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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地上設置の大容量太陽光発電パネルの設置のための太陽光発電構造組立システムであっ
て、
　（ａ）鉛直Ｉビーム支持部材と、
　（ｂ）貫通ボルト又はいもねじにより鉛直Ｉビーム支持部材に取り付けられた少なくと
も二つの摩擦クランプと、
　（ｃ）斜め支持ブレースと、
　（ｄ）Ｉビーム又はＣチャンネル上弦材と、
　（ｅ）少なくとも一つの水平Ｉビーム支持部材と、
　（ｆ）Ｉビームレール部材と、を備え、
　前記斜め支持ブレースは、貫通ボルトにより鉛直Ｉビーム支持部材に取り付けられた下
方の摩擦クランプに接続され、
　斜め支持ブレースの他端は、Ｃチャンネル上弦材に接続され、
　Ｉビーム上弦材は、貫通ボルトにより鉛直Ｉビーム支持部材に取り付けられた上方摩擦
クランプに接続され、
　水平Ｉビーム支持部材は、貫通ボルトを用いて上弦材チャンネルに接続可能であり、か
つ、貫通ボルトを用いて水平支持部材に接続可能なＵブラケットによりＣチャンネル上弦
材に接続され、
　Ｉビームレール部材は、貫通ボルトを用いてレール部材のＩビームフランジを接続可能
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であり、かつ、水平支持部材のフランジをかぎ止め可能なブラケットにより、水平支持部
材に接続され、
　太陽光発電パネルはブラケットによりＩビームレール部材に接続されている、システム
。
【請求項２】
　さらに、鉛直Ｉビーム支持部材が取り付けられる基礎構造を含む、請求項１記載の地上
設置の大容量太陽光発電パネルの設置のための太陽光発電構造組立システム。
【請求項３】
　前記基礎構造は、土の地盤である、請求項２記載の地上設置の大容量太陽光発電パネル
の設置のための太陽光発電構造組立システム。
【請求項４】
　前記基礎構造は、コンクリートである、請求項２記載の地上設置の大容量太陽光発電パ
ネルの設置のための太陽光発電構造組立システム。
【請求項５】
　前記鉛直支持部材は、杭打ちされた熱間圧延鋼Ｉビームである、請求項１記載の地上設
置の大容量太陽光発電パネルの設置のための太陽光発電構造組立システム。
【請求項６】
　斜め支持ブレースとトップコードの間に９０度の角度が形成された、請求項１記載の地
上設置の大容量太陽光発電パネルの設置のための太陽光発電構造組立システム。
【請求項７】
　複数の請求項１に記載の太陽光発電構造組立システムの組合せ。
【請求項８】
　屋根設置の大容量太陽光発電パネルの設置のための太陽光発電構造組立システムであっ
て、
　（ａ）少なくとも二つの屋根支持基礎と、
　（ｂ）少なくとも二つの水平Ｉビーム支持部材と、
　（ｃ）少なくとも二つのクランプブラケットと、
　（ｄ）少なくとも二つの傾斜支持ブラケットと、
　（ｅ）少なくとも二つにＩビームレール部材と、を備え、
　前記水平Ｉビーム支持部材は、水平Ｉビーム支持部材の下部Ｉビームフランジに接続可
能なブラケットにより、屋根支持基礎に取り付けられ、前記ブラケットは、貫通ボルトを
用いて屋根支持基礎に取り付けられ、
　前記水平Ｉビーム支持部材は、水平Ｉビーム支持部材の上部Ｉビームフランジを接続可
能なクランプブラケットにより、斜め支持ブラケットに接続され、前記斜め支持ブラケッ
トは、貫通ボルトを用いてクランプブラケットに取り付けられ、
　前記斜め支持ブラケットは、Ｉビームレール部材の下部Ｉビームフランジを接続可能な
他のクランプブラケットにより、Ｉビームレール部材に取り付けられ、前記クランプブラ
ケットは、貫通ボルトを用いて斜め支持ブラケットに取り付けられ、
　太陽光発電パネルはブラケットによりＩビームレール部材に接続されている、システム
。
【請求項９】
　前記屋根支持基礎は、屋根面上に設けられている、請求項８に記載の屋根設置の大容量
太陽光発電パネルの設置のための太陽光発電構造組立システム。
【請求項１０】
　前記屋根支持基礎は、屋根構造に取り付けられている、請求項８に記載の屋根設置の大
容量太陽光発電パネルの設置のための太陽光発電構造組立システム。
【請求項１１】
　複数の請求項８記載の太陽光発電構造組立システムの組合せ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本願発明の非限定的実施形態は、概してモジュール構造組立システムに関する。本願は
、米国特許法（３５ＵＳＣ）第１１９条の規定により、２００９年６月１９日出願の米国
仮出願第６１／２１８６６０号に基づいて優先権を主張し、その開示は参照により、全て
がここに組み込まれるものである。
【背景技術】
【０００２】
　ここで開示されるモジュール構造組立システムは、概して、Ｉビーム構造部材と、Ｉビ
ーム構造部材と互換性のあるブラケットとにより構成される。構造組立システムは、多く
の用途に適しており、適用可能であるが、一つの固有の用途は太陽光発電パネルのための
構造組立システムである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　モジュール構造組立システムは、商業的及び非商業的用途の両方の多様性を有する。モ
ジュール構造組立システムに伴ういくつかの利点として、多機能の用途と、設置が比較的
に容易であることがある。しかしながら、現在の組立システムの欠点には、コストが高い
（材料及び労働力）と、組立に特別な装置及び複数の熟練工（溶接工、鉄骨組立工、又は
、左官）が必要であるということがある。
【０００４】
　現在の組立システムの最も大きな欠点は、「現場組立」が必要なことである。現場組立
は、構造的に接続するために、組立システムを構成する構造部材を、切削、切断、穿孔、
又は溶接して、改造又は変更することである。現場組立は、通常、労働者に対して、構造
組立システムそれ自体、おそらくは、システムが存在する物理環境に対して、集中的な修
正を要求する。これにより、現場組立は、構造組立システムに伴う費用を増加させ、設置
がより厄介になる。
【０００５】
　最小限の現場組立を必要とする構造組立システムが市場には存在する。これらのシステ
ムの構造的な強度は、構造部材及び接続部材のデザインによって限定される。熱間圧延構
造Ｉビームを使用する場合でさえ、これらのシステムは典型的には多数のハードウエア（
ナット、ボルト、及び接続プレート）を必要とし、これにより、組立が厄介となる。
【０００６】
　軽量で、構造的に安全で、費用効果が高く、最小限のハードウエアを用いた組立が容易
な構造組立システムに対する高い要求がある。さらに、設計要求に基づいた多数の異なる
機能を供給するようにできる構造組立システムが特に有用である。例えば、居住及び商業
不動産に必要な電力要求の全て又は一部を生成するために太陽光パネルを使用する際に、
モジュール太陽光発電構造組立システムへの要求が増加している。これにより、溶接、掘
削及びリベット打ちなどの現場組立技術の必要性を最小限にするモジュール構造組立シス
テムが必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の例示的な非限定の実施形態の目的は、現在のデザインのモジュール構造組立シ
ステムに伴う、上記の及び他の問題及び欠点を克服することである。また、本願発明は、
上記の欠点を克服することは要求されず、本願発明の例示的実施形態は、他の欠点を克服
するかもしれず、いかなる欠点をも克服しなくてもよい。
【０００８】
　一実施形態は、モジュール構造組立システムに関する。この組立システムの重要な点は
、独特なＩビーム構造部材とともに、現場組立の必要性を排除又は最小限にする独特なブ
ラケットである。したがって、構造組立システムは、少なくとも一つのＩビーム構造部材
と、少なくとも一つの開口を有するブラケットとを備え、かぎ止め又はフランジを把持す
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ることにより、Ｉビーム構造部材のフランジへ接続可能なブラケットが開示される。
【０００９】
　他の実施形態は、大規模地上設置大容量太陽光発電パネルの設置で用いられる、鉛直Ｉ
ビーム支持部材と、貫通ボルト又は止めネジにより鉛直Ｉビーム支持部材に固定された少
なくとも二つの摩擦クランプと、斜め支持ブレースと、Ｉビーム又はＣチャンネル上弦材
と、少なくとも一つの水平Ｉビーム支持部材と、Ｉビームレール部材とを備え、斜め支持
ブレースが貫通ボルトにより鉛直Ｉビーム支持部材に固定された下方の摩擦クランプに接
続され、斜め支持ブレースの他端はＩビーム又はＣチャンネル上弦材に接続され、Ｉビー
ム又はＣチャンネル上弦材は、貫通ボルトにより鉛直Ｉビーム支持部材に固定された上方
の摩擦クランプに接続され、水平Ｉビーム支持部材は、貫通ボルトを用いて上弦材チャン
ネルに接続でき、かつ、貫通ボルトを用いて水平支持部材に接続できるＵブラケットによ
り、Ｉビーム又はＣチャンネル上弦材に接続され、Ｉビームレール部材は、貫通ボルトを
用いてレール部材のＩビームフランジに接続可能であり、かつ、水平支持部材のフランジ
へかぎ止め可能なブラケットにより、水平支持部材に接続され、太陽光発電パネルはブラ
ケットによりＩビームレールに接続されている。
【００１０】
　ここに開示されるモジュール構造組立システムは、さらに、基礎土台を含む。基礎土台
は土基礎又はコンクリート基礎である。
【００１１】
　ある実施形態では、鉛直支持部材は、くい打ちされた熱間圧延鋼Ｉビームである。
【００１２】
　他の実施形態は、地上設置大容量太陽光発電パネルの設置のための太陽光発電構造組立
システムに関し、このシステムは、鉛直Ｉビーム支持部材と、貫通ボルト又は止めネジに
より、鉛直Ｉビーム支持部材に固定された少なくとも二つの摩擦クランプと、斜め支持ブ
レースと、Ｉビーム又はＣチャンネル上弦材と、少なくとも一つの水平Ｉビーム支持部材
と、Ｉビームレール部材とを備え、斜め支持ブレースは貫通ボルトにより鉛直Ｉビーム支
持部材に固定された下方の摩擦クランプに接続され、斜め支持ブレースの他端はＣチャン
ネル上弦材に接続され、Ｉビーム上弦材は、貫通ボルトにより鉛直Ｉビーム支持部材に固
定された上方の摩擦クランプに接続され、水平Ｉビーム支持部材は、貫通ボルトにより上
弦材チャンネルに接続可能であり、かつ、貫通ボルトを用いて水平支持部材に接続可能な
ＵブラケットによりＣチャンネル上弦材に接続されており、Ｉビームレール部材は、貫通
ボルトを用いてレール部材のＩビームフランジに接続可能であり、かつ、水平支持部材の
フランジにフック固定可能なブラケットにより、水平支持部材に接続され、太陽光発電パ
ネルは、ブラケットによりＩビームレール部材に接続されている。
【００１３】
　他の実施形態は、様々なタイプのモジュールを設置するのに適した構造組立システムを
開示する。さらに他の実施形態によれば、様々な構造組立システムが複数の目的のための
構造組立システムのアレイを作るために結合される。
【００１４】
　本発明の例示的な非限定的な実施形態の上記及び他の目的及び利点は、添付の図面を参
照しながら、それらを詳細に記載することにより、さらに明らかになるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】構造組立システムを使用した標識柱の正面及び背面を示す。独特なブラケットが
Ｉビームの構造フランジに取り付けられ、標識が固定されている。
【図２】構造組立システムを使用したＡフレームぶらんこセットの様々な図を示す。構造
Ｉビーム部材はブラケット及び接続せん断プレートを使用して、一緒に接続されている。
【図３】太陽光発電モジュールのための地上設置構造組立システムの一実施形態の側面図
である。
【図４Ａ】構造部材の独特なＩビームデザインを示す図である。
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【図４Ｂ】構造部材の独特なＩビームデザインを示す図であり、上弦材を構成するそれぞ
れのＣ型部材の間に介装されたＵクランプを伴った、上弦材を示す図である。
【図４Ｃ】構造部材の独特なＩビームデザインを示す図であり、上弦材を構成するそれぞ
れのＣ型部材の間に介装されたＵクランプを伴った、上弦材を示す図４Ｂと異なる図であ
る。
【図５】鉛直コラムと斜めブレースが下方の摩擦Ｕクランプにより接続されている方法を
示す図である。
【図６】上弦材と鉛直構造部材との間の接続を示す図である。上弦材のＣチャンネル部材
は、貫通ボルトにより、鉛直コラムに固定された上方のＵクランプ摩擦ブラケットに接続
されている。また、水平Ｉビーム支持部材、二つのＩビームレール部材、及び連結された
接続ブラケットが示されている。上弦材Ｃチャンネルの端部に固定されたＵクランプブラ
ケットは、上弦材を水平部材に接続し、図示された他のブラケットはレール部材を水平支
持部材に接続する。
【図７】上弦材チャンネル、Ｕクランプブラケット、及び斜めブレースを伴った、完全な
上弦材組立体の図である。
【図８】水平な斜めブレースの上弦材への接続、上弦材に接続された水平Ｉビーム部材及
び、水平Ｉビーム部材に接続された水平レール部材の図である。レール部材の上側は摺動
クリップ接続を用いて水平部材に接続されている。
【図９】屋根支持基礎と、主水平部材と、傾斜支持と、モジュール支持レールと、モジュ
ールと、接続ブラケットとを含む、大規模商業施設屋根積載設置で用いられる、太陽光発
電構造組立システムの全体図である。
【図１０】水平部材への屋根支持基礎の接続と、クランプブラケット及び貫通ボルトによ
る斜め支持の水平部材及びレール支持部材への接続を示す図である。
【図１１】鉛直コラムのプレキャストコンクリート砂利基礎への接続を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　例示的な非限定的な実施形態の以下の記載により、特定の寸法、形態、構成要素、及び
処理が示される。しかしながら、実施形態は、本発明の単なる例示であり、このため、記
載された特定の特徴はより容易にそのような実施形態を記載し、本発明の全体的な理解を
提供するために用いられている。したがって、当業者は、本願発明が以下に記載された特
定の実施形態に限定されないことはすでに理解するだろう。さらに、当業者に知られてい
る実施形態の様々な大きさ、形態、構成要素、及び処理の記載は、明確化及び簡略化のた
めに省略する。
【００１７】
　モジュラー構造組立システムは、手ごろであり設置の労力を最小限にできる軽量で組立
容易な構造体を構築するためにデザインされている。システムの初期設計要素は、地上及
び屋根上の設置の多様性に対する大きさの変更可能性と、異なる基礎のタイプの多様性に
対する適用性と、様々な太陽光発電モジュールタイプへの適用性と、より効率的な現場設
置のための基礎構造の事前組立を含む。
【００１８】
　既存のシステムの設置労力の大部分は、溶接、切削、又はリベット打ちのような現場組
立技術から生じる。ここに記載されたモジュール組立システムは、この現場組立を排除又
は最小化するブラケットを用いている。同様に現場組立を最小化する他の類似したシステ
ムが存在するが、このシステムは、独特にデザインされたＩビーム構造部材及び独特な設
計のＩビームのフランジに係合可能なブラケットに基づく種類の最先のものである。
【００１９】
　ここで開示されたブラケットは開口を有し、この開口を貫通ボルトが通り、二つの構造
部材を固定するために使用される。ブラケットのデザインは、少なくとも二つのブラケッ
トと、ボルトと、ナットとを用いて、本願発明の二つのＩビーム構造部材を互いに接続す
るのを可能にする。加えて、ここに記載されたブラケットは、モジュール（標識、堰板、
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太陽光発電モジュール等）又はアクセサリー（溝クランプ、ワイヤー管理要素等）を固定
するのにも用いることができる。ブラケットは、Ｉビーム構造部材の長手に沿ってスライ
ド可能であり、これにより、構造骨組システムの設計における大きな順応性を可能とする
。Ｉビーム構造部材のデザインをカスタム製造することができるため、ブラケットがＩビ
ーム構造部材の独特のフランジデザインと係合し、少なくとも一つの開口を有する限り、
ブラケットの長さ及びデザインを変化できる。
【００２０】
　Ｉビーム構造部材の独特なデザインは、強度、重量、強軸曲げ及び側方座屈に合わせて
好適化されている。Ｉビームのフランジは、強軸に沿って荷重が加わる時に、ビームが座
屈しないことを確実にするのに重要である。ここで開示された構造部材のＩビームは、非
常に薄い材料からなる。通常、Ｉビームの薄さは、フランジの局所座屈の可能性を増加さ
せる。しかしながら、Ｉビームのフランジの独特なデザインは、局所座屈を最小限にする
。モジュール構造組立システムは、また、Ｃ－チャンネル、Ｚ－棟木（Purlins）、シグ
マ形状、Ｕ－チャンネル、ハットチャンネルを含み、これに限定されない他の構造形状と
協働するように変更できる。もし、別の状態を記すことがなければ、ここで使用される全
てのＩビームは、特に、ここに記載された構造組立システムの独特なＩビームデザインを
参照する。
【００２１】
　記載されたモジュール構造組立システムの構造部材は、大量生産に対する性能とともに
、高い強度重量比により、鋼材から構築される。しかしながら、当業者は、これに限定さ
れないが、アルミニウム、ガラス繊維、炭素繊維又はチタンから構築された発明の実施形
態を想像できる。
【００２２】
　標準的な加熱成形鋼Ｉビームに比べて、記載された構造組立システムのＩビーム構造部
材は、独特な製造過程を有する。本発明の鋼構造Ｉビーム部材のため、冷却成形鋼シート
がＣ型に成形され、二つのＣ型がＩビームを形成するために互いに結合される。この冷間
圧延成形処理は、アルミニウムシートを構造形状に変換するのにも用いられる。同じ形状
が他の材料、異なる製造過程を用いて複製できる。例えば、構造部材がアルミニウムから
なる場合に、別の過程は、結合してＩビーム構造部材を形成するＣ型を形成するため、ア
ルミニウムビレットをＣ型金型を通して押圧（すなわち、押出成形）する工程を含む。同
様に、ここで開示された独特のＩビームデザインを形成するため、ガラス繊維又は炭素繊
維がＣ型金型を通して引っ張られる（すなわち、引出成形される）。
【００２３】
　本発明の独特のＩビームデザインは、二つの別々のＣ型から組み立てられるため、チャ
ンネルは、チャンネルウエブへの直接結合とは異なる組立構造を用いて使用される。地上
設置モジュール設置構造の例では、Ｃチャンネルは上弦材組立体を形成するため、各端部
でＵクランプ及び貫通孔により結合される（図４Ｂ）。Ｕクランプは、貫通ボルトを使用
した上弦材と鉛直コラムとの接続にも用いられる（図６）。加えて、貫通ボルトが挿通し
て固定されているフランジ及び／又はトラスを有するＩビームが開示されている。
【００２４】
　上記のように、基礎ブラケットのデザインは、ブラケットが構造部材のフランジに「か
ぎ止め」されるのを可能にする。二つの異なる構造部材に「かぎ止め」され、貫通ボルト
及びナットとともにブラケット固定する二つのブラケットの開口を整列することにより、
二つの構造部材を一体に結合できる。ブラケットのデザインは、二つの構造部材の間にこ
れらの位置を保持するために、大きな摩擦力を生じさせる。二つの構造部材を固定するの
に加えて、ブラケットのデザインは、使用者が、パネル、堰板、敷板、又は太陽光発電モ
ジュールを、貫通ボルトを用いて構造部材の表面に固定するのを可能にする。同様に、ス
ライドクリップ６０（図８）を、所定位置に滑動するように他の構造部材へ固定すること
ができる。
【００２５】
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　最も簡単なモジュール構造組立システムは、少なくとも一つの鉛直Ｉビーム部材１０と
、鉛直Ｉビーム部材のフランジへフック固定可能な少なくとも一つのブラケット２０とを
備える（図１）。ブラケットは、また、開口を備え、この開口を貫通ボルトが挿通し、ま
た、この開口は、例えば、標識１５を接続できる。当業者であれば、すでに本発明のＩビ
ーム構造部材及びブラケットを用いた多数の実施形態を想像できる。例えば、ぶらんこセ
ット２００がここで開示された組立システムを用いてデザインできる。ここで、特別にデ
ザインされた接続プレート２５が、ぶらんこセットの組立を形成するために、Ｉビーム構
造部材１０を結合するのに用いられており、いくつかのブラケット２０がＩビーム構造部
材１０を接続プレート２５に接続するのに用いられている。
【００２６】
　太陽光発電アレイのための地上設置構造組立システムなどのための、より複雑な構造組
立システムデザインにおいて、典型的には二つの構成要素、（１）支持構造と、（２）モ
ジュール設置構造と、が構造組立システムを構成する。支持構造は、鉛直Ｉビーム支持部
材１０と、鉛直Ｉビーム支持部材１０に取り付けられた少なくとも二つの摺動クランプ３
５と、斜め支持ブレース３０と、Ｉビーム上弦材４０とを備える。モジュール設置構造は
、少なくとも一つの水平Ｉビーム支持部材１０と、Ｉビームレール部材４５と、太陽光発
電構造組立システムに関しては太陽光発電パネル７５とを備える。モジュール構造組立シ
ステムのそれぞれの構造部材は、Ｕクランプブラケット５０及び／又はブラケット２０と
ともに結合された軽量Ｉビーム構造である。Ｕクランプブラケット５０は、Ｉビーム又は
Ｃチャンネルウエブ及び鉛直Ｉビーム支持１０にボルト固定され、ブラケット２０はねじ
固定具を用いて、二つの構造Ｉビームをともに固定する。この構造は、用地の状況、他の
規制や制限に基づき他の形状及び形態で使用できる。
【００２７】
　太陽光発電アレイの屋根設置構造組立システムなどのための構造組立システムデザイン
において（図９及び図１０）、主水平Ｉビーム部材９０は、ブラケット２０により屋根接
触支持基礎７０に取り付けられている。モジュール支持レール８０は、主支持ビーム９０
に位置し、クランプブラケット６５と、貫通ボルト及びナットとを用いて鉛直／傾斜支持
８５とともに主支持ビーム９０に結合されている。鉛直支持８５は、最終的なモジュール
７５の姿勢のため所望の傾斜を提供する。クランプブラケット６５は、支持８５を主支持
部材９０のフランジ及びモジュール支持レール８０のフランジに接続する。
【００２８】
　モジュール構造組立システムにおいて、支持構造の鉛直Ｉビーム支持部材１０は地盤に
打ち込まれている。これにより、地盤は、上部に支持構造及びモジュール設置構造が設け
られる基礎構造となる。一実施形態では、鉛直支持部材１０は、それが打ち込み杭である
場合には、標準的な熱間圧延Ｉビームである。他の実施形態では、鉛直支持部材１０は、
ここで教示した独特のＩビームデザインを有する。これらの実施形態において、構造アン
グル９５及びアンカーボルトとともに、基礎に接続されたＵクランプ摩擦ブラケット３５
とともに、プレキャストされた、又は現場で打設されたコンクリート基礎１００が、基礎
の初期の取り付け構造である（図１１）。
【００２９】
　摩擦クランプ３５は、鉛直Ｉビーム支持部材１０に、長手に沿ったあらゆる位置におい
て固定することができる。いったんクランプの位置が決定されたならば、摩擦ボルト又は
いもねじがクランプ３５を鉛直Ｉビーム１０へ固定するのに用いられる。
【００３０】
　この太陽光発電モジュール構造組立システムの実施形態では、構造斜めブレース３０が
、下方の摩擦Ｕクランプ３５において、貫通ボルト又はピンにより鉛直支持部材１０に接
続されている。斜めブレース３０は、Ｕクランプ５０において、貫通ボルト又はピンによ
り上弦材に接続されている。そして、Ｉビーム上弦材４０は、鉛直Ｉビーム１０に固定さ
れた上方の摩擦Ｕクランプ３５に少なくとも一つの間津ボルトを用いて固定されている。
【００３１】
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　鉛直Ｉビーム支持部材１０は例外として、支持構造の残り、すなわち、上方摩擦Ｕクラ
ンプ３５と、斜め支持ブレース３０と、Ｕクランプ５０と、Ｉビーム上弦材チャンネル４
０は、特に、工場又は組立段階エリアで予め組み立てられている。
【００３２】
　モジュール設置構造の水平支持部材１０は、上弦材組立体の両端でＵクランプブラケッ
ト５０において、支持構造の上弦材４０に取り付けられている。水平Ｉビーム部材１０は
、Ｕクランプ５０（図８）により、初期はＵクランプ５０の「かぎ止め」特性により、続
いて水平部材１０のウエブをＵクランプ５０に接続する貫通ボルトにより、支持される。
独特のＵクランプかぎ止め特性が大きな水平Ｉビーム部材１０が所定の位置に垂下するの
を可能にし、これにより、ビームが最終位置に調整され、所定位置にボルト固定されるの
を可能にする。
【００３３】
　上方にモジュールが設置されるＩビームレール部材４５は、ブラケット２０と、貫通ボ
ルト及びナットとを用いて、水平部材１０に接続できる。レール部材４５は、また、予め
組み立てられたモジュール／レールセットの一部として、水平部材１０に取り付けられる
。下方のレール部材と水平部材との接続は、所定位置に下降された際に、先行組立てされ
たモジュール組立体の作用荷重から、水平フランジに摺動クリップ６０により連動するレ
ール４５に先行組み立てされたブラケット２０である。上部レール４５は、水平支持部材
１０及び上部レール４０のＩビームフランジと連結し、ブラケット２０に予め穿孔された
孔を挿通するネジ固定具とともに、構造部材のＩビームフランジを把持する軽量ブラケッ
ト２０を用いて、水平支持部材１０に取り付けられる。ブラケットは、水平部材１０に沿
って上部レール部材４５の位置を変更することを可能にする。ブラケットを、ビームのフ
ランジに予め設けられた孔を必要とすることなく、Ｉビーム部材の長さに沿っていかなる
位置にも挿入できる。接続位置におけるブラケット２０の量はシステムの強度要求に応じ
て一対から四対まで変化する。
【００３４】
　太陽光発電パネルに関連して、太陽光発電パネル７５は、上記のＩビームとＩビームに
用いられるのと同じブラケット２０とを使用してレール部材４５に接続される。ブラケッ
トの独特なデザインがＩビーム構造部材とあらゆる平面との接続を可能とすることは注目
すべきである。太陽光発電モジュール７５は、貫通ボルト及びナットを用いて、レール４
５の上部へ所定位置に保持される。全てのＩビームブラケットにおいて、また、固定ナッ
ト、ケージナット、スタッドなどの係留ハードウエアを選択的に利用できる。他の実施形
態では、積層モジュールが接着材によりレール部材に接続される。しかしながら、当業者
は、ここで教示したモジュール構造組立システムは、太陽熱モジュール又は太陽電気積層
モジュールなどの他のモジュールを設置することもできることは認識するだろう。
【００３５】
　モジュール構造組立システムは、様々な用地状況に適用できる。例えば、物理的障害（
例えば、岩床）または、基礎がないこと（屋根など）により、杭を基礎に打ち込むことが
できない場合に、プレキャストコンクリートが基礎として用いられる。同様に、基礎は現
場打設コンクリート支柱であってもよい。プレキャスト又は現場打設コンクリート基礎に
おいて、鉛直支持構造部材又は鉛直部材を（Ｕクランプなどの）基礎に接続する他の方法
がコンクリート基礎に設けられる必要がある。予期するだろうが、基礎の高さはモジュー
ル構造組立システムの高さを変更する。本発明は、また、上記の鉛直支持部材があらゆる
形状の構造部材であるため、ほぼあらゆる基礎システムに適用できる。
【００３６】
　ここに開示されたモジュール構造組立システムの利点は、使用者の要求に合うようにカ
スタマイズできる組立システムの性能である。一つのサイズでは、モジュール構造組立シ
ステムに関して全てに適合するわけではないので、独特なＩビーム構造部材は、特定の要
求に適合するようにカスタマイズして作成できる。結果的に、フランジ折り返しの寸法も
カスタマイズする必要がある。これに代わって他の状況では、モジュール構造組立システ
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ムの一形態が一般的に商業的に一般大衆に対して受け入れられるだろう。従って、特定の
寸法の部分的に先行して組み立てられたモジュール構造組立システムがキットとして販売
される。
【００３７】
　構造モジュール組立システムは、当初は地上設置太陽光発電アレイのためにデザインさ
れた。これにかかわらず、屋根上の太陽光発電アレイ、カーポート、天蓋、ポーチ又は高
木、テント、パレット棚、棚、衛生パラボラアンテナ設置構造、標識構造、アンテナ構造
、コンベアシステム、公園設備、構台システム、観覧席、及び構造ビーム、ヘッダー、ジ
ョイントとしての一般的な建築用途などを含み、これに限定されない他の実施形態に使用
又は適用できる。
【００３８】
　本発明をその詳細な説明に関連して記載したが、前述の記載は例示を意図し、添付の請
求項の範囲により規定される発明の範囲を限定するものではないことは理解すべきである
。他の側面、利点及び修正は、後述の請求の範囲外である。

【図１】 【図２】
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