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の枠状フレ一ム ( 1 0 ） と、枠状フレ一ム ( 1 0 ）の対向する 2 辺間に架け渡 されて太陽電池モジ 一ル ( 2 0 ）
の裏面との間に所定の隙間を空けて配設され、太陽電池モジ i 一ル ( 2 0 ）が : わんだときに太陽電池モ ジ - 一ル
( 2 0 ）の裏面に当接 して太陽電池モジ 一)レ ( 2 0 ) 前 フ レ一ム ( 3 ) とを備えている 補強フ
レ一ム ( 3 ）は枠状フレ一ム ( 1 0 ）の裏面 Z 成された嵌合切 り欠き ( 1 d ）に嵌め込まれているので、容易に
取 り付けることが きる。



太陽電池モジユール装置
行技 庁分野

０００1 本発明は、住宅やビルなどの建物に設置される太陽電池モジュール装置に関する

ものである。

背景 行技 庁

０００2 従来、太陽電池モジュール装置として、受光面側に透明基板 (ガラス ) を配置し、こ

の透明基板の裏面側に直列或いは並列に接続された複数の太陽電池セルを並べ

て配置し、これら複数の太陽電池セルを封止樹脂にて封止して太陽電池モジュール

を構成し、さらにこの太陽電池モジュールの周縁部にフレームを取り付けた構造の太

陽電池モジュール装置が多用されている。この太陽電池モジュール装置では、透明

基板とフレームにょって所定の強度が確保される。

０００3 太陽電池モジュール装置は、一般に住宅やビルなどの建物に設置されて風雨にさ

らされる。そして、太陽電池モジュール装置には、表面に堆積した積雪などにょる鉛

直下方に押し下げるょぅに働く正圧と、逆に風などにょり上方に引っ張られるょぅに働

く負圧とが作用する。太陽電池モジュールは、表面を受光面とする大面積の平板状

を成すので、この正圧、負圧を受けて上下に湾曲するょぅにたわむ。

０００4 そして、鉛直下方に押し下げるょぅに働く正圧に対して、モジュールが下方に湾曲

して破損することがないょぅに、従来、モジュール裏面に補強フレームを配置すること

が提案されている。このょぅな構造とすることにょり、モジュールが下方に湾曲した際、

補強フレームに押し止められて所定量以上にたわむことがないので破損を防止する

ことができる ( 例えば、特許文献 参照 ) 。

０００5 特許文献 1 特開2 ００4 6625号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００6 上記のょぅな構造の太陽電池モジュール装置の補強フレームの取り付けに関して、

従来、製造工程を簡略ィビしてコストダウンを図るために、補強フレームを容易に取り



付けることのできる構造が望まれていた。また、太陽電池モジュールの外縁部に枠状

フレームを配置する装置 (作業) と同じ装置 (作業) にて補強フレームを取り付けよぅと

すると、装置 (作業) が煩雑になるので改善が求められていた。

０００7 さらに、従来、太陽電池モジュールの裏面を補強フレームに固着すると、上記負圧

が働いた際、太陽電池モジュールが上方に引っ張られて太陽電池モジュールの裏

面が剥離してしまぅことがあり改善が求められていた。一方、太陽電池モジュールの

裏面を補強フレームに固着させず、接触する構造にした場合、太陽電池モジュール
と補強フレームとの間に水や粉塵が溜まり、誤動作の原因になることがあるので改善

が求められていた。

０００8 この発明は上述のよぅな課題を解決するためになされたもので、補強フレームを容

易に取り付けることのできる太陽電池モジュール装置を得ることを目的とする。また、

太陽電池モジュールと補強フレームとの間に隙間を形成することにより、太陽電池モ

ジュールの裏面を損傷することがなく、また、補強フレームとの間に水や粉塵が溜ま

ることがない太陽電池モジュール装置を得ることを目的とする。さらには、太陽電池モ

ジュールと補強フレームとの間の隙間を適切な大きさに容易に形成することができる

太陽電池モジュール装置を得ることを目的とする。

課題を解決するための手段

０００9 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の太陽電池モジュール装

置は、複数の太陽電池セルを配置して成る太陽電池モジュールと、太陽電池モジュ
ールの外縁部を全周にわたって囲み外縁部を支持する概略矩形の枠状フレームと、

枠状フレームの対向する2辺間に架け渡されて太陽電池モジュールの裏面との間に

所定の隙間を空けて配設され、太陽電池モジュールがたわんだときに太陽電池モジ

ュールの裏面に当接して太陽電池モジュールを支持する補強フレームとを備え、補

強フレームは枠状フレームの裏面に形成された嵌合切り欠きに嵌め込まれていること

を特徴とする。

発明の効果

００1０ この発明によれば、補強フレームは枠状フレームの裏面に形成された嵌合切り欠き

に嵌め込まれて位置決めされるので、補強フレームを枠状フレームに容易に取り付



けることができる。

図 図 は、本発明にかかる太陽電池モジュール装置の実施の形態 の組み立て

の初期工程の様子を示す斜視図である。

図2 図2は、太陽電池モジュールの外縁部に枠状フレームを取り付けた中間組立体

に裏面から補強フレームを取り付ける様子を示す斜視図である。

図3 図3は、中間組立体への補強フレームの取り付けが完了した様子を示す斜視図

である。

図4 図4は、図3の枠状フレームの切り欠きに補強フレームが嵌め込まれた部分 を

拡大して示す斜視図である。

図5 図5は、長辺フレームの断面形状を示す図 の 線に沿ぅ矢視断面図であ

る。

図6 図6は、補強フレームの形状の詳細を示す斜視図である。

図7 図7は、太陽電池モジュールと補強フレームとの間に所定の空間が形成される

様子を示す図3のC 線に沿ぅ矢視断面図である。

図8 図8は、本発明にかかる太陽電池モジュール装置の実施の形態2の長辺フレー

ムの断面形状を示す断面図である。

図9 図9は、第二リブが選択されて実施の形態 の補強フレームより高さの小さい補

強フレームに適用された様子を示す断面図である。

図1０図 ０は、第一リブが選択されて図9の補強フレームよりさらに高さの小さい補

強フレームに適用された様子を示す断面図である。

図11 図 、本発明にかかる太陽電池モジュール装置の実施の形態3の長辺フレ

ームの断面形状及び補強フレームの断面形状を示す断面図である。

図12 図 2は、本発明にかかる太陽電池モジュール装置の実施の形態4の長辺フレ

ームの断面形状及び補強フレームの断面形状を示す断面図である。

図13 図 3は、本発明にかかる太陽電池モジュール装置の実施の形態5の補強フレ

ームの断面形状を示す断面図である。

図14 図 4は、本発明にかかる太陽電池モジュール装置の実施の形態6の補強フレ



一ムの断面形状を示す断面図である。

符号の説明

００12 長辺フレーム (第一フレーム)

2 短辺フレーム (第二フレーム)

フレーム本体

b モジュール支持部

c 内フランジ部

d 嵌合切り欠き

e 位置決め突起 (縦方向係止部)

第一リブ (縦方向係止部、横方向係止部)

第二リブ (縦方向係止部、横方向係止部)

3 3 3C 3 3 3 3G 補強フレーム

3a フレーム本体

3b 裏面側フランジ部

3c モジュール側フランジ部

3d 端面ねじ穴

3e 側壁面

7 ビス (第二固定ねじ)

０矩形の枠状フレーム

5 太陽電池セル

2０太陽電池モジュール

2０a 端子ボックス

2０b ケーブル

間隙

発明を実施するための最良の形態

００13 以下に、本発明にかかる太陽電池モジュール装置の実施の形態を図面に基づい
て詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない



００14 実施の形態 ・

図 は本発明にかかる太陽電池モジュール装置の実施の形態 の組み立ての初期

工程の様子を示す斜視図である。図2は太陽電池モジュールの外縁部に枠状フレー

ムを取り付けた中間組立体に裏面から補強フレームを取り付ける様子を示す斜視図

である。図3は中間組立体への補強フレームの取り付けが完了した様子を示す斜視

図である。図4は図3の枠状フレームの切り欠きに補強フレームが嵌め込まれた部分

を拡大して示す斜視図である。図5は長辺フレームの断面形状を示す図 の

線に沿ぅ矢視断面図である。図6は補強フレームの形状の詳細を示す斜視図である

。図7は太陽電池モジュールと補強フレームとの間に所定の空間が形成される様子

を示す図3のC 線に沿ぅ矢視断面図である。なお、図 は太陽電池モジュールを

表 (受光面)側から見た様子を示している。一方、図2及び図3は太陽電池モジュー

ルを裏側から見た様子を示している。

００15 太陽電池モジュール装置は、概略矩形平板状の太陽電池モジュール2０と、太陽

電池モジュール2０の外縁部を全周にわたって囲緯して、この外縁部を介して太陽電

池モジュール2０を支持する矩形枠状の枠状フレーム ０と、枠状フレーム ０に取り

付けられた補強フレーム3とを有している。

００16 図 に示すよぅに、太陽電池モジュール2０は、縦横に整列して並べられ直列或い
は並列に接続された複数の太陽電池セル 5を有している。太陽電池セル 5の受光

面側は図示しない透明基板 (ガラス) により全面的に覆われている。また、複数の太

陽電池セル 5は封止樹脂にて封止されている。枠状フレーム ０は、例えぼアルミニ

ウムの押出成型品であり、対向する一対の長辺フレーム (第一フレーム) ， と、この

長辺フレーム ， の両端部間に連結された一対の短辺フレーム (第二フレーム) 2，2

とから構成されている。一対の長辺フレーム ， と一対の短辺フレーム2，2とは、相

互に連結されて矩形枠状の枠状フレーム ０となる。この枠状フレーム ０は、太陽電

池モジュール2０を補強するとともに住宅やビルなどの建物に設けられた図示しない
架台に取り付けられるよぅにするものである。補強フレーム3は、この枠状フレーム ０

に太陽電池モジュール2０の裏面側から取り付けられる。

００17 図2に示すよぅに、2本の長辺フレーム ， の裏面中央部に補強フレーム3はめ込



み用の嵌合切り欠き d dがそれぞれ設けられている。補強フレーム3は、両端部を

この嵌合切り欠き d dに、裏面側から落とし込まれて長辺フレーム ， に組み付

けられる。つまり、補強フレーム3は、両端部を太陽電池モジュール2０の裏面側から

嵌合切り欠き d dに挿入されて長辺フレーム ， に組み付けられる。なお、太陽

電池モジュール2０の裏面には、端子ボックス2０aとこの端子ボックス2０aから延びる

ケーブル2０bが設けられている。

００18 図3において、補強フレーム3は、上記のよぅに枠状フレーム ０の対向する長辺フ

レーム ， に架け渡されて枠状フレーム ０に取り付けられる。このとき、補強フレー

ム3の端部は、図4に示すよぅに、長辺フレーム の裏面に開口した嵌合切り欠き d

に嵌り込み正確に位置決めされる。長辺フレーム ， の端部に穿孔された貫通穴に

図3の矢印 の方向から挿入された図示しないビス (第一固定ねじ) により、短辺フレ

ーム2，2は長辺フレーム㍉ に締着される。また、補強フレーム3は、長辺フレーム

， の中央部に穿孔された貫通穴に図3の矢印 の方向から挿入された図示しないビ

ス (第二固定ねじ) (図7) により締着される。つまり、短辺フレーム2，2及び補強フレ

ーム3は、同じ方向から挿入されたビス (固定ねじ) により締着される。

００19 図5に示すよぅに、長辺フレーム ， は、所定の強度を有するよぅに断面略コ字状と

され、太陽電池モジュール2０に対して垂直方向に延びる平板状のフレーム本体 a

と、フレーム本体 aの太陽電池モジュール2０側の縁部から枠状フレーム ０の内側

に延び太陽電池モジュール2０を支持するモジュール支持部 bと、フレーム本体 a

のモジュール支持部 bの反対側の縁部から枠状フレーム ０の内側に延びて形成さ

れた内フランジ部 cとから構成されている。モジュール支持部 bは、枠状フレーム

０内側に開口を有する断面略 字状とされ 字の内側に太陽電池モジュール2０の

外縁部をくわえ込んで支持する。

００2０ 内フランジ部 cは、太陽電池モジュール2０に対して平行に広がる。枠状フレーム

は、この内フランジ部 cを図示しない架台に取り付けられ、当該架台から太陽電池

モジュール2０を支持する。嵌合切り欠き dは、この内フランジ部 cに補強フレーム3

の幅だけ切り欠かれることにより形成されている。断面略 字状のモジュール支持部

bの裏面側の先端縁は、裏面側に折り曲げられるよぅに成形されて、補強フレーム3



が嵌合切り欠き dに挿入された際、補強フレーム3に当接して深さ方向の位置決め

を行ぅ位置決め突起 (縦方向係止部 eとされている。

００2 1 図6に示すよぅに、補強フレーム3は、断面略 字状を成し、太陽電池モジュール2

に対して垂直方向に延びる平板状のフレーム本体3aと、フレーム本体3aの裏面側

の縁部から両側方へ太陽電池モジュール2０と平行に広がる裏面側フランジ部3bと、

フレーム本体3aの太陽電池モジュール2０側の縁部から両側方へ太陽電池モジュー

ル2０と平行に広がるモジュール側フランジ部3cとから成り、フレーム本体3aの端面

には2個の端面ねじ穴3dが螺刻されている。

００22 図7において、モジュール支持部 bの先端には、上記のよぅに、補強フレーム3が

嵌合切り欠き dに挿入された際、補強フレーム3に当接して、補強フレームの太陽電

池モジュール方向への移動を規制する位置決め突起 (縦方向係止部 eが設けられ

ている。これにより、補強フレーム3は、太陽電池モジュール2０の裏面との間に所定

の間隙 を空けて配設されている。太陽電池モジュール2０には、上記背景技術にて

述べたよぅに、図7中矢印 で示す正圧や、矢印Gで示す負圧が作用する。そして、

補強フレーム3は、太陽電池モジュール2０が正圧により所定量たわんだときに太陽

電池モジュール2０の裏面を支持する。

００23 以上のよぅに、この実施の形態の太陽電池モジュール装置においては、補強フレー

ム3は、両端部を太陽電池モジュール2０の裏面側から嵌合切り欠き d dに挿入さ

れて長辺フレーム ， に組み付けられているので、太陽電池モジュール2０の四辺外

縁部に枠状フレーム ０を配置した組立体に対して、後から補強フレーム3を容易に

取り付けることができる。そのため、太陽電池モジュール2０の外縁部に長辺フレーム

， および短辺フレーム2，2を配置する装置 (作業) とは異なる別の装置 (作業) にて

、後から容易に補強フレーム3を取り付けることができるので、製造工程にて作業性

が向上する。

００24 また、この実施の形態の太陽電池モジュール装置においては、短辺フレーム2，2

は、長辺フレーム ， の両端部を貫通するビスを端面ねじ穴に締着されて長辺フレ

ーム ， に連結されており、補強フレーム3は、短辺フレーム2，2を固定するビスと同

じ方向から長辺フレーム ， を貫通するビスを端面ねじ穴に締着されて長辺フレー



ム ， に連結されているので、ビス止め方向がそろい製造工程にて作業性が向上す

る。

００25 さらに、この実施の形態の太陽電池モジュール装置においては、嵌合切り欠き d

は、長辺フレーム ， の内フランジ部 cが補強フレーム3の幅だけ切り欠かれて形成

されており、枠状フレーム ０は、この嵌合切り欠き dに挿入された補強フレーム3に

当接して、補強フレーム3の太陽電池モジュール2０方向への移動を規制する位置決

め突起 (縦方向係止部 eを有している。そのため、太陽電池モジュール2０と補強フ

レーム3との間に間隙 が形成される。これにより、太陽電池モジュール2０の裏面が

損傷することがなく、また、補強フレーム3との間に水や粉塵が溜まることもなくなる。

そして、補強フレーム3は、位置決め突起 eにより正確に位置決めされるので、太陽

電池モジュール2０と補強フレーム3との間の隙間を、適切な大きさに容易に形成す

ることができる。

００26 さらにまた、この実施の形態の太陽電池モジュール装置においては、補強フレーム

3は、長手方向軸に直交する断面形状が点対称な形状であるので、組み付け時に上

下の方向性がなくなり、製造工程において作業性が向上する。

００27 実施の形態2・

図8は本発明にかかる太陽電池モジュール装置の実施の形態2の長辺フレームの

断面形状を示す断面図である。図9は第二リブが選択されて実施の形態 の補強フ

レームより高さの小さい補強フレームに適用された様子を示す断面図である。図 ０

は第一リブが選択されて図9の補強フレームよりさらに高さの小さい補強フレームに

適用された様子を示す断面図である。図8に示すよぅに、本実施の形態の長辺フレー

ム (第一フレーム) は、モジュール支持部 bと内フランジ部 cとの間に、位置決め

突起 eと平行に延びる第一リブ と第二リブ を有している。その他の構成は実施

の形態 と同様である。

００28 第一リブ と第二リブ とは、一つが選択して用いられる縦方向係止部である。第

二リブ が選択された場合には、第一リブ が補強フレーム3の幅だけ削除されて、

図9に示すよぅに、実施の形態 の補強フレームより高さの小さい補強フレーム3 に

適用される。また、第一リブ が選択された場合には、図 ０に示すよぅに、図9の補



強フレーム3 よりさらに高さの 、さい補強フレーム3Cに適用される。

００29 以上のよぅに、この実施の形態の太陽電池モジュール装置の長辺フレーム は、

補強フレーム3の挿入方向に位置を異ならせて設けられた複数の縦方向係止部を有

し、当該複数の縦方向係止部から一つを選択して用いることにより、高さの異なる複

数の補強フレームに対応することができる。

００3０ 実施の形態3・

図 本発明にかかる太陽電池モジュール装置の実施の形態3の長辺フレーム

の断面形状及び補強フレームの断面形状を示す断面図である。本実施の形態の補

強フレーム3 は、モジュール側フランジ部3cの両側縁部から裏面方向へ、フレーム

本体3aと平行に延びる側壁面3eを有している。側壁面3eの高さaは、第一リブ か

ら第二リブ までの距離b、第二リブ から位置決め突起 eまでの距離c、及び内フ

ランジ部 cから第一リブ までの距離dのいずれよりも大きくされている。その他の構

成は実施の形態2と同様である。

００3 1 このよぅな構成の太陽電池モジュール装置においては、補強フレーム3 の幅に切

り欠かれた第一リブ 及び第二リブ は、補強フレーム3 の側壁面3eを案内して

補強フレーム3 が嵌合切り欠き dに挿入されやすくするとともに、補強フレーム3

が嵌合切り欠き dに挿入されたのちは、補強フレーム3 の側壁面3。に当接して、

補強フレーム3 の枠状フレーム ０に沿ぅ方向への移動を規制する横方向係止部と

なる。これにより、補強フレーム3 はさらに正確に位置決めされる。

００32 実施の形態4・

図 2は本発明にかかる太陽電池モジュール装置の実施の形態4の長辺フレーム

の断面形状及び補強フレームの断面形状を示す断面図である。本実施の形態の補

強フレーム3 の断面形状は、裏面側が開口となるコ字形である。つまり、補強フレー

ム3 は全高さ方向に渡って延びる側壁面を有している。その他の構成は実施の形

態 と同様である。

００33 このよぅな構成の太陽電池モジュール装置においては、補強フレーム3 は、自らの

側壁面に案内されて嵌合切り欠き dに挿入されやすくするとともに、補強フレーム3

が嵌合切り欠き dに挿入されたのちは、嵌合切り欠き dの開口部に当接して、枠



状フレーム ０に沿ぅ方向への移動を規制される。これにより、補強フレーム3 はさら

に正確に位置決めされる。

００34 実施の形態5・

図 3は本発明にかかる太陽電池モジュール装置の実施の形態5の補強フレーム

の断面形状を示す断面図である。本実施の形態の補強フレーム3 は、断面形状が

四角形である。つまり、補強フレーム3 は全高さ方向に渡って延びる側壁面を有し

ている。その他の構成は実施の形態 と同様である。このよぅな構成の太陽電池モジ

ュール装置においても実施の形態4のものと概略同様の効果を得ることができる。

００35 実施の形態6・

図 4は本発明にかかる太陽電池モジュール装置の実施の形態6の補強フレーム

の断面形状を示す断面図である。本実施の形態の補強フレーム3Gは、断面形状が

2つの三角形の頂点を直線でつなぐ形状である。

００36 このよぅな構成の太陽電池モジュール装置においては、補強フレーム3Gは、挿入

される途中で軸心がずれても、自らの傾斜する側壁面が嵌合切り欠き dの開口部に

案内されて嵌合切り欠き dに挿入されやすくなる。

産業上の利用可能，性

００37 以上のよぅに、本発明にかかる太陽電池モジュール装置は、住宅やビルなどの建

物に設置される太陽電池モジュール装置に有用であり、特に、積雪が多い地方や激
、風雨が発生する地方に設置される太陽電池モジュール装置に適している。



請求の範囲

複数の太陽電池セルを複数並べて成る太陽電池モジュールと、

前記太陽電池モジュールの外縁部を全周にわたって囲み当該外縁部を支持する

概略矩形の枠状フレームと、

前記枠状フレームの対向する2辺間に架け渡されて前記太陽電池モジュールの裏

面とのとの間に所定の隙間を空けて配設され、前記太陽電池モジュールがたわんだ

ときに前記太陽電池モジュールの裏面に当接して前記太陽電池モジュールを支持

する補強フレームとを備え、

前記補強フレームは前記枠状フレームの裏面に形成された嵌合切り欠きに嵌め込

まれてレ巧
ことを特徴とする太陽電池モジュール装置。

2 前記枠状フレームは内フランジ部を有しており、前記嵌合切り欠きは前記内フラン

ジ部が前記補強フレームの幅だけ切り欠かれて形成されてレ巧
ことを特徴とする請求項 に記載の太陽電池モジュール装置。

3 前記枠状フレームは、対向する一対の第一フレームと該第一フレームの両端部間

に連結された一対の第二フレームとを備え、

前記第二フレームは、第一フレームの両端部を貫通する第一固定ねじを端面ねじ

穴に締着されて第一フレームに連結されており、

前記補強フレームは、前記第一固定ねじと同じ方向から前記第一フレームを貫通

する第二固定ねじを端面ねじ穴に締着されて前記第一フレームに連結されている

ことを特徴とする請求項 または2に記載の太陽電池モジュール装置。

4 前記枠状フレームは、前記嵌合切り欠きに挿入された前記補強フレームに当接し

て、当該補強フレームの前記太陽電池モジュール方向への移動を規制する縦方向

係止部を有する ことを特徴とする請求項 または2に記載の太陽電池モジュール装

置。

5 前記縦方向係止部は、前記太陽電池モジュールと前記補強フレームとの間に所定

の間隔を空ける

ことを特徴とする請求項4に記載の太陽電池モジュール装置。



6 前記枠状フレームは、前記補強フレームの挿入方向に位置を異ならせて設けられ

た複数の前記縦方向係止部を有し、当該複数の前記縦方向係止部から一っを選択

して用レ巧
ことを特徴とする請求項4に記載の太陽電池モジュール装置。

7 前記枠状フレームは、前記嵌合切り欠きに挿入された前記補強フレームに当接し

て、当該補強フレームの前記枠状フレームに沿ぅ方向への移動を規制する横方向係

止部を有する ことを特徴とする請求項 または2に記載の太陽電池モジュール装置

8 前記補強フレームは、長手方向軸に直交する断面形状が点対称な形状である

ことを特徴とする請求項 または2に記載の太陽電池モジュール装置。
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