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(57)【要約】
【課題】　簡易且つ安価な工事費で施工できる太陽電池
パネルの設置構造の提供。
【解決手段】　コンクリート製の角柱状ブロックから成
る複数の単位枕材１を直線状に地面に置き敷きし、該単
位枕材１相互をボルト３により連結して第一枕基礎２Ａ
を形成し、該第一枕基礎２Ａと間隔を置いてコンクリー
ト製の角柱状ブロックから成る複数の単位枕材１を直線
状に地面に置き敷きし、該単位枕材１相互をボルト３に
より連結して上記第一枕基礎２Ａと並行する第二枕基礎
２Ｂを形成し、該第一，第二枕基礎２Ａ，２Ｂを形成す
る単位枕材１に太陽電池パネル４を支える支柱５を立設
する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンクリート製の角柱状ブロックから成る複数の単位枕材を直線状に地面に置き敷きし
、該単位枕材相互をボルトにより連結して第一枕基礎を形成し、該第一枕基礎と間隔を置
いてコンクリート製の角柱状ブロックから成る複数の単位枕材を直線状に地面に置き敷き
し、該単位枕材相互をボルトにより連結して上記第一枕基礎と並行する第二枕基礎を形成
し、該第一，第二枕基礎を形成する単位枕材に太陽電池パネルを支える支柱を立設したこ
とを特徴とする太陽電池パネルの設置構造。
【請求項２】
　上記各単位枕材の端部に同単位枕材の上面側又は下面側において段落ちする薄肉継手を
形成し、上記各単位枕材の薄肉継手を相の手に重ね上記ボルトにて連結したことを特徴と
する請求項１記載の太陽電池パネルの設置構造。
【請求項３】
　上記相の手に重ねた一方の薄肉継手に位置決めピンを設け、該位置決めピンを他方の薄
肉継手に設けた位置決め孔に滑合し、上記単位枕材相互の上記ボルトによる連結位置を設
定する構成としたことを特徴とする請求項２記載の太陽電池パネルの設置構造。
【請求項４】
　上記第一，第二枕基礎間を架橋接続するコンクリート製の角柱状ブロックから成る複数
の接続材を備え、該各接続材の両端を上記単位枕材相互を連結するボルトにて該各単位枕
材と共締めしたことを特徴とする請求項１記載の太陽電池パネルの設置構造。
【請求項５】
　上記各単位枕材の端部に同単位枕材の上面側又は下面側において段落ちする薄肉継手を
形成すると共に、上記接続材の端部に同接続材の上面側又は下面側において段落ちする薄
肉継手を形成し、上記各単位枕材の薄肉継手の端面を突き合わせ、該突き合わせた薄肉継
手の上面又は下面に上記接続材の薄肉継手を相の手に重ね上記ボルトにて上記単位枕材と
共締めしたことを特徴とする請求項４記載の太陽電池パネルの設置構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は太陽電池パネルを地面上に支柱を介して設置する場合に使用される同パネルの
設置構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、例えば埋立地や休耕地等の遊地に多量の太陽電池パネルを設置する場合等に
簡易且つ安価な工事費で施工できる太陽電池パネルの設置構造の提供を目的としている。
【０００３】
　従来、遊地に太陽電池パネルを設置する場合には、地面にコンクリートを現場打ちして
ベタ基礎を形成し、該ベタ基礎に太陽電池パネルを支える支柱を立設する方法が採られて
いるが、この方法では必要とされるベタ基礎の重量及び大きさを満たす規格はその都度異
なり標準化が困難である。加えて工事費が高くつき工期も長くなる問題がある。
【０００４】
　下記特許文献１は上記問題を解決する手段として、太陽電池パネルの支柱の個々を独立
した束石ブロックで支持する独立基礎を用いることにより、標準化を容易にし現場での設
置作業の簡略化を図る方法を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平９－７０１８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　然し乍ら、上記特許文献１のように太陽電池パネルを複数の束石ブロックで多点支持す
る独立基礎方式では、風圧荷重や地震荷重に耐え得る十分な基礎重量を確保することがで
きない問題を有している。
【０００７】
　又該特許文献１の束石ブロックによる独立基礎方式では、束石ブロックの個々をレベル
調整しながら設置しなければならない煩雑な作業を伴うばかりか、太陽電池パネルを発電
に必要な定角度で安定に支持せねばならない太陽電池パネルの設置構造としては不適切で
ある問題を内在している。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は上記従来の設置構造が抱える問題を有効に解決することができる太陽電池パネ
ルの設置構造を提供する。
【０００９】
　要述すると、本発明はコンクリート製の角柱状ブロックから成る複数の単位枕材を直線
状に地面に置き敷きし、該単位枕材相互をボルトにより連結して第一枕基礎を形成し、該
第一枕基礎と間隔を置いてコンクリート製の角柱状ブロックから成る複数の単位枕材を直
線状に地面に置き敷きし、該単位枕材相互をボルトにより連結して上記第一枕基礎と並行
する第二枕基礎を形成し、該第一，第二枕基礎を形成する単位枕材に太陽電池パネルを支
える支柱を立設する構成により、所望の基礎重量を確保しつつ安定して太陽電池パネルを
設置することができる、簡易且つ安価な工事費で施工可能な太陽電池パネルの設置構造を
提供するものである。
【００１０】
　好ましくは上記各単位枕材の端部に同単位枕材の上面側又は下面側において段落ちする
薄肉継手を形成し、上記各単位枕材の薄肉継手を相の手に重ね上記ボルトにて連結する。
【００１１】
　又上記相の手に重ねた一方の薄肉継手に位置決めピンを設け、該位置決めピンを他方の
薄肉継手に設けた位置決め孔に滑合し、上記単位枕材相互の上記ボルトによる連結位置を
設定する。
【００１２】
　又上記第一，第二枕基礎間を架橋接続するコンクリート製の角柱状ブロックから成る複
数の接続材を備え、該各接続材の両端を上記単位枕材相互を連結するボルトにて該各単位
枕材と共締めし、基礎重量の付加を図りつつ、より安定なる設置を可能にしたものである
。
【００１３】
　又上記各単位枕材の端部に同単位枕材の上面側又は下面側において段落ちする薄肉継手
を設けると共に、上記接続材の端部に同接続材の上面側又は下面側において段落ちする薄
肉継手を設け、上記各単位枕材の薄肉継手の端面を突き合わせ、該突き合わせた薄肉継手
の上面又は下面に上記接続材の薄肉継手を相の手に重ね上記ボルトにて上記単位枕材と共
締めする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、第一枕基礎と第二枕基礎の長さや並行間隔を自在に設定でき、太陽電
池パネルの設置に求められる基礎重量を確保して風圧対策、地震対策の要請に応えると共
に、太陽電池パネルを安定して支持することができる。
　又施工が容易で直線性と平面精度の高い基礎を形成でき、工事費が安価で短期に施工で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施例１に係る太陽電池パネルの設置構造を一部切欠して示す斜視図。
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【図２】ａは単位枕材の側面図、ｂは同平面図。
【図３】ａは単位枕材の他例を示す側面図、ｂは同平面図。
【図４】ａは単位枕材の他例を示す側面図、ｂは同平面図。
【図５】ａは単位枕材端部の上面側において段落ちする薄肉継手の断面図、ｂは単位枕材
端部の下面側において段落ちする薄肉継手の断面図。
【図６】ａは第一，第二枕基礎を形成する単位枕材を地面に置き敷きした状態を示す平面
図、ｂは同状態を示す側面図。
【図７】図１のＸ－Ｘ線拡大断面図（図５ａに示す薄肉継手と同ｂに示す薄肉継手を相の
手に重ねボルト締めした状態を示す拡大断面図）。
【図８】本発明の実施例２に係る太陽電池パネルの設置構造を一部切欠して示す斜視図。
【図９】ａは接続材の側面図、ｂは同平面図。
【図１０】ａは接続材端部の上面側において段落ちする薄肉継手の断面図、ｂは接続材端
部の下面側において段落ちする薄肉継手の断面図。
【図１１】ａは第一枕基礎を形成する図３に示す単位枕材、第二枕基礎を形成する図４に
示す単位枕材、及び接続材を地面に置き敷きした状態を示す平面図、ｂは同状態を第一枕
基礎側から示す外側面図、ｃは同状態を第二枕基礎側から示す外側面図。
【図１２】ａは第一枕基礎を形成する図２，図３に示す単位枕材、第二枕基礎を形成する
図２，図４に示す単位枕材、及び接続材を地面に置き敷きした状態を示す平面図、ｂは同
状態を第一枕基礎側から示す外側面図、ｃは同状態を第二枕基礎側から示す外側面図。
【図１３】ａは図８のＹ－Ｙ線拡大断面図（図５ａに示す薄肉継手と図１０ｂに示す薄肉
継手を相の手に重ねボルト締めした状態を示す拡大断面図）、ｂは図８のＺ－Ｚ線拡大断
面図（図５ｂに示す薄肉継手と図１０ａに示す薄肉継手を相の手に重ねボルト締めした状
態を示す拡大断面図）。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の好適な実施例を図１乃至図１３に基づき説明する。
【００１７】
＜実施例１，実施例２に共通の構成＞
　本発明に係る太陽電池パネルの設置構造は、図１，図８に示すように、コンクリート製
の角柱状ブロックから成る複数の単位枕材１を直線状に地面に置き敷きし、該単位枕材１
相互をボルト３により連結して第一枕基礎２Ａを形成し、該第一枕基礎２Ａと間隔を置い
てコンクリート製の角柱状ブロックから成る複数の単位枕材１を直線状に地面に置き敷き
し、該単位枕材１相互をボルト３により連結して上記第一枕基礎２Ａと並行する第二枕基
礎２Ｂを形成し、該第一，第二枕基礎２Ａ，２Ｂを形成する単位枕材１に太陽電池パネル
４を支える支柱５を立設する構成を有し、簡易且つ安価な工事費で施工できる。
【００１８】
　又上記単位枕材１の個数、同単位枕材１自体の大きさや重量を調整することにより、風
圧対策や地震対策の要請に的確に応える基礎重量と必要長を確保できる。更に上記第一枕
基礎２Ａと上記第二枕基礎２Ｂの並行間隔を自在に設定できると共に、後記するように、
個々の単位枕材１のレベルを容易に調整して施工でき、上記太陽電池パネル４を発電に必
要な角度で安定して支持することができる。
【００１９】
　ここで、太陽電池パネル４とは単数枚の太陽電池パネル、多数枚並べた太陽電池パネル
（太陽電池アレイ）の双方を包含する。
【００２０】
　上記太陽電池パネル４は格子状に組まれた縦骨６及び横骨７と、該縦骨６及び横骨７と
連結する支柱５から成る架台８に裏面側から支持される。上記縦骨６、横骨７及び支柱５
は細長の金属製又は合成樹脂の棒材、チャンネル材等から成り、溶接又はボルト締めによ
り夫々を連結し上記架台８を構成する。
【００２１】
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　上記太陽電池パネル４は上記架台８の支柱５により地上高と傾斜角度を調整し支持され
る。詳述すると、上記支柱５は低背支柱５Ａと高背支柱５Ｂを備え、該低背支柱５Ａによ
り上記太陽電池パネル４の最下端位置を設定すると共に、上記高背支柱５Ｂにより上記太
陽電池パネル４の最上端位置及び傾斜角度を設定する。
【００２２】
　上記第一枕基礎２Ａ及び上記第二枕基礎２Ｂは上記太陽電池パネル４の傾斜方向と平面
視直交する方向に並行して形成し、上記第一枕基礎２Ａを形成する単位枕材１に上記低背
支柱５Ａを座板５ａを介しボルト３にて締結して立設すると共に、上記第二枕基礎２Ｂを
形成する単位枕材１に上記高背支柱５Ｂを座板５ａを介しボルト３にて締結して立設する
。
【００２３】
　即ち上記太陽電池パネル４の傾斜下端縁側に沿って上記第一枕基礎２Ａを形成し該第一
枕基礎２Ａを形成する単位枕材１に上記低背支柱５Ａを立設し、上記太陽電池パネル４の
傾斜下端縁側を安定支持する。他方上記太陽電池パネル４の傾斜上端縁側に沿って上記第
二枕基礎２Ｂを形成し該第二枕基礎２Ｂを形成する単位枕材１に上記高背支柱５Ｂを立設
し、上記太陽電池パネル４の傾斜上端縁側を安定支持する。
【００２４】
　尚本発明は上記した第一，第二枕基礎２Ａ，２Ｂを上記太陽電池パネル４の傾斜方向に
平面視直交する方向に形成した場合に限らず、上記第一，第二枕基礎２Ａ，２Ｂを上記太
陽電池パネル４の傾斜方向と平面視同一方向に並行して形成し、該第一，第二枕基礎２Ａ
，２Ｂを形成する単位枕材１に夫々上記低背支柱５Ａと上記高背支柱５Ｂを立設すること
を排除しない。
【００２５】
又本発明の設置構造は図示する架台８の形態に限らず、支柱を有する架台であれば、如何
なる架台にも適用できる。
【実施例１】
【００２６】
　本発明の実施例１にあっては、図１，図６に示すように、上記第一枕基礎２Ａ及び上記
第二枕基礎２Ｂを夫々図２ａ，図２ｂに示す単位枕材１Ａで形成し、両枕基礎２Ａ，２Ｂ
を互いに離間して並行して地上に形成する。
【００２７】
　詳述すると、上記単位枕材１Ａは予め工場生産された角柱状のＰＣコンクリート製のブ
ロックから成り、長手方向の端部の一方に上面側において直角に段落ちする薄肉継手９Ａ
を形成し、段落ち面で定規面１６Ａを形成し、同他方に下面側において直角に段落ちする
薄肉継手９Ｂを形成し、段落ち面で定規面１６Ｂを形成する。尚図１に示すように、上記
第一枕基礎２Ａ，第二枕基礎２Ｂの列端に使用する単位枕材１Ａの遊端部には上記薄肉継
手９Ａ，９Ｂを形成しないか、又は上記薄肉継手９Ａ，９Ｂを形成しそのまま残存する。
【００２８】
　又図５ａに示すように、上記上面側において段落ちする薄肉継手９Ａの上面中央（相の
手重ね面中央）に位置決めピン１０を立設する。例えば該位置決めピン１０は上記薄肉継
手９Ａの上面中央に穿設した孔に挿入し接着剤等で固定して立設する。又は該位置決めピ
ン１０は単位枕材１Ａのコンクリート成形時に型込めして一体に立設する。
　加えて同薄肉継手９Ａ上面の上記位置決めピン１０の近傍、好ましくは該位置決めピン
１０の両側に等距離に有底の一対のボルト受け孔１１を形成する。
【００２９】
　他方図５ｂに示すように、上記下面側において段落ちする薄肉継手９Ｂの下面中央（相
の手重ね面中央）に上記位置決めピン１０と滑合する位置決め孔１２を形成すると共に、
該位置決め孔１２の近傍、好ましくは該位置決め孔１２の両側に等距離に同薄肉継手９Ｂ
の上面と下面間を貫通する一対のボルト挿通孔１３を形成する。
【００３０】
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　更に上記単位枕材１Ａの上面の略中央部に上記支柱５（低背支柱５Ａ又は高背支柱５Ｂ
）をボルト締めして立設する際に使用する支柱立設孔１４を形成する。又図２に示すよう
に、上記単位枕材１Ａを移動又は置き敷きする際に該単位枕材１Ａを吊り下げるための吊
り掛け具１５を形成する。該吊り掛け具１５は後記する単位枕材１Ｂ，１Ｃ及び実施例２
の接続材１７においても同様である。
【００３１】
　本実施例にあっては、上記構成の複数の単位枕材１Ａを地面に直に置き敷きし又は必要
な場合には地面に栗石若しくは砕石等を敷設して地固めし、該地固めした地面に上記単位
枕材１Ａを置き敷きし、上記第一枕基礎２Ａ及び上記第二枕材基礎２Ｂを形成する。
【００３２】
　上記第一枕基礎２Ａを形成する場合には、図６ｂに示すように、隣接する一方の単位枕
材１Ａの上記薄肉継手９Ａに、隣接する他方の単位枕材１Ａの上記薄肉継手９Ｂを相の手
に重ねつつ各単位枕材１Ａを置き敷きする。これによって、図６ａに示すように、複数の
上記単位枕材１Ａを直線状に置き敷きし、直線状の上記第一枕基礎２Ａを形成する。
【００３３】
　同様に上記第二枕基礎２Ｂを形成する場合も、図６ｂに示すように、隣接する一方の単
位枕材１Ａの上記薄肉継手９Ａに、隣接する他方の単位枕材１Ａの上記薄肉継手９Ｂを相
の手に重ねつつ各単位枕材１Ａを置き敷きする。これによって、図６ａに示すように、複
数の上記単位枕材１Ａを地面に直線状に置き敷きし、直線状の上記第二枕基礎２Ｂを形成
する。
【００３４】
　この際には、図７に示すように、上記薄肉継手９Ａの位置決めピン１０と上記薄肉継手
９Ｂの位置決め孔１２が滑合して各単位枕材１Ａの連結位置を設定すると共に、上記薄肉
継手９Ａのボルト受け孔１１と上記薄肉継手９Ｂのボルト挿通孔１３を芯出しして上記ボ
ルト３により締結することができる。
【００３５】
　上記各薄肉継手９Ａ，９Ｂを相の手に重ねるに際し、該各薄肉継手９Ａ，９Ｂ内端の段
落ち面で形成される定規面１６Ａ，１６Ｂが互いに接することにより直線出しを図り、上
記ボルト受け孔１１及びボルト挿通孔１３の芯出しを効果的に行うことができる。
【００３６】
　従って、本実施例にあっては、上記第一枕基礎２Ａと上記第二枕基礎２Ｂを間隔を置い
て並行して形成し、該第一枕基礎２Ａを形成する単位枕材１（１Ａ）に支柱立設孔１４を
使用して支柱５（低背支柱５Ａ）をボルト締めして立設すると共に、上記第二枕基礎を形
成する単位枕材１（１Ａ）に支柱立設孔１４を使用して支柱５（高背支柱５Ｂ）をボルト
締めして立設することができる。これにより、簡易且つ安価な工事費で太陽電池パネル４
の設置構造を施工できる。
【００３７】
　又各単位枕材１（１Ａ）の連結に際しては、隣接する一方の単位枕材１端部の上面側に
おいて段落ちする薄肉継手９Ａに同他方の単位枕材１端部の下面側において段落ちする薄
肉継手９Ｂを相の手に重ねていくだけでレベル調整を図ることができ、第一，第二枕基礎
２Ａ，２Ｂを上面側及び下面側において面一にして形成する。よって、各枕基礎２Ａ，２
Ｂの下面は全面が確実に接地し、該各枕基礎２Ａ，２Ｂを形成する単位枕材１Ａに立設す
る上記支柱５を介して上記太陽電池パネル４を安定して支持することができる。
【００３８】
　尚図３，図４に示す単位枕材１は前記した図２に示す単位枕材１Ａの他例である。図３
に示す単位枕材１Ｂは長手方向の端部の双方に上面側において段落ちする薄肉継手９Ａを
形成し、段落ち面で定規面１６Ａを形成し、該各薄肉継手９Ａの上面に上記位置決めピン
１０を設けると共に該位置決めピン１０の近傍、好ましくは該位置決めピン１０の両側に
等距離にボルト受け孔１１を形成する。
【００３９】
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　又図４に示す単位枕材１Ｃは長手方向の端部の双方に下面側において段落ちする薄肉継
手９Ｂを形成し、段落ち面で定規面１６Ｂを形成し、該各薄肉継手９Ｂの下面に上記位置
決め孔１２を形成すると共に、該位置決め孔１２の近傍、好ましくは該位置決め孔１２の
両側に等距離に同薄肉継手９Ｂの上面と下面間に貫通するボルト挿通孔１３を形成する。
【００４０】
　本実施例にあっては、上記単位枕材１Ｂ及び上記単位枕材１Ｃにより上記第一，第二枕
基礎２Ａ，２Ｂを形成する場合を包含する。例えば上記単位枕材１Ｂに形成した上面側に
おいて段落ちする薄肉継手９Ａに上記単位枕材１Ｃに形成した下面側において段落ちする
薄肉継手９Ｂを相の手に重ね上記ボルト３により連結し、本実施例に係る第一，第二枕基
礎２Ａ，２Ｂを形成することができる。又上記単位枕材１Ａ，１Ｂ，１Ｃを適宜組み合わ
せて連結し、本実施例に係る第一，第二枕基礎２Ａ，２Ｂを形成することができる。
【実施例２】
【００４１】
　本発明の実施例２にあっては、図８，図１１，図１２に示すように、第一，第二枕基礎
２Ａ，２Ｂに加え、該第一，第二枕基礎２Ａ，２Ｂ間を架橋接続する、即ち単位枕材１間
を架橋接続する複数の接続材１７を備える。該接続材１７も上記単位枕材１と同様に予め
工場生産された角柱状のＰＣコンクリート製のブロックから成る。
【００４２】
　上記接続材１７は、図９に示すように、長手方向の端部の一方に上面側において段落ち
する薄肉継手１８Ａを形成し、該段落ちにより定規面１９Ａを形成すると共に、同他方に
下面側において段落ちする薄肉継手１８Ｂを形成し、段落ち面で定規面１９Ｂを形成する
。
【００４３】
　又図１０ａに示すように、上記上面側において段落ちする薄肉継手１８Ａの上面に上記
単位枕材１の位置決め孔１２に対応する位置決めピン１０を立設する。加えて同薄肉継手
１８Ａの上面の上記位置決めピン１０の近傍、好ましくは該位置決めピン１０の前後に等
距離に有底のボルト受け孔１１を形成する。
【００４４】
　他方図１０ｂに示すように、上記下面側において段落ちする薄肉継手１８Ｂの下面に上
記単位枕材１の位置決めピン１０に対応する位置決め孔１２を形成すると共に、該位置決
め孔１２の近傍、好ましくは該位置決め孔１２の前後に等距離に同薄肉継手１８Ｂの上面
と下面間を貫通するボルト挿通孔１３を形成する。
【００４５】
　本実施例にあっては、第一枕基礎２Ａを形成する各単位枕材１（１Ａ又は１Ｂ）の薄肉
継手９Ａ端面を突き合わせ、該突き合わせた薄肉継手９Ａの上面に上記接続材１７端部の
下面側において段落ちする薄肉継手１８Ｂを相の手に重ね上記ボルト３にて上記単位枕材
１と共締めする。
【００４６】
　同様に第二枕基礎２Ｂを形成する各単位枕材１（１Ａ又は１Ｃ）の薄肉継手９Ｂ端面を
突き合わせ、該突き合わせた薄肉継手９Ｂの下面に上記接続材１７端部の上面側において
段落ちする薄肉継手１８Ａを相の手に重ね上記ボルト３にて上記単位枕材１と共締めする
。よって上記接続材１７の各端部は夫々二本の単位枕材１と連結される。
【００４７】
　本実施例に係る第一枕基礎２Ａ及び第二枕基礎２Ｂの形成について、図１１，図１２に
基づき、以下詳述する。尚本実施例にあっても上記実施例１と同様に単位枕材１の置き敷
きや接続材１７の置き敷きは地面に直に置き敷きする場合、栗石や砕石等を介して置き敷
きする場合の双方を包含する。
【００４８】
　本実施例にあっては、まず、第一枕基礎２Ａを形成する複数の単位枕材１を地面に直線
状に置き敷きする。即ち図１１に示す例の場合には、図３で示す複数の単位枕材１Ｂを該
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単位枕材１Ｂ端部の上面側において段落ちする薄肉継手９Ａ端面を突き合わせつつ直線状
に置き敷きする。
【００４９】
　同様に図１２に示す例の場合には、図２で示す単位枕材１Ａ又は図３で示す単位枕材１
Ｂ端部の上面側において段落ちする薄肉継手９Ａ端面を突き合わせつつ直線状に置き敷き
する。
【００５０】
　次いで、図１１，図１２に示すように、上記第一，第二枕基礎２Ａ，２Ｂの長手方向に
沿い間隔を置いて上記接続材１７を地面に置き敷きする。即ち上記突き合わせた薄肉継手
９Ａの上面に夫々上記接続材１７の薄肉継手１８Ｂを相の手に重ねつつ同接続材１７を置
き敷きする。
【００５１】
　そして最後に、第二枕基礎２Ｂを形成する複数の単位枕材１を地面に直線状に置き敷き
する。即ち図１１に示す例の場合には、図４で示す単位枕材１Ｃを該単位枕材１Ｃ端部の
下面側において段落ちする薄肉継手９Ｂ端面を突き合わせつつ直線状に置き敷きし、該突
き合わせた薄肉継手９Ｂの下面に上記接続材１７の薄肉継手１８Ａを相の手に重ねる。
【００５２】
　同様に図１２に示す例の場合には、図２で示す単位枕材１Ａ又は図４で示す単位枕材１
Ｃ端部の下面側において段落ちする薄肉継手９Ｂ端面を突き合わせつつ直線状に置き敷き
し、該突き合わせた薄肉継手９Ｂの下面に上記接続材１７の薄肉継手１８Ａを相の手に重
ねる。
【００５３】
　従って、本実施例にあっては、第一枕基礎２Ａを形成する各単位枕材１（１Ａ又は１Ｂ
）の突き合わせた薄肉継手９Ａ上に接続材１７の薄肉継手１８Ｂを載置し、更に同接続材
１７の薄肉継手１８Ａ上に第二枕基礎２Ｂを形成する各単位枕材１（１Ａ又は１Ｃ）の突
き合わせた薄肉継手９Ｂを載置していけば、第一，第二枕基礎２Ａ，２Ｂを形成する各単
位枕材１及び接続材１７を容易にレベル調整を図りつつ地面に置き敷きすることができる
。
【００５４】
　そのため、各枕基礎２Ａ，２Ｂ及び接続材１７を上面側及び下面側において面一にする
と共に、同各枕基礎２Ａ，２Ｂ及び接続材１７の下面は全面が確実に接地し、該各枕基礎
２Ａ，２Ｂを形成する単位枕材１に立設する上記支柱５を介して上記太陽電池パネル４を
安定して支持することができる。
【００５５】
　そして、図１３ａに示すように、上記のように相の手に重ねた単位枕材１（１Ａ又は１
Ｂ）の薄肉継手９Ａと、接続材１７の薄肉継手１８Ｂをボルト受け孔１１及びボルト挿通
孔１３を使用してボルト３にて共締めし、図１３ｂに示すように、上記のように相の手に
重ねた単位枕材１（１Ａ又は１Ｃ）の薄肉継手９Ｂと、接続材１７の薄肉継手１８Ｂをボ
ルト受け孔１１及びボルト挿通孔１３を使用してボルト３にて共締めすれば、簡易且つ短
期に第一，第二枕基礎２Ａ，２Ｂと同第一，第二枕基礎２Ａ，２Ｂ間を架橋接続する接続
材１７を設置することができる。
【００５６】
　この際には、図１３ａに示すように、上記第一枕基礎２Ａを形成する単位枕材１（１Ａ
又は１Ｂ）の突き合わせた薄肉継手９Ａ上面の各位置決めピン１０と、上記接続材１７の
薄肉継手１８Ｂ下面の各位置決め孔１２が滑合して隣接する各単位枕材１（１Ａ又は１Ｂ
）及び接続材１７の連結位置を設定すると共に、上記薄肉継手９Ａのボルト受け孔１１と
上記薄肉継手１８Ｂのボルト挿通孔１３を芯出しして上記ボルト３により締結することが
できる。加えて上記各薄肉継手９Ａの側面に上記接続材１７の定規面１９Ｂが当接し、上
記連結位置設定とボルト受け孔１１及びボルト挿通孔１３の芯出しを効果的に行うことが
できる。
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【００５７】
　同様に、図１３ｂに示すように、上記第二枕基礎２Ｂを形成する単位枕材１（１Ａ又は
１Ｃ）の突き合わせた薄肉継手９Ｂ下面の各位置決め孔１２と、上記接続材１７の薄肉継
手１８Ｂ上面の各位置決めピン１０が滑合して隣接する各単位枕材１（１Ａ又は１Ｃ）及
び接続材１７の連結位置を設定すると共に、上記薄肉継手９Ｂのボルト挿通孔１３と上記
薄肉継手１８Ａのボルト受け孔１１を芯出しして上記ボルト３により締結することができ
る。加えて上記各薄肉継手９Ｂの側面に上記接続材１７の定規面１９Ａが当接し、上記連
結位置設定とボルト受け孔１１及びボルト挿通孔１３の芯出しを効果的に行うことができ
る。
【００５８】
　従って、本実施例にあっては、上記第一枕基礎２Ａと上記第二枕基礎２Ｂを間隔を置い
て並行に形成すると共に、該第一，第二枕基礎２Ａ，２Ｂ間を上記接続材１７で架橋接続
し、該第一，第二枕基礎２Ａ，２Ｂを形成する各単位枕材１と上記接続材１７を共締めし
て強固且つ安定した基礎を形成することができる。
【００５９】
　又上記第一枕基礎２Ａを形成する単位枕材１に支柱立設孔１４を使用して支柱５（低背
支柱５Ａ）をボルト締めして立設すると共に、上記第二枕基礎２Ｂを形成する単位枕材１
に支柱立設孔１４を使用して支柱５（高背支柱５Ｂ）を立設することができ、これにより
、簡易且つ安価な工事費で上記太陽電池パネル４の設置構造を施工できる。
【００６０】
　尚本実施例にあっては、第一枕基礎２Ａを単位枕材１Ａ又は単位枕材１Ｂ、即ち端部上
面側で段落ちする薄肉継手９Ａを有する単位枕材１で形成し、第二枕基礎２Ｂを単位枕材
１Ａ又は単位枕材１Ｃ、即ち端部下面側で段落ちする薄肉継手９Ｂを有する単位枕材１で
形成した例を示したが、上記とは逆に第一枕基礎２Ａを単位枕材１Ａ又は単位枕材１Ｃで
形成し、第二枕基礎２Ｂを単位枕材１Ａ又は単位枕材１Ｂで形成する場合を包含する。当
該場合は置き敷き順や接続材１７の向きは上記説明と逆になることは言うまでもない。
【００６１】
　又本実施例の図１２に示す例にあっては、第一，第二枕基礎２Ａ，２Ｂを形成する単位
枕材１Ａの数により接続材１７の架橋接続間隔を容易に変えることができ、風圧対策や地
震対策として必要な基礎重量の確保をより確実に達成できる。
【００６２】
　以上のように、本発明に係る太陽電池パネルの設置構造は単位枕材１（１Ａ，１Ｂ，１
Ｃ）又は／及び接続材１７を地面に置き敷きし、夫々をボルト連結することで簡易且つ安
価な工事費で風圧対策、地震対策に必要な基礎重量と必要長を確保できる。
【００６３】
　又基礎の直線出しと平面出しのレベル調整が容易に行え、安定且つ確実に太陽電池パネ
ル４を支持することができる。
【００６４】
　又本発明にあっては、上記第一，第二枕基礎２Ａ，２Ｂを形成する単位枕材１にアンカ
ーピンを打ち込み、更なる安定設置を図ることを排除しない。又上記第一枕基礎２Ａと上
記第二枕基礎２Ｂの並行間隔に露出する地面は原則としてそのままにするが、必要に応じ
て熱吸収シート又は熱吸収パネル等を敷設し、太陽電池パネル４直下に熱がこもることを
防止してもよい。
【００６５】
　又上記した単位枕材１Ａ，１Ｂ，１Ｃ及び接続材１７は何れも随時補強筋を埋設し増強
することができる。
【００６６】
　尚上記した各実施例においては、単位枕材１（１Ａ又は１Ｂ）端部の上面側において段
落ちする薄肉継手９Ａ、又は接続材１７端部の上面側において段落ちする薄肉継手１８Ａ
の上面に位置決めピン１０を設け、単位枕材１（１Ａ又は１Ｃ）端部の下面側において段
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落ちする薄肉継手９Ｂ、又は接続材１７端部の下面側において段落ちする薄肉継手１８Ｂ
の下面に位置決め孔１２を形成した例を示したが、本発明はこれに限られるものではなく
、上記薄肉継手９Ａ，１８Ａに位置決め孔１２を形成し、上記薄肉継手９Ｂ，１８Ｂに位
置決めピン１０を設けることも実施に応じ任意である。
【符号の説明】
【００６７】
１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ…単位枕材、２Ａ…第一枕基礎、２Ｂ…第二枕基礎、３…ボルト、
４…太陽電池パネル、５…支柱、５Ａ…低背支柱、５Ｂ…高背支柱、５ａ…座板、６…縦
骨、７…横骨、８…架台、９Ａ…単位枕材端部の上面側において段落ちする薄肉継手、９
Ｂ…単位枕材端部の下面側において段落ちする薄肉継手、１０…位置決めピン、１１…ボ
ルト受け孔、１２…位置決め孔、１３…ボルト挿通孔、１４…支柱立設孔、１５…吊り掛
け具、１６Ａ，１６Ｂ…単位枕材の定規面、１７…接続材、１８Ａ…接続材端部の上面側
において段落ちする薄肉継手、１８Ｂ…接続材端部の下面側において段落ちする薄肉継手
、１９Ａ，１９Ｂ…接続材の定規面。

【図１】 【図２】
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