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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】水上で複数の台座を安全且つ便利に繋ぎ合わせ
ることができるソーラーパネル設置用プラットフォーム
を提供する。
【解決手段】水面に浮きながら複数のソーラーパネル２
００を支持することができるソーラーパネル設置用プラ
ットフォームであって、それぞれ前記水面に浮くことが
できる複数の台座２と、各台座２の水上側に取り付けら
れて該ソーラーパネル２００を保持することができる支
持手段３と、各台座２の側面において水平方向に面する
ように配置されていると共に、互いに接続することがで
きる複数の接続手段４と、を具えている。
【選択図】図４



(2) JP 3205385 U 2016.7.21

10

20

30

40

50

【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　水面に浮きながら複数のソーラーパネルを支持することができるソーラーパネル設置用
プラットフォームであって、
　それぞれ前記水面に浮くことができる複数の台座と、
　各前記台座の水上側に取り付けられて、該ソーラーパネルを支持することができる支持
手段と、
　各前記台座の側面において水平方向に面するように配置されていると共に、互いに接続
することができる複数の接続手段と、
を備えていることを特徴とするソーラーパネル設置用プラットフォーム。
【請求項２】
　前記複数の接続手段は、それぞれ各前記台座の側面において前記水平方向に面するよう
に配置されていると共に、前記水平方向に向かって開口する複数の接続孔が開けられてい
る接続板を有しており、
　隣り合う２つの前記接続手段を接続且つ固定することができる固定手段を更に備えてお
り、
　前記固定手段は、
　　２つの前記接続板にそれぞれ開けられている２つの前記接続孔を、該２つの前記接続
板が互いに向き合って当接する状態において一斉に挿通することにより、該２つの前記接
続板を接続することができる複数の接続ボルトと、
　　該２つの前記接続板を接続している前記接続ボルトを該２つの前記接続板に固定する
ことができる固定ナットと、
を有していることを特徴とする請求項１に記載のソーラーパネル設置用プラットフォーム
。
【請求項３】
　各前記台座は、それぞれ水平方向に沿って延伸する中空の円管状に形成されていると共
に、該当の前記台座の側面から突起している浮力提供管を有しており、
　各前記接続手段がそれぞれ有する前記接続板は、前記浮力提供管の前記台座の側面から
突出する先端においてフランジとして形成されており、
　各前記接続孔は、各前記接続孔のそれぞれと円管状に形成された前記浮力提供管の断面
の円心とを結ぶ線と、前記水面と、が成す角度が４５°以下となるように前記接続板に形
成されていることを特徴とする請求項２に記載のソーラーパネル設置用プラットフォーム
。
【請求項４】
　前記複数の接続手段は、それぞれ高分子ポリマーにより作成され、前記浮力提供管の前
記台座の側面から突出する先端を包むように該先端に取付けられている連結スリーブを更
に有し、
　前記接続板は、前記高分子ポリマーにより作成されて前記連結スリーブからフランジ状
に張り出して形成されており、
　更に、前記接続板には、円環状に形成されて対応の前記浮力提供管の外側を囲みながら
、前記接続板に形成された各前記接続孔と連通する複数の連通孔が形成されている金属製
の補助枠が内蔵されていることを特徴とする請求項３に記載のソーラーパネル設置用プラ
ットフォーム。
【請求項５】
　各前記台座がそれぞれ有する前記浮力提供管は、水面において互いに平行となるように
配置されており、そして各前記台座がそれぞれ有し且つ互いに隣り合う２つの前記浮力提
供管は、第１の補助接続部材により接続されており、
　前記第１の補助接続部材は、
　　前記隣り合う２つの前記浮力提供管にそれぞれ取付けられている２つの第１の接続枠
と、
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　　該２つの第１の接続枠を繋ぐ第１の接続棒と、を有していることを特徴とする請求項
３に記載のソーラーパネル設置用プラットフォーム。
【請求項６】
　各前記台座がそれぞれ有する前記浮力提供管と直交する直交方向に沿って延伸し、両端
が前記直交方向において隣り合う２つの前記接続板にそれぞれ取付けられている第２の補
助接続部材を更に備えていることを特徴とする請求項５に記載のソーラーパネル設置用プ
ラットフォーム。
【請求項７】
　各前記台座は、前記浮力提供管により貫通される取付け穴と、水が通過できる導水孔と
、が形成されている少なくとも１つの取付け枠を更に有しおり、
　前記支持手段は、各前記取付け枠に配置されていることを特徴とする請求項３に記載の
ソーラーパネル設置用プラットフォーム。
【請求項８】
　前記接続手段により接続される２つの前記台座の間には、作業者歩行路面を提供する歩
行板が前記接続手段の上方に配置されていることを特徴とする請求項１に記載のソーラー
パネル設置用プラットフォーム。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案はソーラーパネル設置用プラットフォームに関し、特にソーラーパネルを水上に
設置する為のプラットフォームに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ソーラーパネルを水上に設置する為のプラットフォームに関しては、例えば特許文献１
に記載されるものが挙げられる。図１に、該従来の水上用ソーラーパネル設置用プラット
フォームが示されており、図示のように、プラットフォーム装置１は、水面に浮くことが
できる台座１１と、台座１１に取り付けられると共に、水面上へ突出して複数のソーラー
パネル１００を保持することができる複数の保持枠１２と、を備えている。
【０００３】
　この構成によれば、湖上や海上など、人工建造物により太陽光が遮蔽されない場所にソ
ーラーパネル１００を設置し、大規模な太陽発電を行うことができる。しかしながら、製
造及び運搬に適する１つの台座１１に設置できるソーラーパネル１００では発電量が限ら
れているため、大規模な太陽発電を行うには台座１１を増設してソーラーパネル１００の
設置数量や受光面積を拡張する必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】台湾登録実用新案Ｍ４０８０２３号明細書
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　一方、水上で台座１１を増設する場合には、各台座１１が互いに衝突しないように、錨
などで、それぞれ水底で位置決めを施す必要があるが、この水底での作業には手間や費用
が掛かる欠点がある。また、陸上で予め台座１１を互いに連接してから入水させる方法も
あるが、そうすると重量が増すので、水上への搬送が困難になる。
【０００６】
　上記問題点に鑑みて、本考案は、水上で複数の台座を安全且つ便利に繋ぎ合わせること
ができるソーラーパネル設置用プラットフォームの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　上記目的を達成すべく、本考案のソーラーパネル設置用プラットフォームは、水面に浮
きながら複数のソーラーパネルを支持することができるソーラーパネル設置用プラットフ
ォームであって、それぞれ前記水面に浮くことができる複数の台座と、各前記台座の水上
側に取り付けられて該ソーラーパネルを支持することができる支持手段と、各前記台座の
側面において水平方向に面するように配置されていると共に、互いに接続することができ
る複数の接続手段と、を具えていることを特徴とする。
【考案の効果】
【０００８】
　上記構成によれば、本考案のソーラーパネル設置用プラットフォームは、各前記台座に
配置されていると共に、互いに接続することができる複数の接続手段を具えているため、
便利に台座を増設することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】従来のソーラーパネル設置用プラットフォームが示されている要部斜視図である
。
【図２】本考案のソーラーパネル設置用プラットフォームの実施形態が示されている要部
斜視図である。
【図３】本考案のソーラーパネル設置用プラットフォームの実施形態が示されている要部
下面図である。
【図４】本考案のソーラーパネル設置用プラットフォームの実施形態における台座及び、
該台座にある支持手段と接続手段が示されている要部下面図である。
【図５】本考案のソーラーパネル設置用プラットフォームの実施形態における台座と支持
手段と接続手段が示されている要部側面図である。
【図６】本考案のソーラーパネル設置用プラットフォームの実施形態における固定手段に
よる接続手段の接続が示されている要部側面図である。
【図７】本考案のソーラーパネル設置用プラットフォームの実施形態における接続手段が
示されている正面図である。
【図８】本考案のソーラーパネル設置用プラットフォームの実施形態が示されている要部
側面図である。
【図９】本考案のソーラーパネル設置用プラットフォームの実施形態が示されている要部
正面図である。
【図１０】図３の要部拡大図である。
【図１１】本考案のソーラーパネル設置用プラットフォームの実施形態が示されている要
部背面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１０】
　以下では図２～５を参照しながら、本考案のソーラーパネル設置用プラットフォームの
実施形態について詳しく説明する。図１は、従来のソーラーパネル設置用プラットフォー
ムが示されている要部斜視図である。図２は、本考案のソーラーパネル設置用プラットフ
ォームの実施形態が示されている要部斜視図である。図３は、本考案のソーラーパネル設
置用プラットフォームの実施形態が示されている要部下面図である。図４は、本考案のソ
ーラーパネル設置用プラットフォームの実施形態における台座２及び該台座２にある支持
手段３と接続手段４とが示されている要部下面図である。図５は、本考案のソーラーパネ
ル設置用プラットフォームの実施形態における台座２と支持手段３と接続手段４とが示さ
れている要部側面図である。
【００１１】
　本考案のソーラーパネル設置用プラットフォームの実施形態は、水面Ｌ（図７）に浮き
ながら複数のソーラーパネル２００を支持することができるものであって、それぞれ水面
Ｌに浮くことができる複数の台座２と、各台座２の水上側に取り付けられてソーラーパネ
ル２００を支持することができる複数の支持手段３と、各台座２の側面において水平方向
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Ｈに面するように配置されていると共に、互いに接続することができる複数の接続手段４
と、２つの接続手段４を接続且つ固定する複数の固定手段５と、接続手段４による接続を
補助する複数の補助接続手段６と、作業者歩行路面を提供する複数の歩行板７と、を具え
ている。
【００１２】
　本実施形態における各台座２は、それぞれ水平方向Ｈに沿って延伸する中空の円管状に
形成されていると共に、該当の台座２の側面から突起している浮力提供管２１と、浮力提
供管２１に取り付けられる複数の取付け枠２２と、を有している。
【００１３】
　本実施形態において、各台座２が有する浮力提供管２１としては、水面Ｌにおいて互い
に平行となるように配置されており、水平面にある横方向Ｘへ延伸する２つの第１の浮力
提供管２１１と、水平面において横方向Ｘと直交する縦方向Ｙへ延伸する２つの第２の浮
力提供管２１２と、の２種類が形成されている。なお、ソーラーパネル２００などの部材
による荷重が大きい場合では、台座２により多くの浮力提供管２１を増設することで、ま
たは浮力提供管２１内部に例えば発泡プラスチックなどの浮揚材を配置することで、本考
案のソーラーパネル設置用プラットフォーム全体の浮力を強化できる。
【００１４】
　本実施形態における各台座２の取付け枠２２はそれぞれ、第１の浮力提供管２１１によ
りそれぞれ貫通される２つの取付け穴２３と、取付け穴２３の隣に配置されて水が通過で
きる２つの導水孔２４と、が形成されている。各導水孔２４が、水流を受け流す効果があ
るため、例えば水面Ｌに波が起きる場合では、波の勢いによって本考案のソーラーパネル
設置用プラットフォームに生じる振動や揺れなどを抑えることができる。
【００１５】
　図４及び図５に示されるように、各支持手段３は、各台座２の隣り合う２つの取付け枠
２２にそれぞれ配置されて、ソーラーパネル２００を支持する複数のパネルラック３１を
有している。
【００１６】
　次は図６と図７も参照して本実施形態の接続手段４及び固定手段５について詳しく説明
する。図６は本実施形態における固定手段５による接続手段４の接続が示されている要部
側面図であり、そして図７は、本実施形態における接続手段４が示されている正面図であ
る。
【００１７】
　本実施形態における各接続手段４はそれぞれ、第１の浮力提供管２１１または第２の浮
力提供管２１２に取り付けられている連結スリーブ４１と、連結スリーブ４１と接続しな
がら盲フランジとして形成された接続板４２と、を有している。各接続手段４の連結スリ
ーブ４１は、高分子ポリマーにより作成されると共に、浮力提供管２１の台座２の側面か
ら突起する先端、即ち第１の浮力提供管２１１または第２の浮力提供管２１２の先端を包
むように該先端に取付けられている。各接続手段４の接続板４２は、連結スリーブ４１か
らフランジ状に張り出して形成されながら各台座２の側面において水平面における横方向
Ｘまたは縦方向Ｙに面するように配置されると共に、該接続板４２が面する方向に向かっ
て開口する複数の接続孔４３が開けられている。
【００１８】
　固定手段５は、図６に示されるように、２つの接続板４２にそれぞれ開けられている２
つの接続孔４３を、該２つの接続板４２が互いに向き合って当接した状態において一斉に
挿通することにより、該２つの接続板４２を接続する複数の接続ボルト５１と、該２つの
接続板４２を接続している接続ボルト５１を該２つの接続板４２に固定する固定ナット５
２と、を備えている。
【００１９】
　また、各接続板４２は、連結スリーブ４１と共に、高分子ポリマーにより一体に作成さ
れていると共に浮力提供管２１にある第１の浮力提供管２１１または第２の浮力提供管２
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１２の開口を封止するカバー部４２１を有し、該カバー部４２１内には、円環状に形成さ
れて対応の浮力提供管２１の外側を囲みながら、接続板４２に形成された各接続孔４３と
連通する複数の連通孔４２３が形成されている金属製の補助枠４２２が内蔵されている。
この構造によって接続手段４は、浮力提供管２１内への浸水を防止してその浮揚機能を維
持し、更に強固な接続効果を発揮できる。
【００２０】
　図７に示されるように、各接続板４２にある各接続孔４３は、通過した固定手段５の接
続ボルト５１の胴部が摺動できる長孔として形成されている。この構成により、２つの接
続手段４がそれぞれ有する接続孔４３を、接続ボルト５１で挿通するに当たって誤差の許
容範囲があるため、不安定な水上で接続手段４を接続させる作業がより行いやすくなる。
【００２１】
　なお、各接続板４２において、各接続孔４３は、各接続孔４３のそれぞれと円管状に形
成された浮力提供管２１の断面の円心Ｃとを結ぶ線と、水面Ｌと、が成す角度θが４５°
以下となるように形成される。この配置により、水面Ｌ下にある接続孔４３に対して作業
を行う場合も、水面Ｌ上からでも手や工具が届きやすいので、比較的に危険な水中作業を
行う必要性が減少される。
【００２２】
　続いて図８及び図９を参照しながら、本実施形態における補助接続手段６について詳し
く説明する。図８は、本考案のソーラーパネル設置用プラットフォームの実施形態が示さ
れている要部側面図である。図９、は本考案のソーラーパネル設置用プラットフォームの
実施形態が示されている要部正面図である。
【００２３】
　本実施形態における補助接続手段６は、各台座２がそれぞれ有し且つ互いに隣り合う２
つの浮力提供管２１にある第１の浮力提供管２１１を接続する第１の補助接続部材６１と
、各台座２がそれぞれ有する浮力提供管２１の第２の浮力提供管２１２と直交する横方向
Ｘ（直交方向）に沿って延伸すると共に、両端が横方向Ｘにおいて隣り合う２つの接続板
４２にそれぞれ取付けられる第２の補助接続部材６２と、を備えている。更に、図８に示
されるように、第１の補助接続部材６１は、隣り合う２つの浮力提供管２の第１の浮力提
供管２１１にそれぞれ取付けられている２つの接続枠６１１と、該２つの接続枠６１１を
繋ぐ接続棒６１２と、を有している。
【００２４】
　次に、図１０及び図１１を参照して本実施形態における歩行板７を詳しく説明する。図
１０は図３の要部拡大図であり、図１１は、本考案のソーラーパネル設置用プラットフォ
ームの実施形態が示されている要部背面図である。
【００２５】
　各歩行板７は、水平方向Ｈに沿って板状に形成されると共に、接続手段４により接続さ
れる２つの台座２の間にある間隔をほぼカバーするように接続手段４の上方に配置される
板体７１と、水平方向Ｈに沿って板体７１を挿通する補助棒７２と、を備えている。本実
施形態において、板体７１は高分子ポリマーにより作成されており、そして補助棒７２は
金属により作成されている。このような構造によって作業員は、足場が強固で完全なので
、部材の検査、修理や調整などの作業を行い易い。
【００２６】
　以上の実施形態によれば、本考案のソーラーパネル設置用プラットフォームは、各台座
２を接続できる接続手段４を予め具えるので、水上で安全且つ便利に複数の台座２を互い
に接続し、相対的に位置決めしてから、全体をまとめて水上に固定し、ソーラーパネル２
００を効率よく増設することができる。
【００２７】
　以上、本考案の好ましい実施形態を説明したが、本考案はこれに限定されるものではな
く、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である。
【産業上の利用可能性】
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【００２８】
　本考案のソーラーパネル設置用プラットフォームは、例えば湖上や海上など、水上にソ
ーラーパネルを大量に設置するためのプラットフォームとして有用である。
【符号の説明】
【００２９】
２　　　台座
２００　ソーラーパネル
２１　　浮力提供管
２１１　第１の浮力提供管
２１２　第２の浮力提供管
２２　　取付け枠
２３　　取付け穴
２４　　導水孔　
３　　　支持手段　
３１　　パネルラック
４　　　接続手段
４１　　連結スリーブ
４２　　接続板
４２１　カバー部
４２２　補助枠
４２３　連通孔
４３　　接続孔
５　　　固定手段
５１　　接続ボルト
５２　　固定ナット
６　　　補助接続手段
６１　　第１の補助接続部材
６１１　接続枠
６１２　接続棒
６２　　第２の補助接続部材
７　　　歩行板
７１　　板体
７２　　補助棒
Ｃ　　　円心
Ｌ　　　水面　
Ｈ　　　水平方向
Ｘ　　　横方向（直交方向）
Ｙ　　　縦方向　
θ　　　角度
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年6月6日(2016.6.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　水面に浮きながら複数のソーラーパネルを支持することができるソーラーパネル設置用
プラットフォームであって、
　それぞれ前記水面に浮くことができる複数の台座と、
　各前記台座の水上側に取り付けられて、該ソーラーパネルを支持することができる支持
手段と、
　各前記台座の側面において水平方向に面するように配置されていると共に、互いに接続
することができる複数の接続手段と、
を備えていることを特徴とするソーラーパネル設置用プラットフォーム。
【請求項２】
　前記複数の接続手段は、それぞれ各前記台座の側面において前記水平方向に面するよう
に配置されていると共に、前記水平方向に向かって開口する複数の接続孔が開けられてい
る接続板を有しており、
　隣り合う２つの前記接続手段を接続且つ固定することができる固定手段を更に備えてお
り、
　前記固定手段は、
　　２つの前記接続板にそれぞれ開けられている２つの前記接続孔を、該２つの前記接続
板が互いに向き合って当接する状態において一斉に挿通することにより、該２つの前記接
続板を接続することができる複数の接続ボルトと、
　　該２つの前記接続板を接続している前記接続ボルトを該２つの前記接続板に固定する
ことができる固定ナットと、
を有していることを特徴とする請求項１に記載のソーラーパネル設置用プラットフォーム
。
【請求項３】
　各前記台座は、それぞれ水平方向に沿って延伸する中空の円管状に形成されていると共
に、該当の前記台座の側面から突起している浮力提供管を有しており、
　各前記接続手段がそれぞれ有する前記接続板は、前記浮力提供管の前記台座の側面から
突出する先端においてフランジとして形成されており、
　各前記接続孔は、各前記接続孔のそれぞれと円管状に形成された前記浮力提供管の断面
の円心とを結ぶ線と、前記水面と、が成す角度が４５°以下となるように前記接続板に形
成されていることを特徴とする請求項２に記載のソーラーパネル設置用プラットフォーム
。
【請求項４】
　前記複数の接続手段は、それぞれ高分子ポリマーにより作成され、前記浮力提供管の前
記台座の側面から突出する先端を包むように該先端に取付けられている連結スリーブを更
に有し、
　前記接続板は、前記高分子ポリマーにより作成されて前記連結スリーブからフランジ状
に張り出して形成されており、
　更に、前記接続板には、円環状に形成されて対応の前記浮力提供管の外側を囲みながら
、前記接続板に形成された各前記接続孔と連通する複数の連通孔が形成されている金属製
の補助枠が内蔵されていることを特徴とする請求項３に記載のソーラーパネル設置用プラ
ットフォーム。
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【請求項５】
　各前記台座がそれぞれ有する前記浮力提供管は、水面において互いに平行となるように
配置されており、そして各前記台座がそれぞれ有し且つ互いに隣り合う２つの前記浮力提
供管は、第１の補助接続部材により接続されており、
　前記第１の補助接続部材は、
　　前記隣り合う２つの前記浮力提供管にそれぞれ取付けられている２つの第１の接続枠
と、
　　該２つの第１の接続枠を繋ぐ第１の接続棒と、を有していることを特徴とする請求項
３に記載のソーラーパネル設置用プラットフォーム。
【請求項６】
　各前記台座は、前記浮力提供管により貫通される取付け穴と、水が通過できる導水孔と
、が形成されている少なくとも１つの取付け枠を更に有しおり、
　前記支持手段は、各前記取付け枠に配置されていることを特徴とする請求項３に記載の
ソーラーパネル設置用プラットフォーム。
【請求項７】
　前記接続手段により接続される２つの前記台座の間には、作業者歩行路面を提供する歩
行板が前記接続手段の上方に配置されていることを特徴とする請求項１に記載のソーラー
パネル設置用プラットフォーム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　続いて図３及び図８を参照しながら、本実施形態における補助接続手段６について詳し
く説明する。図８は、本考案のソーラーパネル設置用プラットフォームの実施形態が示さ
れている要部側面図である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　本実施形態における補助接続手段６は、各台座２がそれぞれ有し且つ互いに隣り合う２
つの浮力提供管２１にある第１の浮力提供管２１１を接続する第１の補助接続部材６１と
、各台座２がそれぞれ有する浮力提供管２１の第２の浮力提供管２１２と直交する横方向
Ｘ（直交方向）に沿って延伸すると共に、両端が該横方向Ｘにおいて隣り合う２つの第２
の浮力提供管２１２にそれぞれ取付けられる第２の補助接続部材６２と、を備えている。
更に、図８に示されるように、第１の補助接続部材６１は、隣り合う２つの浮力提供管２
の第１の浮力提供管２１１にそれぞれ取付けられている２つの接続枠６１１と、該２つの
接続枠６１１を繋ぐ接続棒６１２と、を有している。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　次に、図９、図１０及び図１１を参照して本実施形態における歩行板７を詳しく説明す
る。図９は本考案のソーラーパネル設置用プラットフォームの実施形態が示されている要
部正面図であり、図１０は図３の要部拡大図であり、図１１は、本考案のソーラーパネル
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設置用プラットフォームの実施形態が示されている要部背面図である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　各歩行板７は、水平方向Ｈに沿って板状に形成されると共に、接続手段４により接続さ
れる２つの台座２の間にある間隔をほぼカバーするように接続手段４の上方に配置される
板体７１と、水平方向Ｈに沿って板体７１を挿通する補助棒７２と、を備え、横方向Ｘに
おける両端が該横方向Ｘにおいて隣り合う２つの接続板４２にそれぞれ取付けられている
。本実施形態において、板体７１は高分子ポリマーにより作成されており、そして補助棒
７２は金属により作成されている。このような構造によって作業員は、足場が強固で完全
なので、部材の検査、修理や調整などの作業を行い易い。
【手続補正６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図３】

【手続補正７】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図９
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図９】
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