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(57)【要約】
【課題】太陽光パネルの設置作業の効率性を向上させる
。
【解決手段】支持金具２０を、左右方向に延設され、左
右方向の両端部にそれぞれ太陽光パネルＳの左右方向の
一端部を載置支持する支持板部２２と、この支持板部２
２の下側に設けられ、固定ベース材１０にその上側から
嵌合された嵌合部２３と、支持板部２２の上側における
左右方向の両側に上下方向にそれぞれ延設され、支持板
部２２により支持される太陽光パネルＳの左右方向の一
端面を位置決めする位置決め面部２１ｄと、この位置決
め面部２１ｄの上側に連続して設けられ、上側に行くに
従って左右方向の内側に延びる案内面部２１ｅ等で構成
する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の設置面に所定方向に互いに所定間隔を開けて並設された複数のベース部材と、該
各ベース部材の上側に取り付けられた支持部材とを備え、隣り合うベース部材の間に該支
持部材を介して太陽光パネルを支持する太陽光パネル支持構造であって、
　上記支持部材は、
　所定方向に延設され、所定方向の両端部にそれぞれ上記太陽光パネルの所定方向の一端
部を載置支持する支持部と、
　上記支持部の下側に設けられ、上記ベース部材にその上側から嵌合された嵌合部と、
　上記支持部の上側における所定方向の両側に上下方向にそれぞれ延設され、該支持部に
より支持される太陽光パネルの所定方向の一端面を位置決めする位置決め面部と、
　上記位置決め面部の上側に連続して設けられ、上側に行くに従って所定方向の内側に延
びる案内面部とを有していることを特徴とする太陽光パネル支持構造。
【請求項２】
　請求項１記載の太陽光パネル支持構造において、
　上記嵌合部は、上記ベース部材に隙間嵌めされていることを特徴とする太陽光パネル支
持構造。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の太陽光パネル支持構造において、
　上記支持部材は、
　所定方向から見て略コ字状に形成され、上板部と、該上板部における所定方向と直交す
る方向の両端部からそれぞれ下側に延設された一対の側板部とを有するコ字状部をさらに
有しており、
　上記各側板部における所定方向の両端面が、上記位置決め面部及び上記案内面部を構成
していることを特徴とする太陽光パネル支持構造。
【請求項４】
　請求項３記載の太陽光パネル支持構造において、
　上記支持部は、上記コ字状部の上記側板部の下端部から所定方向と直交する方向の外側
に延設された支持板部であり、
　上記嵌合部は、上記支持板部からそれぞれ下側に延設され且つその間に上記ベース部材
を挟み込む一対の嵌合板部を有していることを特徴とする太陽光パネル支持構造。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１つに記載の太陽光パネル支持構造において、
　上記支持部材の上側に取り付けられ、上記太陽光パネルをその上面側から押さえ付ける
押さえ部材をさらに備えていることを特徴とする太陽光パネル支持構造。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１つに記載の太陽光パネル支持構造に用いられる支持部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定の設置面に所定方向に互いに所定間隔を開けて並設された複数のベース
部材と、この各ベース部材の上側に取り付けられた支持部材とを備え、隣り合うベース部
材の間に支持部材を介して太陽光パネルを支持する太陽光パネル支持構造及びこれに用い
られる支持部材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　所定の設置面に所定方向に互いに所定間隔を開けて並設された複数のベース部材と、こ
の各ベース部材の上側に取り付けられた支持部材とを備え、隣り合うベース部材の間に支
持部材を介して太陽光パネルを支持する太陽光パネル支持構造が従来技術として知られて
いる。
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【０００３】
　例えば、特許文献１に示す太陽電池パネル支持装置は、構築物の外側面に固定される支
持部材と、その支持部材上に脱着可能に取り付けられる押さえ部材とを備えている。支持
部材には、隣接する２枚の太陽電池パネルの対向する端縁部の裏面を載置状態で受けるた
めの一対の受け面と、両太陽電池パネルの端面にそれぞれ対向する一対の突条とを設けて
いる。一方の突条には一方の太陽電池パネルの表面を押さえるための押さえ部を形成し、
他方の突条には他方の太陽電池パネルの表面を押さえるとともに、両突条間の開口を覆う
押さえ部材を固定している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－２６３８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　図４及び図５に示す太陽光パネル支持構造１０１は、複数のベース部材１１０と、支持
部材１２０と、押さえ部材１３０とを備えている。支持部材１２０は、支持部１２１と、
嵌合部１２２と、位置決め部１２３とを有している。支持部１２１は、図４及び図５に示
す左右方向に延設され、左右方向の両端部にそれぞれ太陽光パネルＳの左右方向の一端部
を載置支持する。嵌合部１２２は、支持部１２１の下側に設けられ、ベース部材１１０に
その上側から嵌合されている。位置決め部１２３は、コ字状に形成され、底板部１２３ａ
と一対の側板部１２３ｂ，１２３ｂとを有し、この側板部１２３ｂにより、支持部１２１
により支持される太陽光パネルＳの左右方向の一端面を位置決めする。押さえ部材１３０
は、支持部材１２０の上側に取り付けられている。そして、支持部材１２０は、支持部材
１２０及び押さえ部材１３０に挿通したボルト１４１及びナット１４２によりベース部材
１１０の上面に取り付けられている。また、押さえ部材１３０は、ナット１４２をボルト
１４１に締めることにより、太陽光パネルＳをその上面側から押さえ付ける。
【０００６】
　ここで、太陽光パネル支持構造１０１による太陽光パネルＳの設置作業時に、図５に示
すように、太陽光パネルＳが、対応する支持部材１２０，１２０のうち、一方の支持部材
１２０（図５では右側の支持部材１２０）の位置決め部１２３の側板部１２３ｂの上に乗
ると、この状態のままでは、太陽光パネルＳを、対応する支持部材１２０，１２０の位置
決め部１２３の側板部１２３ｂの間に嵌め込むことができない。このため、太陽光パネル
Ｓを一旦持ち上げて、場合によっては、ベース部材１１０や支持部材１２０の位置調整を
行い、その後に、太陽光パネルＳを再度、側板部１２３ｂ，１２３ｂの間に嵌め込む必要
が生じ、太陽光パネルＳの設置作業の効率性が悪化するという課題があった。
【０００７】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その課題とするところは、太陽光パ
ネルの設置作業の効率性を向上させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するため、本発明は、位置決め面部の上側に連続して、上側に行くに
従って所定方向の内側に延びる案内面部を設けたことを特徴とする。
【０００９】
　具体的には、本発明は、所定の設置面に所定方向に互いに所定間隔を開けて並設された
複数のベース部材と、該各ベース部材の上側に取り付けられた支持部材とを備え、隣り合
うベース部材の間に該支持部材を介して太陽光パネルを支持する太陽光パネル支持構造を
対象とし、次のような解決手段を講じた。
【００１０】
　すなわち、第１の発明は、上記支持部材は、所定方向に延設され、所定方向の両端部に
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それぞれ上記太陽光パネルの所定方向の一端部を載置支持する支持部と、上記支持部の下
側に設けられ、上記ベース部材にその上側から嵌合された嵌合部と、上記支持部の上側に
おける所定方向の両側に上下方向にそれぞれ延設され、該支持部により支持される太陽光
パネルの所定方向の一端面を位置決めする位置決め面部と、上記位置決め面部の上側に連
続して設けられ、上側に行くに従って所定方向の内側に延びる案内面部とを有しているこ
とを特徴とするものである。
【００１１】
　これによれば、位置決め面部の上側に連続して、上側に行くに従って所定方向の内側に
延びる案内面部を設けたため、太陽光パネルが案内面部等の上に乗ったとしても、その太
陽光パネルをその上面側から押し付けると、太陽光パネルが、案内面部により下側に移動
案内され、対応する位置決め面部の間に滑り込む。このため、太陽光パネルの設置作業の
効率性を向上させることができる。
【００１２】
　第２の発明は、上記第１の発明において、上記嵌合部は、上記ベース部材に隙間嵌めさ
れていることを特徴とするものである。
【００１３】
　これによれば、嵌合部をベース部材に隙間嵌めしたため、支持部材を所定方向に移動さ
せることができる。このため、寸法誤差や施工誤差等があって対応する位置決め面部の間
が狭く、且つ太陽光パネルが案内面部等の上に乗ったとしても、その太陽光パネルをその
上面側から押し付けると、太陽光パネルが案内面部により下側に移動案内されるとともに
、支持金具が所定方向の適当な位置に移動して対応する位置決め面部の間が広がり、太陽
光パネルが対応する位置決め面部の間に滑り込む。このため、太陽光パネルの設置作業の
効率性をより一層向上させることができる。
【００１４】
　第３の発明は、上記第１又は第２の発明において、上記支持部材は、所定方向から見て
略コ字状に形成され、上板部と、該上板部における所定方向と直交する方向の両端部から
それぞれ下側に延設された一対の側板部とを有するコ字状部をさらに有しており、上記各
側板部における所定方向の両端面が、上記位置決め面部及び上記案内面部を構成している
ことを特徴とするものである。
【００１５】
　これによれば、支持部材に、所定方向から見て略コ字状に形成され、上板部と、この上
板部における所定方向と直交する方向の両端部からそれぞれ下側に延設された一対の側板
部とを有するコ字状部を設けている。そして、このコ字状部の各側板部における所定方向
の両端面が、位置決め面部及び案内面部を構成している。このため、太陽光パネルがコ字
状部の上に乗ったとしても、太陽光パネルを２つの側板部で二点支持することができ、コ
字状部が変形することを抑制することができる。
【００１６】
　第４の発明は、上記第３の発明において、上記支持部は、上記コ字状部の上記側板部の
下端部から所定方向と直交する方向の外側に延設された支持板部であり、上記嵌合部は、
上記支持板部からそれぞれ下側に延設され且つその間に上記ベース部材を挟み込む一対の
嵌合板部を有していることを特徴とするものである。
【００１７】
　これによれば、支持部材を板状の支持部、嵌合部及びコ字状部で構成しているため、支
持部材を、板金を折り曲げ等を行うことにより形成した一体構造とすることができる。こ
のため、支持部材を簡単な構造とすることができる。
【００１８】
　第５の発明は、上記第１～第４のいずれか１つの発明において、上記支持部材の上側に
取り付けられ、上記太陽光パネルをその上面側から押さえ付ける押さえ部材をさらに備え
ていることを特徴とするものである。
【００１９】
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　これによれば、支持部材の上側に、太陽光パネルをその上面側から押さえ付ける押さえ
部材を取り付けたため、太陽光パネルを確実に固定することができる。
【００２０】
　第６の発明は、上記第１～第５のいずれか１つの発明に係る太陽光パネル支持構造に用
いられる支持部材である。
【００２１】
　これによれば、上記第１～第４のいずれか１つの発明と同様の作用効果が得られる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、位置決め面部の上側に連続して、上側に行くに従って所定方向の内側
に延びる案内面部を設けたため、太陽光パネルが案内面部等の上に乗ったとしても、その
太陽光パネルをその上面側から押し付けると、太陽光パネルが、案内面部により下側に移
動案内され、対応する位置決め面部の間に滑り込み、このため、太陽光パネルの設置作業
の効率性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施形態に係る太陽光パネル支持構造により太陽光パネルを支持した様
子を示す正面図である。
【図２】支持金具を示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は平面図、（ｃ）は（ｂ）の
Ｃ－Ｃ線矢視断面図である。
【図３】太陽光パネル支持構造による太陽光パネルの設置作業工程の一部を示す正面図で
ある。
【図４】従来に係る太陽光パネル支持構造により太陽光パネルを支持した様子を示す正面
図である。
【図５】従来に係る太陽光パネル支持構造による太陽光パネルの設置作業工程の一部を示
す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。以下の好ましい実施形態の
説明は、本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物或いはその用途を制限することを意
図するものではない。
【００２５】
　本発明の実施形態に係る太陽光パネル支持構造１は、建物の屋上等の所定の設置面Ｉに
複数の太陽光パネルＳを並設支持するものである。この設置面Ｉは、水平面である。各太
陽光パネルＳは、略直方体状に形成されている。
【００２６】
　太陽光パネル支持構造１は、図１～図３に示すように、複数の固定ベース材１０（ベー
ス部材）と、支持金具２０（支持部材）と、押さえ金具３０（押さえ部材）とを備えてい
る。なお、以下の説明では、図１及び図３における左右方向を左右方向（所定方向）と、
図１及び図３における紙面を貫く方向を前後方向（所定方向と直交する方向）とする。
【００２７】
　複数の固定ベース材１０は、設置面Ｉに左右方向に互いに所定間隔を開けて平行に並設
されている。各固定ベース材１０は、上側に開口した金属製のＣ型チャンネルである。つ
まり、各固定ベース材１０は、水平に延びる底板部１１と、この底板部１１の左右方向両
端部からそれぞれ上側に延設された左右一対の側板部１２，１２と、これら側板部１２，
１２の上端部からそれぞれ左右方向内側に延設された左右一対の上板部１３，１３とを有
している。これら上板部１３，１３の間には、左右方向に隙間が空いており、この隙間が
固定ベース材１０の上側開口１４を構成している。
【００２８】
　上記支持金具２０は、各固定ベース材１０の上側に取り付けられている。各支持金具２
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０は、互いに左右方向に対応する位置に配設されている。各支持金具２０は、コ字状部２
１と、支持板部２２（支持部）と、嵌合部２３とを有している。
【００２９】
　コ字状部２１は、左右方向から見て略コ字状に形成されている。つまり、コ字状部２１
は、水平に延びる上板部２１ａと、この上板部２１ａの前後方向の両端部からそれぞれ下
側に延設された一対の側板部２１ｂ，２１ｂとを有している。上板部２１ａは、略矩形形
状に形成されている。上板部２１ａの中央部には、円状のボルト挿通孔２１ｃが形成され
ている。各側板部２１ｂは、略六角形状に形成されている。各側板部２１ｂにおける細長
い左右方向の両端面の下部は、上下方向に延設された垂直面となっている。この垂直面が
、支持板部２２により支持される太陽光パネルＳの左右方向の一端面に当接又は略当接し
てその一端面を位置決めする位置決め面部２１ｄを構成している。この位置決め面部２１
ｄは、支持板部２２の上側における左右方向の両側にそれぞれ配設されている。一方、各
側板部２１ｂにおける左右方向の両端面の上部は、位置決め面部２１ｄの上端から上側に
行くに従って左右方向の内側（左右方向における太陽光パネルＳとは反対側）に直線的に
延びる傾斜面となっている。この傾斜面が、位置決め面部２１ｄの上側に連続して設けら
れ、太陽光パネルＳを下側に移動案内する案内面部２１ｅを構成している（この移動案内
の詳細については、後述する）。
【００３０】
　上記支持板部２２は、コ字状部２１の各側板部２１ｂの下端部から前後方向の外側に延
設されている。各支持板部２２は、略六角形状に形成されている。各支持板部２２は、そ
の長手方向が左右方向に一致するように左右方向に延設されている。各支持板部２２は、
左右方向の中央部が固定ベース材１０の両上板部１３，１３の上面に載置支持されている
。この支持板部２２の左右方向の中央部は、コ字状部２１に対応する位置に設けられてい
る。
【００３１】
　各支持板部２２は、左右方向の両端部の上面にそれぞれ太陽光パネルＳの左右方向の一
端部を載置支持する。この支持板部２２の左右方向の両端部は、コ字状部２１よりも左右
方向の外側に位置する。これにより、太陽光パネルＳは、左右方向に隣り合う固定ベース
材１０，１０の間に支持金具２０，２０を介して支持されている。
【００３２】
　各支持板部２２の前後方向の内側端は、コ字状部２１から左右方向の外側に行くに従っ
て前後方向の外側に延びている。一方、各支持板部２２の前後方向の外側端は、左右方向
に延設されている。
【００３３】
　上記嵌合部２３は、支持板部２２の下側に設けられている。嵌合部２３は、固定ベース
材１０にその上面側から隙間嵌めされている。嵌合部２３は、第１嵌合板部２３ａ（嵌合
板部）と、第２嵌合板部２３ｂとを有している。
【００３４】
　第１嵌合板部２３ａは、各支持板部２２の前後方向の外側端部における左右方向の両端
部からそれぞれ下側に延設されている。各第１嵌合板部２３ａは、略台形状に形成されて
いる。各第１嵌合板部２３ａの左右方向の内側端は、上側に行くに従って左右方向の内側
に延びている。一方、各第１嵌合板部２３ａの左右方向の外側端は、上下方向に延設され
ている。各支持板部２２の一対の第１嵌合板部２３ａ，２３ａは、その間に固定ベース材
１０をその左右両側面側から挟み込む。各第１嵌合板部２３ａは、対応する固定ベース材
１０の各側板部１２との間に隙間が空いている。
【００３５】
　上記第２嵌合板部２３ｂは、各支持板部２２の前後方向の外側端部における両第１嵌合
板部２３ａ，２３ａの間の中央部分から下側に延設されている。各第２嵌合板部２３ｂは
、略台形状に形成されている。各第２嵌合板部２３ｂの左右方向の両端は、上側に行くに
従って左右方向の外側に延びている。各第２嵌合板部２３ｂは、固定ベース材１０の上側
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開口１４に挿入されている。各第２嵌合板部２３ｂは、対応する固定ベース材１０の両上
板部１３，１３との間に隙間が空いている。各第２嵌合板部２３ｂは、太陽光パネルＳが
両支持板部２２の左右方向の両端部のうち一端部にのみ載置されたときに支持金具２０が
固定ベース材１０から外れるのを抑制するストッパの役割も果たしている。
【００３６】
　上述の如く構成された支持金具２０は、板金を折り曲げ等を行うことにより形成されて
いる。これにより、支持金具２０は、コ字状部２１、支持板部２２及び嵌合部２３が一体
構造となっている。また、支持金具２０は、上記折り曲げにより剛性が高くなっている。
【００３７】
　上記押さえ金具３０は、各支持金具２０の上側に取り付けられている。各押さえ金具３
０は、前後方向から見て断面略逆ハット状に形成されている。つまり、各押さえ金具３０
は、水平に延びる底板部３１と、この底板部３１の左右方向両端部からそれぞれ上側に延
設された左右一対の側板部３２，３２と、これら側板部３２，３２の上端部からそれぞれ
左右方向外側に延設された左右一対の上板部３３，３３とを有している。
【００３８】
　底板部３１の中央部には、円状のボルト挿通孔（不図示）が形成されている。底板部３
１及び側板部３２は、左右方向に隣り合う太陽光パネルＳ，Ｓの間の隙間に挿入されてい
る。各上板部３３は、左右方向の外側に行くに従って下側に延びている。各上板部３３は
、対応する太陽光パネルＳの上面に載置支持されている。
【００３９】
　そして、支持金具２０は、支持金具２０のボルト挿通孔２１ｃ及び押さえ金具３０のボ
ルト挿通孔に挿通した廻り止め金具４１ａ付き六角ボルト４１及び六角ナット４２（締結
部材）によりワッシャ４３及びスプリングワッシャ４４を介して固定ベース材１０の両上
板部１３，１３の上面に固定されている。廻り止め金具４１ａは、六角ボルト４１の下端
部に位置する頭部と固定ベース材１０の両上板部１３，１３の下面との間に介設されてい
る。ワッシャ４３及びスプリングワッシャ４４は、押さえ金具３０の底板部３１の上面と
六角ナット４２との間に介設されている。また、押さえ金具３０は、六角ナット４２をワ
ッシャ４３及びスプリングワッシャ４４を介して六角ボルト４１に締めることにより、各
上板部３３が対応する太陽光パネルＳをその上面側から押さえ付ける。これにより、押さ
え金具３０は、左右方向に隣り合う太陽光パネルＳ，Ｓの間の隙間に固定される。
【００４０】
　以下、太陽光パネル支持構造１による太陽光パネルＳの設置作業を図３等を参照しなが
ら説明する。
【００４１】
　最初に、複数の固定ベース材１０を、設置面Ｉに左右方向に互いに所定間隔を開けて並
設する。
【００４２】
　次に、支持金具２０を、そのボルト挿通孔２１ｃに挿通した廻り止め金具４１ａ付き六
角ボルト４１により各固定ベース材１０の両上板部１３，１３の上面に取り付ける。
【００４３】
　このとき、各支持金具２０の嵌合部２３は、固定ベース材１０にその上面側から隙間嵌
めされる。具体的に、各支持板部２２の一対の第１嵌合板部２３ａ，２３ａは、その間に
固定ベース材１０をその左右両側面側から挟み込む。一方、各第２嵌合板部２３ｂは、固
定ベース材１０の上側開口１４に挿入される。
【００４４】
　次に、図３に示すように、太陽光パネルＳを、対応する支持金具２０，２０のコ字状部
２１の側板部２１ｂにおける位置決め面部２１ｄの間に嵌め込み、太陽光パネルＳの左右
方向の両端部を、対応する支持金具２０，２０の支持板部２２における左右方向の一端部
の上面に載置支持する。
【００４５】
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　このとき、太陽光パネルＳが、対応する支持金具２０，２０のうち、一方の支持金具２
０のコ字状部２１の上に乗ったとしても、その太陽光パネルＳをその上面側から押し付け
ると、太陽光パネルＳが、側板部２１ｂの左右方向の一端面の、上側に行くに従って左右
方向の内側に延びる案内面部２１ｅにより下側に移動案内され、対応する支持金具２０，
２０のコ字状部２１の側板部２１ｂにおける位置決め面部２１ｄの間に滑り込む。
【００４６】
　また、各支持金具２０の嵌合部２３を固定ベース材１０に隙間嵌めするため、支持金具
２０を左右方向に移動させることができる。これにより、寸法誤差や施工誤差等があって
対応する位置決め面部２１ｄ，２１ｄの間が狭く、且つ太陽光パネルＳがコ字状部２１の
上に乗ったとしても、その太陽光パネルＳをその上面側から押し付けると、太陽光パネル
Ｓが案内面部２１ｅにより下側に移動案内されるとともに、支持金具２０が左右方向の適
当な位置に移動して対応する位置決め面部２１ｄ，２１ｄの間が広がり、太陽光パネルＳ
が対応する位置決め面部２１ｄ，２１ｄの間に嵌まり込む。
【００４７】
　次に、押さえ金具３０の底板部３１及び側板部３２を、左右方向に隣り合う太陽光パネ
ルＳ，Ｓの間の隙間に挿入するとともに、押さえ金具３０のボルト挿通孔に六角ボルト４
１を挿通する。これにより、押さえ金具３０の各上板部３３は、対応する太陽光パネルＳ
の上面に載置支持される。
【００４８】
　最後に、六角ナット４２をワッシャ４３及びスプリングワッシャ４４を介して六角ボル
ト４１に締める。これにより、押さえ金具３０の各上板部３３は、対応する太陽光パネル
Ｓをその上面側から押さえ付ける。そして、押さえ金具３０は、左右方向に隣り合う太陽
光パネルＳ，Ｓの間の隙間に固定される。また、支持金具２０は、六角ボルト４１及び六
角ナット４２により固定ベース材１０の両上板部１３，１３の上面に固定される。
【００４９】
　以上により、太陽光パネル支持構造１による太陽光パネルＳの設置作業が完了する。
【００５０】
　－効果－
　以上より、本実施形態によれば、位置決め面部２１ｄの上側に連続して、上側に行くに
従って左右方向の内側に延びる案内面部２１ｅを設けたため、太陽光パネルＳが、対応す
る支持金具２０，２０のうち、一方の支持金具２０のコ字状部２１の上に乗ったとしても
、その太陽光パネルＳをその上面側から押し付けると、太陽光パネルＳが、案内面部２１
ｅにより下側に移動案内され、対応する位置決め面部２１ｄ，２１ｄの間に滑り込む。こ
のため、太陽光パネルＳの設置作業の効率性を向上させることができる。
【００５１】
　また、嵌合部２３を固定ベース材１０に隙間嵌めしたため、支持金具２０を左右方向に
移動させることができる。このため、寸法誤差や施工誤差等があって対応する位置決め面
部２１ｄ，２１ｄの間が狭く、且つ太陽光パネルＳがコ字状部２１の上に乗ったとしても
、その太陽光パネルＳをその上面側から押し付けると、太陽光パネルＳが案内面部２１ｅ
により下側に移動案内されるとともに、支持金具２０が左右方向の適当な位置に移動して
対応する位置決め面部２１ｄ，２１ｄの間が広がり、太陽光パネルＳが対応する位置決め
面部２１ｄ，２１ｄの間に滑り込む。このため、太陽光パネルＳの設置作業の効率性をよ
り一層向上させることができる。
【００５２】
　また、支持金具２０に、左右方向から見て略コ字状に形成され、上板部２１ａと、この
上板部２１ａの前後方向の両端部からそれぞれ下側に延設された一対の側板部２１ｂ，２
１ｂとを有するコ字状部２１を設けている。そして、このコ字状部２１の各側板部２１ｂ
における左右方向の両端面が、位置決め面部２１ｄ及び案内面部２１ｅを構成している。
このため、太陽光パネルＳがコ字状部２１の上に乗ったとしても、太陽光パネルＳを２つ
の側板部２１ｂで二点支持することができ、コ字状部２１、ひいては、支持金具２０が変
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【００５３】
　また、支持金具２０を板状のコ字状部２１、支持板部２２及び嵌合部２３で構成してい
るため、支持金具２０を、板金を折り曲げ等を行うことにより形成した一体構造とするこ
とができる。このため、支持金具２０を簡単な構造とすることができる。
【００５４】
　また、支持金具２０の上側に、太陽光パネルＳをその上面側から押さえ付ける押さえ金
具３０を取り付けたため、太陽光パネルＳを確実に固定することができる。
【００５５】
　（その他の実施形態）
　上記実施形態では、設置面Ｉを水平面としたが、これに限らず、例えば、傾斜面として
もよい。
【００５６】
　また、上記実施形態では、位置決め面部２１ｄ及び案内面部２１ｅを、支持金具２０の
コ字状部２１の側板部２１ｂにおける細長い左右方向の端面で構成したが、これに限らず
、例えば、面積が比較的大きい面で構成してもよい。
【００５７】
　また、上記実施形態では、案内面部２１ｅを、位置決め面部２１ｄの上端から上側に行
くに従って左右方向の内側に直線的に延ばしたが、これに限らず、例えば、曲線的に延ば
してもよい。このように曲線的に延ばした場合、太陽光パネルＳをより円滑に移動案内す
ることができる。
【００５８】
　また、上記実施形態では、嵌合部２３を第１嵌合板部２３ａ及び第２嵌合板部２３ｂで
構成したが、これに限らず、例えば、第１嵌合板部２３ａのみで構成してもよい。
【００５９】
　また、上記実施形態では、支持金具２０を一体構造としたが、例えば、コ字状部２１、
支持板部２２及び嵌合部２３をそれぞれ別体とする等、別体構造としてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　以上説明したように、本発明に係る太陽光パネル支持構造及び支持部材は、太陽光パネ
ルの設置作業の効率性を向上させることが必要な用途等に適用することができる。
【符号の説明】
【００６１】
１　　　太陽光パネル支持構造 
１０　　固定ベース材（ベース部材）
２０　　支持金具（支持部材） 
２１　　コ字状部 
２１ａ　上板部 
２１ｂ　側板部 
２１ｄ　位置決め面部 
２１ｅ　案内面部 
２２　　支持板部（支持部） 
２３　　嵌合部 
２３ａ　第１嵌合板部（嵌合板部）
２３ｂ　第２嵌合板部 
３０　　押さえ金具（押さえ部材） 
Ｉ　　　設置面
Ｓ　　　太陽光パネル
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