸びる第１外側鍔部１６を有する。また、中間スペーサ２０ａ
は、幅方向両端部に形成される外側壁部２４の下端部において、幅方向外側に伸びる第２
外側鍔部２８を有する。そして、第２外側鍔部２８を第１外側鍔部１６に重ね合わせて、
ドリルネジ３８などのネジによりねじ止め固定されている。
【００７６】
　上記の構成の場合、各外側壁部２４を中間スペーサ２０ａの下側に大きく伸ばして架台
フレーム１２の外側面に重ね合わせて固定する必要がない。このため、架台フレーム１２
の下側部分の外側に中間スペーサ２０ａの結合部を配置する必要がない。これによって、
架台フレーム１２を屋根に固定するための取付け具３０（図７Ａ）の設置位置の自由度を
高くできる。例えば架台フレーム１２の長手方向において、中間スペーサ２０ａと一致す
る位置の近くでも取付け具３０を設置しやすくなり、この取付け具３０を用いて架台フレ
ーム１２を屋根１００に固定することが可能である。その他の構成及び作用は、上記の図
１から図１３の構成と同様である。
【００７７】
　なお、図１４、図１５の構成では、中間スペーサ２０ａについて説明したが、軒側スペ
ーサ２０ｂ及び棟側スペーサ２０ｃの場合も同様に構成できる。
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　また、上記では、各スペーサ２０ａ、２０ｂ、２０ｃの下端部に架台フレーム１２の下
側係合凹部１５ｄ、１５ｅに挿入される挿入部２１ａを有する形状としたが、各スペーサ
２０ａ、２０ｂ、２０ｃは挿入部２１ａを持たない構成としてもよい。この構成では、架
台フレーム１２の上側からスペーサ２０ａ、２０ｂ、２０ｃが載置された後、スペーサ２
０ａ、２０ｂ、２０ｃが架台フレーム１２に固定される構成としてもよい。
【００７９】
　また、上記では、軒側スペーサ２０ｂが架台フレーム１２に対しスライド移動可能な形
状を有し、軒側固定部材５１が軒側スペーサ２０ｂに対しスライド移動可能な形状を有す
る構成を説明した。一方、軒側スペーサ２０ｂ及び軒側固定部材５１はそれぞれ架台フレ
ーム１２、軒側スペーサ２０ｂにスライド移動しないで固定される構成としてもよい。
【００８０】
　また、上記においては２枚の太陽電池モジュール１ａ，１ｂを固定する場合について説
明したが、３枚以上の太陽電池モジュールを棟軒方向に並べて設置する場合、太陽電池モ
ジュール同士が隣接する２カ所以上に中間固定部材５０と同様の構成を有する部材を配置
するよう構成すればよい。この場合、軒側固定部材、棟側固定部材は、図６Ｄ、図７Ｂに
示した形状に限定されるものではなく、１つの中間固定部材５０の軒側、棟側に配置され
るものであれば、中間固定部材５０と同様の形状のものを用いてもよい。
【符号の説明】
【００８１】
　１ａ　太陽電池モジュール（軒側モジュール）、１ｂ　太陽電池モジュール（棟側モジ
ュール）、２　モジュールフレーム、３　内側溝部、４　管状部分、５　外側溝部、６　
鍔部、１０　太陽光発電装置、１２　架台フレーム、１４　管状部分、１５　下側ガイド
レール、１５ａ　レール底面、１５ｂ，１５ｃ　張り出し部、１５ｄ，１５ｅ　下側係合
凹部、１６　第１外側鍔部、２０ａ　中間スペーサ、２０ｂ　軒側スペーサ、２０ｃ　棟
側スペーサ、２１　下側板部、２１ａ　挿入部、２２　上側板部、２３　内側板部、２４
　外側壁部、２４ａ　ネジ挿入孔、２５　中間板部、２６　上側ガイドレール、２６ａ　
レール底面、２６ｂ，２６ｃ　張り出し部、２６ｄ，２６ｅ　上側係合凹部、２７　補強
部、２８　第２外側鍔部、３０　取付け具、３１　木ネジ、３２　ベース板、３３ａ，３
３ｂ　支持部、３４　ネジ挿通孔、３５　雌ねじ孔、３６　貫通孔、３７　ボルト、３８
　ドリルネジ、５０　中間固定部材、５０ａ　ベース部、５０ｂ　立壁部、５０ｃ　軒側
突出部、５０ｄ　棟側突出部、５０ｅ　上側壁部、５１　軒側固定部材、５１ａ　ベース
部、５１ｂ　立壁部、５１ｃ　突出部、５１ｄ　上側壁部、５１ｅ　側壁部、５１ｆ　溝
、５２　棟側固定部材、５２ａ　ベース部、５２ｂ　立壁部、５２ｃ　突出部、５２ｆ　
溝、９０ａ　軒側カバー部材、９０ｂ　棟側カバー部材、９１　上壁部、９２　側壁部、
９３　溝、９４　平板部、９５　側壁部、９６　貫通孔、１００　屋根、１０２　野地板
、１０４　防水シート、１０６　屋根材、ＳＰ　太陽電池パネル。
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