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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　隣接して配置された双方の太陽電池モジュールの端部が、該端部に沿って配置された取
付台が有する天板上に、対面して取付られる太陽電池モジュール取付構造であって、
　前記太陽電池モジュールの端部には、前記太陽電池パネルを保持する保持部と、該保持
部に連設した壁部と、該壁部の該保持部とは反対側に連設し天板上に取付けられる底部と
で構成される枠部材が備えられており、
　前記取付台の天板上で前記枠部材の底部を固定し、双方の太陽電池モジュールの端部の
位置を相互に位置決めする下部固定金具を備え、
　前記取付台の天板の天板孔の前方に、前記下部固定金具の位置決めスリットが形成され
ており、
　前記下部固定金具の上板の前端に、下方に屈曲した位置決め片が形成されていると共に
、該位置決め片が、前記取付台の天板の位置決めスリットに上方から挿入されることによ
り、前記下部固定金具の前後方向の位置決めが行われる太陽電池モジュール取付構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の太陽電池モジュール取付構造において、
　前記天板孔は、左右方向に長い長孔である太陽電池モジュール取付構造。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の太陽電池モジュール取付構造において、
　前記下部固定金具は、該下部固定金具の上板と下板とが、途中部に屈曲容易な括部を有
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するジョイント部を介して結合されて構成されている太陽電池モジュール取付構造。
【請求項４】
　請求項３記載の太陽電池モジュール取付構造において、
　前記下部固定金具の上板の後端と下板の後端とが、前記ジョイント部で結合されている
と共に、上板とジョイント部の接続部が垂直に屈曲しており、
　前記取付台の天板に、前記下部固定金具のジョイント部及び下板が挿入可能な取付補助
孔が設けられており、
　前記下部固定金具のジョイント部及び下板が、前記取付台の天板の取付補助孔に、下板
の前端を先頭にして挿入された後、前記下部固定金具のジョイント部の括部を、下板が上
板に接近するように屈曲させることにより、該上板と該下板とで、前記取付台の天板を上
下に挟持する太陽電池モジュール取付構造。
【請求項５】
　請求項４記載の太陽電池モジュール取付構造において、
　前記取付台の天板の取付補助孔は、前記下部固定金具の下板の左右方向が、前記取付台
の天板の長手方向と平行になるようにして、前記下部固定金具のジョイント部及び下板を
挿入可能な大きさであると共に、該取付補助孔の左右方向の幅は、前記下部固定金具のジ
ョイント部の幅よりも広く形成されており、
　前記下部固定金具の下板の左右方向が、前記取付台の天板の長手方向と平行になるよう
にして、前記下部固定金具のジョイント部及び下板を挿入すると共に、該挿入後、前記下
部固定金具全体を、前記ジョイント部を回転の中心軸にして、直角に回転させた後、前記
下部固定金具のジョイント部の括部を、下板が上板に接近するように屈曲させる太陽電池
モジュール取付構造。
【請求項６】
　請求項４又は５記載の太陽電池モジュール取付構造において、
　前記取付台の天板の天板孔の前方に、前記下部固定金具の位置決めスリットが形成され
ており、
　前記下部固定金具の上板の前端に、下方に屈曲した位置決め片が形成されると共に、該
位置決め片が、前記取付台の天板の位置決めスリットに上方から挿入されることにより、
前記下部固定金具の前後方向の位置決めが行われると共に、前記取付台の天板の位置決め
スリットに挿入された前記下部固定金具の上板の位置決め片の先端が、前記位置決めスリ
ットから下方に突出しており、
　前記下部固定金具の下板の前端には、前記位置決めスリットから下方に突出した前記下
部固定金具の上板の位置決め片の先端が嵌入する嵌入スリットが設けられた前端片が、形
成されており、
　前記位置決めスリットから下方に突出した前記下部固定金具の上板の位置決め片の先端
が、前記下部固定金具の下板の前端片の嵌入スリットに嵌入するようにして、前記下部固
定金具のジョイント部の括部を、下板が上板に接近するように屈曲させる太陽電池モジュ
ール取付構造。
【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を架台に取付ける太陽電池モジュール取付構造に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　太陽電池モジュールは、一般的に、矩形状の太陽電池パネルと、この太陽電池パネルを
保持する枠部材とで構成されている。この太陽電池パネルを保持する枠部材としては、一
般に、太陽電池パネルの一辺に沿って垂直に形成された壁部と、この壁部の上部に形成さ
れ、断面が一辺の開口した四角形状をした保持部とを備えた構造の枠部材が用いられてい
る（例えば、特許文献１の図２、図５参照）。
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【０００３】
　この枠部材における保持部は、垂直に形成された保持壁と、該保持壁の上端及び下端か
ら内側に向かって張設され、相互間に太陽電池パネルの辺の端縁部を嵌入して保持する保
持上片、及び、保持下片とで構成されている。
【０００４】
　この断面が一辺の開口した四角形状をした保持部を備えた構造の枠部材を用いた太陽電
池モジュールでは、断面が一辺の開口した四角形状をした保持部の内部に、太陽電池パネ
ルの端部を挿入することにより、太陽電池パネルを上下に挟持して太陽電池モジュールを
形成している。
【０００５】
　このように構成された太陽電池モジュールの設置には、一般に、架台が用いられ、太陽
電池モジュール壁部の底面が架台の上面に接するようにして、太陽電池モジュールが架台
上に載置されて固定される（例えば、特許文献１の図７参照）。複数の太陽電池モジュー
ルが使用される場合は、複数の上記の太陽電池モジュールが、上記の架台上に並べられて
固定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平９－１４８６１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、断面が一辺の開口した四角形状をした保持部を備えた構造の枠部材が用いら
れている上記の太陽電池モジュールは、架台に設置されている状態で、屋根等に設置され
る。そのため、強風にさらされる場合もあり得る。
【０００８】
　その際に、太陽電池モジュールを構成する太陽電池パネルの裏面側に回り込んだ風が、
太陽電池パネルを、下から上に向かって押し上げようとする力が働くことがある。そうす
ると、太陽電池モジュールの枠部材において、太陽電池パネルの端部が挿入されている断
面が一辺の開口した四角形状をした保持部の保持上片の先端部が下から上に向かって押し
上げられ、上方に向かって反り上がるように変形しやすくなる。そのため、太陽電池パネ
ルの端部が上方に向かって外れるおそれが生じる。
【０００９】
　そこで、この発明は、上記のような状況に対処するためになされたものであって、太陽
電池モジュールが架台に取付られている状態で、太陽電池パネルの裏面側に回り込んだ風
が、太陽電池パネルを下から上に向かって押し上げようとしても、太陽電池パネルの端部
が、該太陽電池パネルを保持する枠部材の保持部から外れるのを防止することが可能であ
ると共に、太陽電池モジュールを容易に架台に取付可能な太陽電池モジュール取付構造を
提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　次に、本発明の陽電池モジュール取付構造について以下に説明する。尚、以下の説明で
は、本明細書の「発明を実施するための最良の形態」における説明に用いられている図面
に付されている符号を、参考として、括弧内に表示している。
【００１１】
　本発明第１の太陽電池モジュール取付構造は、隣接して配置された双方の太陽電池モジ
ュール（２）の端部が、該端部に沿って配置された取付台（１１）が有する天板（１２）
上に、対面して取付られる太陽電池モジュール取付構造である。
【００１２】
　上記本発明第１の太陽電池モジュール取付構造では、前記太陽電池モジュール（２）の
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端部には、前記太陽電池パネル（２０）を保持する保持部（２２）と、該保持部（２２）
に連設した壁部（２３）と、該壁部（２３）の該保持部（２２）とは反対側に連設し天板
（１２）上に取付けられる底部（２４）とで構成される枠部材（２１）が備えられている
。
【００１３】
　又、上記本発明第１の太陽電池モジュール取付構造では、少なくとも下部固定金具（４
）が用いられる。
【００１４】
　上記本発明第１の太陽電池モジュール取付構造では、前記下部固定金具（４）により、
前記取付台（１１）の天板（１２）上で前記枠部材（２１）の底部（２４）を固定し、又
、双方の太陽電池モジュール（２）の端部の位置を相互に位置決めすることを特徴として
いる。
【００１５】
　又、上記の太陽電池モジュール取付構造において、次のようにするのが好適である。即
ち、まず、取付台（１１）の天板（１２）の天板孔（１３）の前方に、下部固定金具（４
）の位置決めスリット（１４）を形成する。
【００１６】
　そして、下部固定金具（４）の上板（４０）の前端に、下方に屈曲した位置決め片（４
３）を形成すると共に、該位置決め片（４３）を、取付台（１１）の天板（１２）の位置
決めスリット（１４）に上方から挿入することにより、下部固定金具（４）の取付け台の
長手方向の位置決めを行うようにするのである。このようにすることにより、太陽電池モ
ジュール（２）の取付台（１１）への取付作業を、容易にすることができる。
【００４６】
　上記の太陽電池モジュール取付構造において、取付台（１１）の天板（１２）に設けら
れている天板孔（１３）は、隣接方向に長い長孔とするのが好適である。このようにする
ことにより、太陽電池モジュール（２）の取付台（１１）への取付作業における微調整を
、容易に行うことができる。
【００４９】
　又、上記の太陽電池モジュール取付構造において、次のようにするのが好適である。即
ち、下部固定金具（４）を、該下部固定金具（４）の上板（４０）と下板（５０）とが、
途中部に屈曲容易な括部（６１）を有するジョイント部（６０）を介して結合されるよう
に構成するのである。このようにすることにより、下部固定金具（４）の上板（４０）と
下板（５０）とが、結合した状態であるので、１個の部品として扱うことができ、太陽電
池モジュール（２）の取付台（１１）への取付作業を、容易にすることができる。
【００５０】
　又、上記のジョイント部（６０）を設けた下部固定金具（４）を使用する上記の太陽電
池モジュール取付構造において、次のようにするのが好適である。即ち、まず、下部固定
金具（４）の上板（４０）の後端と下板（５０）の後端とを、ジョイント部（６０）で結
合すると共に、上板（４０）とジョイント部（６０）の接続部を垂直に屈曲させる。又、
取付台（１１）の天板（１２）に、下部固定金具（４）のジョイント部（６０）及び下板
（５０）が挿入可能な取付補助孔（１５）を設ける。
【００５１】
　そして、下部固定金具（４）のジョイント部（６０）及び下板（５０）が、取付台（１
１）の天板（１２）の取付補助孔（１５）に、下板の前端（５０ａ）を先頭にして挿入さ
れた後、下部固定金具（４）のジョイント部（６０）の括部（６１）を、下板（５０）が
上板（４０）に接近するように屈曲させることにより、該上板（４０）と該下板（５０）
とで、取付台（１１）の天板（１２）を上下に挟持するようにするのである。
【００５２】
　このようにすることにより、太陽電池モジュール（２）の取付台（１１）への取付作業
を、容易にすることができる。
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【００５３】
　又、取付台（１１）の天板（１２）に、上記の取付補助孔（１５）を設けた該取付台（
１１）を使用する上記の太陽電池モジュール取付構造において、次のようにするのが好適
である。
【００５４】
　即ち、まず、取付台（１１）の天板（１２）の取付補助孔（１５）を、下部固定金具（
４）の下板（５０）の左右方向が、取付台（１１）の天板（１２）の長手方向と平行にな
るようにして、下部固定金具（４）のジョイント部（６０）及び下板（５０）を挿入可能
な大きさとすると共に、該取付補助孔（１５）の長手方向と交差する方向の幅を、下部固
定金具（４）のジョイント部（６０）の幅よりも広く形成する。
【００５５】
　そして、下部固定金具（４）の下板（５０）の長手方向と交差する方向が、取付台（１
１）の天板（１２）の長手方向と平行になるようにして、下部固定金具（４）のジョイン
ト部（６０）及び下板（５０）を挿入すると共に、該挿入後、下部固定金具（４）全体を
、ジョイント部（６０）を回転の中心軸にして、直角に回転させた後、下部固定金具（４
）のジョイント部（６０）の括部（６１）を、下板（５０）が上板（４０）に接近するよ
うにして屈曲させるのである。
【００５６】
　このようにすることにより、下部固定金具（４）を取付台（１１）の天板（１２）に装
着する作業を、容易に行うことができる。従って、太陽電池モジュール（２）の取付台（
１１）への取付作業を、容易にすることができる。
【００５７】
　又、取付台（１１）の天板（１２）に、上記の取付補助孔（１５）を設けた該取付台（
１１）を使用する上記の太陽電池モジュール取付構造において、次のようにするのが好適
である。
【００５８】
　即ち、まず、取付台（１１）の天板（１２）の天板孔（１３）の前方に、下部固定金具
（４ａ）の位置決めスリット（１４）を形成する。
【００５９】
　又、下部固定金具（４ａ）の上板（４０）の前端に、下方に屈曲した位置決め片（４３
）を形成すると共に、該位置決め片（４３）を、取付台（１１）の天板（１２）の位置決
めスリット（１４）に上方から挿入することにより、下部固定金具（４ａ）の前後方向の
位置決めを行うと共に、取付台（１１）の天板（１２）の位置決めスリット（１４）に挿
入された下部固定金具（４ａ）の上板（４０）の位置決め片（４３）の先端が、位置決め
スリット（１４）から下方に突出するようにする。
【００６０】
　又、下部固定金具（４ａ）の下板の前端（５０ａ）には、位置決めスリット（１４）か
ら下方に突出した下部固定金具（４ａ）の上板（４０）の位置決め片（４３）の先端が嵌
入する嵌入スリット（５３）が設けられた前端片（５２）を、形成する。
【００６１】
　そして、位置決めスリット（１４）から下方に突出した下部固定金具（４ａ）の上板（
４０）の位置決め片（４３）の先端が、下部固定金具（４ａ）の下板の前端片（５２）の
嵌入スリット（５３）に嵌入するようにして、下部固定金具（４ａ）のジョイント部（６
０）の括部（６１）を、下板（５０）が上板（４０）に接近するようにして屈曲させるの
である。
【００６２】
　このようにすることにより、下板（５０）が上板（４０）真下の中央付近に位置するよ
うに、下板（５０）が上板（４０）に接近するようにして、下部固定金具（４ａ）のジョ
イント部（６０）の括部（６１）を屈曲させることができる。そのため、下部固定金具（
４ａ）の下板（５０）と上板（４０）とによる架台（１０）の取付桟（１１）の天板（１
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２）の挟持を、正確に、且つ、容易に行うことができる。従って、太陽電池モジュール（
２）の取付台（１１）への取付作業を、容易にすることができる。
【発明の効果】
【００７０】
　本発明の太陽電池モジュール取付構造によれば、下部固定金具（４）が取付台（１１）
の天板（１２）上で、枠部材（２１）の底部（２４）を固定し、双方の太陽電池モジュー
ル（２）の端部の位置を相互に位置決めしているから、吹き上げ風荷重に対する強度を高
めることができる。場合によっては、上部固定金具（３ａ）を省略し、取付作業の簡略化
及び低コスト化を実現することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本実施の形態における太陽電池モジュール取付構造を採用した太陽電池装置の外
観図である。
【図２】本実施の形態における太陽電池モジュール取付構造を採用した太陽電池装置の側
面図である。
【図３】本実施の形態における太陽電池モジュール中央取付構造に用いられる太陽電池モ
ジュールの端部の構成を示した断面図である。
【図４】本実施の形態における太陽電池モジュール中央取付構造の（ａ）は、太陽電池モ
ジュール側から見た斜視図、（ｂ）は、架台の取付桟の天板の裏面側から見た斜視図であ
る。
【図５】本実施の形態における太陽電池モジュール中央取付構造の断面図である。
【図６】本実施の形態における太陽電池モジュール取付構造に用いられる架台の取付桟の
外観を示した斜視図である。
【図７】本実施の形態における太陽電池モジュール中央取付構造に用いられる上部固定金
具の外観を示した斜視図である。
【図８】本実施の形態における太陽電池モジュール取付構造に用いられる下部固定金具の
外観を示した斜視図である。
【図９】本実施の形態における太陽電池モジュール取付構造に用いられる下部固定金具の
取付手順を示した斜視図（その１）である。
【図１０】本実施の形態における太陽電池モジュール取付構造に用いられる下部固定金具
の取付手順を示した斜視図（その２）である。
【図１１】本実施の形態における太陽電池モジュール取付構造に用いられる下部固定金具
の取付手順を示した斜視図（その３）である。
【図１２】本実施の形態における太陽電池モジュール取付構造に用いられる下部固定金具
の取付手順を示した斜視図（その４）である。
【図１３】本実施の形態における太陽電池モジュール取付構造に用いられる下部固定金具
が、天板に装着された状態を示した平面図である。
【図１４】本実施の形態における太陽電池モジュール取付構造に用いられる下部固定金具
が、天板に装着された状態を示した正面図である。
【図１５】本実施の形態における太陽電池モジュール取付構造に用いられる下部固定金具
が、天板に装着された状態を示した側面図である。
【図１６】本実施の形態における太陽電池モジュール取付構造に用いられる下部固定金具
が、天板に装着された状態を示した斜視図である。
【図１７】本実施の形態における太陽電池モジュール取付構造に用いられる下部固定金具
が、天板に装着された状態における下部固定金具のみの形状を示した斜視図である。
【図１８】本実施の形態における太陽電池モジュール取付構造に用いられる他の下部固定
金具４ａの外観を示した斜視図である。
【図１９】本実施の形態における太陽電池モジュール取付構造に用いられる他の下部固定
金具４ａを、架台１０の取付桟１１の天板１２に装着した状態における下部固定金具４ａ
のみの状態を示した斜視図である。
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【図２０】本実施の形態における太陽電池モジュール側部取付構造に用いられる上部固定
金具の外観を示した斜視図である。
【図２１】本実施の形態における太陽電池モジュール側部取付構造を示した断面図である
。
【図２２】本実施の形態における鉤片が備えられている枠部材を使用した太陽電池モジュ
ールの端部の構成を示した断面図である。
【図２３】本実施の形態における鉤片が備えられている枠部材を使用した太陽電池モジュ
ールに対する太陽電池モジュール中央取付構造の部分断面図である。
【図２４】本実施の形態における太陽電池モジュール取付構造に用いられる屈曲したＵ字
状の爪片を有する下部固定金具４ｂの外観を示した斜視図である。
【図２５】本実施の形態における屈曲したＵ字状の爪片を有する下部固定金具４ｂを用い
た太陽電池モジュール取付構造を示す（ａ）は、太陽電池モジュール側から見た斜視図、
（ｂ）は、部分断面図である。
【図２６】本実施の形態におけるヒレの無い底部が備えられている枠部材を使用した太陽
電池モジュールの端部の構成を示した断面図である。
【図２７】本実施の形態における太陽電池モジュール取付構造に用いられるＬ字状の爪片
を有する下部固定金具４ｃの外観を示した斜視図である。
【図２８】本実施の形態におけるＬ字状の爪片を有する下部固定金具４ｃを用いた太陽電
池モジュール取付構造を示す断面図である。
【図２９】本実施の形態における下部固定金具４ｄのみを用いた太陽電池モジュール取付
構造の（ａ）は、太陽電池モジュール側から見た斜視図、（ｂ）は、架台の取付桟の天板
の裏面側から見た斜視図である。
【図３０】本実施の形態における下部固定金具４ｄのみを用いた太陽電池モジュール取付
構造を示す部分断面図である。
【図３１】本実施の形態における下部固定金具４ｄのみを用いた太陽電池モジュール取付
構造に用いられる下部固定金具４ｄの（ａ）は上板４０の外観を示した斜視図、（ｂ）は
下板５０の外観を示した斜視図である。
【図３２】本実施の形態における太陽電池モジュール取付構造に用いられる下部固定金具
の上板の外観を示した斜視図である。
【図３３】本実施の形態における太陽電池モジュール取付構造に用いられる下部固定金具
の下板の外観を示した斜視図である。
【図３４】本実施の形態における別の形態の太陽電池モジュール中央取付構造の斜視図で
ある。
【図３５】本実施の形態における別の形態の太陽電池モジュール側部取付構造の斜視図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００７５】
　＜太陽電池モジュール取付構造の一般的な説明＞
　次に、本発明の実施の形態における太陽電池モジュール取付構造について、図面を参照
しながら説明する。図１は、本実施の形態における太陽電池モジュール取付構造を採用し
た太陽電池装置１の外観図、図２は、該太陽電池装置１の側面図である。
【００７６】
　上記の太陽電池装置１は、図１、図２において、４個の太陽電池モジュール２が、３台
の架台１０に取付られて構成されている。この内、太陽電池モジュール２は、太陽電池パ
ネル２０と、この太陽電池パネル２０を保持する枠部材２１とで構成されている。
【００７７】
　又、各架台１０は、取付桟１１（前述の取付台に相当）と縦桟１６とで構成され、図２
に示すように、取付桟１１が縦桟１６によって支えられるようにして形成されている。即
ち、１台の架台１０は、斜めに傾斜して配置された取付桟１１の長手方向の、上から４分
の１あたりの地点に、取付桟１１とは逆の向きに傾斜して配置された縦桟１６の先端を固
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定して、形成されている。
【００７８】
　上記の太陽電池装置１は、上述したように、太陽電池装置１の左端、右端、及び、中央
の各部分に相当する位置に、相互に平行に配置された３台の架台１０を用いて、４個の太
陽電池モジュール２を取付ている。
【００７９】
　即ち、左端に配置された架台１０の取付桟１１と中央に配置された架台１０の取付桟１
１との間、及び、中央に配置された架台１０の取付桟１１と右端に配置された架台１０の
取付桟１１との間のそれぞれに、上下に２個の太陽電池モジュール２が並べて架橋される
と共に、各太陽電池モジュール２の端部が、架台１０の取付桟１１の天板１２に載置され
て取付られている。
【００８０】
　この内、左端に配置された架台１０の取付桟１１の天板１２、及び、右端に配置された
架台１０の取付桟１１の天板１２には、左右方向に、１台の太陽電池モジュール２の端部
が載置されて取付られているのみであるのに対して、中央に配置された架台１０の取付桟
１１の天板１２には、左右方向に、２台の太陽電池モジュール２の端部が載置されて取付
られている。
【００８１】
　本実施の形態における太陽電池モジュール取付構造は、上記のようにして、架台１０の
取付桟１１の天板１２に載置された太陽電池モジュール２の端部が、架台１０の取付桟１
１に取付られている構造に、特徴を有している。
【００８２】
　そこで、次に、上記の太陽電池装置１において、架台１０の取付桟１１の天板１２に載
置された太陽電池モジュール２の端部が、架台１０の取付桟１１に取付られている構造に
ついて説明する。
【００８３】
　尚、以下の説明では、太陽電池装置１の太陽電池モジュール２の太陽電池パネル２０が
、水平な状態に配置されていると仮定して、架台１０の取付桟１１の長手方向を、前後方
向、３台の架台１０が相互に平行に配置されている配置方向を、左右方向、太陽電池モジ
ュール２の表面が面している方向を、上方、そして、太陽電池モジュール２の裏面が面し
ている方向を、下方と称する。
【００８４】
　上記の太陽電池装置１においては、上述したように、左右方向に２台の太陽電池モジュ
ール２の端部が載置されて取付られている取付構造であり、これには、２種類の取付構造
が存在する。
【００８５】
　１つは、太陽電池装置１の中央に配置された架台１０の取付桟１１における取付構造で
あり、左右方向に２台の太陽電池モジュール２の端部が、架台１０の取付桟１１に載置さ
れて取付られている取付構造である。他の１つは、太陽電池装置１の左端、又は、右端に
配置された架台１０の取付桟１１における取付構造であり、左右方向に１台の太陽電池モ
ジュール２の端部が、架台１０の取付桟１１に載置されて取付られている取付構造である
。そこで、前者を中央取付構造と称し、後者を側部取付構造と称すると共に、最初に、前
者の中央取付構造について説明し、後に、後者の側部取付構造について説明する。
【００８６】
　＜中央取付構造の説明＞
　最初に、中央取付構造について説明する。この中央取付構造は、左右に隣接すると共に
離間して配置された双方の太陽電池モジュール２の端部が、該端部に沿って配置された前
後方向に例えば細長い取付桟１１が有する天板１２上に、対面して取付られる太陽電池モ
ジュール取付構造である。
【００８７】
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　図３は、上記の中央取付構造に用いられる太陽電池モジュール２の端部の構成を示した
断面図である。図３に示すように、上記の中央取付構造に用いられる太陽電池モジュール
２は、太陽電池パネル２０と、この太陽電池パネル２０を保持する枠部材２１とで構成さ
れている。尚、この太陽電池モジュール２の構成は、後述する側部取付構造に使用される
太陽電池モジュール２においても、同様の構成である。
【００８８】
　図３において、上記の枠部材２１は、保持部２２と、該保持部２２の下に連設して立設
された壁部２３と、該壁部２３の下端から、保持上片２２ｂ及び保持下片２２ｃと同方向
に垂設された底部（底部片）２４とで構成されている。
【００８９】
　そして、上記の保持部２２は、立設された保持壁２２ａ、該保持壁２２ａの上端及び下
端から同一横方向に垂設された保持上片２２ｂ及び保持下片２２ｃで形成され、断面が一
辺の開口した四角形状をしている。この一辺の開口した四角形状の内部に、太陽電池パネ
ル２０の端部が挟持される。
【００９０】
　図４（ａ）は、太陽電池装置１における中央に配置された架台１０の取付桟１１に、左
右方向に２台の太陽電池モジュール２の端部が載置されて取付られている状態を、太陽電
池モジュール２側から見た斜視図、又、図４（ｂ）は、上記の状態を、架台１０の取付桟
１１の天板１２の裏面側から見た斜視図である。又、図５は、上記の状態の断面図である
。
【００９１】
　図４（ａ）、図４（ｂ）及び、図５において、太陽電池装置１における中央に配置され
た架台１０の取付桟１１では、隣接する２個の太陽電池モジュール２は、上部固定金具３
ａと、下部固定金具４、及び、連結部材８としてボルトを用いて、架台１０の取付桟１１
が有する天板１２に取付られている。次に、これらの架台１０の取付桟１１の天板１２、
上部固定金具３ａ、及び、下部固定金具４について説明する。
【００９２】
　まず、架台１０の取付桟１１の天板１２について説明する。上記の架台１０の取付桟１
１の天板１２には、天板孔１３と、下部固定金具（４）を取り付けるための取付補助孔１
５、及び、位置決めスリット１４が設けられている。図６は、天板１２を有する取付桟１
１の外観を示した斜視図である。
【００９３】
　この内、取付補助孔１５は、Ｔ字形をしており、このＴ字形の中央のＩ字形の部分の大
きさは、次のようにする。即ち、後述する下部固定金具（４）の下板（５０）の左右方向
が、取付台（１１）の天板（１２）の長手方向と平行になるようにして、下部固定金具（
４）のジョイント部（６０）、及び、下板（５０）が挿入可能な大きさとする。又、この
Ｔ字形の中央のＩ字形の部分における左右方向の幅は、後述する下部固定金具（４）のジ
ョイント部（６０）の幅よりも多少広く形成する。
【００９４】
　又、取付補助孔１５のＴ字形の中心のＩ字形の部分と直交する頂部の左右方向に細長い
部分は、後述する下部固定金具（４）を取付桟１１の天板１２に取り付ける際の微調整用
に形成されている。
【００９５】
　又、天板孔１３は、ボルト８が挿入される孔である。この天板孔１３は、左右方向に細
長い長孔であり、ボルト８の挿入における際の微調整用に形成されている。又、位置決め
スリット１４は、左右方向に細長い形状をしている。この位置決めスリット１４には、後
述する下部固定金具４の上板４０の前端に下方に屈曲して形成されている位置決め片４３
が挿入される。この位置決めスリット１４も、位置決め片４３の挿入時における微調整用
として、上記の位置決め片４３よりも長く形成されている。
【００９６】
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　ここで連結部材８としてはボルトの他に連結ピンを用いてもよく、下部の固定はナット
の他にタップ板、スピードナット等でもよい。
【００９７】
　次に、上部固定金具３ａについて説明する。図７は、上部固定金具３ａの外観を示した
斜視図である。上部固定金具３ａは、平板状の押圧板３１の前後の両端部に、下方に突出
して形成される突起片３２を備えると共に、押圧板３１の中央部に、上下に貫通した押圧
板孔３３を備えて形成されている。
【００９８】
　押圧板３１は、架台１０の取付桟１１の天板１２上に、離間して隣接して配置される２
個の太陽電池モジュール２の端部に備えられた枠部材２１を、上から押圧するのに用いら
れる。又、押圧板孔３３は、ボルト８が挿入される孔である。
【００９９】
　又、上部固定金具３ａの突起片３２は、上記の離間して隣接して配置される２個の太陽
電池モジュール２の対面する端部に、共に備えられている枠部材２１の相互間に形成され
る隙間７に、挿入される。
【０１００】
　次に、下部固定金具４について説明する。図８は、下部固定金具４の外観を示した斜視
図である。この下部固定金具４は、上板４０、下板５０、及び、この上板４０と下板５０
とを結合するジョイント部６０で構成されている。詳しく見ると、下部固定金具４の上板
４０の後端４０ａと下板５０の後端（下板後壁）５０ｂとが、ジョイント部６０で結合さ
れていると共に、上板４０とジョイント部６０の接続部は、垂直に屈曲している。
【０１０１】
　又、ジョイント部６０の途中部には、容易に屈曲できる括部６１が設けられている。こ
の下部固定金具４は、太陽電池モジュール２を架台１０の取付桟１１に取付る際に、架台
１０の取付桟１１の天板１２に装着されて使用される。
【０１０２】
　尚、下部固定金具４の下板５０とジョイント部６０との間には、下板５０の後端縁から
垂直に屈曲した下板後壁５０ｂが形成されていると共に、下部固定金具４の下板５０の前
端縁から垂直に屈曲した下板前壁５０ａが形成されている。
【０１０３】
　又、下部固定金具４の上板４０の左右の両端部には、上方に屈曲した爪片４１，４１が
形成されている。この上方に屈曲した爪片４１，４１は、下部固定金具４が、架台１０の
取付桟１１の天板１２に装着された状態下で、使用される。
【０１０４】
　具体的には、下部固定金具４が、架台１０の取付桟１１の天板１２に装着された状態下
で、この下部固定金具４の上板４０の左右の両端部に形成された爪片４１の内、左側の爪
片４１の内側面には、架台１０の取付桟１１の天板１２上に、隣接すると共に離間して配
置される２個の太陽電池モジュール２の左側の太陽電池モジュール２の枠部材２１の底部
２４の先端面２４ａが当接し、右側の該爪片４１の内側面には、隣接する右側の太陽電池
モジュール２の枠部材２１の底部２４の先端面２４ａが当接する。爪片４１は上方に屈曲
しＬ字状に形成してもよく、上方に折り返して屈曲したＵ字状に形成してもよい。Ｕ字状
に形成した場合は底部２４の一部を取り囲むように嵌合するのが好ましく、底部２４をＵ
字状爪片に挿入することで、上下方向のズレに対して底部２４自体を固定することが可能
となり、風荷重等に対してさらに強い構造となる。又、爪片４１と底部２４とを当接させ
る構造については、底部２４の底面の一部に凹部として例えば係止溝を設け、爪片４１を
該凹部に係止する構造でもよい。
【０１０５】
　又、下部固定金具４の上板４０の前端には、下方に屈曲した位置決め片４３が形成され
ている。さらに、下部固定金具４の上板４０の中央部には、上下に貫通した上板孔４２が
形成されていると共に、下部固定金具４の下板５０には、下板連結孔５１が設けられてい
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る。下部固定金具４の上板４０の上板孔４２は、ボルト８が挿入される孔であり、下部固
定金具４の下板５０の下板連結孔５１は、例えば連結部材としてボルト８が螺入される螺
子孔である。
【０１０６】
　次に、上記の中央取付構造が採用されている太陽電池装置１の中央に配置された架台１
０の取付桟１１における取付構造の組立方法について説明する。上記の中央取付構造にお
ける組立方法としては、最初に、下部固定金具４を、架台１０の取付桟１１の天板１２に
装着する。
【０１０７】
　図９～図１２は、この下部固定金具４を架台１０の取付桟１１の天板１２に取付る手順
を示したものである。尚、この図９～図１２では、下部固定金具４は、図８の下部固定金
具４を、ジョイント部６０を回転の中心軸にして、１８０°回転させた状態で、表示され
ている。
【０１０８】
　図９～図１２において、まず。下部固定金具４を、下部固定金具４の下板５０の左右方
向が、取付台１１の天板１２の長手方向と平行になるようにする（図９）。そして、下部
固定金具４を、架台１０の取付桟１１の天板１２に形成されている取付補助孔１５から、
下板の前端５０ａを先頭にして、下板５０及びジョイント部６０を挿入する（図１０）。
【０１０９】
　下板５０及びジョイント部６０の挿入が完了すると、下部固定金具４全体を、ジョイン
ト部６０を回転の中心軸にして、直角に回転させる（図１１）。そして、下部固定金具４
の位置決め片４３を、架台１０の取付桟１１の天板１２に形成されている位置決めスリッ
ト１４に挿入して、下部固定金具４の前後方向の位置決めを行う。
【０１１０】
　そして、下部固定金具４のジョイント部６０の括部６１を、下板５０が上板４０に接近
するようにして屈曲させ、該上板４０と該下板５０とで、取付桟１１の天板１２を上下に
挟持するようにする（図１２）。
【０１１１】
　図１３～図１６は、この下部固定金具４が、天板１２に装着された状態を示している。
即ち、図１３は、下部固定金具４が、天板１２に装着された状態の平面図、図１４は、正
面図、図１５は、側面図、そして、図１６は、斜視図である。又、図１７は、下部固定金
具４が、天板１２に装着された状態における下部固定金具４のみの形状を示した斜視図で
ある。
【０１１２】
　下部固定金具４の、架台１０の取付桟１１の天板１２への装着が終了すると、次に、架
台１０の取付桟１１の天板１２に装着された下部固定金具４の上に、２個の太陽電池モジ
ュール２の枠部材２１の端部を、離間して隣接して設置する。
【０１１３】
　この状態では、図４（ａ）、図４（ｂ）及び、図５に示すように、下部固定金具４の上
板４０が、取付桟１１の天板１２と、隣接する双方の太陽電池モジュール２の枠部材２１
の底部２４との間に挟持される。又、この下部固定金具４の上板４０の左右の両端部に形
成された爪片４１の内、左側の爪片４１の内側面には、架台１０の取付桟１１の天板１２
上に、離間して隣接して配置される２個の太陽電池モジュール２の左側の太陽電池モジュ
ール２の枠部材２１の底部２４の先端面２４ａが当接し、右側の該爪片４１の内側面には
、隣接する右側の太陽電池モジュール２の枠部材２１の底部２４の先端面２４ａが当接す
る。
【０１１４】
　２個の太陽電池モジュール２の設置が完了すると、次に、２個の太陽電池モジュール２
の枠部材２１の端部の上に、上部固定金具３ａを設置する。即ち、図４（ａ）、図５にお
いて、上部固定金具３ａの押圧板３１を、隣接する２個の太陽電池モジュール２の端部に
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備えられた枠部材２１間に形成されている隙間７を左右方向に跨ぐようにする。
【０１１５】
　そして、上部固定金具３ａの突起片３２が、隣接する２個の太陽電池モジュール２の対
面する端部に備えられた枠部材２１間に形成されている隙間７に、上方から挿入する。そ
して、この２個の太陽電池モジュール２の端部を、上部固定金具３ａの押圧板３１により
、上から押圧すると共に、ボルト８で固定する。
【０１１６】
　具体的には、図４（ａ）、図４（ｂ）及び、図５に示すように、上部固定金具３ａの押
圧板３１に設けられた押圧板孔３３に、上方から挿入したボルト８を、隣接する双方の太
陽電池モジュール２の枠部材２１間に形成されている隙間７、下部固定金具４の上板４０
に設けられた上板孔４２、及び、取付台１１の天板１２に設けられた天板孔１３を介して
、下部固定金具４の下板５０に設けられた下板連結孔５１に挿入固定することにより、隣
接する双方の太陽電池モジュール２を、取付台１１に取付る。
【０１１７】
　このように、ボルト８で、上部固定金具３ａと下部固定金具４とを締め付けることによ
って、上部固定金具３ａと下部固定金具４で挟まれている２個の太陽電池モジュール２の
端部が、下部固定金具４が装着されている架台１０の取付桟１１に、固定される。
【０１１８】
　上記の中央取付構造によれば、上部固定金具３ａの押圧板３１が、隣接する双方の太陽
電池モジュール２の枠部材２１の双方の保持上片２２ｂを、上から押圧している構造が採
用されている。
【０１１９】
　そのため、太陽電池モジュール２が取付台１１に取付られている状態で、太陽電池パネ
ル２０の裏面側に回り込んだ風が、太陽電池パネル２０を下から上に向かって押し上げよ
うとしても、上部固定金具３ａの押圧板３１により、太陽電池パネル２０の端部が該太陽
電池パネル２０を保持する枠部材２１の保持部２２から外れるのを、防止することが可能
である。
【０１２０】
　又、上記の太陽電池モジュール取付構造では、上部固定金具３ａの押圧板３１に設けら
れた押圧板孔３３に、上方から挿入したボルト８を、枠部材２１間の隙間７、下部固定金
具４の上板４０の上板孔４２、及び、取付台１１の天板１２の天板孔１３を介して、下部
固定金具４の下板５０の下板連結孔５１に挿入固定するというシンプルな作業のみで、隣
接する双方の太陽電池モジュール２を、取付台１１に取付することができる。従って、太
陽電池モジュール２を容易に取付台１１に取付することができ、取付作業時間の短縮を図
ることができる。
【０１２１】
　上記の太陽電池モジュール取付構造において、下部固定金具４に代えて、この下部固定
金具４の下板５０の前端に、嵌入スリット５３が設けられている前端片５２が形成された
下部固定金具４ａを用いるようにしてもよい。図１８は、この下部固定金具４ａの外観を
示した斜視図である。
【０１２２】
　この下部固定金具４ａの前端片５２に設けられた嵌入スリット５３は、取付台１１の天
板１２の位置決めスリット１４に挿入され、この位置決めスリット１４から下方に突出す
る位置決め片４３の先端を、嵌入させるためのものである。
【０１２３】
　即ち、上記の下部固定金具４ａを用いる太陽電池モジュール取付構造では、架台１０の
取付桟１１の天板１２に設けられている位置決めスリット１４から、下方に突出した下部
固定金具４ａの上板４０の位置決め片４３の先端が、下部固定金具４ａの下板の前端片５
２の嵌入スリット５３に嵌入するようにして、下部固定金具４ａのジョイント部６０の括
部６１を、屈曲させるのである。図１９は、この下部固定金具４ａを、架台１０の取付桟
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１１の天板１２に装着された状態における下部固定金具４ａのみの状態を示した斜視図で
ある。
【０１２４】
　このようにすることにより、下板５０が上板４０真下の中央付近に位置するように、下
板５０が上板４０に接近するようにして、下部固定金具４ａのジョイント部６０の括部６
１を屈曲させることができる。従って、下部固定金具４ａの下板５０と上板４０とによる
架台１０の取付桟１１の天板１２の挟持を、正確に、且つ、容易に行うことができる。
【０１２５】
　＜側部取付構造の説明＞
　次に、側部取付構造について説明する。この側部取付構造は、左右に隣接すると共に離
間して配置された双方の太陽電池モジュール２の端部が、該端部に沿って配置された前後
方向に細長い取付桟１１が有する天板１２上に、対面して取付可能な状態で、左右に隣接
して配置される太陽電池モジュール２の一方が存在しない場合における太陽電池モジュー
ル取付構造である。
【０１２６】
　図２０は、この側部取付構造に用いられる上部固定金具３ｂの外観を示した斜視図であ
る。即ち、この側部取付構造では、上述した中央取付構造を示した図５において、上部固
定金具３ａ、及び、左側の太陽電池モジュール２に代えて、上部固定金具３ｂを使用する
。図２１は、この側部取付構造を示した断面図である。
【０１２７】
　上記の側部取付構造では、上記の上部固定金具３ｂと、下部固定金具４とが用いられる
。この下部固定金具４は、上述した中央取付構造における下部固定金具４と同じものであ
る。
【０１２８】
　上記の場合に使用される上部固定金具３ｂは、図２０に示すように、太陽電池モジュー
ル２の端部に備えられた枠部材２１の保持上片２２ｂを上から押圧する押圧板３１と、該
押圧板３１の前後の両端部が下方に屈曲して形成された突起片３２と、該押圧板３１の左
右の両端部の内、太陽電池モジュール２が存在しない側の端部に下方に向かって垂設され
た立壁３４、及び、該立壁３４の下端に、押圧板３１の存在する側と反対の側に横向きに
垂設された底部（底部片）３５とで構成される。
【０１２９】
　この上部固定金具３ｂは、突起片３２の左右の側端面３２ａのいずれかが（図２１では
、右側端面）、太陽電池モジュール２の枠部材２１を横方向に押圧するようにして形成さ
れる。
【０１３０】
　上記の側部取付構造では、上部固定金具３ｂと、下部固定金具４とを用いて、太陽電池
モジュール２を、取付桟１１に、次のようにして、取付る。即ち、上部固定金具３ｂの押
圧板３１に設けられた押圧板孔３３に、上方から挿入したボルト８を、太陽電池モジュー
ル２の枠部材２１と、上部固定金具３ｂの立壁３４との間に形成されている隙間７、下部
固定金具４の上板４０に設けられた上板孔４２、及び、取付桟１１の天板１２に設けられ
た天板孔１３を介して、下部固定金具４の下板５０に設けられた下板連結孔５１に挿入固
定することにより、太陽電池モジュール２を、取付桟１１に取付る。
【０１３１】
　上記の側部取付構造は、上述した中央取付構造と、基本的な構造が、略同じである。従
って、側部取付構造においても、上述した中央取付構造と同様の作用、効果を有する。
【０１３２】
　＜鉤片を備えた枠部材を用いた場合の太陽電池モジュール取付構造の説明＞
　上述した説明では、太陽電池装置１は、図３に示す構成の太陽電池モジュール２が用い
られている。これに対して図２２に示すように、太陽電池モジュールに用いられている枠
部材として、枠部材の壁部２３から外側に突出すると共に先端が上方に屈曲して堤壁２６
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を形成した鉤片２５が備えられている枠部材２１を使用した太陽電池モジュール２ａを用
いて、上述したような太陽電池装置を構成することもできる。この場合における太陽電池
モジュール中央取付構造について、次に説明する。
【０１３３】
　この鉤片２５を備えた枠部材２１を用いた場合の太陽電池モジュール中央取付構造では
、太陽電池モジュール２ａとしては、上述したように、太陽電池モジュール２ａの枠部材
２１ａの壁部２３に、該壁部２３から外側に突出すると共に先端が上方に屈曲して堤壁２
６を形成した鉤片２５が備えられている。
【０１３４】
　このような太陽電池モジュール２ａでは、図２３に示すように、上部固定金具３ａの押
圧板３１は、上述した中央取付構造における隣接する双方の太陽電池モジュール２の対面
する端部に共に備えられた枠部材２１の保持壁２２ａ間に形成されている隙間７を左右方
向に跨ぐのに代えて、太陽電池モジュール２ａにおける双方の鉤片２５の堤壁２６間に形
成されている隙間７を左右方向に跨ぐようにする。
【０１３５】
　又、上述した中央取付構造における隣接する双方の太陽電池モジュール２ａの枠部材２
１ａの双方の保持上片２２ｂを上から押圧するのに代えて、太陽電池モジュール２ａにお
ける鉤片２５の堤壁２６の上端面を上から押圧するようにする。
【０１３６】
　そして、さらに、上部固定金具３ａの突起片３２は、上述した中央取付構造における隣
接する双方の太陽電池モジュール２ａの対面する端部に共に備えられた枠部材２１ａの保
持壁２２ａ間に形成されている隙間７に挿入されるのに代えて、太陽電池モジュール２ａ
における鉤片２５の堤壁２６間に形成されている隙間７に挿入されるようにするのである
。
【０１３７】
　上記の鉤片を備えた枠部材を用いた場合の太陽電池モジュール取付構造は、上述した中
央取付構造と、基本的な構造が、略同じである。従って、上記の鉤片を備えた枠部材を用
いた場合の太陽電池モジュール取付構造においても、上述した中央取付構造と同様の作用
、効果を有する。
【０１３８】
　上記では、鉤片を備えた枠部材を用いた場合の太陽電池モジュール中央取付構造につい
て説明しているが、鉤片を備えた枠部材を用いた場合の太陽電池モジュール側部取付構造
についても、上述した側部取付構造と同様にして、実現することができる。
【０１３９】
　＜屈曲したＵ字状の爪片を有する下部固定金具を用いた場合の太陽電池モジュール取付
構造の説明＞
　上述した説明では、太陽電池装置１は、図８や図１８に示す構成の下部固定金具４が用
いられている。これに対して図２４に示すように、下部固定金具４ｂとして、屈曲したＵ
字状の爪片４１を有するものを用いて、上述したような太陽電池装置を構成することもで
きる。
【０１４０】
　この屈曲したＵ字状の爪片４１を有する下部固定金具４ｂを用いた場合の太陽電池モジ
ュール中央取付構造では、図２５斜視図（ａ）及び部分断面図（ｂ）に示すように、Ｕ字
状の爪片４１が底部２４の先端面２４ａの一部を取り囲むように嵌合する。
【０１４１】
　即ち、底部２４の先端面２４ａをＵ字状の爪片４１に挿入することで、上下方向のズレ
に対して底部２４自体を固定することが可能となり、風荷重等に対してさらに強い構造と
なる。
【０１４２】
　なお、図中Ｌで示す枠部材２１間の距離と、図中Ｌ１及びＬ２で示す爪片４１の折り返
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し長さとの関係をＬ≧Ｌ１＋Ｌ２となるようにすれば、下部固定金具４ｂに対し枠部材２
１をより一層容易に取り付けることができるようになる。
【０１４３】
　上記の屈曲したＵ字状の爪片を有する下部固定金具を用いた場合の太陽電池モジュール
取付構造は、上述した中央取付構造と、基本的な構造が、略同じである。従って、上記の
屈曲したＵ字状の爪片を有する下部固定金具を用いた場合の太陽電池モジュール取付構造
においても、上述した中央取付構造と同様の作用、効果を有する。
＜Ｌ字状の爪片を有する下部固定金具を用いた場合の太陽電池モジュール取付構造の説明
＞
　上述した説明では、太陽電池装置１における枠部材２１として、保持部２２と、該保持
部２２の下に連設して立設された壁部２３と、該壁部２３の下端から、保持上片２２ｂ及
び保持下片２２ｃと同方向に垂設された底部（底部片）２４とで構成されているものが用
いられている。即ち、その底部２４は水平方向に延設したヒレが存在する底部片である。
【０１４４】
　これに対して図２６の断面図に示すように、枠部材２１における底部２４にヒレが設け
られていない太陽電池モジュール２ｂを用いて、上述したような太陽電池装置１を構成す
ることもできる。
【０１４５】
　この底部２４にヒレが設けられていない場合の太陽電池モジュール中央取付構造に対し
ては、図２７に示すような、下部固定金具４の上板４０の左右の両端部を屈曲して立ち上
げたＬ字状の爪片４１を有する下部固定金具４ｃを用いる。
【０１４６】
　即ち、図２８の断面図に示すように、下部固定金具４ｃにおける立ち上げた爪片４１を
底部２４の側面に沿わせて当接し、位置決めするのである。
【０１４７】
　これにより、太陽電池モジュールの枠部材として、その底部２４にヒレ部が無い構造（
例えば、ホロー構造ヒレ無し）を採用した場合にあっても、上述したような太陽電池装置
を構成することができる。
【０１４８】
　上記のＬ字状の爪片を有する下部固定金具を用いた場合の太陽電池モジュール取付構造
は、上述した中央取付構造と、基本的な構造が、略同じである。従って、上記のＬ字状の
爪片を有する下部固定金具を用いた場合の太陽電池モジュール取付構造においても、上述
した中央取付構造と同様の作用、効果を有する。
【０１４９】
　＜下部固定金具のみを用いた場合の太陽電池モジュール取付構造の説明＞
　次に、下部固定金具のみを用いた場合の太陽電池モジュール取付構造について説明する
図２９（ａ）は、太陽電池装置１における中央に配置された架台１０の取付桟１１に、左
右方向に２台の太陽電池モジュール２ｃの端部が載置されて取付られている状態を、太陽
電池モジュール２側から見た斜視図である。又、図２９（ｂ）は、上記の状態を、架台１
０の取付桟１１の天板１２の裏面側から見た斜視図である。又、図３０は、上記の状態の
部分断面図である。
【０１５０】
　この中央取付構造は、左右に隣接して（殆ど隙間無く）配置された双方の太陽電池モジ
ュール２ｃの端部が、該端部に沿って配置された前後方向に例えば細長い取付桟１１を有
する天板１２上に、対面して取付られる太陽電池モジュール取付構造である。
【０１５１】
　そして、この取付構造にあっては、下部固定金具４ｄのみを用いている。以下、この下
部固定金具４ｄについて説明する。
【０１５２】
　図３１（ａ）は、下部固定金具４ｄにおける上板４０の外観を示した斜視図であり、図
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３１（ｂ）は、下部固定金具４ｄにおける下板５０の外観を示した斜視図である。この下
部固定金具４ｄは、太陽電池モジュール２ｃを架台１０の取付桟１１に取付る際に、架台
１０の取付桟１１の天板１２に装着されて使用される。
【０１５３】
　上板４０は、下端から垂直に屈曲したヒレ部片４５、及び上端から前記ヒレ部片４５と
同一方向に屈曲すると共に更に折り返してＵ字状に屈曲した爪片４１からなる。なお、こ
の上板４０は、同一形状の部材が２枚対になって使用される。
【０１５４】
　一方、下板５０は、両端部片５５がそれぞれ下方に向かって垂直に屈曲した断面視一辺
の開口した四角形状を有する。なお、天井面の両側縁には、上方に屈曲した位置決め片５
４が備えられている。
【０１５５】
　さらに、下部固定金具４ｄの上板４０の中央部には、上板孔４２が形成されている。一
方、下部固定金具４ｄの下板５０における屈曲した両端部片５５には、それぞれ下板連結
孔５１が設けられている。下部固定金具４ｄの上板４０の上板孔４２は、ボルト８が挿入
される孔であり、下部固定金具４ｄの下板５０の下板連結孔５１は、例えば連結部材とし
てボルト８が螺入される螺子孔である。
【０１５６】
　この中央取付構造が採用されている太陽電池装置１の中央に配置された架台１０の取付
桟１１における取付構造の組立方法について説明する。上記の中央取付構造における組立
方法としては、まず、架台１０の取付桟１１の天板１２に、２個の太陽電池モジュール２
ｃの枠部材２１の端部を隣接して設置する。
【０１５７】
　次に、下部固定金具４ｄにおける下板５０を取付桟１１内（天板１２の内側）に挿入し
、位置決め片５３を天板１２に形成されている位置決めスリット１４に挿入して、下板５
０の前後方向の位置決めを行う。なお、取付桟１１には長さ方向に沿って窪みが設けられ
ており、位置決め片５３が太陽電池モジュール２ｃの底面に接触しないようにしている。
【０１５８】
　そして、下部固定金具４ｄにおける２枚の上板４０を取付桟１１に向かって両側面から
挟むように接近させ、Ｕ字状の爪片４１が、枠部材２１における底部２４の先端２４ａを
取り囲んで嵌合するようにする。
【０１５９】
　最後に、下部固定金具４ｄの上板４０における押圧板孔３３に、ボルト８を挿入し、取
付桟１１の側面に設けられた孔１３を介して、下部固定金具４の下板５０に設けられた下
板連結孔５１に挿入固定することにより、隣接する双方の太陽電池モジュール２ｃを、取
付台１１に取付る。
【０１６０】
　この取付構造にあっては、下部固定金具が取付台の天板上で、枠部材の底部を固定し、
双方の太陽電池モジュールの端部の位置を相互に位置決めしているから、吹き上げ風荷重
に対して強度を高めることができる。又、上部固定金具を省略し、取付作業の簡略化及び
コスト削減を実現することができる。更に、取付作業を取付桟の裏側及び側面側から行う
ため、作業効率が高まる。加えて、モジュール後段の高さが高い固定位置においても作業
がし易いといった利点がある。
【０１６１】
　特に、隣接する太陽電池モジュール間に隙間が無いことから、外観が良くなる上、アレ
イサイズが小さくなるといった利点もある。
【０１６２】
　上記の下部固定金具のみを用いた場合の太陽電池モジュール取付構造は、上述した中央
取付構造と、基本的な構造が、略同じである。従って、上記の下部固定金具のみを用いた
場合の太陽電池モジュール取付構造においても、上述した中央取付構造と同様の作用、効



(17) JP 5171956 B2 2013.3.27

10

20

30

40

50

果を有する。
【０１６３】
　ところで、上記の本実施の形態における太陽電池モジュール取付構造を採用した太陽電
池装置１は、図１に示すように、太陽電池装置１の左端、右端、及び、中央の各部分に相
当する位置に、相互に平行に配置された３台の架台１０を用いて、４個の太陽電池モジュ
ール２を取付ている。
【０１６４】
　しかし、本実施の形態における太陽電池モジュール取付構造を採用した太陽電池装置１
は、これには限られず、例えば、図１において、相互に平行に配置された架台１０の台数
をさらに増やすことによって、或いは、架台１０の取付桟１１の長さが、さらに長い取付
桟を用いた架台を使用することによって、取付可能な太陽電池モジュール２を、増加する
ことができる。
【０１６５】
　以上のように、発明を実施するための形態について、一例を挙げて述べてきたが、架台
１０は斜めに傾斜して配置された取付桟１１を有する代わりに、傾斜屋根に直接配置され
た取付桟１１を有してもよく、取付桟１１は傾斜しなく陸屋根などの水平面に設置されて
もよい。又、取付桟１１の長手方向が傾斜する方向でなくてもよく、例えば傾斜屋根に対
して、流れ方向と直交するように設置されてもよい。
【０１６６】
　又、一例として、下部固定金具４の上板４０の両端部に形成された爪片４１が取付桟１
１の長手方向に沿って形成されている例を述べてきたが、爪片４１が取付桟１１の長手方
向に沿って交差する方向に沿って形成されていてもよい。つまり、この場合は、図３４（
側部取付構造の場合は、図３５）に示すように、隣接する太陽電池モジュールの枠部材２
１の間に形成された隙間７と取付桟１１が交差する形で配置される。
【０１６７】
　又、前述の一例では取付桟１１と下部固定金具４とは取付桟１１の天板１２と下部固定
金具４の上板４０の下面とが接する形で取り付けられていたが、図３２に示すように、下
部固定金具４の上板４０から垂れ下がった側板部４４を、取付桟１１を取り囲むように構
成して、取付桟１１に嵌合して固定されてもよい。
【０１６８】
　この際、取付桟１１の天板１２から垂れ下がった側面部１７の外側と上板４０から垂れ
下がった側板部４４の内側とが接するように嵌合して固定される。又、この時、側板部４
４の先端には屈曲したヒレ部片４５を設けて捩れに対して補強するのが好ましい。
【０１６９】
　又、前記下部固定金具（４）の上板４０と下板５０が一体化した例を述べてきたが、上
板４０と下板５０は別体で構成されていてもよい。又、上板４０に位置決め片４３を例示
してきたが、下板５０に取付桟１１の長手方向に対する位置決め片を設けてもよい。
【０１７０】
　又、図３４に示すように取付桟１１を下部固定金具４の側板部４４を嵌合して取付桟１
１の長手方向と交差する方向が固定されている場合には、図３３に示すように下板５０に
突起片５４を設けて、縦桟に設けられた取付補助孔１５に挿入すれば下板５０の長手方向
の位置決めが容易に行えて有効である。
【０１７１】
　さらに、下板５０に突起片５４に対して、上板４０から下方に突出した鍔状の位置決め
片４３を突起片５４に当接させることで、上板４０が下板５０の突起片５４に係止された
状態となり、上板４０の位置決めが容易に行えて有効である。
【０１７２】
　又、板５０に突起片５４を設ける場合においては、取付桟１１から突起片５４が突出し
ている高さと上板４０から下方に突出した位置決め片４３の上板４０の下面から突出して
いる高さを同等にするのが好ましく、取付桟１１の天面１２と下部固定金具４の上板４０
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の空間を一定に保つことが容易となる。
【０１７３】
　若しくは、ヒレ部片４５に対応する取付桟１１にも同様のヒレ部片１８を設けて、側板
部４４の先端のヒレ部片４５をヒレ部片１８に当接させる。この場合、側板部４４の高さ
を側面部１７の高さより高くすることで高さ方向の位置決めが容易に行える。
【０１７４】
　又、ヒレ部片１８の先端には上方に屈曲したヒレ部片１９を形成して、ヒレ部片１８と
ヒレ部片１９でＬ字状に形成してもよく、この場合はＬ字状に形成することで取付桟１１
全体の強度が上がるとともに、ヒレ部片１９により側板部４４が取付桟１１の側面部１７
と隙間が生じる方向に開くことが防止され、取付桟１１と上板４０の一体性が増し、確実
に太陽電池モジュール２を取り付けることが可能になる。
【０１７５】
　又、同様に下板５０についても、図３３に示すように、下板側壁５０ｃを形成して、下
板側壁５０ｃの外側側面と取付桟１１の側面部１７の内側面を当接させてもよく、この場
合、取付桟１１と下板５０の一体性が増し、確実に太陽電池モジュール２を取り付けるこ
とが可能になる。
【０１７６】
　又、下板側壁５０ｃの外側側面と取付桟１１の側面部１７の内側面を当接させ、且つ、
側板部４４の内側面と側面部１７の外側面を当接させてもよく、上板４０と下板５０で構
成される下部固定金具４と取付桟１１との一体性が増し、確実に太陽電池モジュール２を
取り付けることが可能になる。
【符号の説明】
【０１７７】
　１　太陽電池装置
　２　太陽電池モジュール
　２ａ　太陽電池モジュール
　２ｂ　太陽電池モジュール
　２ｃ　太陽電池モジュール
　３ａ　上部固定金具
　３ｂ　上部固定金具
　４　下部固定金具
　４ａ　下部固定金具
　４ｂ　下部固定金具
　４ｃ　下部固定金具
　４ｄ　下部固定金具
　７　隙間
　８　連結部材
　１０　架台
　１１　取付桟
　１２　天板
　１３　天板孔
　１４　位置決めスリット
　１５　取付補助孔
　１６　縦桟
　２０　太陽電池パネル
　２１　枠部材
　２１ａ　枠部材
　２２　保持部
　２２ａ　保持壁
　２２ｂ　保持上片
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　２２ｃ　保持下片
　２３　壁部
　２４　底部
　２４ａ　底部の先端面
　２４　底部
　２４ａ　底部の先端面
　２５　鉤片
　２６　堤壁
　２６ａ　堤壁の上端面
　３１　押圧板
　３２　突起片
　３３　押圧板孔
　３４　立壁
　３５　底部
　３５ａ　底部の先端面
　４０　上板
　４１　爪片
　４２　上板孔
　４３　位置決め片
　４４　側版部
　４５　ヒレ部片
　５０　下板
　５０ａ　下板前壁
　５０ｂ　下板後壁
　５０ｃ　下板側壁
　５１　下板連結孔
　５２　前端片
　５３　嵌入スリット
　５４　突起片
　５５　端部片
　６０　ジョイント部
　６０ａ　接続部
　６１　括部
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