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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽光発電装置であって、
　受光量に応じた電力を生成する複数の発電素子を含み、受光面と前記受光面の反対側に
位置する裏面とを有する発電部と、
　前記太陽光発電装置に関する機能を提供し、前記発電部と別個に設けられた機能部と、
　前記発電部と前記機能部との間に設けられ、前記発電部および前記機能部の位置を変更
可能な位置可変部とを備え、
　前記発電部の前記裏面と前記機能部とが対向しており、
　前記位置可変部は、前記発電部の前記裏面と前記機能部とが対向している状態を維持し
たまま前記発電部および前記機能部の位置を変更可能であり、
　前記発電部は、全体として板状であり、
　前記機能部は、筐体を含み、前記筐体における最も広い面が前記発電部の前記裏面と平
行になるように取り付けられ、
　前記太陽光発電装置は、さらに、
　前記位置可変部および前記機能部を連結するか、または、前記機能部および前記発電部
を連結するアーム部と、
　前記アーム部および前記機能部の間に設けられた断熱材とを備える、太陽光発電装置。
【請求項２】
　前記受光面に下ろした垂線の方向の平面視において、前記機能部の全体が前記受光面に
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隠れている、請求項１に記載の太陽光発電装置。
【請求項３】
　前記発電部および前記機能部は、前記位置可変部に結合されており、
　前記発電部の重心と、前記位置可変部の重心と、前記機能部の重心とが１つの直線に沿
って位置するとともに、前記位置可変部の重心が前記発電部の重心と前記機能部の重心と
の間に位置している、請求項１または請求項２に記載の太陽光発電装置。
【請求項４】
　前記発電部と前記位置可変部との距離に基づいて前記機能部と前記位置可変部との距離
が決められている、請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の太陽光発電装置。
【請求項５】
　前記発電部および前記機能部は、前記位置可変部に結合されており、
　前記発電部と前記位置可変部との結合点および前記発電部間の距離と前記発電部の重さ
との積に対する、前記機能部と前記位置可変部との結合点および前記機能部間の距離と前
記機能部の重さとの積、の比が１／２以上かつ２以下の範囲に含まれる、請求項１から請
求項４のいずれか１項に記載の太陽光発電装置。
【請求項６】
　前記アーム部は、前記位置可変部および前記機能部を連結するか、前記機能部および前
記発電部を連結するか、または、前記発電部および前記位置可変部を連結する中空のアー
ム部であり、
　前記太陽光発電装置は、さらに、
　前記アーム部の中空部を通り、前記位置可変部および前記機能部を接続するか、前記機
能部および前記発電部を接続するか、または、前記発電部および前記位置可変部を接続す
る配線とを備える、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の太陽光発電装置。
【請求項７】
　前記アーム部は、前記位置可変部および前記機能部を連結するか、前記機能部および前
記発電部を連結するか、または、前記発電部および前記位置可変部を連結するアーム部で
あり、
　前記アーム部は、ＦＲＰ（Ｆｉｂｅｒ　Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ）に
より形成されている、請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の太陽光発電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽光発電装置に関し、特に、受光面の位置を変更可能な太陽光発電装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　レンズ等を用いることによって太陽光を発電素子に収束させ、当該発電素子の発電効率
を高める集光型の太陽光発電装置の開発が行われている。集光型の太陽光発電装置では、
たとえば、支柱の先端部に太陽光発電パネルが取り付けられ、当該太陽光発電パネルにお
ける受光面が太陽の方向を向くように制御される。
【０００３】
　集光型の太陽光発電装置の一例として、特許第５０９８６７８号公報（特許文献１）に
は、以下のような技術が開示されている。すなわち、太陽光発電装置では、支柱が、地盤
上に垂直に立てられる。水平回転駆動機構が、支柱の先端に配設され、発電モジュールを
水平方向に回転させる。ジャッキが発電モジュールの傾斜角を変更可能に支持する。制御
盤が、支柱に取り付けられ、水平回転駆動機構とジャッキとを制御する。
【０００４】
　また、特開２０１１－２４９６６７号公報（特許文献２）には、以下のような技術が開
示されている。すなわち、太陽光発電装置では、支柱に設けられたコントロールボックス
が、パネルが太陽に指向した状態を維持するように、パネルを傾倒させ、かつ水平回転さ
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せる。コントロールボックスは、一日の太陽の追尾動作が終了すると、風の影響を考慮し
てパネルを水平姿勢にして待機させると共に、この待機状態でパネルの受光面を回転ブラ
シによって清掃するクリーニング動作を実行する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第５０９８６７８号公報
【特許文献２】特開２０１１－２４９６６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記のような太陽光発電装置において、制御盤またはコントロールボックスは、電子部
品等を含むため、温度の上昇により正常に動作しなくなる場合がある。
【０００７】
　北半球のある地点に太陽光発電装置が設置される場合、たとえば、制御盤は、直射日光
による温度上昇および地面からの輻射熱による温度上昇を避けつつ、メンテナンスの容易
性を確保できる位置として、太陽光発電パネルを支持する支柱における北側の側面の地面
から１ｍ～２ｍ上方の位置に取り付けられる。
【０００８】
　しかしながら、地球上から観測される太陽の位置は時間とともに変化するため、一日中
制御盤の全体が直射日光に晒されないようにすることは困難である。
【０００９】
　この発明は、上述の課題を解決するためになされたもので、その目的は、高温による動
作不良を抑制し、より安定した動作を実現することが可能な太陽光発電装置を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　（１）上記課題を解決するために、この発明のある局面に係る太陽光発電装置は、受光
量に応じた電力を生成する複数の発電素子を含み、受光面と前記受光面の反対側に位置す
る裏面とを有する発電部と、前記太陽光発電装置に関する機能を提供し、前記発電部と別
個に設けられた機能部と、前記発電部と前記機能部との間に設けられ、前記発電部および
前記機能部の位置を変更可能な位置可変部とを備え、前記発電部の前記裏面と前記機能部
とが対向しており、前記位置可変部は、前記発電部の前記裏面と前記機能部とが対向して
いる状態を維持したまま前記発電部および前記機能部の位置を変更可能である。
【００１１】
　本発明は、太陽光発電装置として実現することができるだけでなく、太陽光発電装置を
含む太陽光発電システムとして実現することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、高温による動作不良を抑制し、より安定した動作を実現することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置の比較例の斜視図であ
る。
【図２】図２は、図１に示す太陽光発電装置の側面図である。
【図３】図３は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置の側面図である。
【図４】図４は、図３に示す太陽光発電装置において、太陽光発電パネルの受光面が図３
とは異なる方向を向いている状態を示す図である。
【図５】図５は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置における太陽光発電パ
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ネルの方位角方向の向きの変化の一例を示す図である。
【図６】図６は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置の太陽光発電パネルに
おける太陽光発電モジュールの構成を示す図である。
【図７】図７は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置の太陽光発電パネルに
おける太陽光発電モジュールの、図６におけるＶＩＩ－ＶＩＩ線に沿う断面を示す断面図
である。
【図８】図８は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置のアーム部における、
図３において点線で示す部分Ｃの紙面方向に沿う断面を示す断面図である。
【図９】図９は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置における太陽光発電パ
ネル、位置可変部および機能部の位置関係を詳細に説明するための図である。
【図１０】図１０は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置の変形例を上方か
ら見た図である。
【図１１】図１１は、本発明の第２の実施の形態に係る太陽光発電装置の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　最初に、本発明の実施の形態の内容を列記して説明する。
【００１５】
　（１）本発明の実施の形態に係る太陽光発電装置は、受光量に応じた電力を生成する複
数の発電素子を含み、受光面と前記受光面の反対側に位置する裏面とを有する発電部と、
前記太陽光発電装置に関する機能を提供し、前記発電部と別個に設けられた機能部と、前
記発電部と前記機能部との間に設けられ、前記発電部および前記機能部の位置を変更可能
な位置可変部とを備え、前記発電部の前記裏面と前記機能部とが対向しており、前記位置
可変部は、前記発電部の前記裏面と前記機能部とが対向している状態を維持したまま前記
発電部および前記機能部の位置を変更可能である。
【００１６】
　このような構成により、発電部の受光面が太陽の方向を向いている場合において、機能
部は、発電部に対して太陽の反対側に位置することになるため、機能部への直射日光が発
電部によって遮られる。また、機能部と発電部とが位置可変部を挟んで離れて設けられる
ため、機能部は発電部からの輻射熱による影響を受けにくい。これにより、高温になるこ
とによって正常な動作を行うことができなくなる場合のある機能部の、温度上昇を防ぐこ
とができる。したがって、高温による動作不良を抑制し、より安定した動作を実現するこ
とができる。
【００１７】
　（２）好ましくは、前記受光面に下ろした垂線の方向の平面視において、前記機能部の
全体が前記受光面に隠れている。
【００１８】
　このような構成により、発電部の受光面が太陽の方向を向いている場合において、機能
部全体が太陽からの直射日光を受けなくなるため、機能部の温度上昇をより抑えることが
できる。
【００１９】
　（３）好ましくは、前記発電部および前記機能部は、前記位置可変部に結合されており
、前記発電部の重心と、前記位置可変部の重心と、前記機能部の重心とが１つの直線に沿
って位置するとともに、前記位置可変部の重心が前記発電部の重心と前記機能部の重心と
の間に位置している。
【００２０】
　このような構成により、たとえば、位置可変部を中心とする、発電部における力のモー
メントと、機能部における力のモーメントとが互いに打ち消し合う関係となる。このため
、位置可変部に含まれ、発電部および機能部の位置を変更するために用いられるモータ、
において発生させるべきトルクを小さくすることができる。これにより、たとえば、当該
モータを小型化することができ、また、当該モータおよび当該モータの制御回路の消費電
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力を低減することができる。
【００２１】
　（４）好ましくは、前記発電部と前記位置可変部との距離に基づいて前記機能部と前記
位置可変部との距離が決められている。
【００２２】
　このような構成により、たとえば、位置可変部を中心とする、機能部における力のモー
メントおよび発電部における力のモーメントがバランスするように、機能部および位置可
変部の距離を決めることができるため、上記モータにおいて発生させるべきトルクをより
小さくすることができる。
【００２３】
　（５）好ましくは、前記発電部および前記機能部は、前記位置可変部に結合されており
、前記発電部と前記位置可変部との結合点および前記発電部間の距離と前記発電部の重さ
との積に対する、前記機能部と前記位置可変部との結合点および前記機能部間の距離と前
記機能部の重さとの積、の比が１／２以上かつ２以下の範囲に含まれる。
【００２４】
　このように、位置可変部を中心とする、発電部における力のモーメントと、機能部にお
ける力のモーメントとの比が所定範囲に含まれるような構成により、機能部を発電部のカ
ウンターバランスとして積極的に利用し、発電部における力のモーメントおよび機能部に
おける力のモーメントがバランスした状態に近づけることができる。また、これにより、
たとえば、位置可変部における不要なバックラッシュの発生を抑えることができるため、
受光面の方向をより安定して制御することができる。
【００２５】
　（６）好ましくは、前記太陽光発電装置は、さらに、前記位置可変部および前記機能部
を連結するか、前記機能部および前記発電部を連結するか、または、前記発電部および前
記位置可変部を連結する中空のアーム部と、前記アーム部の中空部を通り、前記位置可変
部および前記機能部を接続するか、前記機能部および前記発電部を接続するか、または、
前記発電部および前記位置可変部を接続する配線とを備える。
【００２６】
　このように、配線がアーム部の内部を通る構成により、たとえば、太陽光発電装置の機
械的な動作に起因して配線に引っ張り応力が掛かり、配線が損傷するようなトラブルを防
ぐことができる。また、太陽光発電装置の機械的な動作を配線が妨げないための、配線長
の遊びを小さくすることができる。また、アーム部を配線の保護部材として用いることが
できるため、配線に保護部材を別途装着する必要が無くなる。
【００２７】
　（７）好ましくは、前記太陽光発電装置は、さらに、前記位置可変部および前記機能部
を連結するか、前記機能部および前記発電部を連結するか、または、前記発電部および前
記位置可変部を連結するアーム部を備え、前記アーム部は、ＦＲＰ（Ｆｉｂｅｒ　Ｒｅｉ
ｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ）により形成されている。
【００２８】
　このような構成により、アーム部に高い強度を持たせつつ、アーム部を軽量化すること
ができる。
【００２９】
　（８）好ましくは、前記太陽光発電装置は、さらに、前記位置可変部および前記機能部
を連結するか、または、前記機能部および前記発電部を連結するアーム部と、前記アーム
部および前記機能部の間に設けられた断熱材とを備える。
【００３０】
　このような構成により、アーム部から機能部への熱伝導を抑制することができる。
【００３１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。なお、図中同一または相当
部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。また、以下に記載する実施形態の少
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なくとも一部を任意に組み合わせてもよい。
【００３２】
　＜第１の実施の形態＞
　［比較例］
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置の比較例の斜視図である。図
２は、図１に示す太陽光発電装置の側面図である。
【００３３】
　図１および図２を参照して、太陽光発電装置１００は、太陽光発電パネル（発電部）１
２と、架台４０と、パネルアーム８９と、位置可変部８４と、機能部９０とを備える。太
陽光発電パネル１２は、複数の発電モジュール１０と、図示しない太陽方向センサ２５と
、フレーム部８０とを含む。位置可変部８４は、仰角駆動部８２と、方位角駆動部８３と
を含む。架台４０は、土台４６と、支柱４８とを含む。また、太陽光発電パネル１２は、
受光面ＦＬを有する。
【００３４】
　太陽光発電パネル１２は、たとえば全体として板状である。ここでは、太陽光発電パネ
ル１２は、８行８列の発電モジュール１０つまり６４個の発電モジュール１０を含んでい
る。各発電モジュール１０は、フレーム部８０の上部に並んで取り付けられている。発電
モジュール１０は、太陽光を受けて発電し、発電した電力である直流電力を、図示しない
配線を用いて、支柱４８の側面に取り付けられた機能部９０へ出力する。
【００３５】
　パネルアーム８９は、太陽光発電パネル１２および位置可変部８４を連結している。支
柱４８は、たとえば地面ｇに設けられた土台４６に、地面ｇに対して垂直に立てられてい
る。
【００３６】
　位置可変部８４は、支柱４８の先端部に取り付けられている。位置可変部８４は、機能
部９０からの制御信号に基づいて、太陽光発電パネル１２における受光面ＦＬの方向、つ
まり矢印Ａｓで示す受光面ＦＬの法線方向を太陽に向け、日の出から日没までの間、受光
面ＦＬの方向が太陽を追尾するように動作する。
【００３７】
　具体的には、たとえば、位置可変部８４における仰角駆動部８２は、モータを含み、パ
ネルアーム８９を矢印Ａａｎに示すように傾動させることにより、太陽光発電パネル１２
を仰角方向に駆動する。
【００３８】
　方位角駆動部８３は、仰角駆動部８２の下方に設けられている。たとえば、方位角駆動
部８３は、モータを含み、矢印Ａｒｏに示すように、仰角駆動部８２を水平方向に回転さ
せさせることにより、太陽光発電パネル１２を方位角方向に駆動する。
【００３９】
　図示しない太陽方向センサ２５は、太陽の方向を検知するために用いられ、検知結果を
示すセンサ信号を機能部９０へ出力する。
【００４０】
　機能部９０は、太陽光発電装置１００に関する機能を提供する。具体的には、たとえば
、機能部９０は、筐体と、当該筐体に収納された各種ユニットとを含む。より具体的には
、たとえば、筐体には、太陽光発電装置１００に関する機能を提供するユニットとして、
各発電モジュール１０からの配線を接続する接続箱、発電モジュール１０から出力される
直流電力を交流電力に変換するパワーコンディショナ、太陽光発電パネル１２における受
光面ＦＬの向きを制御するための制御ユニット、太陽光発電装置１００の動作状況を表示
するためのモニタ回路、安全回路、温度計等の計測装置、およびデータロガーのうち、少
なくともいずれか１つが収納されている。
【００４１】
　太陽光発電パネル１２の縦方向の長さＬ１および横方向の長さＬ２は、たとえば、いず
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れも５ｍ～８ｍである。支柱４８の高さＨｐは、たとえば、３ｍ～６ｍである。機能部９
０における支柱４８側の面の、地面ｇに垂直な方向の長さＬｆ１、および地面ｇに平行な
方向の長さＬｆ２は、たとえば、いずれも１ｍである。支柱４８の直径φｐは、たとえば
、０．４ｍ～１ｍである。太陽光発電パネル１２の重さは、たとえば１０００ｋｇである
。機能部９０の重さは、たとえば１００ｋｇである。
【００４２】
　［課題の説明］
　機能部９０を支柱４８に取り付ける場合、機能部９０は、直射日光に晒されることがあ
る。また、この場合、太陽光発電装置１００は、直射日光によって支柱４８において生じ
た熱が、支柱４８から機能部９０へ伝わりやすい構成となっている。さらに、機能部９０
は、支柱４８の方向からの風を受けにくくなるため、効率的に放熱を行えないことがある
。このため、機能部９０の温度は高くなりやすい。
【００４３】
　たとえば、太陽光発電装置１００が砂漠に設置された場合、夜間の気温が放射冷却によ
りマイナス１０℃前後となることがある一方で、昼間の気温は地面からの輻射熱等により
５０℃前後となることがある。
【００４４】
　たとえば、太陽光発電装置１００周辺の気温が５０℃前後である状態において、機能部
９０が直射日光を受けると、機能部９０の筐体の温度は７０℃前後となり、筐体の内部は
６０℃前後となることがある。たとえば、機能部９０の含むユニットの動作保障温度が４
０℃以下である場合において、筐体の内部の温度が６０℃になると、機能部９０は、正常
な動作を行えなくなることがある。
【００４５】
　ここで、太陽光発電パネル１２は、上述のように、受光面ＦＬが太陽の方向を向くよう
に制御される。このため、太陽光発電パネル１２における受光面ＦＬの反対側の面には、
一日中直射日光が当たらないことが分かる。本願発明者らは、この点に着目し、機能部９
０に直射日光が当たらないように、機能部９０を太陽光発電パネル１２における受光面Ｆ
Ｌの反対側の面に取り付ける構成を考案した。
【００４６】
　しかしながら、このような構成であっても、機能部９０の温度は、たとえば、太陽光発
電パネル１２からの輻射熱等により上昇することがある。
【００４７】
　また、機能部９０の筐体にファンを設けることにより機能部９０を冷却した場合、機能
部９０の筐体内部に塵等が入り込み、機能部９０の故障の原因になることがある。また、
機能部９０にクーラーを取りつけ、当該クーラーを用いて機能部９０を冷却した場合、太
陽光発電装置１００の製造コストおよび発電コストが増大してしまう。
【００４８】
　そこで、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置では、以下のような構成によ
り、このような課題を解決する。
【００４９】
　［構成および基本動作］
　図３は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置の側面図である。図４は、図
３に示す太陽光発電装置において、太陽光発電パネルの受光面が図３とは異なる方向を向
いている状態を示す図である。太陽光発電装置１０１に関し、以下で説明する内容以外は
、図１および図２で説明した内容と同様である。
【００５０】
　図３および図４を参照して、太陽光発電装置１０１は、太陽光発電パネル１２と、架台
４０と、アーム部８７と、位置可変部８４と、機能部９０と、断熱材９５とを備える。太
陽光発電パネル１２は、複数の発電モジュール１０と、図示しない太陽方向センサ２５と
、フレーム部８０とを含む。
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【００５１】
　位置可変部８４は、仰角駆動部８２と、方位角駆動部８３とを含む。架台４０は、土台
４６と、支柱４８とを含む。アーム部８７は、パネルアーム８１と、機能部アーム８５と
、アーム接続部８６とを含む。また、太陽光発電パネル１２は、受光面ＦＬと、裏面ＦＳ
とを有する。裏面ＦＳは、太陽光発電パネル１２における受光面ＦＬの反対側の面である
。
【００５２】
　太陽光発電パネル１２における各発電モジュール１０は、太陽光を受けて発電し、発電
した電力である直流電力を、図示しない配線１８０を用いて機能部９０へ出力する。
【００５３】
　位置可変部８４は、太陽光発電パネル１２および機能部９０の間に設けられている。太
陽光発電パネル１２および機能部９０は、位置可変部８４に結合されている。具体的には
、アーム部８７は、太陽光発電パネル１２、位置可変部８４および機能部９０を連結して
いる。
【００５４】
　言い換えれば、太陽光発電パネル１２が固定され、かつ機能部９０が固定されたアーム
部８７が位置可変部８４に取り付けられている。
【００５５】
　詳細には、たとえば、アーム部８７におけるパネルアーム８１は、太陽光発電パネル１
２および位置可変部８４を連結している。パネルアーム８１は、たとえば、太陽光発電パ
ネル１２に、受光面ＦＬに対して垂直に取り付けられている。機能部アーム８５の端部に
は、機能部９０が取り付けられている。機能部９０は、たとえば、自己の筐体における最
も広い面が太陽光発電パネル１２の裏面ＦＳと平行になるように、機能部アーム８５に取
り付けられている。アーム接続部８６は、パネルアーム８１および機能部アーム８５を連
結している。
【００５６】
　ここで、機能部アーム８５および機能部９０の間には断熱材９５が設けられており、太
陽光発電パネル１２の熱が機能部９０へ伝導することを抑制している。つまり、アーム部
８７は、断熱材９５を介して位置可変部８４および機能部９０を連結している。
【００５７】
　支柱４８は、たとえば地面ｇに設けられた土台４６に、地面ｇに対して垂直に立てられ
ている。位置可変部８４は、支柱４８の先端部に取り付けられている。
【００５８】
　図示しない太陽方向センサ２５は、太陽の方向を検知するために用いられ、検知結果を
示すセンサ信号を機能部９０へ出力する。
【００５９】
　機能部９０は、太陽光発電パネル１２と別個に設けられている。具体的には、たとえば
、機能部９０は、太陽光発電パネル１２とある程度の距離を隔てて設けられている。また
、機能部９０は、太陽光発電パネル１２における裏面ＦＳと対向している。
【００６０】
　位置可変部８４は、機能部９０からの制御信号に基づいて、太陽光発電パネル１２にお
ける受光面ＦＬの方向、つまり、矢印Ａｓで示す受光面ＦＬの法線方向を太陽に向け、受
光面ＦＬの方向が太陽を追尾するように動作する。
【００６１】
　このとき、位置可変部８４は、アーム部８７の角度を変更することにより、機能部９０
と裏面ＦＳとが対向した状態を維持したまま、太陽光発電パネル１２および機能部９０の
位置すなわち受光面ＦＬおよび機能部９０の位置を変更する。
【００６２】
　具体的には、たとえば、位置可変部８４における仰角駆動部８２は、モータを含み、ア
ーム部８７を矢印Ａａｎに示すように回動させることにより、太陽光発電パネル１２およ
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び機能部９０を仰角方向に駆動する。
【００６３】
　方位角駆動部８３は、仰角駆動部８２の下方に設けられている。方位角駆動部８３は、
たとえば、モータを含み、仰角駆動部８２を矢印Ａｒｏに示すように、水平方向に回転さ
せさせることにより、太陽光発電パネル１２および機能部９０を方位角方向に駆動する。
【００６４】
　これにより、機能部９０は、太陽の位置が変化した場合においても、太陽光発電パネル
１２に対して太陽の反対側に位置する。たとえば、太陽光発電パネル１２の受光面ＦＬに
下した垂線の方向の平面視において、機能部９０は、全体が太陽光発電パネル１２の受光
面ＦＬに隠れるように位置する。
【００６５】
　このため、矢印Ｓｂで示す太陽からの直射日光は、太陽光発電パネル１２により遮られ
、機能部９０に到達しない。すなわち、機能部９０には、一日中直射日光が当たらない。
【００６６】
　また、機能部９０は、太陽光発電パネル１２と離れて設けられているため、太陽光発電
パネル１２からの輻射熱の影響を受けにくい。
【００６７】
　また、機能部９０は、支柱４８から離れて設けられているため、支柱４８に取り付けら
れる場合に比べて、地面に平行な方向へ吹く風を受けやすい。これにより、機能部９０は
、効果的に空冷される。
【００６８】
　図５は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置における太陽光発電パネルの
方位角方向の向きの変化の一例を示す図である。
【００６９】
　図５は、太陽光発電装置１０１を上方から見た図であり、太陽光発電パネル１２の向き
の一日の変化を示している。ここでは、太陽光発電パネル１２の方位角方向の向きの変化
に着目しており、太陽光発電パネル１２は仰角方向に向きを変えないものとする。
【００７０】
　図５を参照して、太陽光発電パネル１２は、位置可変部８４を中心に回動し、朝から夕
方まで太陽の方向を向くように制御される。
【００７１】
　たとえば、ある時期における北半球のある地点では、太陽光発電パネル１２の受光面Ｆ
Ｌは、朝に東の方角を向き、昼に南の方角を向き、夕方に西の方角を向く。このように、
太陽が移動した場合においても、機能部９０は、太陽光発電パネル１２に対して太陽の反
対側に位置するため、矢印Ｓｂで示す直射日光を一日中受けない。
【００７２】
　図６は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置の太陽光発電パネルにおける
太陽光発電モジュールの構成を示す図である。図７は、本発明の第１の実施の形態に係る
太陽光発電装置の太陽光発電パネルにおける太陽光発電モジュールの、図６におけるＶＩ
Ｉ－ＶＩＩ線に沿う断面を示す断面図である。
【００７３】
　図６および図７を参照して、発電モジュール１０は、筐体１３と、複数の発電素子１４
と、フレキシブルプリント配線板（ＦＰＣ：Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒ
ｃｕｉｔｓ）１５と、受光部１７とを備える。受光部１７は、複数のフレネルレンズ１６
を含む。フレキシブルプリント配線板１５は、導電部１８を含む。
【００７４】
　受光部１７は、上側の主表面である主表面Ｆｏにおいて太陽光を受ける。受光部１７に
おいて、フレネルレンズ１６は、たとえば正方格子状に配置されている。具体的には、各
フレネルレンズ１６は、互いに隣接するフレネルレンズ１６の中心同士の距離が等しくな
るように配置されている。フレネルレンズ１６は、受光部１７の主表面Ｆｏに対して垂直
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に到来する太陽光を発電素子１４へ収束させる。受光部１７は、筐体１３の底部に対して
間隔を空けてかつ平行になるように固定されている。
【００７５】
　各発電素子１４は、対応のフレネルレンズ１６の光軸上に位置し、対応のフレネルレン
ズ１６によって収束された太陽光を受けて、受光量に応じた電力を生成する。
【００７６】
　また、発電素子１４は、帯状のフレキシブルプリント配線板１５に実装されている。フ
レキシブルプリント配線板１５において隣接する発電素子１４同士は、たとえば、フレキ
シブルプリント配線板１５の含む導電部１８によって直列に接続される。各発電素子１４
において発生した電力は、導電部１８を通して発電モジュール１０の外部に出力される。
【００７７】
　フレネルレンズ１６のサイズは、たとえば５０ｍｍ×５０ｍｍである。また、発電素子
１４のサイズは、たとえば３．２ｍｍ×３．２ｍｍである。
【００７８】
　ここで、たとえば、図３に示す受光面ＦＬは、太陽光発電パネル１２の各発電モジュー
ル１０における受光部１７の主表面Ｆｏの集合である。なお、主表面Ｆｏは、平坦であっ
てもよいし、凹凸を有していてもよい。
【００７９】
　図８は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置のアーム部における、図３に
おいて点線で示す部分Ｃの紙面方向に沿う断面を示す断面図である。
【００８０】
　図８を参照して、アーム部８７は、たとえば中空の部材である。具体的には、パネルア
ーム８１、アーム接続部８６および機能部アーム８５の各々は、中空の部材である。パネ
ルアーム８１、アーム接続部８６および機能部アーム８５は、この順番で連続しており、
これら３つの部材における各中空部も連続している。
【００８１】
　太陽光発電装置１０１は、アーム部８７の中空部１８３を通る配線１８０，１８１，１
８４を備える。配線１８０は、太陽光発電パネル１２および機能部９０を電気的に接続す
る。配線１８１は、機能部９０および位置可変部８４を電気的に接続する。配線１８４は
、太陽光発電パネル１２および位置可変部８４を電気的に接続する。
【００８２】
　配線１８０，１８１，１８４の各々は、たとえば、複数の電線の束である。なお、配線
１８０，１８１，１８４の各々は、信号線および電力線のいずれか一方を含んでもよいし
、両方を含んでもよい。また、配線１８０，１８１，１８４の各々は、複数の電線に限ら
ず、１つの電線であってもよい。
【００８３】
　アーム部８７は、たとえば、ＦＲＰ（Ｆｉｂｅｒ　Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔ
ｉｃｓ）により形成されている。これにより、アーム部８７は、軽量であり、かつ高い強
度を有する。
【００８４】
　図９は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置における太陽光発電パネル、
位置可変部および機能部の位置関係を詳細に説明するための図である。
【００８５】
　図９を参照して、太陽光発電パネル１２および機能部９０は、位置可変部８４に結合さ
れている。具体的には、太陽光発電パネル１２および機能部９０は、アーム部８７により
、位置可変部８４における結合点８８において、位置可変部８４に結合されている。つま
り、結合点８８は、太陽光発電パネル１２と位置可変部８４との結合点であって、かつ機
能部９０と位置可変部８４との結合点である。
【００８６】
　たとえば、太陽光発電パネル１２の重心であるパネル重心Ｇｐと、機能部９０の重心で
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ある機能部重心Ｇｃとの間に、位置可変部８４の重心である可変部重心Ｇｍが位置してい
る。また、たとえば、パネル重心Ｇｐ、可変部重心Ｇｍおよび機能部重心Ｇｃは、直線Ｌ
ｉに沿うように位置している。直線Ｌｉは、たとえば受光面ＦＬに垂直な直線である。
【００８７】
　ここで、機能部９０と位置可変部８４との距離は、たとえば、太陽光発電パネル１２と
位置可変部８４との距離に基づいて決められている。
【００８８】
　たとえば、位置可変部８４において太陽光発電パネル１２および機能部９０を回動させ
るモータ、つまり位置可変部８４の含むアーム部８７の角度を変更するモータに掛かる負
荷は、太陽光発電パネル１２における力のモーメントと、機能部９０における力のモーメ
ントとがバランスしている場合に最も小さくなる。
【００８９】
　このため、機能部９０と位置可変部８４との距離は、たとえば、太陽光発電パネル１２
における力のモーメントと、機能部９０における力のモーメントとがバランスするように
設定されている。
【００９０】
　また、たとえば、結合点８８および太陽光発電パネル１２間の距離と太陽光発電パネル
１２の重さとの積に対する、結合点８８および機能部９０間の距離と機能部９０の重さと
の積、の比が１／２以上かつ２以下の範囲に含まれるように、太陽光発電パネル１２およ
び機能部９０の位置および重さが設定されている。
【００９１】
　つまり、結合点８８および太陽光発電パネル１２間の距離をＬｐとし、太陽光発電パネ
ル１２の重さをＷｐとし、結合点８８および機能部９０間の距離をＬｓとし、機能部９０
の重さをＷｓとした場合において、以下の式（１）で表される関係を有するように、太陽
光発電パネル１２および機能部９０の位置および重さが設定されている。
１／２≦（Ｌｐ×Ｗｐ）／（Ｌｓ×Ｗｓ）≦２　　　・・・（１）
【００９２】
　具体的には、たとえば、結合点８８および太陽光発電パネル１２間の距離Ｌｐが０．３
ｍであり、太陽光発電パネル１２の重さＷｐが１０００ｋｇであり、機能部９０の重さＷ
ｓが１００ｋｇである場合、結合点８８および機能部９０間の距離Ｌｓをたとえば３ｍに
設定する。
【００９３】
　なお、上記のように距離を調整する方法に限らず、たとえば、第１の積に対する第２の
積の比が１／２以上かつ２以下の範囲に含まれるように、機能部９０または太陽光発電パ
ネル１２に重りを取り付けてもよい。
【００９４】
　また、たとえばアーム部８７は、伸縮することにより、結合点８８から太陽光発電パネ
ル１２までの距離、または結合点８８から太陽光発電パネル１２までの距離を変更可能で
あってもよい。また、たとえば、アーム部８７における機能部９０の取付位置は変更可能
であってもよい。
【００９５】
　［変形例］
　本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置１０１では、アーム部に１つの機能部
９０が固定される構成であるとしたが、これに限定するものではない。たとえば、アーム
部に複数の機能部９０が固定される構成であってもよい。
【００９６】
　図１０は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置の変形例を上方から見た図
である。
【００９７】
　図１０を参照して、太陽光発電装置１０１の変形例は、たとえば図３に示す太陽光発電
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装置１０１と比べて、アーム部８７の代わりにアーム部１８７を備え、また、２つの機能
部９０を備える。アーム部１８７は、パネルアーム８１と、２つの機能部アーム８５と、
２つのアーム接続部８６とを含む。
【００９８】
　アーム部１８７は、位置可変部８４に取り付けられている。また、アーム部１８７には
、太陽光発電パネル１２および２つの機能部９０が取り付けられている。
【００９９】
　詳細には、アーム部１８７におけるパネルアーム８１は、太陽光発電パネル１２および
位置可変部８４を連結している。各機能部アーム８５には、機能部９０が取り付けられて
いる。各アーム接続部８６は、パネルアーム８１と対応の機能部アーム８５とを連結して
いる。
【０１００】
　機能部９０は、太陽光発電パネル１２に関する機能を提供する。各機能部９０は、たと
えば互いに異なる種類の前述のようなユニットを含む。
【０１０１】
　たとえば、太陽光発電パネル１２の重心であるパネル重心Ｇｐと、２つの機能部９０全
体の重心である機能部重心Ｇｃｃとの間に、位置可変部８４の重心である可変部重心Ｇｍ
が位置している。また、たとえば、パネル重心Ｇｐ、可変部重心Ｇｍおよび機能部重心Ｇ
ｃは、直線Ｌｉに沿うように位置している。直線Ｌｉは、たとえば受光面ＦＬに垂直な直
線である。
【０１０２】
　なお、１つの機能部アーム８５に１つの機能部９０が固定される構成に限らず、１つの
機能部アーム８５に複数の機能部９０が固定される構成であってもよい。
【０１０３】
　また、本発明の第１の実施の形態では、機能部９０は、太陽光発電パネル１２および位
置可変部８４に電気的に接続される構成としたが、これに限定するものではなく、機能部
９０は、太陽光発電パネル１２および位置可変部８４のいずれか一方と電気的に接続され
る構成であってもよいし、太陽光発電パネル１２および位置可変部８４のいずれとも電気
的に接続されない構成であってもよい。
【０１０４】
　また、本発明の第１の実施の形態では、太陽光発電パネル１２の受光面ＦＬに下した垂
線の方向の平面視において、機能部９０の全体が受光面ＦＬに隠れる構成であるとしたが
、これに限定するものではなく、機能部９０の一部が受光面ＦＬに隠れる構成であっても
よい。
【０１０５】
　また、本発明の第１の実施の形態では、機能部９０は、アーム部８７を介して位置可変
部８４に取り付けられる構成であるとしたが、これに限定するものではなく、位置可変部
８４に直接取り付けられる構成であってもよいし、アーム部８７以外の他の部材を介して
位置可変部８４に取り付けられる構成であってもよい。
【０１０６】
　また、本発明の第１の実施の形態では、機能部９０および太陽光発電パネル１２の位置
関係がアーム部８７によって固定される構成であるとしたが、これに限定するものではな
い。たとえば、機能部９０は、アーム部８７から吊り下げられることによってアーム部８
７に取り付けられ、太陽光発電パネル１２の裏面ＦＳと対向しながら太陽光発電パネル１
２に対する位置が固定されない構成であってもよい。
【０１０７】
　また、本発明の第１の実施の形態では、太陽光発電パネル１２は、全体として板状であ
るとしたが、これに限定するものではなく、受光面と受光面の反対側の面とを有する形状
であれば、他の形状であってもよい。
【０１０８】
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　また、たとえば、機能部９０の温度をより低くしたい場合、機能部９０は、筐体にファ
ンまたはクーラーが取り付けられた構成であってもよい。このような構成により、機能部
９０を、積極的に冷却し、より安定して動作させることができる。
【０１０９】
　ところで、特許文献１および特許文献２に記載の太陽光発電装置において、制御盤また
はコントロールボックスは、電子部品等を含むため、温度の上昇により正常に動作しなく
なる場合がある。
【０１１０】
　北半球のある地点に太陽光発電装置が設置される場合、たとえば、制御盤は、直射日光
による温度上昇および地面からの輻射熱による温度上昇を避けつつ、メンテナンスの容易
性を確保できる位置として、太陽光発電パネルを支持する支柱における北側の側面の地面
から１ｍ～２ｍ上方の位置に取り付けられる。
【０１１１】
　しかしながら、地球上から観測される太陽の位置は時間とともに変化するため、一日中
制御盤の全体が直射日光に晒されないようにすることは困難である。
【０１１２】
　これに対して、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置では、太陽光発電パネ
ル１２は、受光量に応じた電力を生成する複数の発電素子１４を含み、受光面ＦＬと受光
面ＦＬの反対側に位置する裏面ＦＳとを有する。機能部９０は、太陽光発電装置１０１に
関する機能を提供する。また、機能部９０は、太陽光発電パネル１２と別個に設けられる
。位置可変部８４は、太陽光発電パネル１２と機能部９０との間に設けられ、太陽光発電
パネル１２および機能部９０の位置を変更可能である。太陽光発電パネル１２の裏面ＦＳ
と機能部９０とは、対向している。位置可変部８４は、太陽光発電パネル１２の裏面ＦＳ
と機能部９０とが対向している状態を維持したまま太陽光発電パネル１２および機能部９
０の位置を変更可能である。
【０１１３】
　このような構成により、太陽光発電パネル１２の受光面ＦＬが太陽の方向を向いている
場合において、機能部９０は、太陽光発電パネル１２に対して太陽の反対側に位置するこ
とになるため、機能部９０への直射日光が太陽光発電パネル１２によって遮られる。また
、機能部９０と太陽光発電パネル１２とが位置可変部８４を挟んで離れて設けられるため
、機能部９０は太陽光発電パネル１２からの輻射熱による影響を受けにくい。これにより
、高温になることによって正常な動作を行うことができなくなる場合のある機能部９０の
、温度上昇を防ぐことができる。
【０１１４】
　したがって、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置では、高温による動作不
良を抑制し、より安定した動作を実現することができる。
【０１１５】
　また、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置では、受光面ＦＬに下ろした垂
線の方向の平面視において、機能部９０の全体が受光面ＦＬに隠れている。
【０１１６】
　このような構成により、太陽光発電パネル１２の受光面ＦＬが太陽の方向を向いている
場合において、機能部９０全体が太陽からの直射日光を受けなくなるため、機能部９０の
温度上昇をより抑えることができる。
【０１１７】
　また、このように、機能部９０に直射日光が当たらない構成とすることによって、たと
えば、機能部９０の筐体の最高温度を７０℃から５０℃に低下させることができる。
【０１１８】
　また、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置では、太陽光発電パネル１２お
よび機能部９０は、位置可変部８４に結合されている。太陽光発電パネル１２の重心すな
わちパネル重心Ｇｐと、位置可変部８４の重心すなわち可変部重心Ｇｍと、機能部９０の
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重心すなわち機能部重心Ｇｃとが１つの直線に沿って位置している。可変部重心Ｇｍの重
心がパネル重心Ｇｐと機能部重心Ｇｃとの間に位置している。
【０１１９】
　このような構成により、たとえば、位置可変部８４を中心とする、太陽光発電パネル１
２における力のモーメントと、機能部９０における力のモーメントとが互いに打ち消し合
う関係となる。このため、位置可変部８４に含まれ、太陽光発電パネル１２および機能部
９０の位置を変更するために用いられるモータ、において発生させるべきトルクを小さく
することができる。これにより、たとえば、当該モータを小型化することができ、また、
当該モータおよび当該モータの制御回路の消費電力を低減することができる。
【０１２０】
　また、たとえば、当該モータの回転を伝えるためのギアに掛かる負荷を小さくすること
ができるため、位置可変部８４における不要なバックラッシュの発生を抑え、太陽光発電
装置１０１のメンテナンスの頻度を下げることができる。
【０１２１】
　また、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置では、太陽光発電パネル１２と
位置可変部８４との距離に基づいて機能部９０と位置可変部８４との距離が決められてい
る。
【０１２２】
　このような構成により、たとえば、位置可変部８４を中心とする、機能部９０における
力のモーメントおよび太陽光発電パネル１２における力のモーメントがバランスするよう
に、機能部９０および位置可変部８４の距離を決めることができるため、上記モータにお
いて発生させるべきトルクをより小さくすることができる。
【０１２３】
　また、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置では、太陽光発電パネル１２お
よび機能部９０は、位置可変部８４に結合されている。太陽光発電パネル１２と位置可変
部８４との結合点および太陽光発電パネル１２間の距離と太陽光発電パネル１２の重さと
の積に対する、機能部９０と位置可変部８４との結合点および機能部９０間の距離と機能
部９０の重さとの積、の比が１／２以上かつ２以下の範囲に含まれる。
【０１２４】
　このように、位置可変部８４を中心とする、太陽光発電パネル１２における力のモーメ
ントと、機能部９０における力のモーメントとの比が所定範囲に含まれるような構成によ
り、機能部９０を太陽光発電パネル１２のカウンターバランスとして積極的に利用し、太
陽光発電パネル１２における力のモーメントおよび機能部９０における力のモーメントが
バランスした状態に近づけることができる。また、これにより、たとえば、位置可変部８
４における不要なバックラッシュの発生を抑えることができるため、受光面ＦＬの方向を
より安定して制御することができる。
【０１２５】
　また、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置では、アーム部８７は、中空の
部材である。アーム部８７における各部材は、位置可変部８４および機能部９０を連結す
るか、機能部９０および太陽光発電パネル１２を連結するか、または、太陽光発電パネル
１２および位置可変部８４を連結する。配線１８１は、アーム部８７の中空部を通り、位
置可変部８４および機能部９０を接続する。配線１８０は、アーム部８７の中空部を通り
、機能部９０および太陽光発電パネル１２を接続する。配線１８４、アーム部８７の中空
部を通り、太陽光発電パネル１２および位置可変部８４を接続する。
【０１２６】
　このように、配線がアーム部８７の内部を通る構成により、たとえば、太陽光発電装置
１０１の機械的な動作に起因して配線に引っ張り応力が掛かり、配線が損傷するようなト
ラブルを防ぐことができる。また、太陽光発電装置１０１の機械的な動作を配線が妨げな
いための、配線長の遊びを小さくすることができる。また、アーム部８７を配線の保護部
材として用いることができるため、配線に保護部材を別途装着する必要が無くなる。
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【０１２７】
　また、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置では、アーム部８７における各
部材は、位置可変部８４および機能部９０を連結するか、機能部９０および太陽光発電パ
ネル１２を連結するか、または、太陽光発電パネル１２および位置可変部８４を連結する
。アーム部８７は、ＦＲＰ（Ｆｉｂｅｒ　Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ）に
より形成されている。
【０１２８】
　このような構成により、アーム部８７に高い強度を持たせつつ、アーム部８７を軽量化
することができる。
【０１２９】
　また、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置では、アーム部８７における各
部材は、位置可変部８４および機能部９０を連結するか、または、機能部９０および太陽
光発電パネル１２を連結する。断熱材９５は、アーム部８７および機能部９０の間に設け
られる。
【０１３０】
　このような構成により、アーム部８７から機能部９０への熱伝導を抑制することができ
る。
【０１３１】
　次に、本発明の他の実施の形態について図面を用いて説明する。なお、図中同一または
相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。
【０１３２】
　＜第２の実施の形態＞
　本実施の形態は、第１の実施の形態に係る太陽光発電装置と比べて、アーム部の異なる
太陽光発電装置に関する。以下で説明する内容以外は第１の実施の形態に係る太陽光発電
装置と同一である。
【０１３３】
　図１１は、本発明の第２の実施の形態に係る太陽光発電装置の側面図である。
【０１３４】
　図１１を参照して、太陽光発電装置１０２は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光
発電装置１０１と比べて、位置可変部８４の代わりに位置可変部２８４を備え、アーム部
８７の代わりにアーム部２８７を備える。位置可変部２８４は、仰角駆動部２８２と、方
位角駆動部２８３とを含む。仰角駆動部２８２は、パネル固定板９１と、ロッド駆動部９
２と、プッシュロッド９３と、支持部９４とを含む。
【０１３５】
　太陽光発電パネル１２は、複数の発電モジュール１０と、図示しない太陽方向センサ２
５と、フレーム部８０とを含む。また、太陽光発電パネル１２は、受光面ＦＬと、裏面Ｆ
Ｓとを有する。裏面ＦＳは、太陽光発電パネル１２における受光面ＦＬの反対側の面であ
る。
【０１３６】
　位置可変部２８４は、太陽光発電パネル１２および機能部９０の間に設けられている。
太陽光発電パネル１２および機能部９０は、位置可変部２８４に結合されている。
【０１３７】
　具体的には、太陽光発電パネル１２は、位置可変部２８４におけるパネル固定板９１に
取り付けられている。機能部９０は、アーム部２８７を介して位置可変部２８４に取り付
けられている。アーム部２８７は、位置可変部２８４および機能部９０を連結している。
位置可変部２８４は、支柱４８の先端部に取り付けられている。なお、アーム部２８７は
、機能部９０および太陽光発電パネル１２を連結してもよい。
【０１３８】
　機能部９０は、太陽光発電パネル１２と別個に設けられている。具体的には、たとえば
、機能部９０は、太陽光発電パネル１２とある程度の距離を隔てて設けられている。また
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、機能部９０は、太陽光発電パネル１２における裏面ＦＳと対向している。
【０１３９】
　位置可変部２８４は、機能部９０からの制御信号に基づいて、太陽光発電パネル１２に
おける受光面ＦＬの方向を太陽に向け、受光面ＦＬの方向が太陽を追尾するように動作す
る。
【０１４０】
　このとき、位置可変部２８４は、機能部９０と裏面ＦＳとが対向した状態を維持したま
ま、太陽光発電パネル１２および機能部９０の位置を変更する。
【０１４１】
　具体的には、たとえば、位置可変部２８４の仰角駆動部２８２において、支持部９４は
、パネル固定板９１を傾動可能に支持している。太陽光発電パネル１２は、パネル固定板
９１に取り付けられている。プッシュロッド９３は、たとえば、ロッド駆動部９２の内部
を貫通しており、先端部がパネル固定板９１に取り付けられている。
【０１４２】
　ロッド駆動部９２は、支持部９４に取り付けられており、矢印Ａｐに示すように、プッ
シュロッド９３を太陽光発電パネル１２の方向へ押し込むか、または太陽光発電パネル１
２の方向から引き戻す。これにより、ロッド駆動部９２は、矢印Ａｉに示すようにパネル
固定板９１を傾動させ、太陽光発電パネル１２および機能部９０を仰角方向に駆動する。
【０１４３】
　方位角駆動部２８３は、仰角駆動部２８２における支持部９４の下方に設けられている
。方位角駆動部２８３は、たとえば、モータを含み、仰角駆動部２８２を矢印Ａｒｏに示
すように、水平方向に回転させることにより、太陽光発電パネル１２および機能部９０を
方位角方向に駆動する。
【０１４４】
　たとえば、太陽光発電パネル１２の受光面ＦＬに下した垂線の方向の平面視において、
機能部９０は、全体が太陽光発電パネル１２の受光面に隠れるように位置する。
【０１４５】
　断熱材９５は、たとえば、アーム部２８７および機能部９０の間に設けられており、太
陽光発電パネル１２から機能部９０への熱伝導を抑制している。
【０１４６】
　また、たとえば、太陽光発電パネル１２の重心であるパネル重心Ｇｐと、機能部９０の
重心である機能部重心Ｇｃとの間に、位置可変部２８４の重心である可変部重心Ｇｍが位
置している。また、パネル重心Ｇｐ、可変部重心Ｇｍおよび機能部重心Ｇｃは、直線Ｌｉ
に沿うように位置している。直線Ｌｉは、たとえば受光面ＦＬに垂直な直線である。
【０１４７】
　アーム部２８７は、たとえば中空の部材である。太陽光発電装置１０２は、アーム部２
８７の中空部を通る図示しない配線１８２を備える。配線１８２は、たとえば、位置可変
部２８４および機能部９０を電気的に接続する。また、アーム部２８７の中空部には、た
とえば、太陽光発電パネル１２および機能部９０を電気的に接続する配線が通ってもよい
。
【０１４８】
　配線１８２は、たとえば、複数の電線の束である。なお、配線１８２は、複数の電線に
限らず、１つの電線であってもよい。アーム部２８７は、たとえば、ＦＲＰにより形成さ
れている。
【０１４９】
　その他の構成および動作は第１の実施の形態に係る太陽光発電装置と同様であるため、
ここでは詳細な説明を繰り返さない。
【０１５０】
　上記実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべき
である。本発明の範囲は、上記説明ではなく特許請求の範囲によって示され、特許請求の
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範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【０１５１】
　以上の説明は、以下に付記する特徴を含む。
【０１５２】
　［付記］
　太陽光発電装置であって、
　受光量に応じた電力を生成する複数の発電素子を含み、受光面と前記受光面の反対側に
位置する裏面とを有する発電部と、
　前記太陽光発電装置に関する機能を提供し、前記発電部と別個に設けられた機能部と、
　前記発電部と前記機能部との間に設けられ、前記発電部および前記機能部の位置を変更
可能な位置可変部とを備え、
　前記発電部の前記裏面と前記機能部とが対向しており、
　前記位置可変部は、前記発電部の前記裏面と前記機能部とが対向している状態を維持し
たまま前記発電部および前記機能部の位置を変更可能であり、
　前記発電部は、全体として板状であり、
　前記位置可変部は、前記受光面が太陽の方向を向くように前記発電部および前記機能部
の位置を変更可能であり、
　前記機能部は、筐体を含み、自己の筐体における最も広い面が前記発電部の前記裏面と
平行になるように取り付けられている、太陽光発電装置。
【符号の説明】
【０１５３】
　１０　発電モジュール
　１２　太陽光発電パネル（発電部）
　１３　筐体
　１４　発電素子
　１５　フレキシブルプリント配線板
　１６　フレネルレンズ
　１７　受光部
　１８　導電部
　２５　太陽方向センサ
　４０　架台
　４６　土台
　４８　支柱
　８０　フレーム部
　８１　パネルアーム
　８２，２８２　仰角駆動部
　８３，２８３　方位角駆動部
　８４，２８４　位置可変部
　８５　機能部アーム
　８６　アーム接続部
　８７，１８７，２８７　アーム部
　８８　結合点
　８９　パネルアーム
　９０　機能部
　９１　パネル固定板
　９２　ロッド駆動部
　９３　プッシュロッド
　９４　支持部
　９５　断熱材
　１００，１０１，１０２　太陽光発電装置
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　１８０，１８１，１８２，１８４　配線
　１８３　中空部
　ＦＬ　受光面
　ＦＳ　裏面
　Ｆｏ　主表面
　Ｇｃ，Ｇｃｃ　機能部重心
　Ｇｍ　可変部重心
　Ｇｐ　パネル重心
　ｇ　地面

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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