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(57)【要約】
【課題】少ない部品点数で太陽電池パネル設置角度の変
更に対応できるようにする。
【解決手段】太陽電池パネルを下地上に離間状態に支持
するパネル支持具において、下地に立設自在な支持脚部
材Ｓ１が設けられ、太陽電池パネルと支持脚部材Ｓ１と
の間に介在する状態に取り付けられる支持介在部材Ｓ２
が設けられ、支持介在部材Ｓ２に、太陽電池パネルに取
り付ける第１取付部Ｔ１と、支持脚部材Ｓ１に取り付け
る第２取付部Ｔ２とを設け、第１取付部Ｔ１は、それぞ
れの太陽電池パネル支持角度が異なる少なくとも２つが
支持介在部材Ｓ２に備えられている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽電池パネルを下地上に離間状態に支持するパネル支持具であって、
　前記下地に立設自在な支持脚部材が設けられ、前記太陽電池パネルと前記支持脚部材と
の間に介在する状態に取り付けられる支持介在部材が設けられ、前記支持介在部材に、前
記太陽電池パネルに取り付ける第１取付部と、前記支持脚部材に取り付ける第２取付部と
を設け、前記第１取付部は、それぞれの太陽電池パネル支持角度が異なる少なくとも２つ
が前記支持介在部材に備えられているパネル支持具。
【請求項２】
　太陽電池パネルを下地上に離間状態に支持するパネル支持具であって、
　前記下地に立設自在な支持脚部材が設けられ、前記太陽電池パネルと前記支持脚部材と
の間に介在する状態に取り付けられる支持介在部材が設けられ、前記支持介在部材に、前
記太陽電池パネルに取り付ける第１取付部と、前記支持脚部材に取り付ける第２取付部と
を設け、前記第２取付部は、それぞれの太陽電池パネル支持角度が異なる少なくとも２つ
が前記支持介在部材に備えられているパネル支持具。
【請求項３】
　前記第１取付部と前記第２取付部とは兼用化されている請求項１又は２に記載のパネル
支持具。
【請求項４】
　太陽電池パネルを下地上に離間状態に支持するパネル支持具であって、
　前記下地に立設自在な支持脚部材が設けられ、前記太陽電池パネルと前記支持脚部材と
の間に介在する状態に取り付けられる支持介在部材が設けられ、前記支持介在部材に、前
記太陽電池パネルに取り付ける第１取付部と、前記支持脚部材に取り付ける第２取付部と
を設け、前記第１取付部と前記第２取付部との少なくとも何れかが、曲面形状に形成して
あると共に、その曲面に沿って取付姿勢変更自在に形成してあるパネル支持具。
【請求項５】
　前記支持脚部材には、前記太陽電池パネルの支持高さを調整自在な高さ調整機構が備え
られている請求項１～４の何れか一項のパネル支持具。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽電池パネルを下地上に離間状態に支持するパネル支持具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のパネル支持具としては、図１４に示すように、下地１に立設自在な支持
脚部材Ｓ１が設けられ、太陽電池パネルＰと支持脚部材Ｓ１との間に介在する状態に取り
付けられる支持介在部材Ｓ２が設けられ、支持介在部材Ｓ２に、太陽電池パネルＰに取り
付ける第１取付部Ｔ１と、支持脚部材Ｓ１に取り付ける第２取付部Ｔ２とを一箇所ずつ設
けてあった。（例えば、特許文献１参照）
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－９８０５８号公報（図１４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　太陽光発電においては、太陽光をより効率よく受光できるようにするために、太陽電池
パネルのパネル面を、可能な限り太陽光の照射角度に垂直に近くなるように設置すること
が好ましい。しかし、太陽光の照射角度は、時間や季節や場所や方向によって異なるから
、本来であれば、太陽光の照射方向に追随させて太陽電池パネルの設置角度が変更できる
ように設置することが好ましいが、そのための装置のコストアップや投資効率等を考慮す
ると、実質的には、太陽電池パネルを設置する該当環境で最も好ましいとされる代表的な
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設置角度を設定して、その設置角度となるように太陽電池パネルを固定状態に設置してい
ることが多い。
　上述した従来のパネル支持具によれば、取付対象の太陽電池パネルが所定の設置角度と
なるように、支持介在部材毎に第１取付部と第２取付部との相対姿勢（角度）を決めて製
造されており、設置角度が異なるそれぞれの現場に対応するためには、設定角度を変化さ
せた何種類もの支持介在部材を用意しておく必要があった。その結果、品種が多くなるこ
とから、製造手間や、部品管理手間が掛かると共に、部品収納スペースも大きくなり、コ
スト低減が困難となる問題点があった。
【０００５】
　従って、本発明の目的は、上記問題点を解消し、少ない部品点数で設置角度の変更に対
応できるパネル支持具を提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の特徴構成は、太陽電池パネルを下地上に離間状態に支持するパネル支持
具において、前記下地に立設自在な支持脚部材が設けられ、前記太陽電池パネルと前記支
持脚部材との間に介在する状態に取り付けられる支持介在部材が設けられ、前記支持介在
部材に、前記太陽電池パネルに取り付ける第１取付部と、前記支持脚部材に取り付ける第
２取付部とを設け、前記第１取付部は、それぞれの太陽電池パネル支持角度が異なる少な
くとも２つが前記支持介在部材に備えられているところにある。
【０００７】
　本発明の第１の特徴構成によれば、前記太陽電池パネルに取り付ける第１取付部は、そ
れぞれの太陽電池パネル支持角度が異なる少なくとも２つが前記支持介在部材に備えられ
ているから、第２取付部を支持脚部材に取り付けると共に、少なくとも２つある第１取付
部の何れかを選択して太陽電池パネルを取付固定することが可能となる。従って、他種類
の支持介在部材を用意しなくても、一種類の支持介在部材を用意するだけで、第１取付部
の種類の数だけ、太陽電池パネルの設置角度を変化させることが可能となる。
　その結果、支持介在部材としての品種が少なくても、複数の設定角度の中から太陽電池
パネルの設置角度を選択でき、角度変更機能を維持したまま、製造手間や部品管理手間を
削減できると共に、部品収納スペースをも縮小でき、コスト低減化を叶えることが可能と
なる。
【０００８】
　本発明の第２の特徴構成は、太陽電池パネルを下地上に離間状態に支持するパネル支持
具において、前記下地に立設自在な支持脚部材が設けられ、前記太陽電池パネルと前記支
持脚部材との間に介在する状態に取り付けられる支持介在部材が設けられ、前記支持介在
部材に、前記太陽電池パネルに取り付ける第１取付部と、前記支持脚部材に取り付ける第
２取付部とを設け、前記第２取付部は、それぞれの太陽電池パネル支持角度が異なる少な
くとも２つが前記支持介在部材に備えられているところにある。
【０００９】
　本発明の第２の特徴構成によれば、前記支持脚部材に取り付ける第２取付部は、それぞ
れの太陽電池パネル支持角度が異なる少なくとも２つが前記支持介在部材に備えられてい
るから、第１取付部を太陽電池パネルに取り付けると共に、少なくとも２つある第２取付
部の何れかを選択して支持脚部材に取付固定することが可能となる。従って、他種類の支
持介在部材を用意しなくても、一種類の支持介在部材を用意するだけで、第２取付部の種
類の数だけ、太陽電池パネルの設置角度を変化させることが可能となる。
　その結果、支持介在部材としての品種が少なくても、複数の設定角度の中から太陽電池
パネルの設置角度を選択でき、角度変更機能を維持したまま、製造手間や部品管理手間を
削減できると共に、部品収納スペースをも縮小でき、コスト低減化を叶えることが可能と
なる。
【００１０】
　本発明の第３の特徴構成は、前記第１取付部と前記第２取付部とは兼用化されていると
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ころにある。
【００１１】
　本発明の第３の特徴構成によれば、本発明の第１又は２の特徴構成による上述の作用効
果を叶えることができるのに加えて、太陽電池パネルとの取付部も、支持脚部材との取付
部も、同じ取付部（第１又は第２）で兼用でき、取扱性が向上する他、支持介在部材に形
成する取付部の総数を減らすことができ、製造コストの低減化を図ることが可能となる。
【００１２】
　本発明の第４の特徴構成は、太陽電池パネルを下地上に離間状態に支持するパネル支持
具において、前記下地に立設自在な支持脚部材が設けられ、前記太陽電池パネルと前記支
持脚部材との間に介在する状態に取り付けられる支持介在部材が設けられ、前記支持介在
部材に、前記太陽電池パネルに取り付ける第１取付部と、前記支持脚部材に取り付ける第
２取付部とを設け、前記第１取付部と前記第２取付部との少なくとも何れかが、曲面形状
に形成してあると共に、その曲面に沿って取付姿勢変更自在に形成してあるところにある
。
【００１３】
　本発明の第４の特徴構成によれば、前記太陽電池パネルに取り付ける第１取付部と、前
記支持脚部材に取り付ける第２取付部との少なくとも何れかが、曲面形状に形成してある
と共に、その曲面に沿って取付姿勢変更自在に形成してあるから、支持脚部材上に当該支
持介在部材を介して太陽電池パネルを取り付けるに際して、曲面に沿って支持介在部材の
取付姿勢が変更できるので、従来のように、設定角度の異なる別の支持介在部材に取り替
えなくても簡単な操作で太陽電池パネルを任意の設置角度に合わせて設置することが可能
となる。
　その結果、支持介在部材として単一のものを使用しても角度変更機能を維持でき、それ
に伴って、製造手間や部品管理手間を削減できると共に、部品収納スペースをも縮小でき
、コスト低減化を叶えることが可能となる。
【００１４】
　本発明の第５の特徴構成は、前記支持脚部材には、前記太陽電池パネルの支持高さを調
整自在な高さ調整機構が備えられているところにある。
【００１５】
　通常は、太陽電池パネルを下地上に取付固定するためには、複数箇所にパネル支持具を
設置することが一般的であるが、例えば、下地そのものが水平でなかったり、又は、下地
の状態とは別に太陽電池パネルそのものを傾斜状態に設置するような場合、各パネル支持
具での支持高さが異なることが発生する。
　このような状況下でも、本発明の第５の特徴構成によれば、本発明の第１～４の何れか
の特徴構成による上述の作用効果を叶えることができるのに加えて、前記高さ調整機構に
よって太陽電池パネルの支持高さを調整することができるから、わざわざ現場合わせで支
持脚の高さを調整加工しなくてもよくなり、より簡単に、迅速に太陽電池パネルの設置作
業を実施することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下に本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。尚、図面において従来例と同一
の符号で表示した部分は、同一又は相当の部分を示している。
【００１７】
　図１は、本発明のパネル支持具の一実施形態品（以後、単にパネル支持具という）を使
用して太陽電池パネルＰを下地１上に設置してある状況を示すもので、当該実施形態にお
いては、隣接する太陽電池パネルＰ間に、双方の太陽電池パネルＰを支持するかたちでパ
ネル支持具Ｓが２つずつ設置されている。
　そして、図に見られるように、太陽電池パネルＰは、太陽光を効率よく受光できるよう
に所定の方向に傾斜状態に設置されている。
【００１８】
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　前記太陽電池パネルＰは、図に見られるように矩形板形状に形成してあり、外周縁部は
、金属製フレームＰａが設けられており、このフレームＰａに前記パネル支持具Ｓの固定
ボルトＰｃが取り付けられて固定されている。
　また、上面が受光面Ｐｂとして構成されている。尚、図には示さないが、裏面側には、
リード線が設けられている。
【００１９】
　前記下地１は、本実施形態においては、プレキャストコンクリートパネル１Ａ上にマッ
ト状の断熱材１Ｂを重ねて配置して、その上に、合成樹脂製の防水シート１Ｃを設けて構
成されているものを例に挙げている。勿論、下地１そのものは、このような構成に限るも
のではなく、例えば、コンクリート床や、折板屋根に使用される折板（金属板）によるも
のや、その上に断熱材が設けられたもの等、さまざまな対応が考えられる。
【００２０】
　前記パネル支持具Ｓは、前記太陽電池パネルＰを下地１上に離間状態に支持できるよう
に構成してあって、前記下地１に立設自在な支持脚部材Ｓ１と、前記太陽電池パネルＰと
前記支持脚部材Ｓ１との間に介在する状態に取り付けられる支持介在部材Ｓ２とを備えて
構成されている。
【００２１】
　前記支持脚部材Ｓ１は、図２に示すように、円板形状のベース部２と、そのベース部２
の上に取り付けられて前記２つの支持介在部材Ｓ２を挟持状態に支持する一対の挟持固定
部材３とを備えて構成されている。
【００２２】
　前記ベース部２は、円板形状の底面部４と、その底面部４の中央に立設された円柱部５
と、円柱部５の外周に平面視十字配置で底面部４にわたって形成された控え壁部６と、前
記円柱部５に埋設されたボルト７とを一体に設けて構成してある。そして、底面部４の下
面には、一回り大きめに成形された防水シート２ａが接着してあり、この防水シート２ａ
を下地１上の防水シート１Ｃ上面に接着することで、当該支持脚部材Ｓ１設置部分の防水
性の向上を図っている。尚、前記底面部４、円柱部５、控え壁部６は、硬質の合成樹脂に
よって構成されている。
　また、控え壁部６を構成する四つの控え壁の内、同一線上に位置する二つの控え壁６ａ
には、図３に示すように、前記下地１へねじ込んで支持脚部材Ｓ１を固定する為のネジ部
材８を挿入するための挿入部６ｂが夫々設けられている。そして、この挿入部６ｂへは、
前記ネジ部材８を設置した後、シーリング材を充填すると共にキャップ９が設置される。
　尚、太陽電池パネルＰの勾配による上流側を支持する支持脚部材Ｓ１に関しては、当該
実施形態では、図２に示すように、前記ボルト７に高さ調整支柱（高さ調整機構の一例）
１０が螺合状態に取り付けられており、支持高さが高くなるように構成されている。
【００２３】
　一方、前記挟持固定部材３は、図２に示すように、前記支持介在部材Ｓ２の下辺部を下
面に接当して受ける金属製の溝形部材３Ａと、前記支持介在部材Ｓ２の下辺部を上面に接
当して抑える金属製の押さえ部材３Ｂと、前記ボルト７に螺合して前記溝形部材３Ａと押
さえ部材３Ｂとを近接方向に締め付けるナット３Ｃ（又は、ボルト７に螺合させた前記高
さ調整支柱１０にねじ込み自在な固定ボルト３Ｄ）とを備えて構成してある（図３参照）
。
【００２４】
　前記溝形部材３Ａは、溝上縁部に広幅部３Ａａが形成されており、この部分に２つの前
記支持介在部材Ｓ２が、長手方向中央部をあけた両端側にそれぞれ載置状態に嵌合設置さ
れる。そして、長手方向中央の底部分には、前記ボルト７（又は固定ボルト３Ｄ）を貫通
自在なボルト穴３Ａｂが形成してある。尚、溝形形状に構成されていることで、前記ナッ
ト３Ｃ（又は、固定ボルト３Ｄ）が溝の底部分に位置するように取り付けることができ、
それらが外部から見え難く、意匠性の向上を図ることが可能となっている。
　また、押さえ部材３Ｂは、図に示すような屈曲形状に形成してあり、中央部が前記溝形
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部材３Ａの溝内に進入する状態に構成してある。そして押さえ部材の中央部には、前記ボ
ルト穴３Ａｂに対応させて同様のボルト穴３Ｂａが形成してある。また、押さえ部材３Ｂ
の長手方向両端部は、下方へ屈曲させてあり、前記溝形部材３Ａの広幅部３Ａａ上に載置
した支持介在部材Ｓ２が、溝から外れるのを阻止できるように構成されている。
【００２５】
　前記支持介在部材Ｓ２は、図に示すように、それぞれ金属製の角筒で構成されている。
　即ち、図中の１１～１４の番号を付けてある４つの各周部によって構成されており、隣
接する周部どうしの角度は、図に示すように、夫々異ならせて構成されている。
　具体的には、周部１１と周部１２との角度は１０５度に、周部１２と周部１３との角度
は８５度に、周部１３と周部１４との角度は９０度に、周部１４と周部１１との角度は８
０度になるように形成してある。そして、周部１１と周部１２との面中央部には、それぞ
れ太陽電池パネルＰに固定自在な固定ボルトＰｃを挿通自在なボルト穴１５が形成してあ
り、これら周部１１、１２は、何れも、図４に示すように、太陽電池パネルＰに取り付け
ることができ、第１取付部Ｔ１と言う。
　一方、周部１３、１４は、前記挟持固定部材３によって表裏から挟み込むことで前記支
持脚部材Ｓ１に取り付けることができ、これらを第２取付部Ｔ２と言う。
【００２６】
　本実施形態のパネル支持具Ｓによれば、図４（イ）に示すように、周部１４を支持脚部
材Ｓ１に取り付けると共に、周部１２を太陽電池パネルＰに取り付けることで、太陽電池
パネルＰを水平に対して５度の傾斜状態に固定することができる一方、図４（ロ）に示す
ように、周部１３を支持脚部材Ｓ１に取り付けると共に、周部１１を太陽電池パネルＰに
取り付けることで、太陽電池パネルＰを水平に対して１０度の傾斜状態に固定することが
できる。
　即ち、パネル取付設定角度の異なる別のパネル支持具Ｓをそれぞれ用意しなくても、一
種類の支持介在部材Ｓ２で二通りの設置角度を選択して固定することが可能となる。
【００２７】
　　〔別実施形態〕
　以下に他の実施の形態を説明する。
【００２８】
〈１〉　パネル支持具は、先の実施形態で説明したように、一つの支持脚部材Ｓ１上に二
つの支持介在部材Ｓ２を備えた構成に限るものではなく、例えば、一つの支持脚部材Ｓ１
に一つの支持介在部材Ｓ２を備えた構成や、一つの支持脚部材Ｓ１に三つ以上の支持介在
部材Ｓ２を備える構成であってもよい。
〈２〉　支持介在部材Ｓ２は、先の実施形態で説明した第１取付部Ｔ１と第２取付部Ｔ２
を、二つずつ設けてあるものに限るものではなく、例えば、図５に示すように、例えば、
一つの第１取付部Ｔ１に対して複数の第二取付部Ｔ２を備えたものや、図６に示すように
、一つの第２取付部Ｔ２に対して複数の第１取付部Ｔ１を備えたものであってもよい。
　更には、取付方によって、第１取付部Ｔ１が第２取付部Ｔ２となったり、逆に、第２取
付部Ｔ２が第１取付部Ｔ１となるように構成されていてもよい。
　また、形状そのものは、先の実施形態で説明した四角筒形状のものに限るものではなく
、例えば、三角筒形状や、五角以上の複数角筒形状や、円筒形状や楕円筒形状のものであ
ってもよい。また、筒に替えて、中実に形成された所謂『ムク材』であってもよい。
〈３〉　また、前記第１取付部Ｓ１や第２取付部Ｓ２は、先の実施形態で説明したような
平面で構成されたものに限るものではなく、例えば、図７に示すように、前記第１取付部
Ｔ１と前記第２取付部Ｔ２との少なくとも何れかが、曲面形状に形成してあって且つその
曲面に沿って取付姿勢変更自在に形成してあってもよく、上述の各実施形態と同様の効果
を発揮することができる。
　この図の実施形態によれば、第２取付部Ｔ２は平面で、第１取付部Ｔ１が凸曲面形状に
形成してあり、固定ボルトＰｃを挿通するボルト穴１５が、凸曲面の周方向に沿った長穴
として形成されており、太陽電池パネルＰの設置角度を、変化させて取り付けることが可
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能となる。
　また、この実施形態の変形としては、図８に示すように、第２取付部Ｓ２が凸曲面形状
であってもよい。更には、図９、図１０に示すように、第１取付部Ｔ１が凹曲面であった
り、第２取付部Ｔ２が凹曲面であってもよい。
〈４〉　前記支持脚部材Ｓ１は、先の実施形態で説明した仕様のベース部２と挟持固定部
材３とを備えた構成に限るものではなく、他の形状や数量等で構成することができる。一
例として、使用するネジ部材の雄ネジと雌ネジの逆転も可能で、図１１に示すように、高
さ調整支柱１０の上端部に雄ネジを形成し、その雄ネジに螺合するナット３Ｃを上方から
螺合させるものであってもよい。
　一方、挟持固定部材３は、図１２に示すように、ベース部２の頂部に螺合自在な固定ボ
ルト３Ｄ（雄雌ネジ逆転の場合はナット３Ｃ）のみで構成するものであってもよく、部品
点数を少なくできる効果がある。
　また、この場合、支持介在部材Ｓ２は、先の実施形態で説明したものを使用することも
可能であるが、それに替えて、図１２に示すように、二つの太陽電池パネルＰに対する第
１取付部Ｔ１を筒両端部に各別に備えると共に、中央部に支持脚部材Ｓ１に対する第２取
付部Ｔ２を備えた構成のものを使用することができ、より部品点数を少なくすることが可
能となる。この実施形態においては、図１２に示すように、第２取付部Ｔ２には、前記固
定ボルト３Ｄのネジ部分のみを挿通自在な前記ボルト穴３Ａｂやボルト穴３Ｂａと同様の
ボルト穴２０が形成してある。そして、そのボルト穴２０の上方の面部分には、前記固定
ボルト３Ｄの拡径頭部をも挿通自在な大径の挿通穴２１が形成してある。
〈５〉　一方、太陽電池パネルＰそのものの形状は、先の実施形態で説明したものに限ら
ず、他のものであってもよく、例えば、図１２に示すように、フレームＰａが、フランジ
形状に突出したものであってもよく、上方から固定ボルトＰｃの取り付け操作を実施でき
るので取付作業効率の向上を図ることができる。また、先の実施形態で説明した太陽電池
パネルであっても、図１３に示すように、フランジ形成用アタッチメントを使用すれば、
簡単にフランジを形成することができる。当該実施形態においては、前記アタッチメント
は、ボルトで太陽電池パネルＰ本体に取り付けてある。
【００２９】
　尚、上述のように、図面との対照を便利にするために符号を記したが、該記入により本
発明は添付図面の構成に限定されるものではない。また、本発明の要旨を逸脱しない範囲
において、種々なる態様で実施し得ることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】太陽電池パネルの取付状況を示す要部の斜視図
【図２】パネル支持具を示す分解斜視図
【図３】太陽電池パネルの取付状況を示す要部の断面図
【図４】支持介在部材の設置状況を示す一部切欠き断面図
【図５】別実施例の支持介在部材を示す説明図
【図６】別実施例の支持介在部材を示す説明図
【図７】別実施例の支持介在部材を示す説明図
【図８】別実施例の支持介在部材を示す説明図
【図９】別実施例の支持介在部材を示す説明図
【図１０】別実施例の支持介在部材を示す説明図
【図１１】別実施例のパネル支持具を示す分解斜視図
【図１２】別実施例のパネル支持具を示す説明図
【図１３】太陽電池パネルへのアタッチメント取り付け状況を示す説明図
【図１４】従来のパネル支持具の設置状況を示す説明図
【符号の説明】
【００３１】
　１　　　下地
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　１０　　高さ調整支柱（高さ調整機構の一例）
　Ｐ　　　太陽電池パネル
　Ｓ１　　支持脚部材
　Ｓ２　　支持介在部材
　Ｔ１　　第１取付部
　Ｔ２　　第２取付部

【図１】 【図２】
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