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(57)【要約】
【課題】パネルの間隔に対するコーキング作業や被覆部
材の挿入作業を不要にして作業性の向上及びコストの低
廉化を実現する。
【解決手段】上下に隣接する２つの太陽光発電パネル３
００の間に、パッキン２０を外側に装着したパネル取付
具１０を配置する。上下の太陽光発電パネル３００にお
ける互いに対向する側面のそれぞれに間隔規定部分１１
Ａ及び１１Ｂの外側面がパッキン２０を挟んで当接し、
上下の太陽光発電パネル３００の間隔Ｄ２が規定される
。上下の太陽光発電パネル３００のそれぞれの縁部表面
に当接部分１２Ａ，１２Ｂの裏面がパッキン２０を挟ん
で当接し、当接部分１２Ａ，１２Ｂの裏面と縦支持部材
２２０の表面との間に上下の太陽光発電パネル３００の
それぞれの縁部が挟持される。縦支持部材２２０におい
て間隔Ｄ２に位置する部分は、上方に位置する被覆部分
１３によって被覆され、雨や雪等に直接晒されることが
ない。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のパネルを架台上にそれぞれの間に間隔を設けて固定する際に用いられるパネル取付
具であって、
　前記複数のパネルのうち隣接する２つのパネルにおける互いに対向する側面のそれぞれ
に当接して前記間隔を規定する間隔規定部分と、
　前記隣接する２つのパネルのそれぞれの縁部表面に当接する当接部分と、
　平面視において前記側面に沿う長さ方向について前記架台の前記間隔に位置する部分よ
り長く前記側面に直交する幅方向について前記間隔に等しい範囲を覆う被覆部分であって
、前記間隔における前記架台の上方に配置される被覆部分と、
　前記架台に対する位置を固定する固定部分と、
を備えたパネル取付具。
【請求項２】
前記間隔規定部分及び前記当接部分を２つずつ備え、２つの前記間隔規定部分は、それぞ
れ第１の端部が２つの前記当接部分のそれぞれの一方の端部に連続し、それぞれの第２の
端部が前記被覆部分の両端部に連続する請求項１に記載のパネル取付具。
【請求項３】
前記被覆部分は、前記側面に沿う方向の両端部に前記架台に向かって傾斜する傾斜面を備
えた請求項１又は２に記載のパネル取付具。
【請求項４】
前記間隔規定部分、前記当接部分及び前記被覆部分の裏面の全面に対向するシート状のパ
ッキンを備えた請求項１乃至３の何れかに記載のパネル取付具。
【請求項５】
請求項１乃至４の何れかに記載のパネル取付具を介して架台上に複数のパネルをそれぞれ
の間に間隔を設けて固定するパネル取付構造であって、
　前記間隔規定部分が前記複数のパネルのうち互いに隣接する２つのパネルにおける互い
に対向する側面のそれぞれに当接し、前記当接部分が前記隣接する２つのパネルのそれぞ
れの縁部表面に当接する状態で、前記固定部分を介して前記パネル取付具を前記架台に固
定するパネル取付構造。
【請求項６】
前記架台の突端部に表面側から外嵌する端部取付具であって、前記複数のパネルのうち最
も外側に位置するパネルの縁部表面に当接する端部当接部分と、前記突端部より広い範囲
で前記突端部の端面に対向する端部被覆部分であって前記突端部の表面よりも下方で他の
部分から離間して位置する端部被覆部分と、を備えた端部取付具を含む請求項５に記載の
パネル取付構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、太陽光発電パネル等のパネルを架台に取り付ける際に用いられるパネル取
付具、及びこのパネル取付具を用いたパネル取付構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　太陽光発電システムは、多数の太陽光発電パネルを架台に固定して構成される。太陽光
発電パネルは、架台に位置決めして載置した後、架台及び太陽光発電パネルの取付孔に挿
入したボルトを締結することで、架台に固定される（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　ところが、架台と太陽光発電パネルとに予め取付孔が形成されていると、太陽光発電パ
ネルを架台の適正な位置に正確に載置した後、取付孔に対してボルトを正確に挿入する必
要があり、架台に対する太陽光発電パネルの固定作業が煩雑化する。
【０００４】
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　そこで、架台を木製の支持材で構成し、取付金具を介して太陽光発電パネルを架台に固
定することが提案されている。取付金具は太陽光発電パネルを支持材に押し付けた状態で
支持材にねじ込まれる木ねじによって架台に取り付けられ、架台に対する太陽光発電パネ
ルの固定を容易に行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実登第３１０１４３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、多数の太陽光発電パネルをマトリックス状に配置した状態で取付金具を介して
架台に固定する場合、隣接する太陽光発電パネルの間には取付金具を配置するための間隔
が必要となり、平面視において隣接する太陽光発電パネルの間隔に支持材の一部が露出す
る。太陽光発電システムは、屋外に配置されるため、支持材の一部が雨、露、雪等に晒さ
れることになる。これを防止するために、隣接する太陽光発電パネルの間隔に、コーキン
グを施すこととすると架台に対する太陽光発電パネルの固定作業が煩雑化し、被覆部材を
挿入することとするとコストの上昇を招く。このような問題は、太陽光発電パネルを架台
に固定する場合だけでなく、また架台を構成する支持部材の素材に関わらず生じる。
【０００７】
　この発明の目的は、架台に複数のパネルを固定する取付具によって隣接するパネルの間
隔に露出した架台の一部の上面を被覆できるようにし、コーキング作業や被覆部材の挿入
作業を不要にして作業性の向上及びコストの低廉化を実現できるパネル取付具及びパネル
取付構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明のパネル取付具は、複数のパネルを架台上にそれぞれの間に間隔を設けて固定
する際に用いられ、間隔規定部分、当接部分、被覆部分、固定部分を備えている。間隔規
定部分は、複数のパネルのうち隣接する２つのパネルにおける互いに対向する側面のそれ
ぞれに当接して間隔を規定する。当接部分は、隣接する２つのパネルのそれぞれの縁部表
面に当接する。被覆部分は、平面視において隣接する２つのパネルにおける互いに対向す
る側面に沿う長さ方向について架台の間隔に位置する部分より長く側面に直交する幅方向
について間隔に等しい範囲を覆い、間隔における架台の上方に配置される。固定部分は、
架台に対する位置を固定する。
【０００９】
　複数のパネルをその裏面が架台の上面に当接する状態で架台上に載置し、固定部分によ
って架台に対する位置を固定すると、隣接する２つのパネルは、互いに対向する側面の間
隔を間隔規定部分によって規定され、それぞれの縁部表面に当接部分が当接する。２つの
パネルは、架台上面と当接部分とに挟持された状態で架台に固定される。また、被覆部分
が、平面視において隣接する２つのパネルにおける互いに対向する側面に沿う長さ方向に
ついて架台の間隔に位置する部分より長く側面に直交する幅方向について間隔に等しい範
囲を覆うようにして架台の上方に配置される。平面視において隣接する２つのパネルの間
隔から露出する架台の一部は、被覆部分によって上面を確実に被覆される。
【００１０】
　この構成において、間隔規定部分と当接部分とを２つずつ備え、２つの間隔規定部分は
、それぞれの第１の端部が２つの当接部分のそれぞれの一方の端部に連続し、それぞれの
第２の端部が被覆部分の両端部に連続するものとすることが好ましい。被覆部分を挟んで
両側に間隔規定部分と当接部分とをこの順に連続して配置でき、１枚の板材を４箇所で折
り曲げることで一体的に成形することができる。
【００１１】
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　また、被覆部分は、側面に沿う方向の両端部に架台に向かって傾斜する傾斜面を備える
ことが好ましい。被覆部分に降った雨や雪等を傾斜面を経由させて下方に落下させること
ができる。
【００１２】
　さらに、間隔規定部分、当接部分及び被覆部分の裏面の全面に対向するシート状のパッ
キンを備えることが好ましい。パネルの表面に降った雨や雪等がパネル取付具とパネルと
の間を浸透して架台を濡らすことを防止できる。
【００１３】
　また、上記のパネル取付具を介して架台上に複数のパネルをそれぞれの間に間隔を設け
て固定するパネル取付構造は、間隔規定部分が複数のパネルのうち互いに隣接する２つの
パネルにおける互いに対向する側面のそれぞれに当接し、当接部分が隣接する２つのパネ
ルのそれぞれの縁部表面に当接する状態で、固定部分を介してパネル取付具を前記架台に
固定する。
【００１４】
　このパネル取付構造において、架台の突端部に表面側から外嵌する端部取付具を備える
ことが好ましい。端部取付具は、端部当接部分、端部被覆部分を備える。端部当接部分は
、複数のパネルのうち最も外側に位置するパネルの縁部表面に当接する。端部被覆部分は
、突端部より広い範囲で突端部の端面に対向し、突端部の表面よりも下方で他の部分から
離間して位置する。架台の端部が雨や雪等で濡れることを確実に防止できる。
【発明の効果】
【００１５】
　この発明によれば、パネルの間隔に対するコーキング作業や被覆部材の挿入作業を不要
にして作業性の向上及びコストの低廉化を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】この発明の実施形態に係るパネル取付具及びパネル取付構造が適用される太陽光
発電ユニットの外観図である。
【図２】同太陽光発電ユニットの底面側から見た外観図である。
【図３】同太陽光発電ユニットの要部の平面図である。
【図４】同パネル取付具の外観図である。
【図５】同パネル取付具に付属するパッキンの外観図である。
【図６】同パネル取付具を用いた太陽光発電パネルの固定状態を示す断面図である。
【図７】同パネル取付構造に含まれる端部取付具の外観図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、太陽光発電ユニットに適用した場合の本発明の実施形態に係るパネル取付具及
びパネル取付構造について、図面を参照しつつ説明する。
【００１８】
　図１及び図２に示すように、この発明の実施形態に係るパネル取付具は、一例として屋
外に設置される太陽光発電ユニット１００に適用される。太陽光発電ユニット１００は、
架台２００の上面に複数の太陽光発電パネル３００をマトリックス状に固定して構成され
ている。
【００１９】
　架台２００は、一例として横支持部材２１０、縦支持部材２２０、束石２３０，２４０
を有している。束石２３０，２４０は、例えばコンクリートブロックで構成され、架台２
００の手前側に配置される束石２３０は、奥側に配置される束石２４０よりも低くされて
いる。複数の束石２３０及び複数の束石２４０は、それぞれ直線上に配置される。前後２
列に配置された束石２３０及び２４０のそれぞれの上面に横支持部材２１０が固定される
。２本の横支持部材２１０の上面には、１枚の太陽光発電パネル３００の裏面に左右２本
が当接するようにして複数の縦支持部材２２０が固定される。
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【００２０】
　図３に示すように、太陽光発電ユニット１００において、複数枚の太陽光発電パネル３
００がマトリックス状に配置されるため、１枚の太陽光発電パネル３００は上下左右方向
に最大計４枚の他の太陽光発電パネル３００と間隔Ｄ１及びＤ２を設けて隣接する。平面
視において、左右に隣接する２枚の太陽光発電パネル３００の間の間隔Ｄ１のうち最上部
及び最下部の間隔Ｄ１にのみ横支持部材２１０の一部が露出するが、上下に隣接する２枚
の太陽光発電パネル３００の間の間隔Ｄ２には必ず２本の縦支持部材２２０の一部が露出
する。
【００２１】
　横支持部材２１０及び縦支持部材２２０の一部が、平面視において間隔Ｄ１及び間隔Ｄ
２に露出している状態を放置すると、雨、露又は雪等に晒されて劣化する。間隔Ｄ１につ
いては、例えば横支持部材２１０の露出範囲より大きい板材を横支持部材２１０の上面に
配置する。これによって、横支持部材２１０の一部が間隔Ｄ１において直接雨、露又は雪
等に晒されることを防止する。板材としては、波板を用いることができる。また、板材に
代えて、この発明のパネル取付具１０を配置することもできる。
【００２２】
　間隔Ｄ２については、太陽光発電パネル３００を架台２００に固定するためのパネル取
付具１０を使って間隔Ｄ２に露出する縦支持部材２２０の一部を被覆する。この例では、
各太陽光発電パネル３００の裏面に２本の縦支持部材２２０が位置しており、最上部及び
最下部に配置されるものを除いて、１枚の太陽光発電パネル３００の上下４箇所から縦支
持部材２２０が露出する。各露出箇所にパネル取付具１０が配置されるため、最上部及び
最下部に配置されるものを除く１枚の太陽光発電パネル３００は、４つのパネル取付具１
０で架台２００に固定される。
【００２３】
　図４に示すように、パネル取付具１０は、一例として２つの間隔規定部分１１Ａ，１１
Ｂ、２つの当接部分１２Ａ，１２Ｂ、被覆部分１３を備えている。２つの間隔規定部分１
１Ａ，１１Ｂは、それぞれの第１の端部１１１Ａ，１１１Ｂが２つの当接部分１２Ａ，１
２Ｂのそれぞれの基端部に直角に連続し、それぞれの第２の端部１１２Ａ，１１２Ｂが被
覆部分１３の両端部のそれぞれに直角に連続している。したがって、パネル取付具１０は
、例えば１枚の金属板からプレス加工によって形成することができる。
【００２４】
　当接部分１２Ａ，１２Ｂの開放端部には、長手方向の両端部に計４つの係止片１５が突
出して形成されている。なお、被覆部分１３には、２箇所に孔部１３１が形成されている
。被覆部分１３における長手方向の両端部は、下方に向けて折り曲げられ、傾斜面１４Ａ
，１４Ｂにされている。被覆部材１３は、長手方向について傾斜面１４Ａ，１４Ｂを除く
範囲の長さを、縦支持部材２２０の幅よりも長くされている。
【００２５】
　なお、横支持部材２１０の一部が間隔Ｄ１において直接雨、露又は雪等に晒されること
を防止するための板材に代えてパネル取付具１０を使用する場合には、被覆部材１３は、
長手方向について傾斜面１４Ａ，１４Ｂを除く範囲の長さを、横支持部材２１０の幅より
も長くする。
【００２６】
　この実施形態に係るパネル取付構造では、太陽光発電パネル３００との間にパッキン２
０を挟んでパネル取付具１０を取り付ける。図５に示すように、パッキン２０は、例えば
可撓性を有するシート状のゴム体であり、平面状に展開した状態のパネル取付具１０より
も全周にわたって大きく裁断されている。パッキン２０は、２つの長辺側端部近傍の４箇
所に切込２１を有し、２つの短辺側端部近傍の２箇所にスリット２２を有し、２つの短辺
側端に露出する２つの切込２３を有している。
【００２７】
　切込２１に係止片１５が貫通し、スリット２２に傾斜面１４Ａ，１４Ｂが貫通すること
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で、パッキン２０がパネル取付具１０の外側に装着される。なお、切込２３によってスリ
ット２２よりも外側の部分が２分割にされる。
【００２８】
　図６に示すように、上下に隣接する２つの太陽光発電パネル３００の間に、パッキン２
０を外側に装着したパネル取付具１０が配置される。パネル取付具１０は、スポンジ座金
４１を挟んで孔部１３１を貫通した木ねじ４０によって縦支持部材２２０に取り付けられ
る。
【００２９】
　架台２００に対して、最下部から最上部に向かって順に太陽光発電パネル３００を載置
していく。下方の太陽光発電パネル３００を架台２００に載置した後、上辺の２箇所にパ
ネル取付具１０を配置して上側に別の太陽光発電パネル３００を載置するか、又は上側に
別の太陽光発電パネル３００を仮置きした後に上下の太陽光発電パネル３００の間にパネ
ル取付具１０を配置する。上下の太陽光発電パネル３００における互いに対向する側面の
それぞれに間隔規定部分１１Ａ及び１１Ｂの外側面がパッキン２０を挟んで当接し、上下
の太陽光発電パネル３００の間隔Ｄ２が規定される。
【００３０】
　スポンジ座金４１を挟んで孔部１３１を貫通した木ねじ４０を縦支持部材２２０に螺入
させると、上下の太陽光発電パネル３００のそれぞれの縁部表面に当接部分１２Ａ，１２
Ｂの裏面がパッキン２０を挟んで当接し、当接部分１２Ａ，１２Ｂの裏面と縦支持部材２
２０の表面との間に上下の太陽光発電パネル３００のそれぞれの縁部が挟持される。これ
によって、上下の太陽光発電パネル３００のそれぞれの縁部が架台２００に固定される。
【００３１】
　また、パネル取付具１０と太陽光発電パネル３００との間にパッキン２０を挟むことに
より、太陽光発電パネル３００の表面に降った雨や雪等が当接部分１２Ａ，１２Ｂと太陽
光発電パネル３００との間を浸透して架台２００を濡らすことを防止できる。
【００３２】
　このとき、縦支持部材２２０において間隔Ｄ２に位置する部分は、上方に位置する被覆
部分１３によって被覆され、雨や雪等に直接晒されることがない。被覆部分１３の上面に
降った雨や雪等は、傾斜面１４Ａ，１４Ｂを経由して縦支持部材２２０の左右の外側に落
下する。孔部１３１と木ねじ４０との間はスポンジ座金４１によって閉塞されるため、被
覆部分１３に降った雨や雪等が孔部１３１から下方に落下することはない。
【００３３】
　なお、間隔規定部分１１Ａ及び１１Ｂの高さは、太陽光発電パネル３００の高さよりも
十分に短くされている。このため、縦支持部材２２０の表面は、被覆部分１３の裏面だけ
でなくパッキン２０にも接触することがなく、空気を流通させることができる。また、パ
ッキン２０において切込２３によって分割された部分の一方を両面テープ等を介して太陽
光発電パネル３００の側面及び裏面に貼付することで、太陽光発電パネル３００の表面に
降った雨や雪等が側面及び裏面を伝わって縦支持部材２２０の表面に落下することを防止
できる。
【００３４】
　図２に示したように、縦支持部材２２０の上下の端部は、平面視において最上部及び最
下部に位置する太陽光発電パネル３００の内側に位置しており、直接雨や雪等に晒される
ことはない。但し、最上部に位置する太陽光発電パネル３００の上縁部、及び最下部に位
置する太陽光発電パネル３００の下縁部も架台２００に固定する必要がある。そこで、こ
の実施形態に係るパネル取付構造では、縦支持部材２２０の上下の端部に装着される端部
取付具３０を備えている。
【００３５】
　図７に示すように、端部取付具３０は、端部当接部分３１、側面当接部分３２、裏面当
接部分３３、第１保持部分３４、第２保持部分３５、第３保持部分３６、端部被覆部分３
７を備えている。端部被覆部分３７を除く部分は、一例として１枚の金属板のプレス加工
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【００３６】
　端部取付具３０は、裏面当接部分３３、第１～第３保持部分３４～３６を縦支持部材２
２０の突端部２２１の４面に外嵌させることで、縦支持部材２２０の上下端に装着される
。具体的には、縦支持部材２２０の突端部２２１に端部取付具３０を仮置きした後、最上
部又は最下部の太陽光発電パネル３００を架台２００に載置し、太陽光発電パネル３００
の側面に側面当接部分３２が当接するように端部取付具３０を位置決めする。
【００３７】
　このとき、縦支持部材２２０の端面２２２が、縦支持部材２２０の長手方向（上下方向
）における裏面当接部分３３の中間部分に位置する。また、端部当接部分３１が、太陽光
発電パネル３００の表面に対向する。この状態で、孔部３５１を貫通させた図外の木ねじ
を縦支持部材２２０に螺入することにより、端部取付具３０を縦支持部材２２０に固定す
る。
【００３８】
　裏面当接部分３３における側面当接部分３２が連続する端部近傍には、プレス加工によ
って板バネ３８が形成されている。太陽光発電パネル３００は、縁部表面を端部当接部分
３１と板バネ３８との間に弾性的に挟持された状態で架台２００に固定される。
【００３９】
　端部被覆部分３７は、端部当接部分３１及び側面当接部分３２の外側に密着するＬ字形
形状を呈し、下端部は縦支持部材２２０だけでなく端部取付具３０の他の部分にも接触す
ることなく下方に延出している。また、端部被覆部分３７は、縦支持部材２２０の端面２
２２の幅よりも広く形成されている。
【００４０】
　端部被覆部材３７に降った雨や雪等は、端部被覆部材３７の下端部からのみ下方に落下
し、他の部分を伝わって縦支持部材２２０に達することがない。これによって、縦支持部
材２２０の突端部２２１における劣化を防止できる。
【００４１】
　なお、この発明のパネル取付具及びパネル取付構造は、太陽光発電ユニットに限らず、
複数の矩形パネルを架台に固定して構成される他のユニットにも適用することができる。
【符号の説明】
【００４２】
　１０－パネル取付具
　１１Ａ，１１Ｂ－間隔規定部分
　１２Ａ，１２Ｂ－当接部分
　１３－被覆部分
　２０－パッキン
　３０－端部取付具
　１００－太陽光発電ユニット
　２００－架台
　２１０－横支持部材
　２２０－縦支持部材
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