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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】架台の構築作業を簡略化することができ、特に
、架台の角度調整作業が極めて容易に行える架台用角度
調整具を提供する。
【解決手段】支持枠２０の上面とスライド杆体１０の下
面との間に設置されるブロック形状の角度調整具３０を
設ける。角度調整具３０の上面にスライド杆体１０の傾
斜角度を設定する角度設定面を形成する。角度設定面に
固定ネジ孔３２を形成する。固定ネジ１４を固定ネジ孔
３２にネジ止めしてスライド杆体１０と角度調整具３０
とを連結する角度設定面に連結ネジ孔３３を形成する。
連結ネジ孔３３を挿通する連結ネジ２３で角度調整具３
０と横材２２とを連結する。連結ネジ孔３３の上端部に
、連結ネジ２３の頭部を埋設せしめる収納凹部３３Ａを
形成する。
【選択図】図３
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　複数の太陽電池モジュールの側縁部を支持するスライド杆体と、支柱及び横材が角パイ
プ材にて構成された支持枠と、を備え、支持枠とスライド杆体との間に介されてスライド
杆体の設置角度を調整する角度調整具であって、該角度調整具は、支持枠の横材の上面と
スライド杆体の下面との間に設置されるブロック形状を成し、上面に前記スライド杆体の
傾斜角度を設定する角度設定面が形成されたことを特徴とする架台用角度調整具。
【請求項２】
　前記角度調整具は、六面体のブロック形状を成し、前記角度設定面が形成された上面に
固定ネジ孔が形成され、前記スライド杆体の底部を貫通する固定ネジを該固定ネジ孔にネ
ジ止めして前記スライド杆体と前記角度調整具とを連結するように構成した請求項１記載
の架台用角度調整具。
【請求項３】
　前記角度調整具は、前記角度設定面が形成された上面に、角度調整具と横材とを連結す
る連結ネジを挿通する連結ネジ孔が形成され、該連結ネジ孔の上端部に、連結ネジの頭部
を埋設せしめる収納凹部を形成した請求項１記載の架台用角度調整具。
【請求項４】
　前記スライド杆体は、前記太陽電池モジュールが傾斜する方向に沿って配置される帯板
状の中央杆材と、該中央杆材の左右側面に沿って設けられ、前記太陽電池モジュールの側
縁部の上下面を支持せしめる上下一対の支持片と、該支持片の下方に延長され、前記角度
調整板に固定せしめる断面樋状を成した連結底部とで構成され、該連結底部に前記角度調
整具の角度設定面を当接するように構成した請求項１記載の架台用角度調整具。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、架台を設置する際に使用する架台用角度調整具に係り、特に、太陽電池モジ
ュール用架台等の支持角度を調整するのに好適な架台用角度調整具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、太陽電池モジュールをビルの屋上や空き地など平坦な場所に設置する場合、特
許文献１や特許文献２に示される如く、鉄骨フレームを組み立てた架台に設置している。
特許文献１に記載されている架台では、架台の軽量化や堅牢化を図るために、太陽電池モ
ジュールが固定される主材と、この主材と直交する横材と、主材の一方側に設けられた低
脚支柱と、主材の他方側に設けられた高脚支柱と、これらの低脚支柱および高脚支柱が固
定される基礎とを備えたものである。そして、太陽電池モジュールを直下で支える支持角
度を予め設定した横材を設け、この横材上に所定角度で太陽電池モジュールを支持する構
成を採用している。
【０００３】
　また、特許文献２に記載されている架台は、精密な角度設定等が不要で、簡便に組み立
てることができる架台の提供を目的としたものである。この特許文献２の構成は、土台に
立設される支柱と、支柱に固定される梁材と、各梁材の上面に取り付けられる角度調整金
具と、各角度調整金具に固定されて各太陽電池モジュールを取り付ける架台フレームとを
備えたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１‐２０２４７９号公報
【特許文献２】実用新案登録第３１７１８２４号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
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【０００５】
　従来のこの種の架台によると、いずれも架台を平坦な場所に固定する基礎や土台が必要
になり、これら基礎や土台の上に架台を設置するものであった。これら基礎や土台は、架
台の安定性を高めるために、コンクリートブロック等の重量物で形成されており、架台を
設置する場合に、これらの基礎や土台の運搬に多くの手間が必要になっていた。特に、屋
上などに架台を設置する場合には、屋上への基礎や土台の搬入作業が殊更困難な作業にな
っている。
【０００６】
　また、基礎や土台の上に構築される架台は、複数の支柱や横材等を組合せた支持枠上に
架台フレームを支持し、この架台フレームに太陽電池モジュールを取り付ける構成になっ
ている。ところが、構築された架台の上に太陽電池モジュールを装着する場合は、この太
陽電池モジュールの角度を調整する必要がある。
【０００７】
　そこで、特許文献１に記載の角度調整は、支持角度を予め設定した横材を設け、この横
材上に所定角度で太陽電池モジュールを支持する構成であるから、横材を角度設定しなが
ら形成する作業に多くの手間とコストを要するものであった。しかも、このような横材は
、予め工場にて製造されるので、現場において支持角度に僅かな変更を加えようとしても
困難な状況になる。
【０００８】
　一方、特許文献２の架台では、任意の高さ位置で架台フレームを固定することが可能な
角度調整機構を設けているが、この角度調整機構は、上方に開口するスリットと、架台フ
レームを角度調整金具に固定するためのボルト及びナットによって構成されているため、
このボルトが緩んでしまうと調整した角度に狂いが生じる虞があった。
【０００９】
　太陽電池モジュールの需要は年々高まり、一箇所に設置される太陽電池モジュールの数
も増加傾向にある。そのため、太陽電池モジュールの設置作業は、架台の構築作業から太
陽電池モジュールの角度調整作業に至るまで、いかに効率良く行えるかが太陽電池モジュ
ール用架台の課題になっている。
【００１０】
　そこで、本考案は上述の課題を解消すべく創出されたもので、架台の構築作業を簡略化
することができ、特に、架台の角度調整作業が極めて容易に行える架台用角度調整具の提
供を目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述の目的を達成すべく本考案の第１の手段は、複数の太陽電池モジュールＰの側縁部
を支持するスライド杆体１０と、支柱２１及び横材２２が角パイプ材にて構成された支持
枠２０と、を備え、支持枠２０とスライド杆体１０との間に介されてスライド杆体１０の
設置角度を調整する角度調整具３０であって、該角度調整具３０は、支持枠２０の横材２
２の上面とスライド杆体１０の下面との間に設置されるブロック形状を成し、上面に前記
スライド杆体１０の傾斜角度を設定する角度設定面３１が形成されたことにある。
【００１２】
　第２の手段において、前記角度調整具３０は、六面体のブロック形状を成し、前記角度
設定面３１が形成された上面に固定ネジ孔３２が形成され、前記スライド杆体１０の底部
を貫通する固定ネジ１４を該固定ネジ孔３２にネジ止めして前記スライド杆体１０と前記
角度調整具３０とを連結するように構成している。
【００１３】
　第３の手段において、前記角度調整具３０は、前記角度設定面３１が形成された上面に
、角度調整具３０と横材２２とを連結する連結ネジ２３を挿通する連結ネジ孔３３が形成
され、該連結ネジ孔３３の上端部に、連結ネジ２３の頭部を埋設せしめる収納凹部３３Ａ
を形成したものである。
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【００１４】
　第４の手段において、前記スライド杆体１０は、前記太陽電池モジュールＰが傾斜する
方向に沿って配置される帯板状の中央杆材１１と、該中央杆材１１の左右側面に沿って設
けられ、前記太陽電池モジュールＰの側縁部の上下面を支持せしめる上下一対の支持片１
２と、該支持片１２の下方に延長され、前記角度調整板４０に固定せしめる断面樋状を成
した連結底部１３とで構成され、該連結底部１３に前記角度調整具３０の角度設定面３１
を当接するように構成したものである。
【考案の効果】
【００１５】
　本考案の請求項１のごとく、角度調整具３０は、支持枠２０の横材２２の上面とスライ
ド杆体１０の下面との間に設置されるブロック形状を成し、上面に前記スライド杆体１０
の傾斜角度を設定する角度設定面３１が形成されたことにより、支持枠２０とスライド杆
体１０との間に介するだけで、簡単に支持角度を設定することができる。この結果、特許
文献１のように、横材を角度設定しながら形成する作業等の多くの手間やコストは不要な
ものになった。しかも、支持角度の異なる複数の角度調整具３０を準備することも可能に
なり、現場での設定変更にも対応することができる。
【００１６】
　また、太陽電池モジュールＰの角度設定は、角度調整具３０の角度設定面３１上にスラ
イド杆体１０載置するだけで確実に固定されるので、特許文献２の如く、ボルトが緩むな
ど調整した角度に狂いが生じる虞も解消した。
【００１７】
　請求項２のように、角度調整具３０は、六面体のブロック形状を成し、前記角度設定面
３１が形成された上面に固定ネジ孔３２が形成され、前記スライド杆体１０の底部を貫通
する固定ネジ１４を該固定ネジ孔３２にネジ止めして前記スライド杆体１０と前記角度調
整具３０とを連結するように構成したことで、固定ネジ孔３２による連結作業が極めて簡
単になり、架台の構築作業を簡略化することができる。
【００１８】
　請求項３の如く、角度調整具３０は、前記角度設定面３１が形成された上面に、角度調
整具３０と横材２２とを連結する連結ネジ２３を挿通する連結ネジ孔３３が形成され、該
連結ネジ孔３３の上端部に、連結ネジ２３の頭部を埋設せしめる収納凹部３３Ａを形成し
たことで、連結ネジ２３による連結作業が極めて簡単になり、架台の構築作業を簡略化す
ることができる。
【００１９】
　請求項４によると、スライド杆体１０は、前記太陽電池モジュールＰが傾斜する方向に
沿って配置される帯板状の中央杆材１１と、該中央杆材１１の左右側面に沿って設けられ
、前記太陽電池モジュールＰの側縁部の上下面を支持せしめる上下一対の支持片１２と、
該支持片１２の下方に延長され、前記角度調整板４０に固定せしめる断面樋状を成した連
結底部１３とで構成され、該連結底部１３に前記角度調整具３０の角度設定面３１を当接
するように構成したことで、架台の構築作業を簡略化することができ、しかも、架台の角
度調整作業が極めて容易に行えるものである。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本考案の使用状態を示す概略斜視図である。
【図２】本考案の使用状態を示す要部斜視図である。
【図３】本考案の使用状態を示す要部正面図である。
【図４】本考案の一実施例を示す斜視図である。
【図５】本考案の一実施例を示す正面図である。
【図６】本考案の一実施例を示す平面図である。
【図７】本考案の固定ネジ孔の一実施例を示す断面図である。
【図８】本考案の連結ネジ孔の一実施例を示す断面図である。
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【考案を実施するための形態】
【００２１】
　このように本考案によると、架台の構築作業を簡略化することができ、特に、架台の角
度調整作業が極めて容易に行えるなどといった当初の目的を達成した。
【実施例】
【００２２】
　以下、本考案角度調整具の一実施例を説明する。本考角度調整具は、一定の角度で太陽
電池モジュールＰを設置する架台などに使用されるものである（図１参照）。すなわち、
太陽電池モジュールＰの側縁部を支持するスライド杆体１０と、該スライド杆体１０を支
持する支持枠２０と、を備えた架台である。図示の支持枠２０は、支柱２１及び横材２２
が角パイプ材にて構成されたもので、これら支柱２１と横材２２とが連結されて支持枠２
０を構成する。
【００２３】
　本考案角度調整具は、この支持枠２０とスライド杆体１０との間に設置することで、太
陽電池モジュールＰの支持角度を調整する六面体のブロック形状を成している（図２参照
）。そして、この角度調整具３０の上面にスライド杆体１０の傾斜角度を設定する角度設
定面３１が形成されている。更に、太陽電池モジュールＰの設置角度に応じて、角度設定
面３１の角度が異なる角度調整具３０から任意の角度の角度調整具３０を選択使用するも
のである。この角度設定面３１には、更に、固定ネジ孔３２と連結ネジ孔３３とが形成さ
れている（図３、図４参照）。
【００２４】
　固定ネジ孔３２は、固定ネジ１４をネジ止めするものである。この固定ネジ１４は、ス
ライド杆体１０の底部を貫通して固定ネジ孔３２にネジ止めすることで、スライド杆体１
０と角度調整具３０とを連結するように構成している（図３、図７参照）。
【００２５】
　一方、連結ネジ孔３３は連結ネジ２３を挿通せしめるものである（図３参照）。この連
結ネジ２３は、角度調整具３０の角度設定面３１から横材２２に至り、角度調整具３０と
横材２２とを連結する部材である。更に、連結ネジ孔３３の上端部には、連結ネジ２３の
頭部を埋設せしめる収納凹部３３Ａを形成している（図５、図６、図８参照）。この収納
凹部３３Ａにより、連結ネジ２３で横材２２に連結した角度調整具３０の角度設定面３１
に、スライド杆体１０を直に載置することが可能になるものである（図３参照）。
【００２６】
　角度調整具３０上に載置するスライド杆体１０は、太陽電池モジュールＰが傾斜する方
向に沿って配置される帯板状を成した部材である。図示のスライド杆体１０は、中央杆材
１１、支持片１２、連結底部１３にて構成されている（図２参照）。中央杆材１１は、太
陽電池モジュールＰの傾斜面に沿って配置される帯板状の部材であり、広い面を左右側面
として設置している。また、支持片１２は、この中央杆材１１の左右側面に沿って設けら
れた部材で、太陽電池モジュールＰの側縁部の上下面を支持するように上下一対の支持片
１２が平行に設けられている。図示例では、一方の支持片１２を中央杆材１１の上端から
延長し、他方の支持片１２を後述する連結底部１３の上端から延長したものである。
【００２７】
　この連結底部１３は、支持片１２の下方に延長された断面樋状を成す部位である（図３
参照）。スライド杆体１０を角度調整具３０及び支持枠２０に固定するには、この連結底
部１３を挿通した固定ネジ１４にて固定するものである。
【００２８】
　本考案角度調整具を使用する手順は、連結された支持枠２０上に、角度調整具３０を介
して複数本のスライド杆体１０を設置することで、このスライド杆体１０の間にスライド
設置した太陽電池モジュールＰの設置角度が調整されるものである（図１～図３参照）。
【００２９】
　尚、本考案の形状や寸法等は図示例に限定されるものではなく、本考案の要旨を変更し
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ない範囲において自由に変更できるものである。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　本考案は、太陽電池モジュールＰを設置する架台用の角度調整具として説明しているが
、架台の用途は限定されるものではなく、支持角度の調整が必要なあらゆる架台に用いる
ことが可能である。
【符号の説明】
【００３１】
　Ｐ　太陽電池モジュール
　１０　スライド杆体
　１１　中央杆材
　１２　支持片
　１３　連結底部
　１４　固定ネジ
　１５　係止片
　２０　支持枠
　２１　支柱
　２２　横材
　２２Ａ　支持用横材
　２２Ｂ　補強用横材
　２３　連結ネジ
　３０　角度調整具
　３１　角度設定面
　３２　固定ネジ孔
　３３　連結ネジ孔
　３３Ａ　収納凹部
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