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(57)【要約】
　木形の太陽電池モジュールは、太陽電池を枝形モジュ
ール、柱形モジュールにモジュール化し、互いに組み立
て木形に作って木形の太陽電池モジュールを作製し、木
形の太陽電池モジュールそれぞれの枝が風に揺れないよ
うな十分な強度があり、小枝、葉が無いため風に揺れな
い。木形の太陽電池モジュールは、日差しが満遍なく広
がるようにそれぞれの枝が円形、三角形、四角形を含む
多角形状を有することができ、木において、枝が上向き
、または下向き、または水平に向かうのと同様に、枝形
モジュールが柱形モジュールから水平であるか、上向き
、下向きに角度を有するようにして組み立てることがで
きる。木形の太陽電池モジュールは、傾斜の激しい山や
、平地、砂漠地域に関係なく、日差しの届くところであ
れば設置することができ、わざわざ大地を開墾して、平
らに整う必要なく木を植えるのと類似な作業で設置する
ことができ、設置された周りのすべての大地に草が生え
ることができて緑地になれるため、牧場や、農地を兼ね
ることができるという長所がある。木形の太陽電池モジ
ュールを砂漠地域に設置すると、地面から高く離れて備
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前記木形太陽電池モジュール４００と、
　前記木形太陽電池モジュール４００に組み立てられる前記三角枝形モジュール１００と
、
　前記三角枝形モジュール１００の基本枠手段である前記三角枠１０と、
　前記三角枠１０の内部に備えられる前記枠内部溝１６と、
　前記三角枠１０の各３つの面に５ｍｍ乃至１０ｍｍの深さに備えられた前記組立空間部
１２、その境に前記突出段差１３と、
　前記組立空間部１２から前記枠内部溝１６の方向に低くなる前記配線収納溝１４と、
　前記配線収納溝１４から前記枠内部溝１６に貫通する孔と、
　前記三角枠１０の一端部の前記固定部２６に備えられた前記固定板２４と、
　前記固定板２４には前記枠内部溝１６と貫通して連結される前記配線孔２５と、
　前記固定板２４の縁に備えられた前記固定２７を備えた木形の太陽電池モジュール。
【請求項２】
　前記三角枠１０において、前記枠内部溝１６が無いか、前記枠内部溝１６が円形を含む
多角形状に備えられた請求項１に記載の木形の太陽電池モジュール。
【請求項３】
　前記固定板２４が平坦ではなく、半円の一部の模様になってその径に対応する円形の支
柱に設置が容易である請求項１に記載の木形の太陽電池モジュール。
【請求項４】
　前記三角枠１０の一端部の前記固定部２６に備えられた前記固定板２４を基準として、
前記三角枠１０の角度が１００度以内の角度で固定して使用することができる請求項１に
記載の木形の太陽電池モジュール。
【請求項５】
　前記三角枠１０の一端部の前記固定部２６に備えられた前記固定板２４を基準として、
前記三角枠１０の３つの面の方向がそれぞれ０度、１２０度、２４０の方向に位置するよ
うにするか、または６０度、１８０、３００度の方向に位置するように固定された請求項
１に記載の木形の太陽電池モジュール。
【請求項６】
　前記組立空間部１２に前記太陽電池簡単モジュール２２を組み立て、
　前記突出段差１３と前記太陽電池簡単モジュール２２の縁を接着固定し、
　配線を前記配線収納溝１４にまとめて貫通した孔を通じて、前記枠内部溝１６にまとめ
、
　前記配線孔２５から引き出して前記連結配線３０を作り、その端部に前記連結プラグ３
１を備えて、前記三角枝形モジュール１００を備えた請求項１に記載の木形の太陽電池モ
ジュール。
【請求項７】
　前記組立空間部１２に組み立てられる前記太陽電池簡単モジュール２２の代わりに、前
記シート１７、前記太陽電池１８、前記投光ガラス１９を順次に組み立てたものにした請
求項６に記載の木形の太陽電池モジュール。
【請求項８】
　前記組立空間部１２に組み立てられる前記太陽電池簡単モジュール２２の代わりに、前
記ＬＥＤモジュールを組み立てることができる請求項６に記載の木形の太陽電池モジュー
ル。
【請求項９】
　前記組立空間部１２に組み立てられる前記太陽電池簡単モジュール２２の代わりに、前
記反射モジュールを組み立てることができる請求項６に記載の木形の太陽電池モジュール
。
【請求項１０】
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　前記木形太陽電池モジュール４００と、
　前記木形太陽電池モジュール４００に組み立てられる前記四角枝形モジュール１１０、
または前記菱形枝形モジュール１２０と、
　前記四角枝形モジュール１１０、または前記菱形枝形モジュール１２０の基本枠手段で
ある前記四角枠１０ａと、
　前記四角枠１０ａの内部に備えられる前記枠内部溝１６と、
　前記四角枠１０ａの各４つの面に５ｍｍ乃至１０ｍｍの深さに備えられた前記組立空間
部１２、その境に前記突出段差１３と、
　前記組立空間部１２から前記枠内部溝１６の方向に低くなる前記配線収納溝１４と、
　前記配線収納溝１４から前記枠内部溝１６に貫通する孔と、
　前記四角枠１０ａの一端部の前記固定部２６に備えられた前記固定板２４と、
　前記固定板２４には前記枠内部溝１６と貫通して連結される前記配線孔２５と、
　前記固定板２４の縁に備えられた前記固定孔２７を備えた木形の太陽電池モジュール。
【請求項１１】
　前記四角枠１０ａの一端部である前記固定板２４を基準として、前記四角枠１０ａの４
面の方向が、それぞれ０度と９０度、１８０度、２７０度の方向に向かうように備えられ
た請求項１０に記載の木形の太陽電池モジュール。
【請求項１２】
　前記四角枠１０ａの一端部である前記の固定板２４を基準として、前記四角枠１０ａの
４面の方向が、それぞれ４５度と１３５度、２２５度、３１５度の方向に向かうように備
えられた請求項１０に記載の木形の太陽電池モジュール。
【請求項１３】
　前記組立空間部１２の幅の広さは、５０ｍｍ乃至３００ｍｍ以内の寸法のものにした請
求項１０に記載の木形の太陽電池モジュール。
【請求項１４】
　前記四角枝形モジュール１１０、または前記四角枝形モジュール１１０の長さが１Ｍ乃
至１０Ｍ以内の寸法のものにした請求項１０に記載の木形の太陽電池モジュール。
【請求項１５】
　前記四角枠１０ａの前記組立空間部１２に前記太陽電池簡単モジュール２２を組み立て
、前記突出段差１３と前記太陽電池簡単モジュール２２の縁を接着固定し、配線を前記配
線収納溝１４にまとめて貫通した孔を通じて、前記枠内部溝１６にまとめ、
　前記配線孔２５から引き出して前記連結配線３０を作り、その端部に前記連結プラグ３
１を備えて、前記四角枝形モジュール１１０、または前記菱形枝形モジュール１２０を備
えた木形の太陽電池モジュール。
【請求項１６】
　前記枠内部溝１６と、
　前記組立空間部１２、その境に前記突出段差１３と、
　前記組立空間部１２から前記枠内部溝１６の方向に低くなる配線収納溝１４を備えた前
記三角枠１０、または前記四角枠１０ａが、５角枠、６角枠、７角枠、８角枠、円形枠を
含む多角形枠に備えることができる木形の太陽電池モジュール。
【請求項１７】
　多角形枠が前記組立空間部１２、その境に前記突出段差１３が備えられていない多角形
支柱手段を備えることができる請求項１６に記載の木形の太陽電池モジュール。
【請求項１８】
　前記モジュール補助枠手段５０と、
　前記モジュール補助枠手段５０の前面に、面に５ｍｍ乃至１０ｍｍの深さに備えられた
組立空間部１２、その境に突出段差１３と、
　前記組立空間部１２から前記後面５４の方向に低くなる配線収納溝１４と、
　前記組立空間部１２から前記後面５４の方向に低くなる配線収納溝１４と、
　前記配線収納溝１４から前記後面５４に貫通する螺子組立孔５３と、
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　前記突出段差１３の両側の直角に備えられた前記端部５５で備えた木形の太陽電池モジ
ュール。
【請求項１９】
　前記後面５４が前記面部４２ｂの外周の値に対応する円周を有した後面５４ｂで備える
ことができる請求項１８に記載の木形の太陽電池モジュール。
【請求項２０】
　前記端部５５の直角の角度が、１０８度、１１０度、１１２.５度、１１５度、１２０
度、１２６度、１３５度、１５０度の角を有した前記端部５５ｂであるものにした請求項
１８に記載の木形の太陽電池モジュール。
【請求項２１】
　前記モジュール補助枠手段５０と、
　前記組立空間部１２に前記太陽電池簡単モジュール２２を組み立て、配線を前記配線収
納溝１４にまとめて、前記突出段差１３と前記太陽電池簡単モジュール２２の縁を接着固
定して備えた木形の太陽電池モジュール。
【請求項２２】
　前記多角形支柱手段の各前記面部４２に、前記太陽電池簡単モジュール２２が組み立て
備えられた前記モジュール補助枠手段５０の前記後面５４部を密着して組み立て、前記螺
子組立孔５３に固定螺子５９にて組み立て、枝形モジュール、木柱形モジュールに備える
ことができる木形の太陽電池モジュール。
【請求項２３】
　前記モジュール補助枠手段５０が前記モジュール補助枠手段５０ｂであり、前記多角形
支柱手段が前記円形支柱手段４０ｄである請求項２２に記載の木形の太陽電池モジュール
。
【請求項２４】
　前記モジュール補助枠手段５０ｂの前記組立空間部１２に前記太陽電池簡単モジュール
２２ｃを組み立て、その縁と前記突出段差１３にシリコン接着固定した木形の太陽電池モ
ジュール。
【請求項２５】
　前記円形支柱手段４０ｄの長さ方向の両端部の径が異なり、それに対応して前記モジュ
ール補助枠手段５０ｂの長さ方向の両端部の幅が同じ割合で異なるように備えられる木形
の太陽電池モジュール。
【請求項２６】
　長さ方向の両端部の幅が異なる前記のモジュール補助枠手段５０ｂの組立空間部１２の
両端部に長さは同じであり、突出段差１３の幅の長さが異なる請求項２５に記載の木形の
太陽電池モジュール。
【請求項２７】
　前記木太陽電池モジュール７００と、
　前記木太陽電池モジュール７００に組み立てられる枝モジュール１４０と、
　前記枝モジュール１４０の基本枠手段、前記枝モジュール枠６０と、
　前記枝モジュール枠６０に５ｍｍ乃至１０ｍｍの深さに備えられた前記組立空間部１２
、その境に前記突出段差１３と、
　前記組立空間部１２から低くなる前記配線収納溝１４と、
　前記枝モジュール枠６０の背面前記一体構成部６４で一体に備えられた前記補強構成枠
６６と、
　前記補強構成枠６６に備えられた内部空間部６７と、
　前記補強構成枠６６に前記内部空間部６７から外部に貫通して備えられた前記ボルト孔
６８が備えられた木形の太陽電池モジュール。
【請求項２８】
　前記枝モジュール枠６０が前記枝モジュール枠カーブ状６０ｄに備えることができ、そ
の模様が円形の一部の模様でアーチのように備えられた請求項２７に記載の木形の太陽電
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池モジュール。
【請求項２９】
　補強構成枠６６を中心として一体に備えられた、前記一体構成部で前記枝モジュール枠
が１２０度の角をなして２つ備えられるか、１３５度の角で３つ備えられる請求項２７に
記載の木形の太陽電池モジュール。
【請求項３０】
　前記補強構成枠６６の一部分において、長さ方向に前記内部空間部６７と開いている前
記隙間空間７２を作り、その両側に突出する前記突出固定部７０、前記突出固定部７１を
備え、前記の突出固定部７０、前記の突出固定部７１の側面に多数の固定ボルト孔７３を
備えた請求項２７に記載の木形の太陽電池モジュール。
【請求項３１】
　前記木形太陽電池モジュール４００と、
　前記木形太陽電池モジュール４００の木柱形モジュール２００と、
　前記木柱形モジュール２００の前記、枠内部溝、または内部空間部と、
　前記木柱形モジュール２００の外周に前記配線孔８０、及びナット孔８４と、
　前記木柱形モジュール２００の下段部に備えられる前記固定板８１前記枠内部溝、また
は内部空間部において前記メイン配線３８が備えられ、前記固定板８１の下段部から引き
抜き、その端部に備えられた前記連結プラグ３１と、
　前記メイン配線３８と電気的に連結され、各前記配線孔８０から引き出して備えられた
連結配線３３とその端部に備えられた連結ソケット３４が備えられた木形の太陽電池モジ
ュール。
【請求項３２】
　前記木形太陽電池モジュール４００と、
　前記木柱形モジュール２００の前記連結配線３３の前記連結ソケット３４と、
　前記菱形枝形モジュール１２０の前記連結配線３０の前記連結プラグ３１を組み立て、
　前記木柱形モジュール２００の各前記ナット孔８４に前記菱形枝形モジュール１２０の
前記固定板２４の前記固定孔２７を同じ線上に合わせて、
　固定ボルト手段で固定して、前記木柱形モジュール２００の外周に前記菱形枝形モジュ
ール１２０が備えられた木形の太陽電池モジュール。
【請求項３３】
　前記木柱形モジュール２００の前記ナット孔８４が備えられた固定部位と前記菱形枝形
モジュール１２０の前記固定板２４との間に、気密を要することができるオーリング手段
を挿入するか、シリコン接着剤を満遍なく塗って固定する請求項３２に記載の木形の太陽
電池モジュール。
【請求項３４】
　前記木柱形モジュール２００に組み立てられる前記菱形枝形モジュール１２０が、前記
三角枝形モジュール１００、または前記、四角枝形モジュール１１０、または前記円形枝
形モジュール１３０である請求項３２に記載の木形の太陽電池モジュール。
【請求項３５】
　前記木柱形モジュール２００に組み立てられる前記菱形枝形モジュール１２０が組み立
てられる各層に相互ずれて組立固定する請求項３２に記載の木形の太陽電池モジュール。
【請求項３６】
　前記木柱形モジュール２００と、
　前記木柱形モジュール２００の外周に締結することができる前記枝締結口９０と、
　前記枝締結口９０の前記３つの面と、
　前記３つの面に備えられた配線孔９６及びナット孔９７と、
　前記枝締結口９０に備えられた締結板９１と、
　前記締結板９１に前記締結孔９５と、
　前記枝締結口９０を２つ向かい合うように重ねると前記締結板９１が重なり合うように
なり、前記締結孔９５が同じ線上に備えられ、
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　前記木柱形モジュール２００が組み立てられる内部空間部が備えられる木形の太陽電池
モジュール。
【請求項３７】
　枝締結口９０の内部空間部が円形を含む多角形に作製できる請求項３６に記載の木形の
太陽電池モジュール。
【請求項３８】
　前記木柱形モジュール２００の外周に一体に備えられた一体式支持台３５と、
　前記一体式支持台３５の端部に備えられた前記固定板３６と、
　前記固定板３６に備えられた前記配線孔３７及びボルト孔が備えられた木形の太陽電池
モジュール。
【請求項３９】
　前記木形太陽電池モジュール６００と、
　前記木形太陽電池モジュール６００の前記木柱形モジュール２００と、
　前記木柱形モジュール２００の外周に固定して備えられた前記三角枝形モジュール１０
０、または前記菱形枝形モジュール１２０、または前記円形枝形モジュールと１３０、
　前記木柱形モジュール２００の上段部に備えられた前記電柱横枠手段２及び変圧器５と
、
　前記木柱形モジュール２００の上段部に備えられた前記避雷針１と、
　前記木柱形モジュール２００の上段部に備えられた前記信号灯締結口６と、
　前記信号灯締結口６で備えられた前記信号灯支持台７及び信号灯８と、
　前記信号灯締結口６で備えられた前記街灯９が備えられた木形の太陽電池モジュール。
【請求項４０】
　前記電柱横枠手段２、前記信号灯支持台７の一部分以上の外部に前記太陽電池簡単モジ
ュール２２が備えられた請求項３９に記載の木形の太陽電池モジュール。
【請求項４１】
　前記木形太陽電池モジュール６５０と、
　前記木形太陽電池モジュール６５０の前記木柱形モジュール２００と、
　前記木柱形モジュール２００の一部分以上の外周の前記固定部７８に備えられた前記木
植木鉢７７と、
　前記木植木鉢７７の内部に空間部が備えられ、上段部は開示されて備えられた木形の太
陽電池モジュール。
【請求項４２】
　前記木植木鉢７７の模様が多角形に備えられることができ、開示された上段部が上向き
の方向に備えられた請求項４１に記載の木形の太陽電池モジュール。
【請求項４３】
　前記木植木鉢７７の内部空間部の下段部において、前記毛細管束が備えられて前記木柱
形モジュール２００の前記固定板８１の下に連結された請求項４１に記載の木形の太陽電
池モジュール。
【請求項４４】
　前記毛細管束の材質がステンレス金属、ガラスを含んだセラミック類、プラスチック樹
脂類、ビニル樹脂類である請求項４１に記載の木形の太陽電池モジュール。
【請求項４５】
　前記木太陽電池モジュール７００と、
　前記木太陽電池モジュール７００の前記支柱手段４５と、
　前記支柱手段４５の外周に配列されて固定された前記固定棒と、
　前記固定棒に組立固定された前記枝モジュール１４０、または前記枝モジュール１５０
、または前記枝モジュール１６０、または前記枝モジュール１７０が備えられた木形の太
陽電池モジュール。
【請求項４６】
　前記三角枝形モジュール１００、前記四角枝形モジュール１１０、前記菱形枝形モジュ
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ール１２０、前記円形枝形モジュール１３０、前記木柱形モジュール２００、前記支柱手
段４５が長さ方向に直線状であるか、または緩い曲線に曲がった模様を有することができ
、または緩く歪むことができる木形の太陽電池モジュール。
【請求項４７】
　前記三角枠１０、前記四角枠１０ａ、前記六角枠１０ｂ、前記八角枠１０ｃ、前記円形
枠１０ｄの材料が、アルミニウム、ステンレスを含んだ金属類、ガラス、コンクリートを
含んだセラミック類を使用することができ、プラスチックを含む樹脂、ビニル樹脂などと
それらの複合材料である木形の太陽電池モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽電池の手段を、木形の太陽電池にモジュール化して、太陽発電を目的と
して設置するため、モジュールの設置が容易で、様々な所に設置することができる。
【０００２】
　木形の太陽電池モジュールは、家のあき地、または庭、またはビルの屋上に緑地空間を
確保しながらも、家に必要な電気を自主で生産することができる。
【０００３】
　木形の太陽電池モジュールは、田んぼと畑、または果樹園の中心部、縁、あぜのような
所に一定な間隔に設置して太陽発電として利得を得ることができ、風に対して抵抗を生じ
て農作物が台風から直接的な被害を受けることを防ぐという長所があり、作物が台風によ
って倒れたり、果実が落ちることを防ぐことができる。
【０００４】
　木形の太陽電池モジュールは、大規模の牧場に一定な間隔を置いて木のように設置して
牧場を運営しながらも太陽発電することができる。
【０００５】
　木形の太陽電池モジュールは、線路沿いに設置して列車が必要な電気を自主的に補うこ
とができる。
【０００６】
　木形の太陽電池モジュールは、道路両側の街路樹、電柱、街灯、アンテナ、信号灯の機
能を備えることができる。
【０００７】
　木形の太陽電池モジュールは、水路の周り、貯水池の周り、湖の周り、ダムの周りに設
置して太陽発電することができる。
【０００８】
　木形の太陽電池モジュールは、野山の既存の雑木の間に設置して緑地を損なうことなく
設置することができ、傾斜が非常に激しく、農事、農場として使用できない山に容易に設
置することができるため、険しい山を非常に効果的に利用することができる。
【０００９】
　木形の太陽電池モジュールは、砂漠に、木のように設置して太陽発電することができ、
風の抵抗を発生して風が強くふくことを防いで砂の移動を防止し、設置された木形の太陽
電池モジュールの周りに、植物、すなわち草、木のようなものが生えるようにして、該当
国の砂漠化防止及び緑地開発プログラムとして砂漠を緑地に変えることのできる大きな蓋
然性がある。
【００１０】
　砂漠に設置された木形の太陽電池モジュールは、大きな木形に設置されるため、砂漠の
地面から離れて備えられ、砂漠の高い地面の輻射熱の影響を減らすことができ、シリコン
結晶質の太陽電池の短所である、温度が上がるにつれて効率が劣るという短所を補完する
ことができるという長所がある。
【００１１】
　従来の太陽電池モジュールは、パネル型、集光型などがあり、太陽電池セルをパネルに
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配列して収納し、配線した後、蓋をして固定し、大きな面積の太陽電池モジュールを作っ
て太陽発電の手段として使用し、設置場所が小規模の屋根の上に設置したり、大規模に山
地を開墾したり、干潟の上に設置したりして、砂漠地域に太陽電池モジュールを配列して
、設置して太陽発電する。
【００１２】
　従来のパネル型モジュールにした太陽発電所は、いくつかの短所があり、まず、新再生
エネルギーとしてふさわしくなく、山地を開墾する過程で緑地が損なわれ、干潟や、海の
上に設置すると、干潟または海の生態系が乱れるという短所があり、太陽発電が緑を損な
うエネルギーとなってしまう実情である。
【００１３】
　従来のパネル型モジュールは、砂漠地域に設置されると、砂漠地域の高い温度によって
効率が低下して太陽電池セルの効率が劣るという短所がある。
【００１４】
　従来のパネル型モジュールは、一方向に向かって傾いて設置されるもので、太陽の動き
に対応できず、日差しの運動に連動して動く追跡機能を備えると、設置コストが増加し、
エネルギーが損失され、モータ手段、ベアリング部位の動的な部位があるため、時間が経
つにつれて故障の原因となり、寿命短縮の原因となる。
【背景技術】
【００１５】
　本発明は、原出願、優先権主張１、優先権主張２の情報を述べて参考にする。
【００１６】
　原出願、発明の名称：木形の太陽電池モジュール、出願番号：韓国１０－２０１０－０
１２２３８０、出願日：２０１０年１２月３日）であり、
【００１７】
　優先権主張出願、発明の名称：木形の太陽電池モジュール、出願番号：韓国 １０－２
０１０－０１２５２９４、出願日：２０１０年１２月９日である。
【００１８】
　優先権主張出願、発明の名称：木形の太陽電池モジュール、出願番号：韓国 １０－２
０１１－００５６５５２、出願日：２０１１年６月１１日である。
【００１９】
　以下、韓国の ＫＩＰＲＩＳ検索システムから検索できる特許を述べる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２０】
【特許文献１】発明の名称：葉形太陽電池が備えられた木形発電システム、公開番号：１
０－２０１０－００４７９９９、公開日付：２０１０年５月１１日。
【特許文献２】発明の名称：木形の太陽光発電装置、公開番号：１０－２０１１年００３
０３９２、公開日付：２０１１年３月２３日。
【特許文献３】日本公開特許公報２００４－２８１７８８（２００４年１０月７日）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　太陽発電モジュールが、枝形モジュール、木柱形モジュールを作製し、それらの組み合
わせ形態の木形の太陽電池モジュールを作製することである。
【００２２】
　木形の太陽電池モジュールが電柱、街灯の役割を果たすことと、風の影響にて動く動的
な構成がないようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　上記の解決課題として、金属、コンクリート、木材、セラミック、プラスチックなどの
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素材のうち一つの素材で、長さが約２ｍ乃至３ｍの三角枠を作り、三角枠の３つの各面に
太陽電池を収納して組み立て太陽電池が備えられた三角枝形モジュールを構成する。
【００２４】
　長さが約６ｍ乃至１０ｍの八角枠を作り、八角枠の８つの各面に太陽電池を収納して組
み立て太陽電池が備えられた木柱形モジュールを構成する。
【００２５】
　上記三角枝形モジュールの一端部には、木柱形モジュールの側面の外周に固定すること
ができる固定板が備えられている。
【００２６】
　上記木柱形モジュールの側面外周には、三角枝形モジュールを固定することができるナ
ット孔手段が一定間隔で配列して備えられている。
【００２７】
　上記三角枝形モジュール、木柱形モジュールは、三角枠、四角枠、五角枠、六角枠、七
角枠、八角枠、円形枠を含む多角形枠の形態にすることができる。
【００２８】
　上記三角枝形モジュール、木柱形モジュールは、三角枠、四角枠、五角枠、六角枠、七
角枠、八角枠、円形枠を含む多角形枠の各面には、太陽電池の収納組立を容易にするため
、組立空間部が備えられる。
【００２９】
　上記三角枝形モジュール、木柱形モジュールは、三角枠、四角枠、五角枠、六角枠、七
角枠、八角枠、円形枠を含む多角形枠の内部に、中空の枠内部溝が備えられる。
【００３０】
　上記組立空間部には、太陽電池の配線を収納してまとめる配線収納溝が備えられる。
【００３１】
　上記配線収納溝において上記枠内部溝に一定間隔を置いて配列されて貫通した孔が備え
られる。
【００３２】
　上記組立空間部に太陽電池が収納・組立ての際に、配線収納溝に配線がまとめられ、配
線はまた枠内部溝にまとめられる。
【００３３】
　上記組立空間部に太陽電池が組み立てられた、木柱形モジュールの側面外周に備えられ
たナット孔に、上記三角枝形モジュールを組立固定して木形の太陽電池モジュールを構成
する。
【００３４】
　上記木形の太陽電池モジュールの上段部の一部に電柱の構成部品の腕金、変圧器を設置
して電柱の機能を有する。
【００３５】
　上記三角枝形モジュール木モジュールの一面にＬＥＤモジュールを組立構成して街灯の
機能を有する。
【００３６】
　上記木形の太陽電池モジュールの三角枝形モジュールには、葉状の太陽電池を使用しな
いため、風に揺れる部分が無い。
【発明の効果】
【００３７】
　木形の太陽電池モジュールは、傾斜が激しい山や、または平地に関係なく、日差しのさ
す所をわざわざ開墾して、平らに整える必要はなく、木を植えるのと類似な作業で設置す
ることができる。
【００３８】
　設置する所が山であれば、設置する所の周囲に直接当たる木の他には、周りの小さい木
は切らずにモジュールを設置することができ、山林の緑地を損なうことがない。
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【００３９】
　木形の太陽電池モジュールが設置されている周りの野や平地では、草が生えることがで
き、牧場、農事のできる良い環境であるため、新再生エネルギーとして自然と調和する。
【００４０】
　砂漠地域に設置すると、熱い地面から高く離れて備えられるため、地面の輻射熱に影響
されないため、高い温度による効率の低下が起こらない。
【００４１】
　中国の砂漠化が非常に早い速度で進んでいるが、本発明の木形の太陽電池モジュールを
設置すると、風に対して抵抗を作り風の強さを緩めることができ、それによって砂の移動
性が制限され、植物の生える環境を作るのに非常に役立つ。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】ａは三角枝形モジュール１００の斜視図を示した図面であり、ｂは三角枠１０の
断面を示した図面であり、ｃは太陽電池１８の組立過程を示した断面図である。
【図２】ｄは四角枝形モジュール１１０の斜視図であり、ｅは菱形枝形モジュール１２０
の斜視図であり、ｆは四角枠１０ａの断面図であり、ｇは太陽電池簡単モジュール２２を
組み立てる過程の断面図である。
【図３】ｈは六角枠１０ｂの断面図であり、ｋは太陽電池簡単モジュール２２の組立過程
の断面図である。
【図４】ｍは円形枝形モジュール１３０の斜視図であり、ｎは円形枠１０ｄの断面図であ
り、pは太陽電池簡単モジュール２２ｄの組立過程斜視図である。
【図５】ｑは三角支柱手段４０とモジュール補助枠手段５０と太陽電池簡単モジュール２
２の組立過程を示した平面図であり、ｒは斜視図である。
【図６】ｓは三角支柱手段４０と角のある端部５５ｂを有したモジュール補助枠手段５０
と太陽電池簡単モジュール２２の組立過程を示した平面図であり、ｔは斜視図である。
【図７】ｕは八角支柱手段４０ｃとモジュール補助枠手段５０と太陽電池簡単モジュール
２２を組み立てる過程を示した平面図であり、ｖは斜視図である。
【図８】ｗは円形支柱手段４０ｄとモジュール補助枠手段５０ｂと太陽電池簡単モジュー
ル２２の組立過程を示した平面図であり、ｘは斜視図である。
【図９】ｙは円形支柱手段４０ｄとモジュール補助枠手段５０ｂと太陽電池簡単モジュー
ル２２ｃの組み立てる過程を示した平面図であり、ｚは斜視図である。
【図１０】ａ１は枝モジュール枠６０に太陽電池簡単モジュール２２を組み立てる平面図
であり、ｂ１は斜視図である。
【図１１】ｃ１は枝モジュール双枠６０ａに太陽電池簡単モジュール２２を組み立てる過
程の平面図であり、ｄ１は斜視図である。
【図１２】ｅ１は枝モジュール複数枠６０ｂに太陽電池簡単モジュール２２を組み立てる
過程の平面図であり、ｆ１は斜視図である。
【図１３】ｇ１は枝モジュール枠カーブ状６０ｄに太陽電池簡単モジュール２２ｄを組み
立てる過程の平面図であり、ｈ１は斜視図である。
【図１４】支え手段８５に木柱形モジュール２００を固定する過程と、支え手段８５の配
線構成部８８において配線手段８９が土の中に配線されることを示した一部透視図である
。
【図１５】図１４において支え手段８５に木柱形モジュール２００を固定し、支柱端部８
３に避雷針１を構成して示した一部透視図である。
【図１６】木柱形モジュール２００の一部を拡大して示した斜視図である。
【図１７】木柱形モジュール２００に菱形枝形モジュール１２０を組み立て木形太陽電池
モジュール４００を完成して示した図面である。
【図１８】図１７において菱形枝形モジュール１２０が組み立てられた一部を拡大して示
した斜視図である。
【図１９】木柱形モジュール２００に枝締結口９０を組み立てる過程の斜視図である。
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【図２０】図１９において木柱形モジュール２００に枝締結口９０を組み立て示した斜視
図である。
【図２１】図２０において枝締結口９０の各連結部９２に菱形枝形モジュール１２０を組
み立て示した斜視図である。
【図２２】枝締結口９０を利用して作った木形太陽電池モジュール５００を示した図面で
ある。
【図２３】木柱形モジュール２００に枝形モジュールを組み立てることができる一体式支
持台３５、固定板３６を説明する図面である。
【図２４】電柱横枠手段２を備えて電柱、信号灯、街灯の役割を備えた木形太陽電池モジ
ュール６００を示した斜視図である。
【図２５】木形太陽電池モジュール６５０は、木柱形モジュール２００の下段部の一側以
上の部位の固定部７８において内部空間部がある木植木鉢７７を固定させて一体化し、空
間部に実際に生きている木の根を植えて太陽発電と街路樹の役割をする木形太陽電池モジ
ュール６５０を示した図面である。
【図２６】ｋ１は木太陽電池モジュール７００の斜視図であり、ｍ１は枝モジュール１４
０の一部を拡大して示した斜視図である。
【図２７】ｎ１は木太陽電池モジュール７１０の斜視図であり、p１は枝モジュール１５
０の一部を拡大して示した斜視図である。
【図２８】ｑ１は木太陽電池モジュール７２０の斜視図であり、ｒ１は枝モジュール１６
０の一部を拡大して示した斜視図である。
【図２９】ｓ１は木太陽電池モジュール７３０の斜視図であり、ｔ１は枝モジュール１７
０の一部を拡大して示した斜視図である。
【図３０】木太陽電池モジュール７３０の平面図である。
【図３１】枝モジュール１７０の数を多く組み立てて作った木太陽電池モジュール７３０
の斜視図である。
【図３２】図３０の木太陽電池モジュール７３０の平面図である。
【図３３】ｔは三角枝形モジュール１００、四角枝形モジュール１１０、菱形枝形モジュ
ール１２０、円形枝形モジュール１３０などを木柱形モジュール２００に組立設置すると
き、上向きに位置するように設置されることを図示した図面であり、ｕは水平に設置され
ることを説明する図面であり、ｖは下向きに設置されることを説明する図面である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　以下、本発明の構成及び実施例を添付の図面より詳しく説明する。図１においてａは、
三角枝形モジュール１００の斜視図である。三角模様の支柱枠の３つの面に日差しを受け
て発電する太陽電池を組み立て、三角枝形モジュール１００を構成し、三角枝形モジュー
ル１００は、今後説明する木柱形の木柱形モジュール２００の周りに配列して枝のように
組立固定して木形の太陽電池モジュールを作製する構成品である。
【００４４】
　図１のａ、ｂ、ｃを参照すると、三角枝形モジュール１００の構成要素である三角枠１
０は、押出し、成形、組立、または切削加工などで作製することができ、素材は、アルミ
ニウム、ステンレスを含んだ金属類、ガラス、コンクリートを含んだセラミック類を使用
することができ、プラスチックを含む樹脂、ビニル樹脂などとその複合材料で使用するこ
とができ、さらに木材までも使用することができ、コンクリートを使用する場合、成形枠
にセメントと配合したコンクリート材料を入れて成形するとき、強度を高めるため、鉄筋
及び鉄糸、鉄網などの組み合わせで骨格を作ることができ、また、木材のような場合は、
湿気が吸収されないように、防水薬品を処理して、湿気は勿論、害虫までも侵害しないよ
うに措置をして使用することができる。
【００４５】
　三角枠１０の各３つの面に約５ｍｍ乃至１０ｍｍの深さの溝が備えられて組立空間部１
２を備えるが、これは太陽電池を組み立てるためのもので、面積を大きくするために各３
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つの面において可能な限り大きな面積に備え、各角部１１の両端は低くなった組立空間部
１２によって相対的に突出する突出段差１３が備えられて組立空間部１２に比べて逆に突
出することとなる。
【００４６】
　三角枠１０の内部には枠内部溝１６が備えられるが、本発明の図示もまた三角形で図示
されている。しかし、製造するときには円形を含む多角形に作成することができるか、ま
たは、枠内部溝１６無しで満たされた三角枠１０を作製することもできることを明らかに
する。ところが、本発明の構成では、枠内部溝１６があった方が配線の整理に有利であり
、その形と、大きさは三角枠１０の素材に応じて強度を保つための設計によって選択的に
決めて使用することができる。
【００４７】
　組立空間部１２には枠内部溝１６の方向に低くなった一つ以上の配線収納溝１４が備え
らるが、組立空間部１２に太陽電池を組み立てるとき、太陽電池の電気配線の整理をする
ための溝手段である。
【００４８】
　本図面に図示されてはいないが、三角枠１０の長さ方向、すなわち、図面ａにて参照し
て説明すると、三角枝形モジュール１００のモジュール端部２３から固定部２６の長さ方
向に該当する方向に、三角枠１０の配線収納溝１４から枠内部溝１６と貫通される孔が一
定の距離ごとに配列されて備えられ、組立空間部１２に組み立てられる太陽電池の配線を
配線収納溝１４にまとめ、再び貫通孔を通じて枠内部溝１６の内部に収めてまとめること
ができる。
【００４９】
　三角枠１０の一端部には、後に説明する木柱形モジュール２００の外周に枝のように組
み立てるとき、組立手段として使用される固定板２４が備えられ、固定板２４と三角枠１
０の固定部２６に固定されて一体化される角度と方向に応じて、固定板２４の垂直角度に
対する三角枠１０の角度と三角面の方向が決められる。
【００５０】
　固定板２４が木柱形モジュール２００の外周に枝のように組み立てられるとき、垂直に
組み立てられるため、固定板２４と三角枠１０の固定部２６の組立角度と方向によって三
角枠１０が上向きに押し上げられて備えられることもでき、水平に備えられることもでき
、または、下向きに備えられることができる。
【００５１】
　従って、木柱形モジュール２００に完成した三角枝形モジュール１００を組み立て固定
するとき、木柱形モジュール２００の垂直に対する三角枝形モジュール１００の設置固定
された位置が、上向き、水平、下向きの方向性が決められ、その角度は、木柱として使用
される木柱形モジュール２００の垂直材料の特性の１８０度より小さい範囲以内の角度に
選択して製造できることが明らかである。
【００５２】
　三角枠１０に太陽電池が組み立てられて完成した三角枝形モジュール１００を木柱形モ
ジュール２００に組み立てたとき、三角枠１０の３つの面がそれぞれ０度、１２０度、２
４０の方向に位置するようにするか、または６０度、１８０、３００度の方向に位置する
ように選択して製造することができ、製造者の選択によって３６０度の全方向から選択し
て備えることができるように、固定板２４の方向を決めて固定することができ、三角枠１
０に組み立てられる太陽電池簡単モジュール２２の向く方向が日差しの良い方向に組み立
てることができる。
【００５３】
　固定板２４は、木柱形モジュール２００に固定することができる板の手段であって、固
定板２４の縁には木柱形モジュール２００に固定される固定孔２７が貫通して複数備えら
れる。
【００５４】
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　上記固定板２４の中央の一部に貫通する配線孔２５が備えられて三角枠１０の枠内部溝
１６と連結される。
【００５５】
　太陽電池簡単モジュール２２の構成要素である太陽電池１８の各電気配線２０が配線収
納溝１４にまとめられ、枠内部溝１６にまとめられて、再び固定板２４の配線孔２５から
引き出して、配線孔２５から出た配線を連結配線３０と名称し、その端部には連結プラグ
３１が備えられる。
【００５６】
　固定板２４の形が本発明の図示された図面には直四角形に図示されて説明されており、
製造するときには四角形の模様をすることができ、円形を含んだ多角形状に作製すること
ができる。
【００５７】
　本発明に図示されてはいないが、固定板２４が円形の支柱に固定できるように半円の一
部模様があり、それに対応する径に該当する支柱に設置が容易であるようにすることがで
きる。
【００５８】
　本発明に図示されてはいないが、固定板２４の代わりに三角枝形モジュール１００の一
端部に突出した雄螺子を備えることができ、または雌螺子を備えることができ、螺子手段
で組み立てることができ、この際には、木柱形モジュール２００の周りに対応する雄螺子
、または雌螺子が備えられて螺子組立手段として使用されることができる。
【００５９】
　図面ｃを参照すると、上記の三角枠１０の組立空間部１２に、シート１７、太陽電池１
８、投光ガラス１９などを組立固定する過程の断面図であり、三角枠１０の組立空間部１
２にシート１７をまず組み立て、太陽電池１８を収納し、配線２０を配線収納溝１４に、
枠内部溝１６にまとめて、投光ガラス１９で覆って固定する過程を繰り返して長い枝形の
モジュールを構成することができる。
【００６０】
　上記シート１７、太陽電池１８、投光ガラス１９の固定は、組立空間部１２の縁である
突出段差１３に、接着手段を使って接着工程にて固定し、固定と防水処理が共になされる
ようにする。
【００６１】
　上記、シート１７、太陽電池１８、投光ガラス１９の産業現場にて良く知られている一
般的な構成要素についての具体的な説明は省略する。
【００６２】
　図面に図示されてはいないが、上記シート１７、太陽電池１８、投光ガラス１９の一部
に螺子孔を構成しておいて、また、それに対応する組立空間部１２に螺子孔を構成して螺
子手段にて組み立てて使用することができるが、接着手段で接着固定することが組立に有
利であり、接着手段はシリコンを含む産業で使用する接着剤手段を使うことができる。
【００６３】
　上記の説明のように、シート１７、太陽電池１８、投光ガラス１９を三角枠１０手段に
それぞれ別途に順次に組み立てて三角枝形モジュール１００を作製する方法があり、さら
に効果的で、早くて正確な組立作業を行うために、予めシート１７、太陽電池１８、投光
ガラス１９を組み立てモジュール化して太陽電池簡単モジュール２２を作って使用するこ
とができる。
【００６４】
　以下の説明では、説明を簡単明瞭にするため、太陽電池簡単モジュール２２、または、
太陽電池簡単モジュール２２ｄで図示して説明することがある。
【００６５】
　すなわち、三角枠１０の組立空間部１２に組み立てられる太陽電池手段は、事前に組み
立てて作った太陽電池簡単モジュール２２を構成しておき、組立空間部１２に組み立て固
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定するもので、簡単で、正確で、かつ、速やかに三角枝形モジュール１００を作製するこ
とができる。
【００６６】
　上記説明に参照された図１の図面ｂは三角枠１０の断面図であり、図面ｃは三角枠１０
の組立空間部１２にシート１７、太陽電池１８、投光ガラス１９、または太陽電池簡単モ
ジュール２２が組み立てられる過程であって、三角枝形モジュール１００を作っていく過
程を断面図で図示して説明している。
【００６７】
　上記説明と、以下の説明において、三角枠１０は、組立空間部１２に太陽電池１８、ま
たは、太陽電池簡単モジュール２２が組み立てられていない枠手段を指し、三角枝形モジ
ュール１００は、三角枠１０の組立空間部１２に太陽電池１８、または、太陽電池簡単モ
ジュール２２が組み立てられ、一端部の固定板２４が備えられ、固定板２４の配線孔２５
で連結配線３０とその端部に連結プラグ３１が備えられたことを指す。
【００６８】
　上記の説明のとおり作られた三角枝形モジュール１００において、三角枠１０の長さは
、作製しようとする木形の太陽電池モジュールの大きさによって選択して製造することが
でき、また、三角枠１０の素材の強度に応じて変わることもできる。
【００６９】
　設置されたときに構造的に安定し、強い風にも曲がることなく保つ程度の強度を有する
ようにすると共に、木柱形モジュール２００に比べて細過ぎず、かつ太過ぎないながらも
、視覚的にも調和している木形の太陽電池モジュールになることができるように、その太
さと長さは製造するときに選択して製造できることが自明である。
【００７０】
　三角枠１０の太さの大きさは、太陽電池セルの大きさにて決めることができ、すなわち
、市販されている標準の太陽電池セルの大きさを基にして、組立空間部１２を合わせる形
で設計されることができる。
【００７１】
　例えば、太陽電池セルの横と縦の大きさが１５６ｍｍ、１５６ｍｍ、を使用する場合、
または太陽電池簡単モジュール２２の幅が１５６ｍｍの際に、組立空間部１２の幅の広さ
は約１６０ｍｍにすることができ、三角枠１０の突出段差１３から角部１１までの距離が
約２０ｍｍであるとすれば、三角枠１０の１面において角部１１と角部１１の幅が２０ｍ
ｍ＋１６０ｍｍ＋２０ｍｍの合計２００ｍｍのような大きさに作られることができ、三角
枝形モジュール１００を作製する三角枠１０の太さとなる。
【００７２】
　三角枠１０の長さは、組立空間部１２に太陽電池１８の横と縦の大きさが１５６ｍｍ、
１５６ｍｍを組み立てるか、太陽電池簡単モジュール２２にて組み立て使用するとき、組
み立てられる太陽電池１８の数量によって決められ、すなわち、太陽電池１８の組み立て
られる数量を１０個使用すると、１５６０ｍｍに固定板２４の長さまで加算して三角枠１
０の長さは約１６００ｍｍの長さを有することができる。
【００７３】
　結果として、三角枝形モジュール１００の長さは、製造者の選択によって組み立てられ
る太陽電池１８の数量によって三角枝形モジュール１００の長さが決められる。
【００７４】
　上記説明において組立空間部１２に組み立てられる太陽電池簡単モジュール２２の代わ
りに、太陽電池簡単モジュール２２の大きさに組み立てられたＬＥＤモジュールを一つの
組立空間部１２に組み立てることができる。
【００７５】
　上記組立空間部１２にＬＥＤモジュールが組み立てられた三角枝形モジュール１００に
おいて、ＬＥＤモジュールが組み立てられた面が下方向に方向を決めて今後説明される柱
形モジュールに枝のように設置し、暗い夜にＬＥＤモジュールを点灯すると街灯の役割を
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果たすようにできることが自明である。
【００７６】
　または、上記１面の組立空間部１２にＬＥＤモジュールではない光を反射することがで
きるガラスミラー、またはアルミニウムが蒸着して作られた反射フィルムなどを使用した
反射モジュールを組み立てることができる。
【００７７】
　上記１面の組立空間部１２に組み立てられた反射モジュールの位置が下方向に方向を決
めて今後説明される柱形モジュールに枝のように設置すると、すぐ下に設置されている三
角枝形モジュール１００の太陽電池簡単モジュール２２に光を反射させて発電効率を高め
、製造コストを減らすことができる。
【００７８】
　三角枝形モジュール１００のモジュール端部２３は、日差しの良い所の部位であるため
、それに対応して小さく組み立てられた太陽電池簡単モジュール２２を組み立て備えるこ
とができる。
【００７９】
　また、上記モジュール端部２３に太陽電池簡単モジュール２２の代わりにＬＥＤモジュ
ールを組立備えて、夜にＬＥＤを点滅して各三角枝形モジュール１００の識別などができ
ることが自明である。
【００８０】
　三角枝形モジュール１００の配線収納溝１４からまとめられた各太陽電池１８、または
太陽電池簡単モジュール２２の配線２０を枠内部溝１６に貫通した孔を介して枠内部溝１
６に再びまとめて、その端を固定板２４の配線孔２５から引き出した連結配線３０であり
、その端部に連結プラグ３１が備えられる。
【００８１】
　上記連結プラグ３１の用途は、今後説明される木柱形モジュール２００に備えられた連
結ソケット３４に電気的に連結できることとなる。
【００８２】
　三角枝形モジュール１００は、枝形の太陽電池モジュールとして使用され、風に揺れな
いように葉が無いという特徴があり、作製しようとする木形の太陽電池の大きさによって
、その太さと長さを選択して製造する方式で、小さい大きさ、または大きい大きさの木形
の太陽電池モジュールを作製することができる。
【００８３】
　木形の太陽電池モジュールを大型にする際には、本発明に図示されてはいないが、三角
枝形モジュール１００と同じ原理と類似な模様で作られたさらに小さい形態の小枝形モジ
ュールを、三角枝形モジュール１００の側面に、木の枝に付いている小枝のように小枝形
モジュールを固定して設置することができるが、風の抵抗が大きくなるという短所があり
、陰ができるという短所があり、製造コストが高くなるという短所があるため、実際に製
造して使用するのに多くの短所として作用するため、本発明では図示せず説明を簡単にし
ているが、製造するときに必要とする場合、小枝形の小枝形モジュールを構成できること
を明らかにする。
【００８４】
　太陽電池簡単モジュール２２の受光部、すなわち投光ガラス１９の日差しの当たる部位
である外部には、自己洗浄機能を有するようにして埃を始めとする異物が用意にとれるよ
うにし、蓮の花の構造のような微細な突起があるようにするか、または自己洗浄のできる
コーティング剤をコーティングして自己洗浄機能があるようにすることができることを明
らかにする。
【００８５】
　上記自己洗浄がある蓮の花の構造のような微細な突起、自己洗浄のできるコーティング
剤は、産業現場で既に使用している技術であり、一般の構成要素に関する具体的な説明は
省略する。
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【００８６】
　図２のｄを参照すると、四角枝形モジュール１１０の斜視図である。先に説明した三角
枝形モジュール１００と同じ方式で作製され、その相違点としては、三角枠１０と四角枠
１０の相違である。
【００８７】
　図２のｄ、ｅ、ｆ、ｇを参照すると、上記の三角枠１０と同様に、四角枠１０ａの４つ
の面に、約５ｍｍ乃至１０ｍｍの深さの溝が備えられて組立空間部１２を備えるが、これ
は太陽電池を組み立てるためのもので、各角部１１の両端は、低くなった組立空間部１２
によって相対的に突出する突出段差１３が備えられて組立空間部１２に比べて逆に突出す
ることとなる。
【００８８】
　上記三角枠１０と同様に、四角枠１０ａの内部には枠内部溝１６が構成されており、組
立空間部１２から枠内部溝１６の方向に低くなった一つ以上の配線収納溝１４が備えられ
、本図面に図示されてはいないが、四角枠１０ａの長さ方向に一定距離ごとに配列されて
配線収納溝１４から枠内部溝１６に貫通する孔が備えられる。
【００８９】
　上記四角枠１０ａの一端部には、今後説明する木柱形モジュール２００に組み立てられ
る手段として使用される固定板２４が備えられ、固定板２４と四角枠１０ａの一端部、固
定部２６に固定される角度の方向によって四角枠１０ａの角度と四角面の方向が設定され
る。
【００９０】
　すなわち、上記四角枠１０ａの固定板２４の垂直に対する角度によって、四角枠１０ａ
が固定部２６から上向きに引き上げられて備えられることができ、水平に備えられること
ができ、または、下向きに備えられることができる。
【００９１】
　上記四角枠１０ａで作った四角枝形モジュール１１０を今後説明される木柱形モジュー
ル２００に枝のように組み立て固定するとき、木柱形モジュール２００が木柱のように垂
直に立てられ、その周りの外部に四角枝形モジュール１１０の設置固定された位置が、上
向き、水平、下向きの方向性が決められる。
【００９２】
　図２のｄを参照すると、四角枝形モジュール１１０は、四角形の四角枠１０ａの一端部
に備えられた四角形の固定板２４の方向と同じ四角形の方向に固定して備えられたもので
、木柱形モジュール２００に設置されたとき、四角枝形モジュール１１０の４つの面に組
み立てられている太陽電池簡単モジュール２２のうち、２つの対称する方向が上方向と下
方向、すなわち０度と１８０度の方向に位置し、さらに異なる２つの対称する方向が両側
、すなわち９０度、２７０の方向に位置するように固定板２４が備えられたものである。
【００９３】
　図２のｅを参照すると、四角形の四角枠１０ａを４５度立てて菱形の模様にして、四角
形の固定板２４に固定して作った菱形枝形モジュール１２０を示したもので、これもまた
先に説明した三角枝形モジュール１００、四角枝形モジュール１１０と組立過程は同じで
あるが、木柱形モジュール２００に組み立てた際に、太陽電池簡単モジュール２２が向く
方向の角度が４５度、１３５度、２２５度、３１５度に位置するように、四角枠１０ａと
固定板２４の方向が同じ四角形の方向から角度を４５度ずれて固定して備えられるように
図示して説明しているが、必要な場合、３６０度の全方向で必要な方向に位置するように
して固定板２４を固定することができる。
【００９４】
　図２のｆ、ｇを参照すると、四角枠１０ａの組立空間部１２にシート１７、太陽電池１
８、投光ガラス１９を組み立てるか、太陽電池簡単モジュール２２を組み立てて四角枝形
モジュール１１０、または菱形枝形モジュール１２０を組み立てる過程の図面であって、
先に説明した三角枝形モジュール１００の組立過程と同じであるため省略する。
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【００９５】
　図３のｈを参照すると、六角枠１０ｂは六角形状の枠であり、上記説明において三角枠
１０、四角枠１０ａの説明と同じ原理であり、面の数がより多い多角形状の枠において、
六角枠１０ｂの各六各面に太陽電池が組み立てられる組立空間部１２と内部に枠内部溝１
６が備えられており、組立空間部１２から１つ以上の配線収納溝１４で備えられ、配線収
納溝１４から枠内部溝１６に貫通する孔を有する。
【００９６】
　図３のｋを参照すると、上記の三角枠１０、四角枠１０ａの説明と同じ方式で、六角枠
１０ｂの組立空間部１２にシート１７、太陽電池１８、投光ガラス１９、または太陽電池
簡単モジュール２２を組み立てる過程で、六角木枝モジュール、または六角形状の木柱形
モジュール２００を作製する。
【００９７】
　すなわち、上記の説明は、三角形、四角形、五角形、六角形を含む多角形状の枠の各面
に組立空間部１２が備えられ、内部には枠内部溝１６があり、組立空間部１２には配線を
まとめることのできる配線収納溝１４が備えられ、各枠の両端の長さ方向に一定間隔に配
列されて枠内部溝１６と配線収納溝１４と貫通した孔が備えられ、組立空間部１２に太陽
電池簡単モジュール２２を組み立てモジュール化して枝形モジュール、柱形モジュールと
して使用することができる。
【００９８】
　三角形、四角形の枠は枝形モジュールに適し、五角形、六角形の枠は木柱形モジュール
として使用することが有利であり、その理由は、同じ大きさの太陽電池セルを使用した場
合、三角形状、四角形状、六角形状によってその周りの大きさ、すなわち太さが異なるた
めであり、周りが大きいと枝モジュールより柱モジュールとして使用することが有利であ
る。
【００９９】
　従って、大きい木形の太陽電池モジュールを作製するときは、枝モジュールに五角形、
六角形、形を含むそれより大きい多角形を選択することができるが、小さい大きさの木形
の太陽電池モジュールを作製するときは、三角形、四角形の枝モジュールを使用すること
ができ、小さい木形の太陽電池モジュールで六角形の枝モジュールを必ず使用しなければ
ならないときには、ウェーハを小さい形に作製し、セル工程で太陽電池を作って使用する
か、標準大きさのセルに電極印刷の工程で細分化させレーザーにて切断して小さいセルに
大きさを減らして使用することができる。
【０１００】
　図４のｍ、ｎ、pを参照すると、円形枠１０ｄは、内部に枠内部溝１６ｄが備えられた
円形の長い棒状の枠において、外周部の周りの表面に一定間隔に配列して突出段差１３を
おいて、その間に約５ｍｍ乃至１０ｍｍ低くなった組立空間部１２ｄが備えられ、組立空
間部１２ｄは、面は円形枠１０ｄの円形の周りのように丸い形になっており、その中間部
の間に中心側、すなわち枠内部溝１６ｄの方向に低くなった配線収納溝１４ｄが備えられ
ており、配線収納溝１４ｄと、枠内部溝１６ｄには、互いに貫通した孔が円形枠１０ｄの
両端の長さ方向に一定間隔で複数配列されて備えられる。
【０１０１】
　上記組立空間部１２ｄに先に説明した方式で、太陽電池簡単モジュール２２ｄを円形枠
１０ｄの組立空間部１２ｄに組み立て、その縁と突出段差１３に接合手段で固定し、太陽
電池簡単モジュール２２ｄが組み立て空間部１２ｄの丸い形に対応する丸い形に作って組
立が容易であるようにして組み立てる。
【０１０２】
　太陽電池簡単モジュール２２ｄは、組立空間部１２ｄの丸い形に対応する丸い模様から
なるシート太陽電池、投光ガラスをモジュール化して作られた太陽電池簡単モジュール２
２ｄである。
【０１０３】
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　一定な長さを有した円形枠１０ｄにおいて、一端部に固定板２４を上記説明したように
構成し、その外部の周りに太陽電池簡単モジュール２２ｄを組み立てた円形枝形モジュー
ル１３０は、枝モジュールとして使用することができ、または固定板２４の代わりに今後
説明される垂直に固定することができる手段である固定板８１を構成して木柱形モジュー
ル２００として使用することができ、木柱モジュールは今後詳しく説明する。
【０１０４】
　上記で説明した三角形、四角形、五角形、六角形、及び円形を含む多角形状の枠の外部
の面に、組立空間部、配線収納溝が備えられ、中心部に枠内部溝が備えられた各枠手段に
、シート、太陽電池、投光ガラス、または太陽電池簡単モジュールを組立空間部に組み立
て、その縁と突出段差に防水できる接着剤を接着固定し、配線は配線収納溝にまとめ、枠
内部溝から引き出して枠手段の一端部、すなわち固定板が備えられた方の配線孔へ引き抜
き、その端部に連結プラグ３１を備えて多角形状を有した枝モジュールを作製することが
でき、各枠手段の一端部に、側面に固定する固定板の代わりに、底に固定することができ
る固定板８１が構成されると、柱モジュールとして使用できることを説明した。
【０１０５】
　図５のｑ、ｒを参照して、以下にさらに異なる実施例を説明すると、三角支柱手段４０
は、面部４２に組立空間部１２、配線収納溝１４が備えられず、中心部に三角形状の内部
空間部４１が備えられており、３つの各面部４２には、内部空間部４１の方向に螺子手段
で組み立てられるように備えられた螺子孔５８が備えられ、また、図面に図示されてはい
ないが、面部４２から内部空間部４１に貫通する孔があって、今後面部４２に組み立てら
れる太陽電池簡単モジュール２２において内部空間部４１に配線をまとめることができる
。
【０１０６】
　上記三角支柱手段４０は、金属類、木材、プラスチック類、ビニル樹脂類、コンクリー
トを含んだセラミック類の素材であることができ、作製しようとする太陽電池の枝モジュ
ール、または柱モジュールの大きさによってその長さを長く、または短くして所望の大き
さに作って使用することができる。
【０１０７】
　上記三角支柱手段４０を枝モジュールとして使用するときには、一端部に固定板２４を
固定し、柱モジュールとして使用するときには、一端部に垂直に立てて固定することがで
きる固定板８１を構成して使用し、面部４２に太陽電池簡単モジュール２２が組み立てら
れたモジュール補助枠手段５０を組立固定して使用することとなる。
【０１０８】
　モジュール補助枠手段５０は、三角支柱手段４０の面部４２に密着して組み立てられ、
モジュール補助枠手段５０の幅の長さが三角支柱手段４０の面部４２の幅の長さ、すなわ
ち両端部５５と類似であるか、同じように作って組み立てが容易であるようにし、長さは
三角支柱手段４０の長さと同じく備えられ、厚さは１０ｍｍ乃至２０ｍｍ程度であり、面
部４２に密着して組み立てられる後面５４は、凸凹のないように平らに備えられ、その反
対側には、後面５４方向に低くなる組立空間部１２が備えられ、組立空間部１２には配線
収納溝１４が備えられ、その両側に突出段差１３が備えられ、突出段差１３の端が端部５
５である。
【０１０９】
　上記モジュール補助枠手段５０は、幅の端部５５に比べて低い組立空間部１２が備えら
れて、端部５５の内側には相対的に高い突出段差１３ができ、組立空間部１２には多数の
配線収納溝１４が長さ方向に備えられて、配線を収納することができ、また、配線収納溝
１４から後面５４方向に貫通する螺子組立孔５３が備えられ、螺子組立孔５３は三角支柱
手段４０の螺子孔５８と同じ線上に備えられて固定螺子５９で組み立てられるようにする
。
【０１１０】
　上記モジュール補助枠手段５０の組立空間部１２には、太陽電池簡単モジュール２２が
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組み立てられる空間であり、三角支柱手段４０の面部４２にモジュール補助枠手段５０の
後面５４を密着させ、螺子組立孔５３で固定螺子５９を三角支柱手段４０の螺子孔５８に
締めて、三角支柱手段４０の各面部４２にモジュール補助枠手段５０を固定してから、組
立空間部１２に太陽電池簡単モジュール２２を組み立て、縁で突出段差１３と接着して固
定する。
【０１１１】
　本発明に図示されてはいないが、組み立てられたモジュール補助枠手段５０の配線収納
溝１４から三角支柱手段４０の内部空間部４１の中に連結される通路手段の孔を多数開け
て使用し、使用用途は、太陽電池簡単モジュール２２の配線をするとき、配線手段を三角
支柱手段４０の内部空間部４１の中にまとめて配線するためであることを明らかにする。
【０１１２】
　図５のｑ、ｒを参照して示すように、モジュール補助枠手段５０の端部５５が直角のと
き、三角支柱手段４０に組み立てると、各端部５５が集まるところが三角形の頂点をなす
ことができず、これは、組み立てられる三角支柱手段４０が四角形、五角形、六角形を含
む多角形状を使用しても同様である。
【０１１３】
　図６のｓ、ｔを参照して、三角支柱手段４０の三角形とまたは、多角形支柱手段の模様
によって端部５５の模様を合わせて製造しようとするとき、モジュール補助枠手段５０が
、端部５５ｂが後面５４に対して直角ではなく、１５０度の角度となっていて三角支柱手
段４０に組み立てるとき、各端部５５ｂが広がらず密着することとなる。
【０１１４】
　上記三角支柱手段４０は、三角形だけでなく、四角形、五角形、六角形を含む多角形状
に作製することができ、その例として以下に説明する。
【０１１５】
　図７のｕ、ｖを参照すると、八角支柱手段４０ｃで図示し、八角支柱手段４０ｃを含む
多角形状の支柱手段に組み立てられるモジュール補助枠手段５０の端部５５ｂの後面５４
に対して、角度は、三角形に組み立てるときは１５０度、四角形に組み立てるときは１３
５度、五角形の際には１２６度、六角形の際には１２０度、七角形の際には約１１５度、
八角形の際には１１２.５度、９角形の際には１１０度、１０角形の際には１０８度を有
する。
【０１１６】
　図８のｗ、ｘを参照すると、円形支柱手段４０ｄを使用する場合には、円形の外部の周
り、すなわち面部４２ｂの外周の値に対応する同じ周りの大きさをモジュール補助枠手段
５０ｂの後面５４ｂにも同様に作製して、モジュール補助枠手段５０ｂの後面５４ｂを円
形支柱手段４０ｄの面部４２ｂに付けると隙間無く密着して頑固に組み立てられる構成で
ある。
【０１１７】
　上記の円形支柱手段４０ｄを使用したにもかかわらず、モジュール補助枠手段５０ｂの
組立空間部１２及び突出段差１３に角があり、太陽電池簡単モジュール２２もまた、平ら
であるため、組み立てられたモジュールの数量によって角が作られる特徴があり、参照す
る図８のｗ、ｘにおいて、モジュール補助枠手段５０ｂを８つ使用して八角形をなしてお
り、各太陽電池簡単モジュール２２部が八角形面部に該当し、端部５５ｂが角部となって
全体として八角形の柱形をなすこととなる。
【０１１８】
　図９のｙ、ｚを参照すると、上記の円形支柱手段４０ｄを使用するとき、モジュール補
助枠手段５０ｂの組立空間部１２に組み立てられる太陽電池簡単モジュール２２ｃの最外
郭の投光ガラスが丸い形に構成して組み立てられた結果物が、円形の太陽電池柱モジュー
ルを作製するこができる。
【０１１９】
　上記説明において、円形支柱手段４０ｄが長さ方向、すなわち、両端部の径が同じ円柱



(20) JP 2013-544443 A 2013.12.12

10

20

30

40

50

形の円形支柱手段４０ｄとして説明したものであり、本発明に図示されてはいないが、も
し、円形支柱手段４０ｄがテーパ角を有した電柱のように、下段部の大きい径と上段部の
小さい径を有してその周りに差がある場合には、モジュール補助枠手段５０ｂの長さ方向
の両端部の幅の大きさがそれに対応するように構成することができる。
【０１２０】
　すなわち、下幅の大きさが上幅より大きく作られ、その大きさの差は、円形支柱手段４
０ｄの下段部と上段部の径の大きさの差から、各位置に組み立てられる部位に対する寸法
の差に対応して、モジュール補助枠手段５０ｂの上段部と下段部の幅の寸法が対応する寸
法を有するようにすることが自明である。
【０１２１】
　従って、円形支柱手段４０ｄが電柱のように下段部と上段部が周りの差がある手段であ
れば、そこに組み立てられるモジュール補助枠手段５０ｂは、上段部の幅の大きさと下段
部の幅の大きさが対応する異なる大きさの寸法で作られることが自明である。
【０１２２】
　上記説明において、モジュール補助枠手段５０ｂの両側の端部５５ｂにおいて、上段部
、下段部の大きさを異なるようにして、一側は広く、もう一側はそれより短くすることが
でき、それに対応させて端部５５ｂを含んだ組立空間部１２の上段部、下段部の幅まで大
きさが異なるように作製し、組立空間部１２に組み立てられる太陽電池簡単モジュール２
２、太陽電池簡単モジュール２２ｃ、または太陽電池簡単モジュール２２、太陽電池簡単
モジュール２２ｃの構成要素であるシート、太陽電池、投光ガラスまでも上段部、下段部
の幅の大きさが異なる、組立空間部１２に対応する幅の大きさを有するようにすることが
できることも自明であることを明らかにする。
【０１２３】
　図１０のａ１、ｂ１の図面を参照して、以下にさらに異なる実施例を説明すると、ａ１
は枝モジュール１４０の平面図であり、ｂ１は枝モジュール１４０の斜視図であり、枝モ
ジュール１４０の構成要素である枝モジュール枠６０は、単枠手段、すなわち一つの太陽
電池簡単モジュール２２を収納して組み立て固定される、組立空間部１２が一つ備えられ
た枠手段であり、柱モジュールとして使用できず枝モジュールとして使用することとなる
。
【０１２４】
　枝モジュール枠６０の厚さは、１０ｍｍ乃至２０ｍｍ程度であり、幅の広さ、すなわち
両端部６５は、組み立てられた太陽電池簡単モジュール２２によって大きさを相違にして
製造することができ、上記で説明した三角枠１０と同様に、組立空間部１２に組み立てら
れる太陽電池簡単モジュール２２の幅の大きさが約１５６ｍｍのとき、組立空間部１２の
幅の広さは約１６０ｍｍにすることができ、一側の突出段差１３と端部６５との間が２０
ｍｍであるとすると、両側が４０ｍｍとなり、組立空間部１２の幅の広さ１６０ｍｍと全
てを足して約２００ｍｍの大きさとなる。
【０１２５】
　上記枝モジュール枠６０の長さは、組立空間部１２に組み立てられる太陽電池簡単モジ
ュール２２に組み立てられた太陽電池の数から決められ、製造者の選択によって長さを決
めることができる。
【０１２６】
　上記枝モジュール枠６０の前面に、組立空間部１２には１つ以上の配線収納溝１４が備
えられ、端部６５の内側に組立空間部１２よりは高く段差がある突出段差１３によって組
立空間部１２が低く構成され、後面部の一部分である一体構成部６４において補強構成枠
６６が一体に備えられるため、円形の形で枝モジュール枠６０の長さ方向に備えられて同
じ長さを有し、その中心部に内部空間部６７が円形に備えられる。
【０１２７】
　上記枝モジュール枠６０の外部から内部空間部６７に貫通する多数の孔手段と、多数の
ボルト孔６８を備えて組立空間部１２に太陽電池簡単モジュール２２を収納・組み立ての
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際、配線整理と固定ボルトを満たすことができるようにし、また補強構成枠６６から内部
空間部６７に貫通するボルト孔６８は、内部空間部６７に、固定棒に挿入されたとき、ボ
ルト手段で締めて固定できるようにする。
【０１２８】
　上記枝モジュール枠６０の組立空間部１２に太陽電池簡単モジュール２２を上記説明方
式にて組み立てて枝モジュール１４０となる。
【０１２９】
　上記枝モジュール１４０を使用するときには、枝モジュール１４０の内部空間部６７に
、固定棒に嵌めて枝モジュール枠６０の組立空間部１２に組み立てられた太陽電池簡単モ
ジュール２２が上側にくるように、ボルト孔６８にボルト手段で固定させ、枝モジュール
として使用する。
【０１３０】
　上記枝モジュール１４０の補強構成枠６６の内部空間部６７に挿入される固定棒は、柱
形の支柱の外周に予め固定された棒手段であり、その固定棒に枝モジュール１４０の内部
空間部６７に挿入し、ボルト孔６８にボルト手段で固定して木形の太陽電池モジュールを
構成することができる。
【０１３１】
　すなわち、付け加えて説明すると、木形の柱と、その外周に幾層も枝模様の固定棒を配
列して固定して備え、それぞれの固定棒に枝モジュール１４０を組み立てると、木形の太
陽電池モジュールを構成することができる。
【０１３２】
　上記の説明において、補強構成枠６６、内部空間部６７の形は、円形だけでなく、多角
形状に作製することができ、それに組み立てられる固定棒は、内部空間部６７の模様に対
応して円形を含む多角形にすることができる。
【０１３３】
　図１１のｃ１、ｄ１を参照すると、ｃ１は枝モジュール１５０の平面図であり、ｄ１は
斜視図であり、枝モジュール１５０は上記枝モジュール１４０を応用したものであって、
一つの補強構成枠６６に２つの太陽電池簡単モジュール２２を収納して組み立てることが
できる枝モジュール双枠６０ａを作製したもので、太陽電池簡単モジュール２２を組み立
てることができる組立空間部１２が２つ備えられるため、重ね合っている突出段差１３の
角部６３において枝モジュール枠６０が１２０度の角で重なり合って構成されて枝モジュ
ール双枠６０ａが備えられる。
【０１３４】
　上記枝モジュール双枠６０ａは、２つの枝モジュール枠６０が１２０度の角で図示され
ているが、製造するとき１２０度より小さい角、または、大きい角を選択して作製できる
ことが自明である。
【０１３５】
　上記枝モジュール双枠６０ａは、２つの組立空間部１２を持って重ね合わせた角部６３
において１２０角をなしており、２つの組立空間部１２を有している枝モジュール双枠６
０ａの後面の一体構成部６４ａにおいて内部空間部６７が備えられた補強構成枠６６が一
体で同じ方向と同じ長さで備えられ、枝モジュール双枠６０ａの組立空間部１２から内部
空間部６７に貫通する配線整理孔と、ボルト孔６８が複数備えられ、使用例の説明は、上
記説明した枝モジュール１４０と同様である。
【０１３６】
　図１２のｅ１、ｆ１を参照すると、ｅ１は枝モジュール１６０の平面図であり、ｆ１は
枝モジュール１６０の斜視図であり、枝モジュール１６０は太陽電池簡単モジュール２２
を組立収納することができる組立空間部１２が３つ備えられた枝モジュール複数枠６０ｂ
を備え、上記説明した枝モジュール枠６０、枝モジュール双枠６０ａの複合の形態であり
、枝モジュール枠６０の形状がこのそれぞれの角部６３ａから１３５度の角で３つ組み立
てられて枝モジュール複数枠６０ｂが備えられ、枝モジュール複数枠６０ｂには組立空間
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部１２が１３５度の角をなして備えられる。
【０１３７】
　上記枝モジュール複数枠６０ｂの中間部において長さ方向に同じ長さを有した補強構成
枠６６が一体に備えられ、その部位を一体構成部６４ａと名称し、補強構成枠６６の中心
部の内部には内部空間部６７が備えられ、補強構成枠６６の一部分から長さ方向に、内部
空間部６７と開いている隙間空間７２を作り、その両側に突出する突出固定部７０、突出
固定部７１を備えて固定手段として使用し、すなわち突出固定部７０、突出固定部７１の
側面に多数の固定ボルト孔７３を備え、固定ボルト７４手段としてナットとともに組み立
てて締めると、突出固定部７０、突出固定部７１がその間に備えられた隙間空間７２だけ
締められる動作にて内部空間部６７が締められる結果が得られ、内部空間部６７に円形の
固定棒がある場合、締められて密着固定することとなる。
【０１３８】
　上記枝モジュール双枠６０ａのそれぞれの組立空間部１２に太陽電池簡単モジュール２
２を組み立てて枝モジュール１６０を作製することとなり、木形の太陽電池モジュールに
おいて枝モジュールとして使用される。
【０１３９】
　図１３のｇ１、ｈ１を参照すると、ｇ１は枝モジュール１７０の平面図であり、ｈ１は
斜視図であり、枝モジュール１７０の枝モジュール枠カーブ状６０ｄは組立空間部１２そ
の模様が円形の一部の模様としてアーチのようになっており、その表面に多数の配線収納
溝１４が備えられ、組立空間部１２ｄの両側には突出段差１３が端部６５ｄのように高く
備えられて相対的に組立空間部１２ｄが低く備えられる。
【０１４０】
　上記枝モジュール枠カーブ状６０ｄの後面の中心、すなわちアーチ状の中間部に、一体
構成部６４ｄから補強構成枠６６が一体に長さ方向に同じ長さに備えられ、内部には内部
空間部６７が長さ方向に備えられる。
【０１４１】
　上記補強構成枠６６の一部分において長さ方向に内部空間部６７と開いている隙間空間
７２を作り、その両側に突出する突出固定部７０、突出固定部７１を備え、突出固定部７
０、突出固定部７１の側面において、一定な間隔をおいて多数の固定ボルト孔７３、固定
ボルト７４を同じ線上に備えてボルト手段を締めることで、突出固定部７０、突出固定部
７１が締められ、内部空間部６７に挿入されている円形固定棒に固く固定することができ
る手段で、隙間空間７２だけ締められる動作で内部空間部６７において円形棒に固定され
る。
【０１４２】
　上記枝モジュール枠カーブ状６０ｄの組立空間部１２ｄに組み立てられる太陽電池簡単
モジュール２２ｄも組立空間部１２ｄのアーチ状に対応するアーチ形太陽電池は、薄膜型
太陽電池が有利な側面があり、結晶質太陽電池にするときには、ウェーハをアーチ状に成
形するか、切断工程で作製してセル工程で太陽電池を作って使用する。
【０１４３】
　上記で説明した各枝モジュール、各柱モジュールを長く作製するとき、目的に応じて長
さ方向に直線状に作ることができ、または緩い曲線に曲がるようにして、緩く曲がってい
る枝モジュール、または柱モジュールを作って自然な曲線に木形の太陽電池モジュールが
作られることができる。
【０１４４】
　または、小さい角の歪みを有することができ、または複合的に小さい反りと歪みを有す
ることができる。
【０１４５】
　各枝モジュール、柱モジュールを直線のみに作製すると、発電専用として使用すること
ができ、緩い曲線と、歪みを設けてきれいな造景木形の太陽電池モジュールを作って、都
心地と、住居地域の造景用木形の太陽電池モジュールを作って使用することができるため
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、太陽発電しながらも生活環境と調和するデザインを有することができる。
【０１４６】
　図１乃至図１３において、上記説明したそれぞれの枝モジュールと木柱モジュールを作
って設置する過程を以下に説明する。
【０１４７】
　上記の説明において、三角枠１０、または四角枠１０ａ、または六角枠１０ｂ、または
八角枠１０ｃ、または円形枠１０を含む多角形枠と、三角支柱手段４０、または四角支柱
手段４０ｂ、または八角支柱手段４０ｃ、または円形支柱手段４０ｄを含んだ多角形支柱
手段に、組立空間部１２、または組立空間部１２ｄなどに太陽電池簡単モジュール２２を
組み立て備えられ、一端部に固定板２４が備えられると枝モジュールとして使用され、一
端部に固定板８１が備えられると柱モジュールとして使用されることを上記で詳しく説明
した。
【０１４８】
　図１４乃至図１６を参照して、柱モジュール、すなわち木柱形モジュール２００につい
てさらに詳しく説明すると、木柱形モジュール２００の一端部に固定板８１が備えられ、
多数の補強板８２にて固定板８１と木柱形モジュール２００を支持し、各補強板８２の間
には組立ボルト孔が貫通して備えられる。
【０１４９】
　上記木柱形モジュール２００において、上記説明のそれぞれの枝形モジュールを固定す
る部位には、枝形モジュールの固定板２４の固定孔２７に対応するナット孔８４が貫通し
て備えられており、また、固定板２４の配線孔２５に対応する配線孔８０が空けられた枠
内部溝１６と連結される孔がある。
【０１５０】
　それぞれの配線孔８０には、別途の連結配線３３とその端部に連結ソケット３４が備え
られ、連結配線３３は木柱形モジュール２００の枠内部溝１６、または枠内部溝１６ｄ、
または内部空間部４１、または内部空間部４１ｂ、または内部空間部４１ｃ、または内部
空間部４１ｄに収納配線されたメイン配線３８で並列、または直列に電気的に連結され、
固定板８１の下部に引き出してまとめることができ、メイン配線３８の端部には連結プラ
グ３１が備えられる。
【０１５１】
　枠内部溝１６、または枠内部溝１６ｄ、または内部空間部４１、または内部空間部４１
ｂ、または内部空間部４１ｃ、または内部空間部４１ｄは、上記説明した三角枝形モジュ
ール１００、または四角枝形モジュール１１０、または菱形枝形モジュール１２０、また
は円形枝形モジュール１３０を含む多角形枝モジュール、多角形柱モジュールを木柱形モ
ジュール２００として使用したとき、その内部空間部である。
【０１５２】
　対地表層９０の下に一部埋められて支えられる支え手段８５の上段部の表面は、水平に
備えられ、固定板８１に備えられたボルト孔と対応するボルトが備えられており、連結配
線３９、連結ソケット３４が土の中の配線手段８９と連結されており、配線手段８９は負
荷側のインバータのようなコントロール手段に連結された配線手段である。
【０１５３】
　連結プラグ３１、連結ソケット３４を連結し、支え手段８５の固定ボルト８６に木柱形
モジュール２００の固定板８１を載せて、固定ボルト８６にナット手段８７を締めて固定
すると、木柱形モジュール２００の設置ができる。
【０１５４】
　以下の説明において、柱モジュールを各柱モジュールから代表的に木柱形モジュール２
００に説明し、各枝モジュールにおいて菱形枝形モジュール１２０を図示して説明し、木
形太陽電池モジュール４００の組立作業を説明する。
【０１５５】
　図１６乃至図１８を参照すると、木柱形モジュール２００に備えられた太陽電池の電気
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的な連結配線となったものと、設置される各菱形枝形モジュール１２０の配線を連結する
ことができる連結配線３３及び連結ソケット３４が備えられており、木柱形モジュール２
００の各ナット孔８４に菱形枝形モジュール１２０の固定板２４を設置するとき、まず連
結プラグ３１、連結ソケット３４を連結し、配線孔８０に押し入れながら菱形枝形モジュ
ール１２０の固定板２４に固定孔２７とナット孔８４を合わせて、固定ボルト手段で締め
て木柱形モジュール２００に各菱形枝形モジュール１２０を固定して、木形太陽電池モジ
ュール４００を完成する。
【０１５６】
　上記木柱形モジュール２００のナット孔８４に菱形枝形モジュール１２０を固定すると
き、図面に図示されてはいないが、その間に気密を要することができるように、シリコン
接着剤を含んだ接着剤手段を塗ったり、またはオーリング手段などをその間に挿入して、
気密になるようにし、木柱形モジュール２００の配線孔８０とナット孔８４に水が入らず
、菱形枝形モジュール１２０の配線孔２５にも水が浸透しない。
【０１５７】
　図１６は木柱形モジュール２００の拡大図であり、図１７は木形太陽電池モジュール４
００が設置された正面図であり、図１８は木形太陽電池モジュール４００の菱形木枝形モ
ジュール１２０が設置された所の一部拡大斜視図である。
【０１５８】
　上記木形太陽電池モジュール４００は、木柱形モジュール２００の外部の周りに枝のよ
うに三角枝形モジュール１００、四角枝形モジュール１１０、菱形枝形モジュール１２０
などを組み立て、一つの木形太陽電池モジュール４００に三角枝形モジュール１００、四
角枝形モジュール１１０、菱形枝形モジュール１２０の各種類を一つのみで組み立てるこ
とができ、または複合的に組立設置することができる。
【０１５９】
　再度図１７、図１８を参照すると、上記木形太陽電池モジュール４００において、菱形
枝形モジュール１２０は、次の番目の菱形枝形モジュール１２０とはずれた角度で設置さ
れており、菱形枝形モジュール１２０が組み立てられた層、下層、または上層とは相互ず
れて設置されて日差しが万遍なく入るようにする。
【０１６０】
　上記菱形枝形モジュール１２０の側面の周りに、それと同じか、或いは類似な、さらに
異なる小枝形モジュールを木枝に付いている小枝のように設置することができるが、風に
対する抵抗性が大きくなり、小枝モジュールによって影が生じて、菱形枝形モジュール１
２０と、木柱形モジュール２００の発電に効率が低下する原因となり、小枝モジュールの
製造コストに比べて発電効率が大きくないため、効率面では好ましくないが、効率が劣っ
ていても造景の目的のために制限的に使用することができ、本発明では図示しない。
【０１６１】
　上記木形太陽電池モジュール４００を設置しようとする所に、電柱を設置する方法と同
様に、土をスクリュードリル機械で深く溝を掘ったり、または掘削機で土を掘って木柱形
モジュール２００の底部を埋めて固定する方法で設置することができる。
【０１６２】
　または上記方法にて土を掘って支え手段８５を埋めて固定し、その上に木柱形モジュー
ル２００の底部の端部に備えられた固定板８１を乗せて固定ボルト８６、ナット手段８７
にて締めて固定し、木柱形モジュール２００の外周に備えられた連結ソケット３４と菱形
枝形モジュール１２０の連結プラグ３１を電気的に連結し、ナット孔８４に固定孔２７の
位置を合わせてボルト手段で締めて固定する。
【０１６３】
　図１９、図２０、図２１を参照すると、枝締結口９０を使用して木柱形モジュール２０
０に菱形枝形モジュール１２０を締結することを図示して説明し、枝締結口９０の使用目
的は、木柱形モジュール２００の素材の種類によってナット孔８４を作ることが困難であ
るか、作ることはできるものの、その強度が弱く菱形枝形モジュール１２０を組み立てる
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のが困難である際に使用することができ、または木柱形モジュール２００の目的として作
られない一般支柱に菱形枝形モジュール１２０を設置するとき、使用することができる。
【０１６４】
　上記枝締結口９０は、２つの独立した枝締結口９０が一対で使用され、使用目的の木柱
形モジュール２００の模様によってその構成が変わり、本発明において枝締結口９０の説
明をするにおいて、適用される木柱形モジュール２００を八角形の形に使用するときの例
を挙げて、枝締結口９０をそれに対応する構造で図示して説明し、木柱形モジュール２０
０の円形を含む多角形状と下部の周りと上部の周りとが大きさが異なる形の木柱形モジュ
ール２００によって、枝締結口９０は、それに対応させ選択して製造できることが自明で
ある。
【０１６５】
　上記枝締結口９０は、木柱形モジュール２００の周りの側面で組み立てることができる
ように、２等分、または３等分することができ、本発明では２等分として図示して説明し
た。
【０１６６】
　上記枝締結口９０を２等分にして組み立てると、木柱形モジュール２００の外周の８角
形の模様で組み立てられる八角形の模様で組み立てられ、一つの枝締結口９０には八角形
の半分の形状が備えられ、八角形の枝締結口９０には完全な３つの面があり、半分の面が
両端部に備えられ、その部位にそれぞれ締結板９１が側に突出して一体に備えられ、その
一側に締結孔９５が一つ以上備えられ、締結孔９５は２つの枝締結口９０を合わせたとき
に、同じ線上にあるように備える。
【０１６７】
　上記枝締結口９０の各面を連結部９２と名称し、連結部９２には連結ソケット３４を挿
入することができる配線孔９６を一つ備え、その周りにナット孔９７を複数作って菱形枝
形モジュール１２０や、または異なる枝モジュール手段に付いている固定板２４を固定す
ることができ、ナット孔９７と固定板２４の固定孔２７は、同じ線上で作られるのが固定
ボルトの組立ができる。
【０１６８】
　上記枝締結口９０が固定される木柱形モジュールが円形の際には、枝締結口９０の模様
が円形の半分である半球状となり、その周りに固定する枝の数だけ配線孔９６、ナット孔
９７を作って使用することができることが自明であり、使用しようとする木柱モジュール
支柱の模様に対して対応する各多角形の枝締結口９０を作って使用することができる。
【０１６９】
　図２２を参照すると、木柱形モジュール２００の外周に２つの枝締結口９０を合わせ、
合わせられた締結板９１の各締結孔９５に締結ボルト９８、締結ナット９９で締めて組み
立て、連結部９２のナット孔９７に菱形枝形モジュール１２０の固定板２４の固定孔２７
を合わせ、ボルト、ナット手段で締めて組み立て構成された木形太陽電池モジュール５０
０を示した図面である。
【０１７０】
　図２３を参照すると、木柱形モジュール２００に四角枝形モジュール１１０を含む枝形
モジュールを組み立てることができる一体式支持台３５、固定板３６が一体に備えられた
木柱形モジュール２００を説明する図面であり、木柱形モジュール２００の外周に四角枝
形モジュール１１０を組み立てるための一体式支持台３５、固定板３６が配列されて備え
られることができる。
【０１７１】
　上記一体式支持台３５は、円形を含む多角形の形態に備えられることができ、方向は四
角枝形モジュール１１０の設置しようとする方向によって選択して作られ、固定板３６の
模様も直四角形に図示したが、円形板を含む多角形の板にすることもできる。
【０１７２】
　上記木柱形モジュール２００の支柱の素材が金属類であると、一体式支持台３５、固定
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板３６を金属の素材にして溶接手段で固定させることができる。
【０１７３】
　上記木柱形モジュール２００の支柱がコンクリート素材であると、コンクリート支柱を
成形するとき、補強鉄筋の骨格に金属素材の一体式支持台３５を溶接して一体化し、コン
クリート成形で一体式支持台３５、固定板３６を備えることができる。
【０１７４】
　上記固定板３６の前面には、配線孔３７が貫通して一体式支持台３５の内部空間部を通
じて木柱形モジュール２００に内部空間部に連結され、連結ソケット３４付きの連結配線
３３が配線孔３７を介して外部に構成される。
【０１７５】
　図２４を参照すると、本発明の木形太陽電池モジュールを設置して使用するとき、生活
の中で道路沿いに必要な設置固定物を応用して設置することができるもので、木形太陽電
池モジュール６００の木柱形モジュール２００の上段部の一部分に、図面に図示されたよ
うな避雷針１、または電柱横枠手段２、または変圧器、または信号灯８、または街灯９、
などを設置して使用することができ、下段部には植木鉢などを設置して使用することがで
きる。
【０１７６】
　上記木形太陽電池モジュール６００は、上記説明した木形太陽電池モジュール４００に
おいて、木柱形モジュール２００の外周に上段部の一部分に、図面に図示されたように、
避雷針１、または電柱横枠手段２、または変圧器、または信号灯８、または街灯９、など
をさらに設置し、下段部には植木鉢などを設置してその使用例を示しており、本発明にお
いて木形太陽電池モジュール６００と名称して説明している。
【０１７７】
　上記木形太陽電池モジュール６００において、木柱形モジュール２００の上段部の一部
分に、電柱の付属品である腕金、腕鉄と呼ばれる電柱横枠手段２を固定して、電柱そのも
ののように、電線を連結することができ、道路の周りに設置して発電をしながら電柱の役
割をすることができる。
【０１７８】
　上記木形太陽電池モジュール６００を電柱が設置されていない地域に設置して、発電し
た電気を電力会社の電気施設に連結するとき、別途の電柱を設置せず木形太陽電池モジュ
ール６００を電柱代わりに使用することができるという大きな利点があり、電柱を立てる
コストを減らすことができるという長所があり、木形太陽電池モジュール６００の太陽発
電で作られた電気をインバータにて交流電気に変え、変圧器で昇圧させ、電柱横枠手段２
に設置された電線を介して直ぐに送電することができるという大きな長所を有する。
【０１７９】
　本発明は、太陽発電という目的があるため、上記の四角枝形モジュール１１０において
説明した方式で、電柱横枠手段２、または信号灯支持台７にも太陽電池が備えられること
ができる。
【０１８０】
　上記木形太陽電池モジュール６００において、木柱形モジュール２００の一部分、好ま
しくは、底から約５ｍから７ｍの間、すなわち道路で信号灯が設置される高さに該当する
高さで木柱形モジュール２００に信号灯支持台７を信号灯締結口６で固定備え、その端部
に一体に信号灯８を設置することができる。
【０１８１】
　上記木形太陽電池モジュール６００は、上記説明のように、道路沿いの街路樹、また電
柱代わりに設置して太陽発電しながら信号灯として使用することができ、同じ方法から表
示板、監視カメラなどを設置して設置目的を達成することができ、街灯９を設置して街灯
として使用することができるという大きな長所を有する。
【０１８２】
　図２５を参考すると、木形太陽電池モジュール６５０は、木柱形モジュール２００の設
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置固定された底部から約３ｍから５ｍの間の一部分に内部空間部がある木植木鉢７７を固
定させ、一体化して空間部に実際に生きている木の根を植えて太陽発電と街路樹の役割を
する木形太陽電池モジュール６５０を示した図面で、以下に説明する。
【０１８３】
　上記木植木鉢７７は、実際に生きている小さい木を植える目的の道具であり、空いてい
る内部空間部があって上側は開示され、固定部７８は、木柱形モジュール２００に溶接手
段で固定されるか、ボルト固定で固定させて備えることができ、内部空間部には木から根
が生えるように、土や土と同様の役割ができる腐葉土、または加工したセラミック粉末な
どを満たして小さい木の根を植えることができる。
【０１８４】
　上記木植木鉢７７は、円筒状を含む多角形状の植木鉢を使用することができ、素材は、
金属、セラミック、プラスチックなどを使用することができる。
【０１８５】
　上記木植木鉢７７は、その固定された角度が実際の木において枝が有している角度を有
することとなり、木柱形モジュール２００の１８０度以内の範囲で使用することができる
。
【０１８６】
　上記木植木鉢７７に植えられた木は、木形太陽電池モジュール６５０の木柱形モジュー
ル２００において実際に生きている枝の役割を果たし、都心地の道路沿いの街路樹の役割
をすることができる。
【０１８７】
　上記木形太陽電池モジュール６５０を道路沿いの街路樹として設置して使用するとき、
歩道を歩く人たちは木植木鉢７７に植えられた実際の木を見ることとなり、その上段部に
ある菱形枝形モジュール１２０を含む太陽電池が備えられた枝形モジュールでは太陽発電
することができるという長所がある。
【０１８８】
　本発明に図示されてはいないが以下説明をする。上記木植木鉢７７に植えられた木が生
きていける条件を備えるため、木植木鉢７７の下段部、すなわち固定部７８の中心から木
柱形モジュール２００の枠内部溝に貫通した溝に連結され、その貫通した溝に毛細管の役
割をする微細な管の束、すなわち毛細管束の上段部が木植木鉢７７の内部空間部の下段部
に位置させ、毛細管束の下段部は木柱形モジュール２００の下段部に抜け出るように備え
る。
【０１８９】
　木形太陽電池モジュール６５０を設置固定するとき、木柱形モジュール２００の下段部
から抜け出た毛細管束が土の中に深く埋められるようにして、土の中で毛細管束が毛細管
の原理で水分を吸い上げて木植木鉢７７に水分を供給し、木植木鉢７７に植えている木に
水分を供給することができる。
【０１９０】
　毛細管の束は、内部の微細な管の束であって、材質がステンレス金属、ガラスを含んだ
セラミック類、プラスチック樹脂類、ビニル樹脂類で作製することができる。
【０１９１】
　図２６のｋ１、ｍ１を参考すると、ｋ１は木太陽電池モジュール７００の斜視図であり
、ｍ１は枝モジュール１４０の一部拡大図であり、木太陽電池モジュール７００は、上記
で説明した枝モジュール１４０で支柱手段４５に設置例を示した図面であり、支柱手段４
５は太陽電池が備えられていない金属手段の鉄材支柱であるか、またはコンクリート支柱
手段である。上記支柱手段４５に固定されている棒支持台に、枝モジュール１４０に備え
られた内部空間部６７に棒支持台が挿入されるように挿入し、ボルトを締めて固定して、
木太陽電池モジュール７００を作って太陽発電として使用することができる。
【０１９２】
　図２７のｎ１、ｐ１を参考すると、ｎ１は木太陽電池モジュール７１０の斜視図であり
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、ｐ１は枝モジュール１５０の一部拡大図であり、木太陽電池モジュール７１０は先に説
明した枝モジュール１５０で支柱手段４５に設置例を示した図面であり、支柱手段４５に
固定されている棒支持台に枝モジュール１５０に備えられた内部空間部６７に棒支持台が
挿入されるように挿入し、ボルトを締めて固定させ木太陽電池モジュール７１０を作って
太陽発電として使用することができる。
【０１９３】
　図２８のｑ１、ｒ１を参考すると、ｑ１は木太陽電池モジュール７２０の斜視図であり
、ｒ１は枝モジュール１６０の一部拡大図であり、木太陽電池モジュール７２０は先に説
明した枝モジュール１６０で支柱手段４５に設置例を示した図面であり、支柱手段４５に
固定されている棒支持台に、枝モジュール１６０に備えられた内部空間部６７に、棒支持
台が挿入されるように挿入し、ボルトを締めて固定させ木太陽電池モジュール７２０を作
って太陽発電として使用することができる。
【０１９４】
　図２９のｓ１、ｔ１を参考すると、ｓ１は木太陽電池モジュール７３０の斜視図であり
、ｔ１は枝モジュール１７０の一部拡大図で、木太陽電池モジュール７３０は先に説明し
た枝モジュール１７０であって、支柱手段４５に設置例を示した図面であり、支柱手段４
５に固定されている棒支持台に、枝モジュール１７０に備えられた内部空間部６７に棒支
持台が挿入されるように挿入し、ボルトを締めて固定させ、木太陽電池モジュール７３０
を作って太陽発電として使用することができる。
【０１９５】
　図２９、図３０を参考すると、木太陽電池モジュール７３０に１層に４つずつ放射状に
備えて、上段に６層を配列し、３６０度の角をそれぞれ分けて各枝モジュール１７０が３
０度の角に固定し、図３０の平面図からみると、枝モジュール１７０の中心部は重なる部
位があり、縁の方向には広がって隙間があるように構成される。
【０１９６】
　図３１、図３２を参考すると、木太陽電池モジュール７３０に太陽電池固定層を１２層
配列し、枝モジュール１７０の角度を１５度に分けて固定して、図３２の平面図からみた
ように、縁部にも隙間無く満たして日差しが上から照らすときには、中心部は一部遮られ
、縁には満遍なく照らすようになる。
【０１９７】
　図３３を参考すると、上記で説明したそれぞれの枝モジュールを柱モジュールに設置す
るとき、枝モジュールが下方向に設置されることができ、水平に設置されることができ、
上段部の方向に角度を有して設置できることを示す図面である。
【０１９８】
　図面ｔを参考すると、三角枝形モジュール１００、四角枝形モジュール１１０、菱形枝
形モジュール１２０、円形枝形モジュール１３０、木柱形モジュール２００の各固定部に
おいて、上向きに固定して図示され説明されており、図面ｕを参考すると、水平に図示さ
れ説明されており、図面ｖを参考すると下方向に図示され説明されている。
【０１９９】
　木形の太陽電池モジュールは、葉に該当する太陽電池が無く、枝モジュールの太陽電池
のみあるため、日差しが効率的に枝の中に深くまで照らして、各枝モジュールと柱モジュ
ールの効率的な発電を行うことができ、また、強い風がふいても風に揺れる小枝と葉が無
いため、強い風にも容易に耐えることができ、高く設置されるため、砂漠地域の地熱の高
い温度による効率低下が起こらず、効率の増加の蓋然性がある。
【０２００】
　木形の太陽電池モジュールは傾斜の激しい山に小さい木の間にそのまま設置されるため
、山林を損なうことなく発電所を作ることができ、農地に設置する場合、木形の太陽電池
モジュールの間で農事ができ、さらに果樹園、トウモロコシのように実の大きな作物の農
業もでき、または農場もできる。
【０２０１】
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　木形の太陽電池モジュールの大きな長所の一つは、中国の砂漠にも発電所を設置すると
、木形太陽電池モジュールによって風の抵抗が生じて風が強くふかないように風の強さを
弱くすることができ、砂が飛び散ることを防いで砂漠化の進行過程を遅らせ草地を作るこ
とができる蓋然性が十分ある。
【符号の説明】
【０２０２】
　１：避雷針
　２：電柱横枠手段
　３：対地表層
　４：植物
　５：変圧器
　６：信号灯締結口
　７：信号灯支持台
　８：信号灯
　９：街灯
　１０：三角枠
　１０ａ：四角枠
　１０ｂ：六角枠
　１０ｃ：八角枠
　１０ｄ：円形枠
　１１：角部
　１３：突出段差
　１２、１２ｄ ：組立空間部
　１４、１４ｄ：配線収納溝
　１６、１６ｄ：枠内部溝
　１７：シート
　１８：太陽電池
　１９：投光ガラス
　２０：配線
　２２：太陽電池簡単モジュール
　２２ｃ：太陽電池簡単モジュール
　２２ｄ：太陽電池簡単モジュール
　２３：モジュール端部
　２４：固定板
　２５：配線孔
　２６：固定部
　２７：固定孔
　３０、３３：連結配線
　３１：連結プラグ
　３４：連結ソケット
　３５：一体式支持台
　３６：固定板
　３７：配線孔
　３８：メイン配線
　３９：連結配線
　４０：三角支柱手段
　４０ｂ：四角支柱手段
　４０ｃ：八角支柱手段
　４０ｄ：円形支柱手段
　４１、４１ｂ、４１ｃ、４１ｄ：内部空間部
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　４２：面部
　４２ｂ、４２ｃ、４２ｄ：面部
　４３、４３ｂ 、４０ｃ、４０ｄ：角部
　４５：支柱手段
　４６：枝固定部
　４７：枝手段
　４８：太陽電池モジュール
　４９：太陽電池
　５０、５０ｂ：モジュール補助枠手段
　５３：螺子組立孔
　５４、５４ｂ：後面
　５５、５５ｂ：端部
　５８：螺子孔
　５９：固定螺子
　６０：枝モジュール単枠
　６０ａ：枝モジュール双枠
　６０ｂ：枝モジュール複数枠
　６０ｄ：枝モジュール枠カーブ状
　６３、６３ａ：角部
　６４、６４ａ、６４ｄ：一体構成部
　６５、６５ａ、６５ｄ：端部
　６６：補強構成枠
　６７：内部空間部
　６８：ボルト孔
　７０：突出固定部
　７１：突出固定部
　７２：隙間空間
　７３：固定ボルト孔
　７４：固定ボルト
　７７：木植木鉢
　７８：固定部
　７９：木
　８０：配線孔
　８１：固定板
　８２：補強板
　８３：支柱端部
　８４：ナット孔
　８５：支え手段
　８６：固定ボルト
　８７：ナット手段
　８８：配線構成部
　８９：配線手段
　９０：枝締結口
　９２：連結部
　９５：締結孔
　９６：配線孔
　９７：ナット孔
　９８：締結ボルト
　９９：締結ナット
　１００：三角枝形モジュール
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　１１０：四角枝形モジュール
　１２０：菱形枝形モジュール
　１３０：円形枝形モジュール
　１４０：枝モジュール
　１５０：枝モジュール
　１６０：枝モジュール
　１７０：枝モジュール
　２００：木柱形モジュール
　４００：木形太陽電池モジュール
　５００：木形太陽電池モジュール
　６００：木形太陽電池モジュール
　６５０：木形太陽電池モジュール
　７００：木形太陽電池モジュール
　７１０：木形太陽電池モジュール
　７２０：木形太陽電池モジュール
　７３０：木形太陽電池モジュール

【図１】 【図２】
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【図１７】 【図１８】



(36) JP 2013-544443 A 2013.12.12

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】
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【要約の続き】
えられるため、地面の輻射熱の影響が少なく、温度による効率の低下が生じず、中国の砂漠化が非常に早い速度で進
んでいるが、本発明の木形の太陽電池モジュールを設置すると、風の強さを調節することができ、それによって砂の
移動性が制限され、植物の生える環境が作られ、地球を守る最高の太陽発電を行うことができる。
【選択図】なし
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