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(57)【要約】
【課題】これまでの太陽光発電システムでは、太陽電池
モジュールの積雪を除去する散水装置の凍結防止を行っ
ておらず、散水路の破壊や必要なタイミングで散水でき
ないという問題があった。
【解決手段】上記課題を解決するため、本発明の太陽光
発電システムに用いる散水装置では、散水を開始または
停止を切り替える給水部から前記太陽電池モジュールに
水を供給する散水路と、太陽電池モジュールに水を散水
する散水部を備え、前記散水路の少なくとも一部に開口
部を形成するとともに前記開口部を開閉自在な水抜きハ
ンドルを有し、前記開口部から前記水抜きハンドルを開
状態とすることで散水停止後の散水路内の水を排出可能
に構成されていることを特徴としている。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
太陽光を受光することにより発電する太陽光発電システムの太陽電池モジュールに散水す
る散水装置において、
　前記散水装置は、散水を開始または停止を切り替える給水部から前記太陽電池モジュー
ルに水を供給する散水路と、太陽電池モジュールに水を散水する散水部を備え、前記散水
路の少なくとも一部に開口部を形成するとともに前記開口部を開閉自在な水抜きハンドル
を有し、前記開口部から前記水抜きハンドルを開状態とすることで散水停止後の散水路内
の水を排出可能に構成されていることを特徴とする太陽光発電システムに用いる散水装置
。
【請求項２】
前記太陽電池モジュールの温度を検知可能な温度センサまたは積雪量を検知可能は積雪セ
ンサの少なくとも１つを設けたことを特徴とする請求項１記載の太陽光発電システムに用
いる散水装置。
【請求項３】
前記散水路は、耐寒ホースにより構成されていることを特徴とする請求項１記載または請
求項２記載の太陽光る発電システムに用いる散水装置。
【請求項４】
前記散水路は、浄水器を備えていることを特徴とする請求項１記載ないし請求項３記載の
太陽光発電システムに用いる散水装置。
【請求項５】
更に貯水タンクを備え、前記散水路は、前記貯水タンク内の水を供給可能に構成されてい
ることを特徴とする請求項１ないし請求項４記載の太陽光発電システムに用いる散水装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽光発電システムにおける太陽電池モジュールの積雪除去や冷却などに用
いる散水装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、太陽光発電システムにおいては、太陽電池アレイを構成する太陽電池モジュー
ルに設けたセルに太陽光が当てられることにより発電する。セルは複数枚を電極等により
接続し、敷設したものを強化ガラス等で挟み、これらをフレームで固定する構成すること
で太陽電池モジュールを構成している。
【０００３】
　太陽電池モジュールの表面となる強化ガラスは、セルに対して太陽光の日射量が低下し
ないように、透過性を有するものを用いている。
【０００４】
　また、太陽電池モジュールは、屋外に設置し、特に住宅用の場合には、より太陽光があ
たるよう屋根面に設置される。
【０００５】
　ところで、太陽電池モジュールは冬季に積雪した雪が強化ガラス表面に残ると、セルに
対して積雪した雪により太陽光受けることができず、発電しないか発電量が低下する。こ
れを回避する為には、太陽電池モジュール上に積雪した雪を除雪する場合、除雪する人が
屋根に上がって除雪する必要があるが、太陽電池モジュールが設置される屋根は高所であ
り転落など危険性が高い。また、太陽電池モジュールの表面は、砂埃等が付着するなど、
徐々に汚れが蓄積されるが、太陽電池モジュールの設置部は屋根面などユーザが自ら清掃
することは基本的に困難である。
【０００６】
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　さらに、太陽電池モジュールは、夏場などの気温が高い時期に太陽電池モジュールの表
面温度が上昇すると、太陽電池セルに使用している結晶の特性により、発電量が低下する
という問題もある。
【０００７】
　これに対し、例えば特許文献１においては複数の孔を有する散水管を用いて太陽電池モ
ジュールの受光面に水を滴下して、太陽電池モジュールを冷却する太陽光発電システムが
記載され、特許文献２では、井戸水を給水してシャワーノズルから散水することで太陽電
池モジュールの冷却ならびに太陽電池モジュール上の積雪を防止する太陽光発電システム
が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－２５９７９７号公報
【特許文献２】特開２００８－２８２８３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１や特許文献２にかかる技術では、寒冷地などで使用すると、
冬季には散水路内の水が凍結し、装置の破損など散水が困難となるおそれがあった。現状
、この凍結を防止するためには水を流し続ける必要があり、無駄な散水が多くなる。
【００１０】
　本発明は上記問題点に鑑み、屋根に上がらずに太陽電池モジュール上に積雪した雪を除
雪するなどのために散水する散水装置において、散水路内を凍結しないようにすることで
、散水装置の破損を防止するとともに、散水したいときに確実に散水できるようにするこ
とで発電量の低下を抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明の太陽光発電システムに用いる散水装置では、太陽
光を受光することにより発電する太陽光発電システムの太陽電池モジュールに散水する散
水装置において、前記散水装置は、散水を開始または停止を切り替える給水部から前記太
陽電池モジュールに水を供給する散水路と、太陽電池モジュールに水を散水する散水部を
備え、前記散水路の少なくとも一部に開口部を形成するとともに前記開口部を開閉自在な
水抜きハンドルを有し、前記開口部から前記水抜きハンドルを開状態とすることで散水停
止後の散水路内の水を排出可能に構成されていることを特徴としている。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の太陽光発電システムに用いる散水装置における実施例１を示した図であ
る。
【図２】本発明の太陽光発電システムに用いる散水装置における実施例１の他の例を示し
た図である。
【図３】本発明の太陽光発電システムに用いる散水装置における実施例２を示した図であ
る。
【図４】本発明の太陽光発電システムに用いる散水装置における実施例３を示した図であ
る。
【図５】本発明の太陽光発電システムに用いる散水装置における実施例４を示した図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施例を説明する。
【実施例１】
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【００１４】
　図１は、本発明における太陽光発電システムに用いられる散水装置の全体概要を示した
図である。
【００１５】
　図１において、太陽光発電システム１は、太陽光を受光することにより発電するセル３
等を備えた太陽電池モジュール５が複数枚備えられ、発電した直流電力を図示しないＰＣ
Ｓ（パワーコンディショナ）により交流電力に変換している。変換した交流電力は、住宅
７内の負荷（図示しない）に供給したり、いわゆる系統側に売電を行うべく逆潮流してい
る。
【００１６】
　太陽電池モジュール５は、所定の電力を確保すべく複数枚のセル３を接続し、強化ガラ
ス９等により挟み込みフレーム１１で固定し構成している。太陽光を受光すべく、受光面
となる強化ガラス９は透過性を有している。太陽電池モジュール５は、屋根８に架台（図
示せず）を介して設置している。なお、屋根材（瓦材）一体化することで配置することも
可能である。
【００１７】
　また、太陽光発電システム１には、太陽電池モジュール５の表面（強化ガラス９の表面
）に散水する散水装置１３が備えられている。
【００１８】
　散水装置１３は、給水部１５、散水路１７、散水部１９から構成されている。
【００１９】
　給水部１５は、ユーザが散水を開始または停止可能な構成となっており、水道水などの
水供給源の蛇口などに接続されている。
【００２０】
　散水路１７は、給水部１５より給水された水を太陽電池モジュール５の散水部１９まで
供給する供給用の経路を構成しているいわゆる配水管であり、具体的には、給水部１５か
ら地面まで延びる散水路１７ａ、ほぼ地面に沿って配置している散水路１７ｂ、地面から
太陽電池モジュール５まで延びている散水路１７ｃにより構成されている。散水路１７ｃ
は、住宅７の屋根８や壁面２０などに固定している。散水路１７ｂの両端は散水路１７ａ
の一端と散水路１７ｃの一端に接続されている。また、散水路１７ｃの他端は散水部１９
の一旦となる供給側１９ｂに接続されている。
【００２１】
　散水部１９は、太陽電池モジュール５の上方（屋根面８の軒側８ａ）に、太陽電池モジ
ュール５の長手方向に沿って配置されており、複数の孔１９ａを形成している。
【００２２】
　孔１９ａの大きさは、供給側１９ｂから反供給側１９ｃまで水が流れることが可能な径
とするなど適宜設計すればよい。
【００２３】
　また、散水路１７ａの下方の土中には浸透マス２１が位置しており、その浸透マス２１
上方（図中、散水路９ａと散水路９ｂの接続部分）には、水抜きハンドル２３が設けられ
ている。
【００２４】
　水抜きハンドル２３は散水路１７の途中に設けた開口部（図示せず）を開閉可能に構成
しており、開状態で、開口部から散水路１７ａ、１７ｂ、１７ｃの水が浸透マス２１に流
れるようになっている。散水路１７ｂは、水抜きハンドル２３側が低くなるよう傾斜させ
ることで、より確実に散水路１７ｂ内の水を浸透マス２１に導くことができる。
【００２５】
　次に作用について説明する。
【００２６】
　夏場、太陽電池モジュール５の温度が上昇しているときには、太陽電池モジュール５の



(5) JP 2013-219255 A 2013.10.24

10

20

30

40

50

表面に水を供給する。水の供給は給水部１５を開とすることにより行う。
【００２７】
　結晶系のセル３を用いている場合、高温になると発電特性が悪化するが、水を供給する
ことで、発電特性を悪化させることを防止することができる。また、太陽電池モジュール
５の表面が砂埃などで汚れている場合には、それを洗浄することもできる。
【００２８】
　図２は、本発明の太陽光発電システムに用いる散水装置における実施例１に温度センサ
および積雪センサを設けた構成を示した図である。
【００２９】
　通常は、ユーザが太陽電池モジュール５の表面が高温となっていると判断した場合に行
えばよいが、太陽電池モジュール５の表面に温度センサ２５を設け、所定温度以上となっ
たときに給水部１５を開としたり、所定温度以上となった際に散水を促す報知を行うよう
にしてもよい。
【００３０】
　冬場の場合、太陽電池モジュール５の汚れ以外に積雪により発電量が低下することがあ
る。このため、この積雪を除去すべく、太陽電池モジュール５の表面に水を供給する。
【００３１】
　水の供給は給水部１５を開とすることにより行う。水を供給することで、太陽電池モジ
ュール５の強化ガラス９の表面側と積雪部分の間に水が浸入し、雪を融かし、強化ガラス
９の表面と積雪部分が徐々に分離され、太陽電池モジュール５の設置している傾斜を利用
して、軒８ｂの下方の地面に落下する。これにより、太陽電池モジュール５の表面の遮蔽
物であった積雪の大半がなくなり、太陽光を受光可能な状態となる。
【００３２】
　散水のタイミングは、ユーザの判断で行ったり、太陽電池モジュール５の表面に積雪セ
ンサ２７を設け、所定の積雪量となったときに発電量が低下していると判断し、給水部１
５を開とするようにしてもよい。
【００３３】
　太陽電池モジュール５の表面の積雪が除去され、散水不要となれば、給水部１５を閉状
態にすることで散水を停止することができる。
【００３４】
　給水停止後は、散水路１７内に水が残るため、寒冷地や冬場の場合、水が凍結する可能
性がある。
【００３５】
　このため、給水停止後は、散水路１７内の水を排水すべく、水抜きハンドル２３を開状
態とする。
【００３６】
　水抜きハンドル２３を開状態とすることで、散水路１７ａ内の水のみならず、散水路１
７ｃの水も散水路１７ｂを介して浸透マス２１に排水される。
【００３７】
　すなわち、本発明の太陽光発電システムにおける散水装置では、散水装置１３の破損を
防止するとともに、散水したいときに確実に散水することができ、結果、発電量の低下を
抑制することができる。
【実施例２】
【００３８】
　図３は、本発明の太陽光発電システムに用いる散水装置における実施例２を示した図で
ある。
【００３９】
　図３において、散水路として、耐寒ホース２９を用いている。
【００４０】
　耐寒ホース２９は、周囲を断熱材等で覆う構成としている、この耐寒ホース２９を用い
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ることにより、冬場など寒い時期に、散水を行っても、散水終了後に散水路となる耐寒ホ
ース２９内の水が凍結することを抑制することができる。
【００４１】
　なお、本実施例２の構成に、実施例１にて説明した水抜きハンドルを設けてもかまわな
い。水抜きハンドルを設けることで、より確実に耐寒ホース２９内での水の凍結を防止す
ることができる。
【実施例３】
【００４２】
　図４は、本発明の太陽光発電システムに用いる散水装置における実施例３を示した図で
ある。
【００４３】
　図４において、給水部１５から散水路１７へ水を供給する際、カルキ等を除去する浄水
器３１を散水装置１３の給水部１５に設けている。
【００４４】
　散水装置１３により太陽電池モジュール５に水を散水することで、積雪の除去や汚れを
落としたり、夏場は冷却することができるが、水道水等の水はカルキなどの不純物を含ん
でいるため、洗浄後、太陽電池モジュール５にカルキ分が付着する可能性が高い。
【００４５】
　本実施例では、散水装置１３に浄水器３１を設けているため、太陽電池モジュール５の
表面にカルキなどの不純物の付着することを抑制することができる。
【実施例４】
【００４６】
　図５は、太陽光発電システムにおける散水装置の実施例４を示した図である。
【００４７】
　図５において、太陽電池モジュール５の下方（屋根面８の軒側８ｂ）の雨樋８ｃに流れ
る水を貯める貯水タンク３３を備え、貯水タンクから散水路１７を介して太陽電池モジュ
ール５に散水可能に構成されている。
【００４８】
　雨樋８ｃに流れた散水は、配管部３３ａを介して、貯水部３３ｂに貯められる。給水部
１５を開状態とすることで、貯水部３３ｂの水が、配管部３３ｃを介して散水路に供給さ
れる。なお、貯水タンク３３の貯水部３３ｃには、散水した後の水の他、雨水もためるこ
とができる。
【００４９】
　散水した水と雨水の有効利用するため、水道水の使用量を削減することができる。
【００５０】
　なお、本実施例では、貯水タンク３３のみを用いて説明したが、水道水と併用してもよ
く、また、給水部１５に浄水器３１を設けてもかまわない。
【００５１】
　その他、本実施例では、住宅用の屋根に設置した太陽光発電モジュールに散水する例に
ついて説明したが、これに限らず、いわゆるメガソーラシステムや、産業用のものに用い
てもかまわない。
【００５２】
　また、給水部の供給源として、井戸水などを用いてもかまわない。
【符号の説明】
【００５３】
１、太陽光発電システム
３、セル
５、太陽電池モジュール
７、住宅
８、屋根
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９、ガラス
１１、フレーム
１３、散水装置
１５、給水部
１７、散水路
１９、散水部
２０、壁面部
２１、浸透マス
２３、水抜きハンドル
２５、温度センサ
２７、積雪センサ
２９、耐寒ホース
３１、浄水器
３３、貯水タンク

【図１】 【図２】
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【図５】
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