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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】複数の太陽電池モジュールを順次、配列する場
合でも、部品として利用する支持脚の数を極力少なくで
きると共に、隣り合う太陽電池モジュール間の間隔を的
確且つ容易に所定間隔にできる太陽電池モジュールの設
置構造を提供する。
【解決手段】各支持脚１２を、その第１側壁部１４及び
第２側壁部１５の配置順序を同じにしつつ平行に配置し
、隣り合う支持脚１２の直接、対向する第１側壁部１４
及び第２側壁部１５の両上端部により太陽電池モジュー
ル１１を支持する。これにより、隣り合う各設置架台を
それぞれ構成するに際して、各支持脚１２を、両隣の支
持脚１２に対して共通の支持脚として兼用する。また、
一定幅を有する第１，第２側壁部１４，１５に太陽電池
モジュール１１を支持することにより、隣り合う太陽電
池モジュール１１の間隔を所定間隔だけ離間させる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基面上に複数の支持脚が間隔をあけて順次、配置され、
　前記各支持脚が、帯状に延びる底板部と、該底板部の幅方向一方側から起立する第１側
壁部と、前記底板部の幅方向他方側から起立してその上端部が前記第１側壁部の上端部よ
りも高く位置される第２側壁部と、を一体的に備えており、
　前記各支持脚が、該各支持脚の前記第１側壁部及び前記第２側壁部の配置順序を同じに
しつつ平行に配置され、
　前記各支持脚と該各支持脚に隣り合う支持脚とが、その両者の直接、対向する第１側壁
部及び第２側壁部の両上端部を用いて、太陽電池モジュールをそれぞれ支持している、
ことを特徴とする太陽電池モジュールの設置構造。
【請求項２】
　請求項２において、
　前記基面が、屋根の下側を構成する屋根下構造体の上端面とされ、
　前記屋根下構造体の上端面に前記複数の支持脚が配置されて、該複数の支持脚及び前記
複数の太陽電池モジュールにより屋根構造体が構成されている、
ことを特徴とする太陽電池モジュールの設置構造。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記各支持脚における底板部の内底面に、排水のための水勾配が形成されている、
ことを特徴とする太陽電池モジュールの設置構造。
【請求項４】
　請求項２又は３において、
　前記各支持脚と前記屋根下構造体の上面との間にＬ字状取付け具が介在され、
　前記Ｌ字状取付け具の一方側が前記屋根下構造体の上面に留め具を用いて固定され、
　前記Ｌ字状取付け具の他方側が、前記支持脚の第１又は第２側壁部に前記底板部から所
定高さ以上離間した位置において、留め具を用いて固定されている、
ことを特徴とする太陽電池モジュールの設置構造。
【請求項５】
　請求項１において、
　前記各支持脚の第１又は第２側壁部に、前記太陽電池モジュールの下方領域において、
複数の保持具が取付けられ、
　前記複数の保持具が、前記太陽電池モジュールの接続ケーブルを保持している、
ことを特徴とする太陽電池モジュールの設置構造。
【請求項６】
　請求項１において、
　前記各支持脚における底板部の幅方向中央部に、上方に膨出する膨出部が形成されて、
該各支持脚における前記第１，第２側壁部間が前記膨出部により２分されている、
ことを特徴とする太陽電池モジュールの設置構造。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記膨出部内に、該膨出部の形状に対応した連結部材が嵌合され、
　前記膨出部の上部と前記連結部材の上部とが留め具により連結されていると共に、該連
結部材の下部と前記基面とが留め具により連結されている、
ことを特徴とする太陽電池モジュールの設置構造。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項において、
　カーポートに用いられる、
ことを特徴とする太陽電池モジュール設置構造。
【請求項９】
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　間隔をあけて配置され、その上端部が太陽電池モジュールを傾斜状態となるように支持
する太陽電池モジュールの設置架台用支持脚であって、
　帯状に延びる底板部と、
　前記底板部の幅方向一方側から起立して、その上端部が太陽電池モジュールに対する支
持端部とされる第１側壁部と、
　前記底板部の幅方向他方側から起立し、その上端部が前記第１側壁部の上端部よりも高
く延びて太陽電池モジュールに対する支持端部とされる第２側壁部と、を一体的に備えて
いる、
ことを特徴とする太陽電池モジュール用支持脚。
【請求項１０】
　請求項９において、
　前記底板部の幅方向中央部に、上方に膨出する膨出部が形成されて、前記第１，第２側
壁部間が前記膨出部により２分されている、
ことを特徴とする太陽電池モジュール用支持脚。
【請求項１１】
　請求項９において、
　前記第１又は第２側壁部に、その外面側において、複数の保持具が取付けられている、
ことを特徴とする太陽電池モジュール用支持脚。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽電池モジュールの設置構造及び太陽電池モジュール用支持脚に関する。
【背景技術】
【０００２】
　太陽電池モジュールの設置架台には、特許文献１に示すように、一対の支持脚を間隔を
あけて平行に配置し、その一対の支持脚の各上端部に太陽電池モジュールを所定の傾斜状
態をもって固定するものが提案されている。このものによれば、各支持脚が太陽電池モジ
ュールを介して双方で支え合うことから、一方の支持脚が倒れようとしても、太陽電池モ
ジュールと他方の各支持脚とによって一方の支持脚が支えられる。
【０００３】
　ところで、このような太陽電池モジュールの設置架台を用いて複数の太陽電池モジュー
ルを配設するためには、上記一対の支持脚を有する設置架台を順次、列をなすように複数
配置する必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１４１２６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、このような太陽電池モジュールの設置架台においては、各設置架台毎に、一対
の支持脚が必要となり、複数の太陽電池モジュールを配列するためには、多数の支持脚が
必要となり、部品点数の管理が容易ではなくなる。
　また、太陽電池モジュールの設置架台を順次、配列する場合には、隣り合う太陽電池モ
ジュールの影の影響を少なくすべく、各隣り合う太陽電モジュール間を所定間隔だけ離間
する必要があり、これを的確且つ容易に行うことが求められる。
【０００６】
　本発明は以上のような事情を勘案してなされたもので、その第１の技術的課題は、複数
の太陽電池モジュールを順次、配列する場合でも、部品として利用する支持脚の数を極力
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少なくできると共に、隣り合う太陽電池モジュール間の間隔を的確且つ容易に所定間隔に
できる太陽電池モジュールの設置構造を提供することにある。
　第２の技術的課題は、上記太陽電池モジュールの設置構造に用いられる太陽電池モジュ
ール用支持脚を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記第１の技術的課題を達成するために本発明（請求項１に係る発明）にあっては、
　基面上に複数の支持脚が間隔をあけて順次、配置され、
　前記各支持脚が、帯状に延びる底板部と、該底板部の幅方向一方側から起立する第１側
壁部と、前記底板部の幅方向他方側から起立してその上端部が前記第１側壁部の上端部よ
りも高く位置される第２側壁部と、を一体的に備えており、
　前記各支持脚が、該各支持脚の前記第１側壁部及び前記第２側壁部の配置順序を同じに
しつつ平行に配置され、
　前記各支持脚と該各支持脚に隣り合う支持脚とが、その両者の直接、対向する第１側壁
部及び第２側壁部の両上端部を用いて、太陽電池モジュールをそれぞれ支持している、
ことを特徴とする太陽電池モジュール設置構造とした構成とされている。この請求項１の
好ましい態様としては、請求項２～８に記載の通りである。
【０００８】
　上記第２の技術的課題を達成するために本発明（請求項９に係る発明）にあっては、
　間隔をあけて配置され、その上端部が太陽電池モジュールを傾斜状態となるように支持
する太陽電池モジュールの設置架台用支持脚であって、
　帯状に延びる底板部と、
　前記底板部の幅方向一方側から起立して、その上端部が太陽電池モジュールに対する支
持端部とされる第１側壁部と、
　前記底板部の幅方向他方側から起立し、その上端部が前記第１側壁部の上端部よりも高
く延びて太陽電池モジュールに対する支持端部とされる第２側壁部と、を一体的に備えて
いる構成とされている。この請求項１１の好ましい態様としては、請求項１０，１１に記
載の通りである。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１に係る発明によれば、基面上に複数の支持脚が間隔をあけて順次、配置され、
各支持脚が、帯状に延びる底板部と、底板部の幅方向一方側から起立する第１側壁部と、
底板部の幅方向他方側から起立してその上端部が第１側壁部の上端部よりも高く位置され
る第２側壁部と、を一体的に備えており、各支持脚が、各支持脚の前記第１側壁部及び第
２側壁部の配置順序を同じにしつつ平行に配置され、各支持脚と各支持脚に隣り合う支持
脚とが、その両者の直接、対向する第１側壁部及び第２側壁部の両上端部を用いて、太陽
電池モジュールをそれぞれ支持していることから、各設置架台を構成するに際しては、各
支持脚は、両隣の支持脚に対して共通の支持脚として兼用されることになり、太陽電池モ
ジュール毎に一対の支持脚を個々に用意する必要はなくなる。このため、複数の太陽電池
モジュールを順次、配列する場合でも、部品としての支持脚の数を極力少なくできる。
　また、各支持脚の帯状の底板部が一定幅を有することから、各支持脚の第１，第２側壁
部間の間隔を一定にすることができ、その第１，第２側壁部を太陽電池モジュールの支持
に利用することにより、隣り合う太陽電池モジュールの間隔を所定間隔だけ離間できる。
このため、設置架台に支持脚を用いることにより、隣り合う太陽電池モジュール間の間隔
を的確且つ容易に所定間隔にできる。
　さらに、各支持脚は、底板部、第１，第２側壁部により樋状に形成されることになり、
雨の際には、その雨水は、傾斜状態にある太陽電池モジュールの上面に案内されて樋状の
各支持脚内に導かれる。このため、雨水を樋状の支持脚により所定個所に的確に排水して
、排水性能を高めることができる。
【００１０】
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　請求項２に係る発明によれば、基面が、屋根の下側を構成する屋根下構造体の上端面と
され、屋根下構造体の上端面に複数の支持脚が配置されて、複数の支持脚及び複数の太陽
電池モジュールにより屋根構造体が構成されていることから、屋根構造材として、複数の
支持脚及び複数の太陽電池モジュールを用いることにより、雨の進入を防ぐ屋根を有する
構造物を簡単に建造できる。
【００１１】
　請求項３に係る発明によれば、各支持脚における底板部の内底面に、排水のための水勾
配が形成されていることから、雨水を樋状の支持脚により所定個所に的確且つ確実に排水
して、排水性能を一層高めることができる。
【００１２】
　請求項４に係る発明によれば、各支持脚と屋根下構造体の上面との間にＬ字状取付け具
が介在され、Ｌ字状取付け具の一方側が屋根下構造体の上面に留め具を用いて固定され、
Ｌ字状取付け具の他方側が、支持脚の第１又は第２側壁部に前記底板部から所定高さ以上
離間した位置において、留め具を用いて固定されていることから、各支持脚が雨水の排水
路として使用される際には、留め具が排水の流動抵抗となることをなくし、排水の排出性
能を高めることができる。
【００１３】
　請求項５に係る発明によれば、各支持脚の第１又は第２側壁部に、太陽電池モジュール
の下方領域において、複数の保持具が取付けられ、複数の保持具が太陽電池モジュールの
接続ケーブルを保持していることから、縦壁としての各支持脚の第１又は第２側壁部を利
用して保持具を簡単に取付けることができ、その保持具を利用し、太陽電池モジュールの
接続ケーブルを、太陽電池モジュールの下方領域において、各支持脚の第１又は第２側壁
部に沿わせた状態で保持できる。このため、太陽電池モジュールの接続ケーブルを、雨に
濡れさせることなく、整然と配線できる。
【００１４】
　請求項６に係る発明によれば、各支持脚における底板部の幅方向中央部に、上方に膨出
する膨出部が形成されて、各支持脚における第１，第２側壁部間が膨出部により２分され
ていることから、太陽電池モジュールの影の影響を考慮して、支持脚の第１，第２側壁部
間の間隔を拡げる場合においても、膨出部の側部により曲げ剛性を高めて、支持脚全体と
しての曲げ剛性の低下を抑制できる。
【００１５】
　請求項７に係る発明によれば、膨出部内に、該膨出部の形状に対応した連結部材が嵌合
され、膨出部の上部と連結部材の上部とが留め具により連結されていると共に、連結部材
の下部と基面とが留め具により連結されていることから、膨出部を連結部材を介して基面
に固定できることは勿論、その際、留め具が第１，第２側壁部間を流れる排水の抵抗にな
ること防止できる。
【００１６】
　請求項８に係る発明によれば、カーポートに用いられることから、太陽電池モジュール
等を屋根に用いた好ましいカーポートを提供できる。
【００１７】
　本発明（請求項９に係る発明）によれば、前述の請求項１に係る発明に用いられる太陽
電池モジュールの設置架台用支持脚を提供できる。
【００１８】
　請求項１０に係る発明によれば、底板部の幅方向中央部に、上方に膨出する膨出部が形
成されて、第１，第２側壁部間が膨出部により２分されていることから、太陽電池モジュ
ールによる影の影響を考慮して、当該支持脚の第１，第２側壁部間の間隔を拡げる場合に
おいても、膨出部の側部により曲げ剛性を高めて、支持脚全体としての曲げ剛性の低下を
抑制できる。
【００１９】
　請求項１１に係る発明によれば、第１又は第２側壁部に、その外面側において、複数の
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保持具が取付けられていることから、太陽電磁モジュールを支持した際に、その太陽電池
モジュールの接続ケーブルを垂れ下げることなく整然と第１又は第２側壁部に保持できる
と共に、その接続ケーブルを太陽電池モジュールにより雨から保護できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】第１実施形態に係るカーポートを示す斜視図。
【図２】第１実施形態に係る屋根下構造体を示す斜視図。
【図３】第１実施形態に係る屋根構造を示す説明図。
【図４】支持脚と太陽電池モジュールの接続ケーブルとの関係を説明する説明図。
【図５】第１実施形態に係る支持脚と太陽電池モジュールとの取付け関係、同支持脚と連
続梁部材との取付け関係を示す拡大縦断面図。
【図６】第２実施形態に係る屋根構造を示す説明図。
【図７】第２実施形態に係る支持脚と太陽電池モジュールとの取付け関係、同支持脚と連
続梁部材との取付け関係を示す拡大縦断面図。
【図８】第２実施形態において用いられる連結部材を示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。
　図１～図５は第１実施形態を示す。この第１実施形態を示す図１において、符号１は、
カーポートを示す。このカーポート１は、屋根下構造体２と、その屋根下構造体２上に配
置されて太陽電池モジュールの設置構造を構成する屋根構造体３と、を備えている。
【００２２】
　前記屋根下構造体２においては、図１，図２に示すように、前後に各３本の支柱（例え
ば鉄柱）４ａ～４ｃ，５ａ～５ｃが基礎面６上にそれぞれ立設されており、その各支柱４
ａ～４ｃ（５ａ～５ｃ）の下端部は、基礎面６に対して固定されている。前側３本の支柱
４ａ～４ｃは、互いが横方向に所定間隔だけ離れつつ、列をなすように配置されており、
その各支柱４ａ～４ｃ間は、自動車の出入として充分な間隔が確保されている。後側３本
の支柱５ａ～５ｃは、前記前側３本の各支柱４ａ～４ｃに対応して、その前側の各支柱４
ａ～４ｃの後側に一定間隔だけそれぞれ離間されており、この後側３本の支柱５ａ～５ｃ
も、互いが横方向に所定間隔だけ離れつつ、列をなすように配置されている。この前側３
本の支柱４ａ～４ｃと後側３本の支柱５ａ～５ｃとの間の前後間隔は、自動車の全長を余
裕をもって満たすものとなっており、前側の支柱４ａ～４ｃ間から後側に自動車が進入し
ても、前側３本の支柱４ａ～４ｃと後側３本の支柱５ａ～５ｃとの間に駐車できることに
なっている。
【００２３】
　また、前記前側３本の支柱４ａ～４ｃにおいては、図１，図２に示すように、隣り合う
支柱上部に梁部材７ａ，７ｂがそれぞれ架渡（固定）されて連続梁部材７が構成され、前
記後側３本の支柱においては、同図１，図２に示すように、隣り合う支柱上部に梁部材８
ａ，８ｂがそれぞれ架渡（固定）されて連続梁部材８が構成されている。両連続梁部材７
，８は、同一高さ位置において平行となるように配置されており、各連続梁部材７，８の
上面７Ａ，８Ａは、略水平な平坦面を形成している。
【００２４】
　前記屋根構造体３においては、図１，図３，図４に示すように、前記一対の連続梁部材
７，８上に複数の本実施形態に係る設置架台１０が架渡され、その各設置架台１０により
太陽電池モジュール（太陽発電パネル）１１がそれぞれ支持されている。
【００２５】
　前記各設置架台１０は、図１，図３に示すように、連続梁部材７（８）の延び方向に所
定間隔だけ離間された状態で隣り合う支持脚１２によりそれぞれ構成されている。各支持
脚１２は、同一の構成とされており、その各支持脚１２には、図３～図５に示すように、
構成要素として、底板部１３と、第１側壁部１４と、第２側壁部１５とが一体的に備えら
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れている。底板部１３は、帯状に延びて、前後の連続梁部材７，８に架渡されており、そ
の底板部１３の内面には留め具等が一切設けられず、底板部１３の内面は平坦面とされて
いる。この場合、底板部１３の肉厚、又は連続梁部材７（８）の上面の高さ位置を調整す
ることにより、底板部１３の内面に、前後の連続梁部材７，８のうちのいずれかの側を低
くする水勾配を付けることが好ましい。
【００２６】
　第１側壁部１４は、底板部１３の延び方向全長に亘って、その底板部１３の幅方向一方
側から略垂直に起立されている。この第１側壁部１４の上端部には、フランジ部１４ａが
形成されており、そのフランジ部１４ａは、底板部１３の幅方向他方側に向けて突出され
ている。このフランジ部１４ａは、水平面に対して傾斜されており、その傾斜角度θは、
本実施形態においては、θ＝５～１０度程度とされている。この第１側壁部１４と連続梁
部材７（８）の上面７Ａ，８Ａとは、図５に示すように、支持脚１２の延び方向両端側に
おいて、Ｌ字状取付け具としてのＬ字金具１６、留め具１７を用いて取付けられており、
この場合、第１側壁部１４に対する留め具１７の高さ位置は、底板部１３よりも充分高い
位置となっている。
【００２７】
　第２側壁部１５は、底板部１３の延び方向全長に亘って、底板部１３の幅方向他方側か
ら略垂直に起立されている。この第２側壁部１５は、第１側壁部１４よりも高く延びて、
その上端部が第１側壁部１４の上端部よりも高い位置に位置されている。この第２側壁部
１５の上端部にもフランジ部１５ａが形成されており、そのフランジ部１５ａは、底板部
１３の幅方向一方側に向けて突出されている。このフランジ部１５ａも水平面に対して傾
斜されており、その傾斜角度θは、前記フランジ部１４ａの傾斜角度θと同じとすべく、
５～１０度程度とされている。この第２側壁部１５と連続梁部材７（８）の上面７Ａ，８
Ａとは、図４，図５に示すように、支持脚１２の延び方向両端側において、Ｌ字状取付け
具としてのＬ字金具１６、留め具１７を用いて取付けられており、この場合も、第２側壁
部１５に対する留め具１７の高さ位置は、底板部１３よりも充分高い位置となっている。
【００２８】
　前記各支持脚１２は、図１，図３に示すように、前記連続梁部材７（８）の延び方向に
おいて、第１，第２側壁部１４，１５の配置順序を同じにした状態で配設されている。こ
のため、各支持脚１２の第１側壁部１４は、隣り合う一方の側の支持脚１２の第２側壁部
１５に対して直接、向き合うように配置され、各支持脚１２の第２側壁部１５は、隣り合
う他方の側の支持脚１２の第１側壁部１４に向き合うように配置されている。またこのと
き、各支持脚１２と、それに隣り合う支持脚１２とについては、直接、向き合うように配
置された第２側壁部１５のフランジ部１５ａ上面と第１側壁部１４のフランジ部１４ａ上
面とが、同一平面を形成することになっている。
【００２９】
　前記各太陽電池モジュール１１としては、本実施形態においては薄膜シリコン系のもの
が用いられている。発電に対して影の影響をできるだけ少なくするためである。この各太
陽電池モジュール１１は、矩形のプレート状に形成されており、その長手方向両端部には
取付けフランジ部１１ａ，１１ｂが設けられている。この太陽電池モジュール１１は、各
隣り合う支持脚１２，１２間において、その支持脚１２の延び方向（カーポートの前後方
向）に並設された状態で複数配置されていると共に、各隣り合う支持脚１２，１２間に順
次、架渡されて連続梁部材７（８）７（８）の延び方向に順次、配設されている。これに
より、複数の太陽電池モジュール１１及び複数の支持脚１２が屋根下構造体２を上側全体
を覆うことになり、雨水が屋根下構造体２内に漏れることはない。特に本実施形態におい
ては、各支持脚１２の延び方向に並設されている太陽電池モジュール１１間にシーリング
材１８が充填されており、このシーリング材１８により並設状態にある太陽電池モジュー
ル１１間から雨水が屋根下構造体２内に漏れることが防がれている。
【００３０】
　この場合、各隣り合う支持脚１２，１２間に太陽電池モジュール１１を架渡す際には、
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両支持脚１２，１２の直接、向き合う第２側壁部１５及び第１側壁部１４の各フランジ部
１５ａ（１４ａ）上に太陽電池モジュール１１の各フランジ部１１ａ（１１ｂ）を配置し
た上で、それらがボルト、ナット等の留め具１９により一体化されており、このような構
成は、上記各支持脚１２と、さらにそれらに対してそれぞれ隣り合うことになる支持脚１
２との間等においても同様のものとなっている。このため、設置架台１０を構成する一対
の各支持脚１２は、連続梁部材７（８）の延び方向において隣り合って配置される太陽電
池モジュール１１に対して共通の支持脚１２として兼用されることになっている（一方は
第１側壁部１４、他方は第２側壁部１５使用）。
【００３１】
　前記各太陽電池モジュール１１は、各隣り合う支持脚１２における直接、向き合う第２
側壁部１５及び第１側壁部１４の起立高さの差に基づき傾斜されている。これにより、各
太陽電池モジュール１１は、第１，第２側壁部１４，１５のフランジ部１４ａ，１５ａの
傾斜角度θと同じ傾斜角度となり、太陽光を的確に吸収することになる。勿論この場合、
各太陽電池モジュール１１は、太陽光の照射方向に向くことになる。
【００３２】
　前記各支持脚１２における第２側壁部１５には、図４に示すように、フック等の保持具
２０が複数取付けられている。各保持具２０は、第２側壁部１５に底板部１３よりもある
程度高い位置において孔（図示略）を形成して、その孔に取付けることにより保持されて
おり、各保持具２０は、各太陽電池モジュール１１の下方領域となる第２側壁部１５の外
面側に位置されている。この保持具２０は、各太陽電池モジュール１１から垂下する接続
ケーブル２１を支持脚１２（第２側壁部１５）の延び方向にそれに沿って保持しており、
これにより、各太陽電池モジュール１１の接続ケーブル２１同士がコネクタ２２を介して
接続されていても、それが垂れ下がらないようにされている。この場合、接続ケーブル２
１は、保持具２０に引っ掛けるだけでもよいが、保持具２０にひも等２３を用いて縛って
おくことが好ましい。
【００３３】
　また、このような接続ケーブル２１は、図４に示すように、連続梁部材７（８）の延び
方向に配置される他の太陽電池モジュール１１群の接続ケーブル２１とも接続ケーブル２
４を介して接続されるが、この際、各支持脚１２の第２側壁部１５に孔（図示略）を形成
し、その孔に貫通管（例えば塩化ビニル管）２５を挿入保持した上で、その貫通管２５に
接続ケーブル２４が通されている。このため、接続ケーブル２４も、支持脚１２の第２側
壁部１５に保持されて、垂れ下がることが防止される。
　勿論この場合、上記いずれの接続ケーブル２１，２４も太陽電池モジュール１１により
覆われ、それら接続ケーブル２１，２４が外部に現れることはない。
【００３４】
　このように、カーポートとして、太陽電池モジュール１１の設置構造を構成する屋根構
造体３を備えるものにおいては、発電ができるばかりか、太陽電池モジュール１１等を屋
根として活用して、カーポート内の自動車を雨等から保護することができる。
【００３５】
　また、太陽電池モジュール１１は、各隣り合う支持脚１２の直接、対向する第１，第２
側壁部１４，１５を利用することにより、傾斜した状態をもって連続梁部材７（８）の延
び方向に順次、配設されることから、各支持脚１２には、隣り合って配置される両太陽電
池モジュール１１が取付けられることになり、各支持脚１２は、隣り合って配置される太
陽電池モジュール１１の取付けに際して、共通の支持脚１２として兼用される。このため
、太陽電池モジュール１１毎に独自に一対の支持脚１２を用意する必要はなくなり、複数
の太陽電池モジュール１１を連続梁部材７（８）の延び方向に列をなすように設置する場
合に、部品として利用する支持脚１２の数を極力少なくすることができる。
【００３６】
　さらに、各支持脚１２の帯状の底板部１３が一定幅を有し、各支持脚の第１，第２側壁
部１４，１５間の間隔が一定にされていることから、その第１，第２側壁部１４，１５に
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太陽電池モジュール１１を支持することにより、隣り合う太陽電池モジュール１１間の間
隔を所定間隔だけ離間できる。このため、隣り合う太陽電池モジュール１１の影の影響を
考慮して、隣り合う太陽電池モジュール１１間の間隔を的確且つ容易に所定間隔にできる
。本実施形態においては、太陽電池モジュール１１として薄膜シリコン系のものが用いら
れて、影による発電の低下が抑えられるため、隣り合う太陽電池モジュール１１間の間隔
は、比較的短いものとなっている。
【００３７】
　さらにまた、各支持脚１２は、底板部１３、第１，第２側壁部１４，１５により樋状に
形成され、雨の際、その雨水が、傾斜状態にある太陽電池モジュール１１の上面に案内さ
れてその樋状の各支持脚１２内に導かれることから、雨水を樋状の支持脚１２により所定
個所（例えば集中樋等）に的確に排水される。しかもこの場合、各支持脚１２に、底板部
１３において水勾配が付けられることに加えて、雨水が流れる個所において留め具１７が
設けられず、留め具１７が排水抵抗にならないことから、排水性能は高いものとなる。尚
、図３中、矢印（仮想線）は、雨水の流れを示す
【００３８】
　加えて、各支持脚１２における第１，第２側壁部１４，１５のフランジ部１４ａ，１５
ａが、いずれも、底板部１３の幅方向内方側に向けて突出されていることから、作業時に
おける取り扱い性を高めることができる。
【００３９】
　図６～図８は第２実施形態を示す。この第２実施形態において、前記第１実施形態と同
一構成要素については同一符号を付してその説明を省略する。
【００４０】
　図６～図８に示す第２実施形態は、太陽電池モジュール１１が結晶シリコンタイプ（バ
ルク型）であることを考慮して、支持脚１２を変形したものが示されている。この第２実
施形態に係る支持脚１２は、基本的に前記第１実施形態に係る支持脚１２と同じとなって
いるが、底板部１３の幅方向中央部に断面略台形状の膨出部２６が形成され、その膨出部
２６により第１，第２側壁部１４，１５間が底板部１３の幅方向に２分されて、第１，第
２側壁部１４，１５間に一対の通路２７，２８が形成されている。この場合、膨出部２６
の上面部と連続梁部材７（８）の上面との間には、連結部材２９が介在されている。この
連結部材は、図８に示すように、膨出部２６に形状に対応した形状をしており、その連結
部材２６は、膨出部２６上面部と連続梁部材７（８）とが区画している空間に嵌め込まれ
た上で、ボルト等の留め具３０により、膨出部２６の上面部と連結部材２９の上面部、連
結部材２９の下面部と連続梁部材７（８）とが、それぞれ固定されている。尚、符号３１
はねじ孔である。
【００４１】
　このような支持脚１２を用いて太陽電池モジュール１１を取付ける場合も、基本的には
、前記第１実施形態と同様であるが、隣り合う太陽電池モジュール１１同士の配設関係と
して、太陽電池モジュール１１の低い側の端部と、それに隣り合う太陽電池モジュール１
１の高い側の端部との高低差をＨとした場合、その両者の離間距離Ｌは、Ｌ＝２．５Ｈと
されている（図７参照）。これにより、結晶シリコンタイプの太陽電池モジュール１１を
用いる場合においても、隣り合う太陽電池モジュール１１の配置関係に基づく影による発
電の低下を極力、抑えることができる。
【００４２】
　以上実施形態について説明したが本発明にあっては、次のような態様を包含する。
（１）太陽電池モジュールの設置構造を、カーポート１の屋根に限らず、車庫の屋根、一
般家屋の屋根等に適用すること、さらには、既存屋根上に設けること。
（２）太陽電池モジュールとして、種々のタイプのものを用いること。
（３）各支持脚１２における第１，第２側壁部１４，１５のフランジ部１４ａ，１５ａの
突出向きに関し、いずれも底板部１３の幅方向外側に向けて突出したり、いずれか一方を
底板部１３の幅方向外側に向けて突出させると共に他方を底板部１３の幅方向内側に向け
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（４）太陽電池モジュールの傾斜角度を、設置地域等に応じて、適宜決めること。
（５）屋根下構造体２の強度を、太陽電池モジュール１１の荷重に応じて、支柱４（４ａ
～４ｃの代表符号），５（５ａ～５ｃの代表符号）の本数を調整することにより、適宜、
適正なものとすること。
【００４３】
　尚、本発明の目的は、明記されたものに限らず、実質的に好ましい或いは利点として記
載されたものに対応したものを提供することをも含むものである。
【符号の説明】
【００４４】
　　１　カーポート
　　３　屋根構造体
　　７　連続梁部材
　　７Ａ　連続梁部材の上面
　　８　連続梁部材
　　８Ａ　連続梁部材の上面
　　１１　太陽電池モジュール
　　１２　支持脚
　　１３　底板部
　　１４　第１側壁部
　　１４ａ　第１側壁部のフランジ部
　　１５　第２側壁部
　　１５ａ　第２側壁部のフランジ部
　　１６　Ｌ字金具（Ｌ字状取付け具）
　　１７　留め具
　　２０　保持具
　　２１　接続ケーブル
　　２６　膨出部
　　２９　連結部材
　　３０　留め具
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