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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　柱部材と、
　前記柱部材に連結される柱支持部材と、
　該柱支持部材に前記柱部材を固定する締結部材と、
　該柱部材の上端部に設けられる連結用支持部材と、
　該連結用支持部材に支持されるレール部材と、
　該レール部材に配置される太陽電池モジュールとを備えた太陽電池装置であって、
　前記柱支持部材は、底面部および該底面部に接続されて前記柱部材の少なくとも一部の
外周面を覆う壁部、前記柱部材の長手方向に沿って前記壁部に設けられた長穴、および前
記柱部材の外周面と対向する前記壁部の面の裏面または前記長穴の内周面に設けられた嵌
合部を有し、
　前記締結部材は、前記嵌合部と接する接触面を有し、該接触面において前記嵌合部に嵌
合される被嵌合部を有するとともに、前記柱部材に設けられた孔部に挿入されて前記柱部
材を前記柱支持部材に固定する、太陽電池装置。
【請求項２】
　前記連結用支持部材は、前記柱部材の前記上端部における少なくとも一部の外周面を覆
う下部を有し、
　前記連結用支持部材の前記下部は対向する２つの板状部を有しており、これら板状部の
それぞれが対向している内側に、前記柱部材の前記上端部における少なくとも一部の外周
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面が位置している、請求項１に記載の太陽電池装置。
【請求項３】
　２つの前記板状部は、少なくとも一方の内側面から張り出した突出部を有しており、こ
れら突出部の下面が前記柱部材の前記上端面に接触している、請求項２に記載の太陽電池
装置。
【請求項４】
　前記柱部材は、長手方向に角パイプ状の管状部と、該管状部の対向する２つの辺から張
り出したフランジ部とを有しており、前記連結用支持部材が前記フランジ部に固定される
、請求項１乃至３のいずれかに記載の太陽電池装置。
【請求項５】
　前記柱部材は、長手方向に直交する断面における断面形状がＩ型、Ｔ型またはＨ型であ
る、請求項１乃至３のいずれかに記載の太陽電池装置。
【請求項６】
　前記連結用支持部材は、上面部および該上面部に設けられた凸部または凹部を有してお
り、
前記レール部材は、下面部および該下面部に前記連結用支持部材の前記凸部に対応する凹
部または前記凹部に対応する凸部を有している、請求項１乃至５のいずれかに記載の太陽
電池装置。
【請求項７】
　前記連結用支持部材を前記柱部材に固定する他の締結部材をさらに備え、
該他の締結部材は、２つの前記板状部の少なくとも一方において前記柱部材の長手方向に
沿って設けられた他の長穴および前記柱部材の上端部に設けられた他の孔部に挿入されて
前記連結用支持部材を前記柱部材に固定する、請求項２または３に記載の太陽電池装置。
【請求項８】
　前記板状部は、前記柱部材の外周面に対向する面の裏面に第１嵌合部を有し、
前記他の締結部材は、前記第１嵌合部に接する接触面を有し、該接触面に前記第１嵌合部
と嵌合する第２嵌合部を有している、請求項７に記載の太陽電池装置。
【請求項９】
　前記第１嵌合部は、第１セレーション部であり、
前記第２嵌合部は、前記第１セレーション部に対して前記柱部材の長手方向において複数
の位置で嵌合可能な第２セレーション部である、請求項８記載の太陽電池装置。
【請求項１０】
　前記嵌合部は、セレーション部であり、
前記被嵌合部は、前記セレーション部に対して前記柱部材の長手方向において複数の位置
で嵌合可能な他のセレーション部である、請求項１に記載の太陽電池装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は太陽電池装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　太陽電池装置は、太陽電池モジュールと、太陽電池モジュールを固定するための架台と
、太陽電池モジュールからの出力を取り出すためのインバーター等の電気設備等を有する
。多数の太陽電池装置によって構成されて、出力が１メガワット程度以上の規模となる太
陽光発電設備は、メガソーラーと呼ばれる。メガソーラーは、多数の太陽電池装置を低コ
スト、且つ高い品質で施工することを求められる。そこで、低コスト化を図った太陽電池
装置が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２００７－２５１００１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した太陽電池装置の施工では、レール部材を作業者が支えながら、レール部材に設
けられた孔部に挿通したボルトに対してナットを締める作業が必要となる。しかしながら
、この作業は施工性が悪く、作業時間が長くなる。特にメガソーラーの施工の場合に、施
工の品質のばらつきによって修正作業が発生すると、工期が長くなり、コストアップの要
因となりやすい。
【０００５】
　本発明の一つの目的は、施工性に優れた太陽電池装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一実施形態に係る太陽電池装置は、柱部材と、前記柱部材を支持する柱支持部
材と、該柱支持部材に前記柱部材を固定する締結部材と、該柱部材の上端部に設けられる
連結用支持部材と、該連結用支持部材に支持されるレール部材と、該レール部材に配置さ
れる太陽電池モジュールとを備えている。本実施形態において、前記柱支持部材は、底面
部および該底面部に接続されて前記柱部材の端部における少なくとも一部の外周面を覆う
壁部、前記柱部材の長手方向に沿って前記壁部に設けられた長穴、および前記柱部材の外
周面と対向する前記壁部の面の裏面または前記長穴の内周面に設けられた嵌合部を有し、
前記締結部材は、前記嵌合部と接する接触面を有し、該接触面において前記嵌合部に嵌合
される被嵌合部を有するとともに、前記柱部材に設けられた孔部に挿入されて前記柱部材
を前記柱支持部材に固定する。
【発明の効果】
【０００７】
　上記構成によれば、簡便な作業によって太陽電池装置を施工できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の参考例に係る太陽電池装置の一実施形態を示す斜視図である。
【図２】図２は、本発明の参考例に係る太陽電池装置の一実施形態の一部を分解して示す
分解斜視図である。
【図３】図３は、本発明の参考例に係る太陽電池装置の一実施形態を構成する太陽電池モ
ジュールの一例を示す図であり、図３（ａ）は太陽電池モジュールを受光面側から見た平
面図、図３（ｂ）は図３（ａ）のＡ－Ａ’線における断面図を示す。
【図４Ａ】図４Ａは、本発明の参考例に係る太陽電池装置の一実施形態の一部を示す図で
あり、図２のＢ部を拡大および分解して示す拡大分解斜視図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、本発明の参考例に係る太陽電池装置の一実施形態の一部を示す図で
あり、図２のＢ部の拡大側面図である。
【図５】図５は、本発明の参考例に係る太陽電池装置の一実施形態の組み立ての様子を示
す分解斜視図である。
【図６】図６は、本発明の参考例としての他の実施形態に係る太陽電池装置を示す図であ
り、図２のＢ部における変形例を示す拡大分解斜視図である。
【図７Ａ】図７Ａは、本発明の参考例としての他の実施形態に係る太陽電池装置を示す図
であり、図２のＢ部における変形例を示す拡大分解斜視図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、本発明の参考例としての他の実施形態に係る太陽電池装置を示す図
であり、図２のＢ部における変形例を示す拡大側面図である。
【図８】図８（ａ）、（ｂ）は、本発明の参考例としての他の実施形態に係る太陽電池装
置を示す図であり、連結用支持部材の孔部の変形例を示す側面図である。
【図９】図９は、本発明の参考例としての他の実施形態に係る太陽電池装置を示す図であ
り、不同沈下が生じたときの高さ調整の様子を示す側面図である。
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【図１０】図１０は、本発明の一実施形態に係る太陽電池装置を示す図であり、図２のＣ
部における変形例を示す拡大分解斜視図である。
【図１１】図１１は、本発明の一実施形態に係る太陽電池装置を示す図であり、不同沈下
が生じたときの高さ調整の様子を示す側面図である。
【図１２】図１２は、本発明の一実施形態に係る太陽電池装置の架台を示す斜視図である
。
【図１３】図１３は、本発明の他の実施形態に係る太陽電池装置を示す図であり、（ａ）
は図１２のＤ部を拡大して示す分解斜視図であり、（ｂ）は図１２のＤ部を拡大して示す
斜視図である。
【図１４】図１４は、本発明の他の実施形態に係る太陽電池装置を示す図であり、図１２
のＤ部を用いて高さおよび角度を調整する様子を示す平面図である。
【図１５】図１５は、本発明の他の実施形態に係る太陽電池装置を示す図であり、柱部材
の他の実施形態を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明および参考例に係る太陽電池装置の実施形態について図面を参照しつつ説明する
。なお、いくつかの図において、太陽電池装置１における太陽電池モジュール２の受光面
に平行で、この受光面が設置面に対して傾斜した傾斜方向に垂直な方向をＸ軸方向とし、
この受光面に平行で傾斜方向に平行な方向をＹ軸方向とし、この受光面に垂直な方向をＺ
軸方向とする。また、以下の説明では、図１等において、太陽電池装置１の傾斜の下方を
軒側とし、傾斜の上方を棟側と称する。
【００１０】
　図１および図２に示すように、太陽電池装置１は、水平な設置面Ｐに立てられた柱部材
２２と、この柱部材２２の上端部に設けられた連結用支持部材２５と、この連結用支持部
材２５に支持されるレール部材２３と、レール部材２３に配置される太陽電池モジュール
２とを備えている。そして、連結用支持部材２５は、設置面Ｐに対して所定角度傾斜して
レール部材２３の下面に対面する上面を有する上部と、柱部材２２の上端部における少な
くとも一部の外周面を覆う下部とを有している。
【００１１】
　ここで、太陽電池装置１は、柱部材２２を支持する基礎２１が設けられていてもよい。
また、太陽電池装置１は、レール部材２３に対して直交する方向に横レール部材２４の複
数を平行に配置して、隣り合う横レール部材２４間に太陽電池モジュール２を固定するよ
うにしてもよい。これにより、太陽電池モジュール２をより強く固定できる。
【００１２】
　次に、太陽電池装置１を構成する各部材について詳細に説明する。
【００１３】
　＜太陽電池モジュール＞
　図３に示すように、太陽電池モジュール２は、複数の太陽電池素子１２を互いに電気的
に接続して成る。太陽電池モジュール２は、例えば、太陽電池素子１２を配設した基板側
から光が入射されるスーパーストレート構造、太陽電池素子がガラス基板で囲まれたダブ
ルガラス構造、または上記基板の反対側から光が入射されるサブストレート構造など様々
な構造を選択できる。とりわけ、図３に示されているようなスーパーストレート構造であ
れば、単結晶シリコンまたは多結晶シリコン太陽電池に適用しやすい。
【００１４】
　太陽電池モジュール２は、透光性基板１１と、この透光性基板１１に対して所定位置に
配置された複数の太陽電池素子１２と、これら太陽電池素子１２の周囲を保護する充填材
１３と、裏面保護部材１４とが積層されて構成された太陽電池パネル１５を有している。
ここで、太陽電池パネル１５は、主として光が入射される受光面１５ａと、この受光面１
５ａに対して裏側に位置する裏面とを有している。
【００１５】
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　透光性基板１１は、太陽電池素子１２等を受光面１５ａ側から保護する機能を有してい
る。このような透光性基板１１としては、例えば、強化ガラスまたは白板ガラス等が挙げ
られる。
【００１６】
　太陽電池素子１２は、入射された光を電気に変換する機能を有している。このような太
陽電池素子１２は、例えば、単結晶シリコンまたは多結晶シリコン等からなる半導体基板
と、この半導体基板の表面（上面）および裏面（下面）に設けられた電極とを有している
。単結晶シリコン基板または多結晶シリコン基板を有する太陽電池素子１２は、例えば、
平面視で四角形状をしている。このとき、太陽電池素子１２の一辺の大きさは、例えば、
１００～２００ｍｍである。このような太陽電池素子１２では、例えば、隣接する太陽電
池素子１２のうち、一方の太陽電池素子１２の表面に位置する電極と、他方の太陽電池素
子１２の裏面に位置する電極とが配線材（インナーリード）で電気的に接続されている。
これにより、複数の太陽電池素子１２が直列接続されるように配列される。このような配
線材としては、例えば、半田が被覆された銅箔などが挙げられる。
【００１７】
　なお、太陽電池素子１２の種類は、特に制限されない。上記の他に例えば、太陽電池素
子における光電変換部分がアモルファスシリコン系、ＣＩＧＳ等のカルコパイライト系ま
たはＣｄＴｅ系などの材料から成る薄膜型の太陽電池素子が採用されてもよい。上述した
薄膜型の太陽電池素子は、例えば、ガラス基板上に、アモルファスシリコン系、ＣＩＧＳ
系またはＣｄＴｅ系などからなる光電変換層および透明電極などを適宜積層させたものが
利用できる。このような薄膜型の太陽電池素子は、ガラス基板上で光電変換層および透明
電極にパターニングを施して集積化することによって得られる。そのため、薄膜型の太陽
電池素子では、複数の光電変換層同士を接続する配線材を不要にできる。さらに、太陽電
池素子１２は、単結晶または多結晶シリコン基板上にアモルファスシリコンの薄膜を形成
したタイプであってもよい。
【００１８】
　太陽電池素子１２の両主面側に設けられる充填材１３は、太陽電池素子１２を封止する
機能を有している。このような充填材１３としては、例えば、エチレンビニルアセチレー
トの共重合体などの熱硬化性樹脂が挙げられる。
【００１９】
　裏面保護部材１４は、太陽電池素子１２等を裏面側から保護する機能を有している。こ
のような裏面保護部材１４は、太陽電池パネル１５の裏面側に位置する充填材１３と接着
している。このような裏面保護部材１４としては、例えば、ＰＶＦ（ポリビニルフルオラ
イド）、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート）
、またはこれらを適宜選択して積層したものを用いることができる。
【００２０】
　太陽電池パネル１５の周縁部には、フレーム１６を設けることができる。このフレーム
１６は、太陽電池パネル１５の外周を保護するように設けられ、太陽電池モジュール２の
耐荷重を向上させて、衝撃から保護する機能を有している。このようなフレーム１６は、
例えば、アルミニウム合金等の金属を押出成形したものを用いることができる。
【００２１】
　＜架台＞
　架台３は、太陽電池モジュール２を支持する構造物である。架台３を構成する部材をそ
の下部側から説明する。図１または図２に示すように、架台３は、地面などの設置面Ｐに
配置された基礎２１に支持される。ここで、棟側を支持する基礎を第１基礎２１ａと称し
、最も軒側を支持する基礎を第２基礎２１ｂと称する。第１基礎２１ａの上に柱部材２２
が設けられている。さらに、柱部材２２上に連結用支持部材２５が固定されている。また
、第２基礎２１ｂの上に、例えば、アルミニウム合金からなる固定部材２６が固定されて
いる。さらに、連結用支持部材２５上および固定部材２６上の間に、レール部材２３が架
設されている。そして並設されたレール部材２３間に、複数の横レール部材２４が渡設さ
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れている。横レール部材２４の長手方向は、レール部材２３の長手方向と直交する。また
、横レール部材２４は、太陽電池モジュール２の幅と略同じ間隔で複数本が並設されてい
る。なお、基礎２１は最も軒側を支持する第２基礎２１ｂから棟側において、さらに１以
上の基礎および柱部材等を配置してもよい。
【００２２】
　＜基礎＞
　基礎２１は、太陽電池装置１の土台としての機能を有している。このような基礎２１と
しては、例えば、土中に埋め込んだ布基礎を用いることができる。このとき、地盤が軟弱
である場合は、布基礎の底部の幅を広げて接地圧を低減させてもよい。このような布基礎
を用いると、布基礎の底部の広い面積で地盤に支持されることから、基礎２１の不同沈下
に伴う太陽電池装置１の歪みを低減できて、太陽電池モジュール２の破損等も低減できる
。
【００２３】
　なお、基礎２１としては、材質が例えばステンレスの、摩擦杭の一種であるスクリュー
杭を用いてもよい。スクリュー杭は、円形断面の杭体の外周に螺旋状の翼を設けたもので
あり、周面摩擦および引抜抵抗を向上させたものである。このような摩擦杭を基礎２１に
用いることによって、太陽電池装置１に吹き上げ方向の風圧力が加わった時の引抜抵抗が
高まるので、太陽電池装置１の強度を高めることができる。
【００２４】
　＜柱部材＞
　柱部材２２は、長手方向が設置面Ｐに対して垂直方向となるように、第１基礎２１ａ上
に柱支持部材２９を介して配置された柱体である。柱部材２２は、図１および図２に示す
ように、太陽電池装置１の棟側を支持している。柱部材２２は、第１基礎２１ａに固定さ
れる下端部２２ａと、連結用支持部材２５を介してレール部材２３を支持する上端部２２
ｂとを有する。
【００２５】
　図４Ａに示すように、柱部材２２は、その長手方向に直交する断面における断面形状が
Ｉ型、Ｔ型もしくはＨ型であればよい。また、柱部材２２は、長手方向に沿うような管状
部を有していてもよい。これにより、柱部材２２の強度が高まる。このような柱部材２２
は、例えば、角パイプの対向する２つの辺から張り出した４つのフランジ部（第１フラン
ジ部２２ｃ）を有する。このような柱部材２２は、例えば、アルミニウム合金等の金属を
押出成形したものを用いることができる。
【００２６】
　柱部材２２の上部には、第１フランジ部２２ｃに連結用支持部材２５を締結部材（第１
締結部材２７）で固定するための第１孔部２２ｃが設けられている。締結部材２７は、対
向する第１フランジ部２２ｃに設けられた孔部（第１孔部２２ｃ）および連結用支持部材
２５に設けられた孔部２５ｂに挿入されることによって、連結用支持部材２５を柱部材２
２に固定する。
【００２７】
　＜柱支持部材＞
　柱支持部材２９は、第１基礎２１ａ上に配置された底面部２９ｄと、該底面部２９ｄに
接続されて、柱部材２２の下端部における少なくとも一部の外周面を覆う壁部２９ａとを
有している。
【００２８】
　＜連結用支持部材＞
　図４Ｂに示すように、連結用支持部材２５は、柱部材２２上にレール部材２３を固定す
るための部材である。連結用支持部材２５は、例えば、Ｘ軸方向において柱部材２２と略
同じ長さを有する。さらに、連結用支持部材２５は、柱部材２２のＸ軸方向に対して直交
する方向における長さよりも少し（連結用支持部材２５の厚み分程度）だけ長い形状であ
る。連結用支持部材２５の下部は、柱部材２２をその長手方向に対して垂直な方向から見
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た断面と略同じ間隔で対向した板状部２５ａを有する。
【００２９】
　板状部２５ａは、連結用支持部材２５を、柱部材２２の上端部２２ｂの上に被せたとき
に、柱部材２２の外周面２２ｆと内接する。また、板状部２５ａは、柱部材２２の上部に
設けられた複数の第１孔部２２ｄのそれぞれと対向する位置に孔部２５ｂを複数有してい
る。さらに、２つの板状部２５ａのうち少なくとも一方は、その内側に突出部２５ｃを有
している。この突出部２５ｃは、柱部材２２の上端部２２ｂに接して、柱部材２２への連
結用支持部材２５の嵌合距離を決定することができる。
【００３０】
　また、連結用支持部材２５の上部は、レール部材２３の下面２３ａに接して、レール部
材２３を支持する上面２５ｄを有している。この上面２５ｄは、連結用支持部材２５を柱
部材２１上に設置したときに設置面（地面）Ｐに対して傾斜している。上面２５ｄは、レ
ール部材２３の下面２３ａと接している。また、上面２５ｄに複数の孔部２５ｅが設けら
れており、この孔部２５ｅ、レール部材２３の凹部２３ｂおよび第４締結部材２８を用い
て、連結用支持部材２５にレール部材２３を固定する。なお、第４締結部材２８は、例え
ば、ボルトおよびナットで構成される。連結用支持部材２５は、例えば、アルミニウム合
金等の金属を押出成形したものを用いることができる。
【００３１】
　＜固定部材＞
　図１、図２および図５に示すように、固定部材２６は第２基礎２１ｂの上にレール部材
２３を固定するための部材である。固定部材２６の上部は、連結用支持部材２５の上部と
ほぼ同じ形状としてよい。また、固定部材２６の下部は、例えば平坦な板状としており、
第２基礎２１ｂに埋め込むにようにして設けたアンカーボルト３４と締結するための複数
の孔部２６ａを有する。固定部材２６は、例えば、アルミニウム合金等の金属を押出成形
したものを用いることができる。
【００３２】
　＜レール部材＞
　図１、図２、図４Ａ、図４Ｂおよび図５に示すように、レール部材２３は、連結用支持
部材２５と固定部材２６との上に跨って渡設されており、設置面Ｐに対して傾斜するよう
に固定される部材である。また、並設されたレール部材２３の上に、レール部材２３の長
手方向と直交するように、横レール部材２４が配置されて固定される。レール部材２３の
断面形状は、図４Ａに示すように、角パイプ状にすることができる。さらに、レール部材
２３は、下面２３ａに、その長手方向に沿って、第４締結部材２８の一部が入り込み複数
の凹部２３ｂを有している。この凹部２３ｂは、レール部材２３を固定部材２６および連
結用支持部材２５に固定するために利用できる。レール部材２３は、例えば、アルミニウ
ム合金等の金属を押出成形したものを用いることができる。
【００３３】
　＜横レール部材＞
　図１、図２および図４Ａに示すように、横レール部材２４は、レール部材２３の上にそ
の長手方向がＸ軸方向になるように配置されている。図４Ａに示すように、横レール部材
２４は、太陽電池モジュール２の一端を固定する固定部２４ａを有し、太陽電池モジュー
ル２を固定できる。横レール部材２４は、例えば、アルミニウム合金等の金属を押出成形
したものを用いることができる。
【００３４】
　図４Ａおよび図４Ｂに示すように、連結用支持部材２５は、柱部材２２の上端部２２ｂ
の外周面２２ｆを覆う板状部２５ａを有している。この一対の板状部２５ａは、柱部材２
２の上端部２２ｂの外周面２２ｆを挟みこむように配置される。これにより、連結用支持
部材２５を柱部材２２上に載置することで、柱部材２２の一部に連結用支持部材２５を嵌
め込むことができる。その結果、柱部材２２に対するレール部材２３の位置ずれが生じに
くくなる。そのため、作業者は、部材を手で支えてボルト孔を合わせつつ、ボルトおよび
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ナットで締める等の作業をしなくてもよくなる。これにより、施工性が向上する。
【００３５】
　さらに、連結用支持部材２５の対向する板状部２５ａと直交する側が開放されているこ
とによって、柱部材２２が長い場合であっても、側方から連結用支持部材２５を差し込ん
だ後に、第１締結部材２７を締めることができる。これにより、作業性が向上する。
【００３６】
　また、図４および図５に示すように、予め連結用支持部材２５をレール部材２３の所定
位置に第４締結部材２８で固定して、レール部材２３を柱部材２２の上に載置することに
よって、板状部２５ａを柱部材２２の上端部２２ｂに固定できる。これにより、第１締結
部材２７を取り付ける前の段階で、レール部材２３が柱部材２２上から滑り落ちにくくな
る。これにより、作業者は、一人でも安全に作業をすることができる。
【００３７】
　また、予め工場等で連結用支持部材２５およびレール部材２３を、第４締結部材２８で
固定したものを設置現場に搬入することによって、工期を短縮できるとともに、組み立て
精度を高めることができる。
【００３８】
　さらに、柱部材２２の第１孔部２２ｄは、第１フランジ部２２ｃに設けられている。こ
れにより、第１締結部材２７を締め付けても、内壁２２ｅが圧縮力を支持することから、
柱部材２２の中空断面を第１締結部材２７が潰しにくくなる。
【００３９】
　また、外側から第１締結部材２７が、対向する孔部２２ｄ間を挿通する様子を視認でき
ることから、施工性がよく、完成後の検査も容易で短時間で行なうことができる。
【００４０】
　＜参考例の実施形態＞
　本実施形態では、前述の連結用支持部材２５の上面２５ｄに例えば複数の凸部２５ｆを
有したものであって、これらの凸部２５ｆがレール部材２３の下面２３ａに設けられた複
数の凹部２３ｂ内に配置されている。
【００４１】
　具体的には、図６に示すように、連結用支持部材２５は、レール部材２３の凹部２３ｂ
と相対する位置に、Ｚ軸方向へ突出した凸部２５ｆを有している。この凸部２５ｆは、例
えば直方体状を成している。この凸部２５ｆのＸ軸方向の幅は、レール部材２３の凹部２
３ｂのＸ軸方向の幅と略同じとしてよい。なお、凸部２５ｆは、直方体状の他に鉤状でも
よい。このような形状であれば、負圧に対する強度が向上する。
【００４２】
　このように、凸部２５ｆを設けることによって、レール部材２３が連結用支持部材２５
上で回動する方向の変形に対する強度を高めることができる。
【００４３】
　また、凸部２５ｆが、レール部材２３と連結用支持部材２５とを組み立てる際の案内部
として機能させることができる。これにより、施工性がより向上する。
【００４４】
　また、連結用支持部材２５の上面に凹部または凹凸部を有している形態であってもよい
。このような形態では、レール部材２３の下面に連結用支持部材２５の凹部または凹凸部
に対応する凸部または凸凹部を設ければよい。
【００４５】
　＜他の参考例の実施形態＞
　次に、本実施形態について説明する。なお、本実施形態の説明で用いる図７から図１２
においては、太陽電池装置１の軒側に平行で設置面に対して平行な方向をＸ’軸方向とし
、太陽電池装置１の軒側に垂直で設置面に対して平行な方向をＹ’軸方向とし、設置面に
対して垂直な方向をＺ’軸方向とする。
【００４６】
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　本実施形態では、連結用支持部材２５の板状部２５ａにおいて、柱部材２２の外周面と
対向する面の裏面に第１嵌合部としての第１セレーション部２５ｇを有している。さらに
、本実施形態において、第１締結部材２７は、第１セレーション部２５ｇに接する接触面
に第１セレーション部２５ｇに嵌合する第２嵌合部として第２セレーション部２７ｂを有
している。この第２セレーション部２７ｂは、第１セレーション部２５ｇに対して柱部材
の長手方向（Ｚ’方向）において複数の位置で嵌合可能な構成となっている。
【００４７】
　具体的に、本実施形態では、図７Ａに示すように、連結用支持部材２５の板状部２５ａ
のＺ’方向に凹部および凸部が交互に配置された第１セレーション部２５ｇを有する。ま
た、板状部２５ａは、図７Ｂに示すように、柱部材２２の長手方向（Ｚ’方向）に細長い
長穴（第１長穴２５ｉ）が設けられている。
【００４８】
　また、第１長穴２５ｉに配置される第１締結部材２７は、第１座金部２７ａを有してい
る。第１座金部２７ａには、連結用支持部材２５の第１セレーション部２５ｇに接する面
に、第１セレーション部２５ｇに嵌合可能な第２セレーション部２７ｂが設けられている
。このように、連結用支持部材２５の第１セレーション部２５ｇと第１座金部２７ａの第
２セレーション部２７ｂとを嵌合させれば、通常のボルトおよびナットによる固定方法と
比較して、第１締結部材２７の緩みによる位置ずれが低減される。また、本実施形態では
、ボルト２７ｃおよびナット２７ｄを軽く手で締めるだけで角度を固定できることから施
工性に優れている。
【００４９】
　また、本実施形態では、板状部２５ａの棟側に第１長穴２５ｉを設けているため、第１
締結部材２７の第１座金部材２７ａをボルト２７ｃおよびナット２７ｄで第１長穴２５ｉ
の任意の位置で、連結用支持部材２５を柱部材２２に固定することができる。これにより
、連結用支持部材２５の上面２５ｄの傾斜角を任意の角度に設定した上で固定できる。ま
た、本実施形態では、孔部２５ｈおよび第１長穴２５ｉの２箇所で第１締結部材２７によ
り固定されていることから、回転支点（ピン、ヒンジ）ではなく固定支点となっている。
これにより、温度変化または荷重による撓み等でボルト２７ｃとナット２７ｄとの間に緩
みが生じにくく、施工後の信頼性が高まる。なお、孔部２５ｈおよび第１長穴２５ｉは、
図７Ａおよび図７Ｂに示された形状に限られるものではない。例えば、図８に示すように
、丸孔と長穴の配置を入れ替えた形状（図８（ａ））であってもよい。また、孔部２５ｈ
も長穴状にしてもよい。
【００５０】
　本実施形態は、例えば、メガソーラーが設置される地域において利用するとよい。この
ような地域は、埋立地など不同沈下が生じやすい土地が多い。不同沈下とは、場所によっ
て沈下量が異なる現象のことである。このような不同沈下によって施工中に基礎が大きく
傾くと、ネジ孔の位置が合いにくくなる。このような場合には、基礎２１の設置からのや
り直しが生じるおそれがある。
【００５１】
　本実施形態では、前述したように、連結用支持部材２５の上面２５ｄの傾斜角を任意の
角度で強固に固定できるため、例えば、図９に示すように、レール部材２３を固定する前
に基礎２１が同図中の矢印方向に倒れるように不同沈下が生じた場合であっても、第１長
穴２５ｉを介して第１座金部材２７ａを任意の位置に固定して、連結用支持部材２５の角
度を適宜調整することができる。これにより、連結用支持部材２５とレール部材２３の角
度やネジ孔が合わなくて施工が中断するなどの不具合を低減し、施工性を向上させること
ができる。さらに、太陽電池モジュールの角度調整が可能となる。
【００５２】
　＜第１実施形態＞
　本実施形態では、図１０に示すように、設置面に設けられた基礎２１と柱部材２２との
間に柱支持部材２９を設けている。また、本実施形態では、柱支持部材２９に柱部材２２
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を固定するための第２締結部材３０が設けられている。
【００５３】
　柱支持部材２９は、図１０に示すように、第１基礎２１ａ上に配置された底面部２９ｄ
を有している。また、柱支持部材２９は、柱部材２２の下端部における少なくとも一部の
外周面を覆う壁部２９ａを有している。この壁部２９ａは、底面部２９ｄに接続されてい
る。壁部２９ａは、Ｘ’方向の両端に柱部材２２の長手方向（Ｚ’方向）に設けられた細
長い長穴（第２長穴２９ｃ）を有している。この第２長穴２９ｃは、少なくとも２箇所に
設けられ、その長手方向が平行になるように配置される。また、柱部材２２の下部側の位
置に、第２締結部材が挿入される第２孔部２２ｈが設けられている。
【００５４】
　本実施形態では、例えば、図１１に示すように、第１基礎２１ａが、設置面Ｐに対して
斜めに不同沈下した場合であっても、第２締結部材３０の固定位置を調整することで、柱
部材２２の傾きを補正できる。これにより、柱部材２２を垂直に立てることができるため
、複数の柱部材２２を立てたときに柱部材２２ごとに高さや傾斜が異なるため施工が中断
するなどの不具合を低減し、施工性を向上させることができる。さらに、柱支持部材２９
は、太陽電池モジュールの高さや角度の調整に用いることもできる。
【００５５】
　また、本実施形態において、柱支持部材２９は、柱部材２２の外周面と対向する面の裏
面に第３嵌合部としての第３セレーション部２９ｂを有している。一方、第２固定部材３
０は、図１０に示すように、第２座金部３０ａを有している。第２座金部３０ａは、第３
セレーション部２９ｂに接する接触面に第３セレーション部２９ｂに嵌合する第４嵌合部
として第４セレーション部３０ｂを有している。この第４セレーション部３０ｂは、第３
セレーション部２９ｂに対して柱部材の長手方向（Ｚ’方向）において複数の位置で嵌合
可能な構成となっている。
【００５６】
　このように、柱支持部材２９の第３セレーション部２９ｂと第２座金部３０ａの第４セ
レーション部３０ｂとを嵌合させれば、通常のボルトおよびナットによる固定方法と比較
して、第２締結部材３０の緩みによる位置ずれが低減される。また、このような嵌合構造
であれば、ボルト３０ｃおよびナット３０ｄを軽く手で締めるだけで角度を固定できるこ
とから施工性に優れている。
【００５７】
　また、本実施形態では、２箇所の第２長穴２９ｃにおいて第２締結部材３０によって固
定されていることから、回転支点（ピン、ヒンジ）ではなく固定支点となっている。これ
により、温度変化または荷重による撓み等でボルト３０ｃとナット３０ｄとの間に緩みが
生じにくく、施工後の信頼性が高まる。
【００５８】
　なお、本実施形態は、柱支持部材２９が基礎２１上に接して配置されたものに限られな
い。例えば、柱支持部材２９と基礎２１との間に、柱支持部材２９の位置をさらに高くす
るために、別の部材を設けてもよい。
【００５９】
　＜第２実施形態＞
　本実施形態では、図１２乃至図１４に示すように、柱部材が太陽電池モジュール２側に
位置する第１柱部材２２と、設置面Ｐ側に位置する第２柱部材３１とを有している。本実
施形態では、図１２に示すように、設置面Ｐに設けられた第１基礎２１ａと柱支持部材２
９との間に第２柱部材３１および柱連結部材３２が配置されている。そのため、本実施形
態において、柱支持部材２９は、第１柱部材２２の下側を支持している。また、本実施形
態では、第２柱部材３１に柱連結部材３２を固定するための第３締結部材３３が設けられ
ている。
【００６０】
　柱連結部材３２は、図１３（ａ）に示すように、上板部３２ａと、上板部３２ａから下
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方に向けて配置された２つの側板部３２ｂとを有する。この一対の側板部３２ｂは、第２
柱部材３１の一部を覆うように設けられている。また、この一対の側板部３２ｂは、第２
柱部材３１を挟むように並設されても良い。また、側板部３２ｂには、第２柱部材３１の
長手方向に細長い長穴３２ｃ（第３長穴）が設けられている。この長穴３２ｃの直線部の
内周面に、例えば、鋸歯状の凹凸部からなる第５嵌合部３２ｃ１（第５セレーション部）
が設けられている。
【００６１】
　また、第３締結部材３３は、第３座金部材３３ａ、ボルト３３ｂ、ナット３３ｃおよび
角座金３３ｄを有している。第３座金部材３３ａは、主面部３３ａ１および側面側に鋸歯
状の凹凸部からなる第６嵌合部３３ａ２（第６セレーション部）を有している。また、第
３座金部材３３ａは、主面３３ａ１の両端に設けられたストッパー部３３ａ３および主面
３３ａ１に設けられた丸穴３３ａ４を有する。ストッパー部３３ａ３は、柱連結部材３２
の長穴３２ｃの幅よりも大きくなるように形成されている。
【００６２】
　ここで、柱連結部材３２の第５嵌合部３２ｃ１は、第３締結部材３３の第３座金部材３
３ａの第６嵌合部３３ａ２と嵌合する。本実施形態では、第５嵌合部３２ｃ１および第６
嵌合部３３ａ２に設けられた複数の凹凸からなる鋸歯状の部分（セレーション）で嵌合す
る。このとき、第３締結部材３３の丸穴３３ａ４の位置で第３座金部材３３ａを第２柱部
材３１に対して固定すればよい。そして、この丸穴３３ａ４を介して、ボルト３３ｂおよ
びナット３３ｃで第２柱部材３１と固定することよって、柱連結部材３２を任意の傾きお
よび高さで第２柱部材３１上に固定することができる。
【００６３】
　また、上述した嵌合による固定方法であれば、通常のボルトおよびナットによる摩擦力
を利用した締結による固定方法よりも、ボルト３３ｂの緩みによる位置ずれが低減される
。また、このような嵌合構造であれば、ボルト３３ｂおよびナット３３ｃを軽く手で締め
るだけで位置を固定できる。これにより、施工性が向上する。
【００６４】
　本実施形態では、例えば、図１４に示すように、第１基礎２１ａが、設置面Ｐに対して
斜めに不同沈下した場合であっても、第３締結部材３３の固定位置を調整することで、柱
部材２２の傾きを補正できる。また、第１基礎２１ａが、設置面Ｐに対して垂直に沈下し
た場合であっても、柱部材２２の高さを調整することができる。これにより、柱部材２２
を略垂直方向に維持しやすくなるため、複数の柱部材２２を設けた際に、柱部材２２ごと
に高さまたは傾斜角度が異なることによる施工時の不都合が発生しにくくなる。その結果
、施工性が向上する。
【００６５】
　また、本実施形態では、柱連結部材３２を第２柱部材３１に固定できるようにしている
が、第１柱部材２２に固定できるようにしてもよい。このとき、柱連結部材３２は、第１
柱部材２２の一部を覆うように側板部３２ｂが設けられている。上述したように、側板部
３２ｂに設けられた長穴３２ｃ（第３長穴）、この長穴３２ｃの直線部の内周面に設けら
れた第５嵌合部３２ｃ１および第３締結部材３３等を用いて、第１柱部材２２の高さ調整
が可能となる。このような形態の場合には、柱連結部材３２が柱支持部材２９としての機
能も担う。なお、柱連結部材３２は、第１柱部材２２および第２柱部材３１の両方の一部
を覆うような側板部３２ｂを設けることによって、第１柱部材２２および第２柱部材３１
のそれぞれで高さ調整ができるような機構としてもよい。
【００６６】
　なお、本発明は前述した実施形態に限定されない。前述した第１乃至第６嵌合部は、凹
凸状のセレーション構造の形態で示されているが、例えば、孔部と突起部のような嵌合構
造であってもよい。
【００６７】
　また、柱部材２２は、図１５に示すように、第１フランジ部２２ｃおよび第２フランジ
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部２２ｇを有する略格子状の断面形状としてもよい。このとき、柱部材の下端部２２ａに
おいて、第１フランジ部２２ｃの一部が切欠かれている。また、柱部材の上端部２２ｂに
おいて、第２フランジ部２２ｇの一部を切り欠くような構造とすればよい。これにより、
柱部材２２の剛性が高まる。なお、このような形状は、上述した第１柱部材２２および第
２柱部材３１に適用してもよい。
【００６８】
　また、本発明の他の参考例の実施形態に示したようなＹ’－Ｚ’平面方向への傾斜を調
整できる連結用支持部材２５と、第４実施形態に示したようなＸ’－Ｚ’平面方向への傾
斜を調整できる柱支持部材２９を組み合わせてもよい。これにより、第１基礎２１ａが様
々な角度で不同沈下した場合であっても、柱部材２２の角度または高さを調整しやすい。
これにより、施工性がさらに向上する。
【符号の説明】
【００６９】
　１：太陽電池装置
　２：太陽電池モジュール
　３：架台
１１：透光性基板
１２：太陽電池素子
１３：充填材
１４：裏面保護部材
１５：太陽電池パネル
　１５ａ：受光面
　１５ｂ：非受光面
１６：フレーム
２１：基礎
　２１ａ：第１基礎
　２１ｂ：第２基礎
２２：柱部材
　２２ａ：下端部
　２２ｂ：上端部
　２２ｃ：第１フランジ部
　２２ｄ：第１孔部
　２２ｅ：内壁

　２２ｆ：外周面
　２２ｇ：第２フランジ部
　２２ｈ：第２孔部
２３：レール部材
　２３ａ：下面
　２３ｂ：凹部
２４：横レール部材
　２４ａ：固定部
２５：連結用支持部材
　２５ａ：板状部
　２５ｂ：孔部
　２５ｃ：突出部
　２５ｄ：上面
　２５ｅ：孔部
　２５ｆ：凸部
　２５ｇ：第１セレーション部
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　２５ｈ：孔部
　２５ｉ：長穴（第１長穴）
２６：固定部材
　２６ａ：孔部
２７：第１締結部材
　２７ａ：第１座金部材
　２７ｂ：第２セレーション部
　２７ｃ：ボルト
　２７ｄ：ナット
２８：第４締結部材
２９：柱支持部材
　２９ａ：壁部
　２９ｂ：第３セレーション部
　２９ｃ：長穴（第２長穴）
　２９ｄ：底面部
３０：第２締結部材
　３０ａ：第２座金部材
　３０ｂ：第４セレーション部
　３０ｃ：ボルト
　３０ｄ：ナット
３１：第２柱部材
３２：柱連結部材
　３２ａ：上板部
　３２ｂ：側板部
　３２ｃ：長穴（第３長穴）
　３２ｃ１：第５嵌合部（第５セレーション部）
３３：第３締結部材
　３３ａ：第３座金部材
　　３３ａ１：主面部
　　３３ａ２：第６嵌合部（第６セレーション部）
　　３３ａ３：ストッパー部
　　３３ａ４：丸穴
　３３ｂ：ボルト
　３３ｃ：ナット
　３３ｄ：角座金
３４：アンカーボルト
Ｐ　：設置面
Ｑ　：不同沈下
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