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(57)【要約】
【課題】単位設置面積あたりの薄膜太陽電池モジュール
の設置数を向上させる太陽光発電装置を提供する。
【解決手段】下側薄膜太陽電池モジュール（１６）の上
側端辺が、上側薄膜太陽電池モジュール（１６）の１つ
の下側端辺より、鉛直方向の上方に位置するように、か
つ、薄膜太陽電池モジュール（１６）の上面に対して垂
直な方向から、上記上側端辺および隣接する上記下側端
辺を見たときに、上記上側端辺と隣接する上記下側端辺
との間に隙間が生じないように、太陽電池モジュール（
１６）を配置する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の薄膜太陽電池モジュールと、該薄膜太陽電池モジュールを傾斜状態で載置する架
台とを備えた太陽光発電装置であって、
　上記複数の薄膜太陽電池モジュールは、該薄膜太陽電池モジュールの傾斜の方向に隣り
合って配置された下側薄膜太陽電池モジュールおよび上側薄膜太陽電池モジュールを含み
、
　上記下側薄膜太陽電池モジュールの上側端辺が、上記上側薄膜太陽電池モジュールの下
側端辺より、鉛直方向の上方に位置するように、かつ、上記薄膜太陽電池モジュールの上
面に対して垂直な方向から、上記上側端辺および隣接する上記下側端辺を見たときに、上
記上側端辺と隣接する上記下側端辺との間に隙間が生じないように、上記複数の薄膜太陽
電池モジュールが設置されていること
を特徴とする太陽光発電装置。
【請求項２】
　上記架台は、上記下側薄膜太陽電池モジュールの上記上側端辺において、上記架台の載
置面から測った該下側薄膜太陽電池モジュールの下面の高さが、上記上側薄膜太陽電池モ
ジュールの上記下側端辺において上記載置面から測った該上側薄膜太陽電池モジュールの
上面の高さよりも高くなるように、各薄膜太陽電池モジュールを支持する支持部を備えた
こと
を特徴とする請求項１記載の太陽光発電装置。
【請求項３】
　上記下側薄膜太陽電池モジュールの下面と上記架台の載置面との間に反射部が設置され
、
　上記反射部は、上記上側端辺と隣接する上記下側端辺との間に入射する光を、上記上側
薄膜太陽電池モジュールの受光面へと反射すること
を特徴とする請求項１または２記載の太陽光発電装置。
【請求項４】
　上記架台は、上記薄膜太陽電池モジュールが取り付けられた縦桟および横桟と、上記薄
膜太陽電池モジュールおよび該薄膜太陽電池モジュールが取り付けられた上記縦桟および
上記横桟を支持固定する、各縦桟につき１本の支柱とで構成されていること
を特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の太陽光発電装置。
【請求項５】
　上記架台は、上記架台の載置面の後端部に入射する光を、少なくとも上記傾斜の方向の
下側へ反射する第２の反射部を備えたこと
を特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の太陽光発電装置。
【請求項６】
　当該太陽光発電装置の上側に他の太陽光発電装置が設置されており、
　上記架台は、当該太陽光発電装置の後方から入射する光を、上記他の太陽光発電装置が
備えた薄膜太陽電池モジュールの受光面側に反射する第３の反射部をさらに備えたこと
を特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の太陽光発電装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の太陽光発電装置と、
　該太陽光発電装置で発電した直流電力を交流電力に変換するパワーコンディショナとを
備えたこと
を特徴とする太陽光発電システム。
【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備えた太陽光発電装置および太陽光発電システムに関す
る。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、クリーンエネルギー利用の高まりを受けて、太陽光発電装置による太陽光発電が
盛んに行われている。太陽光発電装置は、１つまたは複数の太陽電池モジュールを備えて
おり、該太陽電池モジュールによって、太陽光エネルギーを電力に変換する。
【０００３】
　一般的な太陽光発電装置の施工においては、地面等に敷設されたコンクリート基礎上に
構築されるか、または地面等に打ち込まれた支柱上に構築された架台の上に、上記太陽電
池モジュールを並べて配置する。
【０００４】
　図１２に、特許文献１に開示された従来の太陽光発電装置９０１を側面から見た模式図
を示す。同図からわかるとおり、太陽光発電装置９０１は、架台９１４の傾斜に沿って、
３枚の太陽電池モジュール９１６が並んで配置されている構成である。太陽光発電装置９
０１では、太陽電池モジュール９１６の上面に垂直な方向（線Ｌ´の方向）から見た時に
、架台９１４の傾斜に沿った方向（以下、傾斜方向という）に隣接する太陽電池モジュー
ル９１６同士が離間しており、重ならない構成となっている。
【０００５】
　ここで、一般的に、太陽電池モジュール９１６の受光面は、年間を通じて、あるいは一
年のうち所定の期間において、太陽の南中時に直接光が入射する方向に向けられる。上記
のように、架台９１４の傾斜方向に隣接する太陽電池モジュール９１６同士が重ならない
構成なので、ある太陽電池モジュール９１６がそれに隣接する太陽電池モジュール９１６
の上に影を作ることが抑制される。特に、南中の時刻に太陽から入射する直接光に対して
、上記の影が生じない。これにより、太陽光発電装置９０１は、太陽の南中時に入射する
直接光が、全ての太陽電池モジュール９１６に入射する構成になっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－１１９６４３号公報（２０１１年６月１６日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、近年、二次元的に複数の太陽電池モジュールを配列した太陽光発電装置を、
さらに多数並列させた、メガソーラーと呼ばれる太陽光発電施設が登場してきている。こ
のような大規模な太陽光発電施設では、発電量を大きくするために、施設の敷地面積内に
できるだけ多くの太陽光発電装置を設置することが要求される。
【０００８】
　しかしながら、上記従来の太陽光発電装置９０１は、隣接する太陽電池モジュール９１
６同士を、線Ｌ´の方向から見たときに離間して配置する構成であるため、言い換えると
、隣接する太陽光発電装置９０１同士の影を考慮に入れた離間距離を取る必要があるため
、その離間距離に起因して、単位設置面積あたりの太陽電池モジュール９１６の設置数が
減少する。すなわち、単位設置面積あたりの発電量が低下する。特に、大規模な太陽光発
電施設では、太陽電池モジュール９１６の設置数が増えるほど、上記離間部分の数が増え
るので、単位設置面積あたりの発電量が低下する。
【０００９】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、単位設置面積あたりの
太陽電池モジュールの設置数あるいは発電量を向上させる太陽光発電装置を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る太陽光発電装置は、上記課題を解決するために、



(4) JP 2014-75426 A 2014.4.24

10

20

30

40

50

(1)複数の薄膜太陽電池モジュールと、
(2)該薄膜太陽電池モジュールを傾斜状態で載置する架台とを備えた太陽光発電装置であ
って、
(3)上記複数の薄膜太陽電池モジュールは、該薄膜太陽電池モジュールの傾斜の方向に隣
り合って配置された下側薄膜太陽電池モジュールおよび上側薄膜太陽電池モジュールを含
み、
(4)上記下側薄膜太陽電池モジュールの上側端辺が、上記上側薄膜太陽電池モジュールの
下側端辺より、鉛直方向の上方に位置するように、かつ、上記薄膜太陽電池モジュールの
上面に対して垂直な方向から、上記上側端辺および隣接する上記下側端辺を見たときに、
上記上側端辺と隣接する上記下側端辺との間に隙間が生じないように、上記複数の薄膜太
陽電池モジュールが設置されていることを特徴としている。
【００１１】
　なお、本発明に係る太陽光発電装置と、該太陽光発電装置で発電した直流電力を交流電
力に変換するパワーコンディショナとを備えた太陽光発電システムも、本発明に含まれる
。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る太陽光発電装置および太陽光発電システムは、単位設置面積あたりの薄膜
太陽電池モジュールの設置数あるいは発電量を向上させることができるという効果を奏す
る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に係る太陽光発電装置の構成を示す模式図である。
【図２】図１に示す太陽光発電装置の斜視図である。
【図３】本発明の他の実施形態において、図１に示す太陽光発電装置が複数配列された構
成を示す模式図である。
【図４】図１に示す太陽光発電装置の変形例の構成を示す模式図である。
【図５】図５は、図１に示す太陽光発電装置において、支柱と縦桟との接続状態を示す斜
視図である。
【図６】（ａ）および（ｂ）は、図５に示される縦桟の変形例を示す斜視図である。
【図７】（ａ）～（ｃ）は、図１に示す太陽光発電装置が備えた架台の変形例を示す模式
図である。
【図８】（ａ）および（ｂ）は、図１に示す太陽光発電装置において、太陽電池モジュー
ルの構成を示す模式図であり、（ａ）は平面図であり、（ｂ）は（ａ）にＬ－Ｌで示す断
面図である。
【図９】（ａ）～（ｃ）は、図１に示す太陽光発電装置において、太陽電池モジュールの
別の構成を示す模式図であり、（ａ）は平面図であり、（ｂ）および（ｃ）は側面図であ
る。
【図１０】図１に示す太陽光発電装置において、太陽電池セルの構成の一例を示す模式図
である。
【図１１】図１に示す太陽光発電装置を備えた太陽光発電システムの構成を示すブロック
図である。
【図１２】従来の太陽光発電装置の構成を示す側面図である。
【図１３】各種太陽電池の可視光域近傍におけるエネルギー密度を示すグラフである。
【図１４】各種太陽電池セルの可視光域近傍における分光感度を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明に係る太陽光発電装置は、複数の薄膜太陽電池モジュールと、該薄膜太陽電池モ
ジュールを傾斜状態で載置する架台とを備えた太陽光発電装置であって、上記複数の薄膜
太陽電池モジュールは、該薄膜太陽電池モジュールの傾斜の方向に隣り合って配置された
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下側薄膜太陽電池モジュールおよび上側薄膜太陽電池モジュールを含み、上記下側薄膜太
陽電池モジュールの上側端辺が、上記上側薄膜太陽電池モジュールの下側端辺より、鉛直
方向の上方に位置するように、かつ、上記薄膜太陽電池モジュールの上面に対して垂直な
方向から、上記上側端辺および隣接する上記下側端辺を見たときに、上記上側端辺と隣接
する上記下側端辺との間に隙間が生じないように、上記複数の薄膜太陽電池モジュールが
設置されている構成である。
【００１５】
　ここで、架台の載置面上に載置された薄膜太陽電池モジュールの傾斜方向について下側
に位置する端辺を下側端辺と呼び、上側に位置する端辺を上側端辺と呼ぶ。
【００１６】
　なお、薄膜太陽電池モジュールの上記傾斜方向を、南北方向と一致、またはほぼ一致さ
せてもよい。
【００１７】
　上記構成によれば、下側薄膜太陽電池モジュールの上側端辺が、上側薄膜太陽電池モジ
ュールの１つの下側端辺よりも、鉛直方向の上方に位置している。また、架台の載置面上
に配列された複数の薄膜太陽電池モジュールを、上記薄膜太陽電池モジュールの上面に対
して垂直な方向から見たとき、互いに隣接する２つの薄膜太陽電池モジュールは、上記下
側薄膜太陽電池モジュールの上側端辺が、上記上側薄膜太陽電池モジュールの下側端辺と
の間に隙間が存在しない。すなわち、上記薄膜太陽電池モジュールの上面に対して垂直な
方向から見たとき、上記互いに隣接する２つの薄膜太陽電池モジュールは、重なっている
か、少なくとも接している。
【００１８】
　この配置構成では、上記薄膜太陽電池モジュールの上面に対して垂直な方向から見たと
きに、互いに隣接する２つの薄膜太陽電池モジュールの間の隙間を従来よりも小さくでき
るので、太陽光発電装置の設置面積を縮小することができる。さらに、２つの薄膜太陽電
池モジュールが重なる面積が大きいほど、太陽光発電装置の設置面積を縮小することがで
きる。換言すれば、上記の構成によって、設置面積を拡大することなく、太陽光発電装置
に載置する太陽電池モジュールの設置数あるいは発電量を増加させることができる。
【００１９】
　さらに、上記構成によれば、薄膜太陽電池モジュールは薄膜太陽電池で構成される。薄
膜太陽電池の特性として、各種太陽電池の中でも、可視光波長域における低波長領域で、
発電効率に優れることが知られている。ところで、太陽光発電装置には、太陽からの直接
光だけでなく、空気中の砂塵などによって散乱されることにより生じた散乱光も入射する
。この散乱光は、様々な方向を有しており、直接光が入射しない場所にも、散乱光は入射
する。また、散乱光は、一般的に直接光よりも短波長域の波長成分を多く含んでいる。本
構成では、太陽電池モジュールが薄膜太陽電池で構成されていることから、該太陽電池モ
ジュールは、短波長成分を比較的多く含む散乱光を効率よく吸収することができる。従っ
て、例えば単結晶の太陽電池で構成された太陽電池モジュールと比較して、低波長が多く
出ている天候では、発電量を向上させることができる。
【００２０】
　このように、本発明に係る太陽光発電装置では、薄膜太陽電池モジュールの上面に対し
て垂直な方向から見たとき、互いに隣接する２つの薄膜太陽電池モジュールが、重なって
いるか、少なくとも接しているため、該太陽光発電装置に載置する太陽電池モジュールの
単位設置面積あたりの設置数あるいは発電量を増加させることができるとともに、薄膜太
陽電池モジュールによって散乱光を効率よく吸収することができる。
【００２１】
　そのため、たとえ上記２つの薄膜太陽電池モジュール同士を接近させる、あるいは重な
り合わせることによって、一方の薄膜太陽電池モジュールの上に影が生じ、該薄膜太陽電
池モジュールに直接光の入射量が少なくなったとしても、該薄膜太陽電池モジュールは、
影の部分に入射する散乱光を効率よく吸収するため、直接光の入射量の減少による発電量
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の低下が低減される。
【００２２】
　また、本発明に係る太陽光発電システムも、上記太陽光発電装置と同様の効果を奏する
。
【００２３】
　本発明の太陽光発電装置に関する実施の形態について、図１～図１４に基づいて説明す
れば以下のとおりである。なお、以下では、太陽光発電装置が設置される地面または基礎
は水平であるとする。
【００２４】
　〔実施形態１〕
　（太陽光発電装置１の構成）
　まず、本実施形態に係る太陽光発電装置１の構成について、図１に示す側面図および図
２に示す斜視図を用いて説明する。なお、図１は、図２に太い矢印で示す方向から太陽光
発電装置１を見た図となっている。
【００２５】
　太陽光発電装置１は、太陽電池モジュール（薄膜太陽電池モジュール）１６、および架
台２０を含む構成である。太陽光発電装置１において、太陽電池モジュール１６は、地面
Ｇに対して傾斜した状態となるように、架台２０上に載置されている。なお、図１の左側
が南の方角に相当し、右側が北の方角に相当しており、太陽電池モジュール１６は、その
受光面が太陽の南中時における直接光と垂直な向きとなるように配置されている。
【００２６】
　なお、同図において、散乱光は、太陽光が空気中に含まれる水蒸気、微小物質、砂塵な
どの浮遊物によって散乱されたときに生じる光のことである。これに対し、散乱されずに
、太陽から直接到達する光を直接光または直達光と呼ぶ。
【００２７】
　ここで、図１に示す太陽光発電装置１において、薄膜太陽電池モジュール１６の１つに
おいて、薄膜太陽電池モジュール１６の傾斜方向について上側に位置する端辺を上側端辺
と呼び、下側に位置する端辺を下側端辺と呼ぶ。また、薄膜太陽電池モジュール１６の傾
斜の方向に隣り合って配置された２枚の薄膜太陽電池モジュール１６を、上記傾斜の方向
の下側にあるか、あるいは上側にあるかに基づき、それぞれ、下側薄膜太陽電池モジュー
ル、上側薄膜太陽電池モジュールと呼ぶ。
【００２８】
　このとき、太陽光発電装置１では、下側薄膜太陽電池モジュールの上側端辺が、上側薄
膜太陽電池モジュールの１つの下側端辺より、鉛直方向の上方に位置するように、各太陽
電池モジュール１６が配列されている。
【００２９】
　さらに、太陽光発電装置１では、薄膜太陽電池モジュール１６の上面に対して垂直な方
向から、上記上側端辺および隣接する上記下側端辺を見たときに、上記上側端辺と隣接す
る上記下側端辺との間に隙間が生じないように、各薄膜太陽電池モジュール１６が設置さ
れている。
【００３０】
　なお、図１に示す太陽光発電装置１では、架台２０の載置面が地面Ｇに対して傾斜して
いるが、本発明はこれに限られない。
【００３１】
　すなわち、後述する支持具１７・１８の架台２０表面に対する高さを調節することによ
り、水平な架台２０上に、複数の太陽電池モジュール１６を、図１と同様の状態に設置す
ることができる。
【００３２】
　太陽電池モジュール１６は、太陽電池セルを有しており、受光面を介して該太陽電池セ
ルに入射した太陽光によって太陽光発電を行うものである。なお、太陽電池モジュール１
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６および太陽電池セルの詳細な構成例については後述する。
【００３３】
　架台２０は、支柱１１、小ミラー（反射部）１３、縦桟１４、支持具（支持部）１７、
１８および横桟１９を含む構成である。支柱１１は、１本の縦桟１４につき１本ずつ配さ
れている。このように、支柱１１と縦桟１４とを１対１に対応させた構成をシングルポー
ルと呼んでいる。
【００３４】
　図２に示すように、架台２０は、地面Ｇに突設された２本の支柱１１それぞれの上端部
に、縦桟１４が地面Ｇに対して傾斜させた状態で接続されている。そして、縦桟１４と直
交するように、等間隔に４本の横桟１９が等間隔で配されている（以下、縦桟１４および
横桟１９によって形成される斜面を、載置面と呼称する）。さらに、縦桟１４と直交する
ように支持具１７および１８（図１参照）が設置されている。架台２０は、縦桟１４およ
び横桟１９と、支持具１７、１８によって固定される太陽電池モジュール１６とを、水平
面に対して所定の角度で支持固定する。架台２０の詳細、特に小ミラー１３の詳細な構成
については後述する。なお、各支柱１１を地面に突設する深さをそれぞれ調整することに
よって、架台２０を平らな地面に建設することもできるし、斜面に建設することもできる
。さらには、平らな地面だけでなく、凹凸を有する地面に架台２０を建設することもでき
る。
【００３５】
　（太陽光発電装置１の施工方法）
　次に、図１および図２を用いて、太陽光発電装置１の施工方法を説明する。
【００３６】
　最初に、架台２０の施工を行う。架台２０の施工方法としては、まず、２本の支柱１１
を相互に間隔を空けて地面Ｇ（または基礎）に打ち込んで突設する。次に、各支柱１１の
上端部に、縦桟１４を地面Ｇに対して傾斜させた状態で接続する。続いて、１本の縦桟１
４から該縦桟１４に隣接する縦桟１４間に渡し架けるように、縦桟１４と直交する４本の
横桟１９を等間隔に配するとともに、支持具１７、１８を配する。その後、支持具１８の
後部に、太陽電池モジュール１６の上端部から上記載置面までの領域に北の方角から入射
する光（散乱光）を反射する小ミラー１３を設置する。以上で架台２０が完成する。そし
て、支持具１７と支持具１８との間に、複数の太陽電池モジュール１６を縦横に架け渡し
、各太陽電池モジュール１６の両端を支持具１７および支持具１８に固定支持する。
【００３７】
　なお、太陽電池モジュール１６のアレイを形成する際は、太陽電池モジュールを支持具
にボルト・ナットなどの締結部材で固定する工法のほか、太陽電池モジュールを接着剤で
支持具に固定する工法を用いてもよい。こうして、太陽光発電装置１が完成する。なお、
突設した２本の支柱１１が並ぶ直線上にさらに支柱１１を突設し、上該支柱１１とそれに
隣接する支柱１１との上に、上記と同様の施工方法で、縦桟１４、横桟１９、太陽電池モ
ジュール１６を順に配することによって、太陽光発電装置１が備える太陽電池モジュール
１６の数を増加させることができる。
【００３８】
　（架台２０の詳細な説明）
　（支柱１１について）
　図５は、支柱１１と縦桟１４との接続状態を示す斜視図である。図５に示されるように
、断面が矩形の平鋼で形成された縦桟１４が、断面がＨ字型のＨ鋼である支柱１１に接続
されていても良い。この場合、縦桟１４は、支柱１１の対向する一対のフランジ部２１ａ
のうち、一方のフランジ部２１ａの先端部側面にボルト等によって接続される。なお、図
５に示す縦桟１４は平鋼であるが、本発明はこれに限られない。
【００３９】
　図６の（ａ）および（ｂ）は、図６に示される縦桟１４の変形例を示す斜視図である。
図６の（ａ）に示されるように、平鋼である縦桟１４に代えて、断面が角型Ｕ字型を示す



(8) JP 2014-75426 A 2014.4.24

10

20

30

40

50

溝形鋼である縦桟１４ａが支柱１１の先端部側面に接続されていても良い。あるいは、図
６の（ｂ）に示されるように、平鋼である縦桟１４に代えて、断面がＺ字型のＺ形鋼であ
る縦桟１４ｂが支柱１１の先端部側面に接続されていても良い。このように、縦桟の形状
は適宜変更可能であり、このことは、支柱１１および横桟１９においても同様である。
【００４０】
　（１．太陽電池モジュール１６の傾斜について）
　架台２０においては、上記載置面から測った支持具１７および支持具１８の各最高部の
高さが異なっている。これにより、支持具１７および支持具１８は、図１に示すように、
太陽電池モジュール１６を載置面方向に対して非平行となる状態で支持固定している。よ
り詳細には、上記載置面が地面Ｇに対して為す傾斜角よりも、太陽電池モジュール１６が
地面Ｇに対して為す傾斜角が大きくなるように、支持具１７および支持具１８によって、
太陽電池モジュール１６が支持固定されている。これにより、図１から分かるとおり、太
陽電池モジュール１６の上端部と上記載置面との間には、間隙が形成されている。この間
隙部分に、架台２０の傾斜方向について上側に隣接する太陽電池モジュール１６の下端部
が入り込むことによって、太陽光発電装置１は、傾斜方向に隣接する太陽電池モジュール
１６同士の間に、隙間が生じない構成となっている。それとともに、太陽光発電装置１は
、下側の太陽電池モジュール１６の上端部が、上側の薄膜太陽電池モジュール１６の可端
部よりも、鉛直方向の上方に位置している構成となっている。
【００４１】
　（２．小ミラー１３について）
　小ミラー１３は、ある太陽電池モジュール１６の上端部と、架台２０の傾斜方向につい
て該太陽電池モジュール１６の上側（北側）に隣接する太陽電池モジュール１６の下端部
との間に形成された間隙部分に設置される。小ミラー１３は、北の方角から上記間隙部分
に入射する散乱光を、上記上側に隣接する太陽電池モジュール１６の受光面へと反射する
。これにより、散乱光の一部は、小ミラー１３で反射された後、太陽電池モジュール１６
の受光面に入射することによって、電流に変換されることになる。
【００４２】
　さて、従来の太陽光発電装置９０１では、図１２に示すとおり、太陽電池モジュール９
１６と架台９１４との間の間隙部分に北の方角から入射した散乱光は、そのまま該間隙部
分を通過していた。そのため、従来の太陽光発電装置９０１では、この散乱光は発電に寄
与することがなかった。
【００４３】
　一方、本実施形態に係る太陽光発電装置１は、小ミラー１３を備えていることにより、
架台２０の傾斜方向に互いに隣接する太陽電池モジュール１６同士の間に形成された間隙
に入射する散乱光を、発電に利用することができる。これにより、従来の太陽光発電装置
９０１と比較して、発電量が向上するという効果を奏する。なお、上記間隙部分に入射す
る散乱光が、北側に隣接する太陽電池モジュール１６の受光面に向かって反射するように
するには、小ミラー１３の鏡面の曲率や縦桟１４に対する小ミラー１３の設置角度によっ
て、散乱光の反射方向を調整すればよい。
【００４４】
　（３．架台２０の砂落し機能）
　各太陽電池モジュール１６は、前述のように、上記載置面が地面Ｇに対して為す傾斜角
よりも、太陽電池モジュール１６が地面Ｇに対して為す傾斜角が大きくなるように、支持
具１７および支持具１８によって支持固定されている。これにより、太陽電池モジュール
１６の上面が上記載置面と平行となるように太陽電池モジュール１６を支持固定する構成
と比較して、太陽電池モジュール１６の上面に降り積もる砂塵等に掛かる重力が、太陽電
池モジュール１６の上面と平行な方向により大きな成分を持つため、砂塵等を滑落させ易
くなる。
【００４５】
　すなわち、本実施形態に係る架台２０の構成は、砂塵等を太陽電池モジュール１６上か
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ら落下させ易くする砂落し機能を有している。これにより、太陽電池モジュール１６上に
堆積する砂塵の量が減少するので、砂塵の堆積を原因とする太陽電池モジュール１６の発
電効率の低下を抑制することができる。なお、太陽電池モジュール１６上を滑落して該太
陽電池モジュール１６の下端部に到達した砂塵は、太陽電池モジュール１６と小ミラー１
３との間に形成された間隙を通って地面Ｇに落下する。
【００４６】
　（４．架台２０の変形例）
　図１に示す架台２０は、１本の縦桟１４を１本の支柱１１が支える構造（シングルポー
ル架台）である。以下に、架台２０と同様にシングルポール架台に含まれる３つの変形例
の模式図を、図７の（ａ）～（ｃ）に示す。
【００４７】
　図７の（ａ）に示す架台２０ａは、縦桟１４、支持具１７（および太陽電池モジュール
１６）を支持する部材として、支柱１１の他に、支柱１１に取り付けたアーム１１Ａを備
えている構成である。アーム１１Ａは、各支柱につき１本ずつ取り付けられる。
【００４８】
　また、図１に示す構成では、支柱１１は縦桟１４の中心付近に取り付けられているが、
本変形例に係る架台２０ａでは、支柱１１は縦桟１４の上端部付近に取り付けられ、縦桟
１４の下端部付近にはアーム１１Ａが取り付けられている。これにより、架台２０ａは、
縦桟１４の上端部を支柱１１が支持し、縦桟１４の下端部をアーム１１Ａが支持する構成
となっている。
【００４９】
　架台２０ａは、地面Ｇまたは基礎に打ち込んで突設した支柱１１の上端部にブラケット
（図示せず）を固定し、支柱１１の胴部にアーム１１Ａを接続し、上記ブラケットの先端
部とアーム１１Ａの先端部との間に縦桟１４を架け渡すことによって、該架台２０ａを固
定する構造となっている。
【００５０】
　他の変形例として、２本のアーム１１Ｂ、１１Ｃを備えた架台２０ｂを図７の（ｂ）に
示す。架台２０ｂは、２本のアーム１１Ｂ、１１Ｃの一端部を縦桟１４の両端付近に接続
し、ブラケット（図示せず）によって縦桟１４の中央付近を支柱１１の上端部に接続し、
さらに支柱１１の外周を囲むブラケット（図示せず）に各アーム１１Ｂ、１１Ｃの他の端
部を接続することによって、縦桟１４を支持する構成となっている。
【００５１】
　以上の２つの変形例は、支柱１１が地面Ｇに対して垂直に突設された構成であるが、図
７の（ｃ）に示す架台２０ｃのように、支柱１１ａが地面Ｇに対して傾斜した状態で突設
されている構成であってもよい。架台２０ｃでは、縦桟１４の下端部が地面Ｇに当接する
ことにより、架台２０ｃの支持を、支柱１１ａと分担している。
【００５２】
　なお、本発明は、上述したようなシングルポールタイプの架台２０、２０ａ、２０ｂ、
２０ｃに限られるものではない。例えば、各縦桟１４を２本の支柱によって支持する構成
を有する架台も、本発明に含まれる。
【００５３】
　（太陽電池モジュール１６の例）
　太陽電池モジュール１６は、１つあるいは複数の太陽電池セルを備える。上記太陽電池
セルは薄膜太陽電池である。以下に、太陽光発電装置１に採用することのできる太陽電池
モジュール１６について、図８～図１０にそれぞれ構成例を挙げて説明する。
【００５４】
　（１．フレームなし太陽電池モジュール）
　図８の（ａ）および（ｂ）は、太陽電池モジュール１６Ａを示す構成図である。図８の
（ａ）は平面図であり、図８の（ｂ）は（ａ）に示すＬ－Ｌ線における断面図である。
【００５５】
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　図８の（ａ）に示すように、太陽電池モジュール１６Ａは、分離溝１６０４Ａが形成さ
れることによって、第１透光性基板１６０１Ａの長手方向に直交する方向に、複数の太陽
電池セル１６００Ａが形成されている。また、各太陽電池セル１６００Ａは、隣接する他
の太陽電池セル１６００Ａに対して直列に接続された状態となっている。すなわち、太陽
電池モジュール１６Ａでは、電気的に直列に接続された複数の太陽電池セル１６００Ａに
よって、太陽電池セルが形成されている。太陽電池セル１６００Ａの周囲には、絶縁部１
６０３Ａが形成されている。
【００５６】
　図８の（ｂ）に太陽電池モジュール１６Ａの断面構造を示す。太陽電池モジュール１６
Ａの製造方法としては、まず、第１透光性基板１６０１Ａ上に、透明電極層１６０６Ａ、
光電変換層１６０７Ａ、および裏面電極層１６０８Ａを順に積層することによって、太陽
電池セルを形成する。その後、形成された太陽電池セルに対して、樹脂封止部１６０９Ａ
、第２透光性基板１６０２Ａを重ねて樹脂封止することによって、太陽電池モジュール１
６Ａが完成する。
【００５７】
　なお、光電変換層１６０７Ａは、例えば、シリコン系半導体、ＣＩＳ（ＣｕＩｎＳｅ２

）化合物半導体、ＣＩＧＳ（Ｃｕ（Ｉｎ、Ｇａ）Ｓｅ２）化合物半導体を材料とし、透明
電極層１６０６Ａの側から順にｐ型半導体層、ｉ型半導体層、およびｎ型半導体層を積層
することによって構成される。また、樹脂封止部１６０９Ａは、透明あるいは黒色のアイ
オノマー樹脂で形成される。
【００５８】
　（２．フレーム有り太陽電池モジュール）
　図９の（ａ）～（ｃ）は、前述した太陽電池モジュール１６Ａとは別の太陽電池モジュ
ール１６Ｂを示す構成図である。太陽電池モジュール１６Ｂは、該太陽電池モジュール１
６Ｂ本体の外周縁にフレーム１６１１Ｂを取り付けた構成である。これにより、太陽電池
モジュール１６Ｂの強度向上を図ることができる。図９の（ａ）は、太陽電池モジュール
１６Ｂの平面図であり、図９の（ｂ）および（ｃ）は、それぞれ、太陽電池モジュール１
６Ｂの正面図、側面図である。
【００５９】
　図９の（ａ）～（ｃ）に示されるように、太陽電池モジュール１６Ｂは、太陽電池モジ
ュール本体ｍ１の外周部分にフレームＦを備えたフレーム型の太陽電池モジュールである
。
【００６０】
　フレームＦは、太陽電池モジュール本体ｍ１の４辺に取り付けられる４本のフレーム部
材ｆ１～ｆ４と、隣接するフレーム部材ｆ１～ｆ４同士を連結するネジ部材とから構成さ
れる。このフレーム部材ｆ１～ｆ４は、アルミニウムやステンレス等の金属、これらの金
属を樹脂コーティングした複合材、またはポリカーボネートやポリメタクリレート等のプ
ラスチック等で構成される。
【００６１】
　このように、太陽電池モジュール１６ＢはフレームＦによって外周部が補強されている
ため、外部からの入力に対する強度が向上すると共に、取り扱い性にも優れている。
【００６２】
　（３．タンデム太陽電池）
　図８の（ｂ）に示す１層のｐｉｎ構造を有する光電変換層１６０７Ａの代わりに、図１
０に模式図を示す二重のｐｉｎ構造１６０７ａＣ、１６０７ｂＣを有する光電変換層１６
０７Ｃを備えた薄膜太陽電池Ｃとしてもよい。この構成を有する薄膜太陽電池Ｃは、タン
デム太陽電池と呼ばれる。
【００６３】
　二重ｐｉｎ構造の光電変換層１６０７Ｃを備えた薄膜太陽電池Ｃの製造方法としては、
まず、基板１６０１Ｃ上に、透明導電膜１６２１Ｃを積層する。次に、透明導電膜１６２
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１Ｃ上に、第１のｐ型半導体層１６２２Ｃ、ｉ型非晶質シリコン系光電変換層１６２３Ｃ
、第１のｎ型半導体層１６２４Ｃを形成する。これにより、第１のｐｉｎ構造１６０７ａ
Ｃが完成する。
【００６４】
　次に、第２のｐ型半導体層１６２５Ｃ、ｉ型微結晶シリコン系光電変換層１６２６Ｃ、
および第２のｎ型半導体層１６２７Ｃを順次連続して成型することにより、第２のｐｉｎ
構造１６０７ｂＣが完成する。
【００６５】
　こうして、第１のｐｉｎ構造１６０７ａＣおよび第２のｐｉｎ構造１６０７ｂＣからな
る二重ｐｉｎ構造積層体を形成する。その後、上記二重構造積層体の上に、導電膜１６２
８Ｃ、金属電極１６０８Ｃの順で積層することによって、薄膜太陽電池Ｃが完成する。
【００６６】
　（薄膜太陽電池の光吸収特性）
　以下に、薄膜太陽電池の特徴について、図１３および図１４を用いて説明する。
【００６７】
　図１３は、４００ｎｍから１２００ｎｍまでの波長域における各種太陽電池（薄膜アモ
ルファスシリコン型太陽電池、結晶系シリコン太陽電池、ＣＩＧＳ（Copper indium Gall
ium DiSelenide））のエネルギー密度を示すグラフである。
【００６８】
　図１３から、薄膜系太陽電池の例としての薄膜アモルファスシリコン型太陽電池は、他
の種類の太陽電池、特に結晶系シリコン太陽電池と比較して、特に４００ｎｍから６００
ｎｍまでの短波長域における光吸収特性に優れていることが分かる。
【００６９】
　薄膜太陽電池が短波長域における光吸収特性に優れる理由は、薄膜太陽電池の短波長域
における感度が高いためである。
【００７０】
　図１４は、薄膜太陽電池セルおよび多結晶太陽電池セルについて、可視光域の波長に対
する分光感度を示すグラフである。同図に示すように、薄膜太陽電池セルは約６５０ｎｍ
の波長で分光感度のピークを有している一方、多結晶太陽電池セルは約８５０ｎｍの波長
で分光感度のピークを有している。すなわち、薄膜太陽電池セルは、多結晶太陽電池セル
などの結晶太陽電池セルと比較して、短波長域における感度に優れていることが分かる。
【００７１】
　なお、図１０に示すタンデム太陽電池では、非晶質（アモルファス）シリコン系光電変
換層１６２３Ｃの他に、微結晶シリコン系光電変換層１６２６Ｃを含んでいることによっ
て、図１３の薄膜アモルファスシリコン型太陽電池と比較して、長波長側における光吸収
率がより高くなる。すなわち、図１０に示すタンデム太陽電池の光吸収特性は、図１３に
示す薄膜アモルファスシリコン型太陽電池の光吸収特性に加えて長波長側における発電効
率をより高くすることができる。
【００７２】
　このように、薄膜太陽電池は短波長域における光吸収特性に優れているので、他の種類
の太陽電池と比較して、直接光だけでなく、散乱光も有効的に吸収して電流に変換するこ
とができるという特徴を有する。
【００７３】
　さて、太陽光が空気中に含まれる砂塵などの微小な浮遊物によって散乱されたときに生
じる散乱光は、太陽から直接入射する直接光よりも短波長成分をより多く含んでいる。太
陽光発電装置１は、太陽電池モジュール１６に、上記のような薄膜太陽電池を用いている
ため、短波長成分を多く含む散乱光であっても、効率よく吸収して電流に変換することが
できる構成となっている。
【００７４】
　従って、薄膜太陽電池で構成された太陽電池モジュール１６は、他の種類の太陽電池で
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構成された太陽電池モジュール、例えば単結晶系の太陽電池で構成された太陽電池モジュ
ールと比較して、散乱光をより有効的に発電に使用することができる分、発電量を増大す
ることができる。
【００７５】
　（太陽光発電システム１０００のブロック図）
　最後に、太陽光発電装置１によって発生した電力を消費地へと送電する仕組みを、図１
１を用いて説明する。
【００７６】
　図１１に構成を示す太陽光発電システム１０００は、上記太陽光発電装置１の他に、パ
ワーコンディショナ２１、分電盤３１、電力量計４１、および電気器具５１を含んだ構成
である。
【００７７】
　太陽光発電システム１０００では、太陽電池モジュール１６によって発電された直流電
流を、まずパワーコンディショナ２１によって交流電流に変換する。その後、変換された
交流電流は、分電盤３１によって分電され、その電流の一部は、当該太陽光発電システム
１０００が備えた電気器具５１の電力として利用される一方、残りの電流は、電源から送
電線等によって外部の電力消費地へと送電される。このとき、電力量計４１により、電源
から外部へと送電される電力量が計測される。
【００７８】
　なお、パワーコンディショナ２１は、直流電流を交流電流に変換する構成に限られない
。すなわち、パワーコンディショナ２１は、直流電力を交流電力に変換する構成であれば
よい。
【００７９】
　（まとめ）
　本実施形態に係る太陽光発電装置１によれば、太陽電池モジュール１６の上面に垂直な
方向から見たとき、架台２０の傾斜方向に隣接する太陽電池モジュール１６同士が、一部
に重なりがあるか、少なくとも間隙が存在しない状態で配置される。そのため、太陽光発
電装置１は、図１２に示す従来の太陽光発電装置９０１のように架台９１４の傾斜方向に
隣接する太陽電池モジュール１６同士の間に間隙がある構成と比較して、架台２０の傾斜
方向の長さを短くすることができる。これにより、太陽光発電装置１の地面Ｇに対する設
置面積を、従来の太陽光発電装置９０１よりも小さくすることができる。あるいは、同じ
設置面積同士で比較したとき、本実施形態に係る太陽光発電装置１は、従来の太陽光発電
装置９０１の太陽電池モジュール９１６載置数よりも、多くの太陽電池モジュール１６を
載置することができる。言い換えれば、載置される太陽電池モジュール１６の単位設置面
積あたりの発電量を大きくすることができる。特に、メガソーラーなどの大規模な太陽光
発電施設の場合、架台の傾斜方向に配列する太陽電池モジュール設置数が多くなることか
ら、設置面積縮小の効果が大きくなる。
【００８０】
　架台２０の傾斜方向に隣接する太陽電池モジュール１６同士が、一部に重なりがあるか
、少なくとも間隙が存在しない状態で配置した構成では、太陽電池モジュール１６の上側
端辺が、北側に隣接する太陽電池モジュール１６の下側端辺の付近に影を形成しやすくな
る。しかし、太陽電池モジュール１６は薄膜太陽電池で構成されているので、上記したよ
うに、散乱光を効率的に吸収し発電効率を向上させることができる。これにより、上記影
が発電量を低下させる影響を小さくすることができる。
【００８１】
　さらに、本実施形態に係る太陽光発電装置１では、太陽電池モジュール１６の上端部と
架台２０の載置面との間に、小ミラー１３が設置されている。この小ミラー１３に北の方
角から入射する散乱光の一部は、太陽電池モジュール１６の受光面へ反射され、該太陽電
池モジュール１６によって吸収される。これにより、散乱光の一部が発電量に寄与するこ
とになる。その結果として、理論値によれば、最大２４％－αの発電量を得ることができ
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る。このようにして太陽光発電装置１に吸収される散乱光は、小ミラーを備えない構成で
ある従来の太陽光発電装置９０１において、まったく発電量に寄与していなかったもので
ある。従って、太陽光発電装置１は、従来の太陽光発電装置９０１よりも発電量を向上さ
せることができる。
【００８２】
　なお、赤道を含む北回帰線と南回帰線との間に含まれる地域で太陽光発電装置１が使用
される場合において、本発明は特に有効である。なぜならば、上記地域は、夏至当日に太
陽の南中高度が０°以上になる地域であるので、夏至当日および夏至付近の日には、太陽
電池モジュール１６の受光面の向きとは反対の方角、すなわち北の方角から太陽の直接光
が照射される時間帯がある。ところで、太陽光発電装置１では、北の方角から太陽電池モ
ジュール１６と載置面との間に入射する直接光が、小ミラー１３によって反射されるので
、その反射光の一部は太陽電池モジュール１６によって吸収されうる。従って、太陽光発
電装置１は、上記地域において、特に、発電効率を向上させることができることになる。
【００８３】
　〔実施形態２〕
　本実施形態では、図３および図４を用いて、南北方向すなわち架台２０の載置面の傾斜
方向に、複数の太陽光発電装置１が配列された構成について説明する。
【００８４】
　この構成において、南側に位置する太陽光発電装置１ａは、図３に示すように、前記実
施形態１で説明した構成部材に加えて、大ミラー（第３の反射部）１５をさらに備えてい
てもよい。
【００８５】
　大ミラー１５は、北の方角から南側の太陽光発電装置１ａの載置面と地面Ｇとの間に入
射する散乱光を反射することにより、その反射光の一部を、該太陽光発電装置１ａの北側
に位置する太陽光発電装置１が備えた太陽電池モジュール１６の受光面に入射させる。こ
れにより、上記散乱光の一部が、上記北側の太陽光発電装置１において光電変換されるこ
とになる。従って、大ミラー１５を設置しない構成と比較して、発電量が向上するという
効果を奏する。
【００８６】
　（太陽光発電装置１の変形例）
　図４に、太陽光発電装置１の他の変形例である太陽光発電装置１ｂの構成を示す。太陽
光発電装置１ｂは、載置面の上端部の太陽電池モジュール１６が設置されない余白領域に
、反射鏡（第２の反射部）１３Ｘをさらに備えている。反射鏡１３Ｘは、上記余白領域に
向かって北の方角から入射する散乱光を、該太陽光発電装置１ｂの北に隣接する別の太陽
光発電装置１ｂに反射する。そして、この反射光の一部は、上記別の太陽光発電装置１ｂ
が備えた太陽電池モジュール１６に入射することで、電流に変換される。このように、反
射鏡１３Ｘは、散乱光の一部が発電に寄与するために、発電量を向上させることができる
。
【００８７】
　さらに、太陽光発電装置１ｂの反射鏡１３Ｘは、両面鏡とすることによって、南の方角
から入射する直接光または散乱光を、該太陽光発電装置１ｂが備えた太陽電池モジュール
１６に反射する構成であってもよい。また、上記別の太陽光発電装置１ｂが備えた反射鏡
１３Ｘは、南の方角から入射する直接光または散乱光を、大ミラー１５を介して、上記別
の太陽光発電装置１ｂが備えた太陽電池モジュール１６の受光面の方向へ反射する構成と
してもよい。このように、南の方角から入射する直接光または散乱光を反射鏡１３Ｘによ
って南側へ反射することにより、発電量をさらに向上させることができる。
【００８８】
　なお、前記実施形態１のように、１つの太陽光発電装置１のみが設置されている構成に
おいて、太陽光発電装置１は、ここで説明した反射鏡１３Ｘを備えていてもよい。この構
成の場合、反射鏡１３Ｘは、太陽光発電装置１の後端部に南の方角から入射する散乱光を
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、該太陽光発電装置１が備えた太陽電池モジュール１６の受光面に反射する。
【００８９】
　以上のように、本発明に係る太陽光発電装置において、上記架台は、上記下側薄膜太陽
電池モジュールの上記上側端辺において、上記架台の載置面から測った該下側薄膜太陽電
池モジュールの下面の高さが、上記上側薄膜太陽電池モジュールの上記下側端辺において
上記載置面から測った該上側薄膜太陽電池モジュールの上面の高さよりも高くなるように
、各薄膜太陽電池モジュールを支持する支持部を備えた構成であってもよい。
【００９０】
　上記構成によれば、支持部に支持されることによって、架台の載置面上において隣接す
る２つの薄膜太陽電池モジュールは、下側薄膜太陽電池モジュールの上側端辺において載
置面から測った該下側薄膜太陽電池モジュールの下面の高さが、上側薄膜太陽電池モジュ
ールの下側端辺において載置面から測った該上側薄膜太陽電池モジュールの上面の高さよ
りも高くなる。すなわち、上記下側薄膜太陽電池モジュールは、該前方薄膜太陽電池モジ
ュールの下側端辺から上側端辺の方向に、上記載置面から離れていくように配置されてい
る。
【００９１】
　従って、上記前方薄膜太陽発電池モジュールの上側端辺と載置面との間には、下側端辺
と載置面との間に形成される間隙より広い間隙が形成される。従って、薄前方膜太陽電池
モジュールの上面に対して垂直な方向から見たとき、上記間隙に上記後方薄膜太陽電池モ
ジュールの下側端辺が入り込む構成を採用し易くなる。これにより、薄膜太陽電池モジュ
ールを用いて発電効率を従来よりも高めた太陽光発電装置の設置面積をさらに縮小するこ
とができる。
【００９２】
　また、上記広い間隙に、下記で説明する反射部を設け、その反射面積を大きくすること
ができる。
【００９３】
　また、本発明に係る太陽光発電装置は、上記下側薄膜太陽電池モジュールの下面と上記
架台の載置面との間に反射部が設置され、上記反射部は、上記上側端辺と隣接する上記下
側端辺との間に入射する光を、上記上側薄膜太陽電池モジュールの受光面へと反射する構
成であってもよい。
【００９４】
　上記構成によれば、反射部は、上記下側薄膜太陽電池モジュールの上側端辺における該
薄膜太陽電池モジュールの下面と、上記上側薄膜太陽電池モジュールの下側端辺における
該薄膜太陽電池モジュールの上面との間に入射する光を、上記上側薄膜太陽電池モジュー
ルの受光面へと反射する。
【００９５】
　ここで、上記下側薄膜太陽電池モジュールの上側端辺における該薄膜太陽電池モジュー
ルの下面と、上記上側薄膜太陽電池モジュールの下側端辺における該薄膜太陽電池モジュ
ールの上面との間に入射する光とは、例えば砂塵等によって太陽光が反射されることによ
って様々な方向に生じる散乱光である。
【００９６】
　薄膜太陽電池モジュール同士の間隙に入射した光は、そのままでは該薄膜太陽電池モジ
ュールに吸収されることがないため、発電には寄与しない。
【００９７】
　しかしながら、上記構成によれば、下側薄膜太陽電池モジュールと上側薄膜太陽電池モ
ジュールとの間に入射した光は、上記反射部によって反射されて、その一部は上側薄膜太
陽電池モジュールに入射する。これにより、散乱光が発電に寄与することになる。なお、
反射光が上側薄膜太陽電池モジュールの受光面に向かって反射するようにすることは、反
射部がミラーである場合、該ミラーの曲率や設置角度により、反射方向を調整することに
よって実現することができる。
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【００９８】
　また、本発明に係る太陽光発電装置において、上記架台は、上記薄膜太陽電池モジュー
ルが取り付けられた縦桟および横桟と、上記薄膜太陽電池モジュールおよび該薄膜太陽電
池モジュールが取り付けられた上記縦桟および上記横桟を支持固定する、各縦桟につき１
本の支柱とで構成されていてもよい。
【００９９】
　上記構成によれば、架台が、各縦桟につき１本の支柱で構成される。この支柱は、例え
ば、地面や基礎などに突設されるものである。また、上記支柱によって、上記縦桟および
上記横桟を、水平面に対して所定の角度で支持固定する。この後、上記縦桟および上記横
桟に対して薄膜太陽電池モジュールを取り付けることによって、太陽光発電装置が完成す
る。このように、各縦桟につき１本の支柱のみを使用して、簡単に架台を構成することが
でき、太陽光発電装置の構成を簡素化することができる。
【０１００】
　また、本発明に係る太陽光発電装置において、上記架台は、上記架台の載置面の後端部
に入射する光を、少なくとも上記傾斜の方向の下側へ反射する第２の反射部を備えた構成
であってもよい。
【０１０１】
　上記構成によれば、架台の載置面の後端部に入射する光が、第２の反射部によって下側
に反射されることによって、その光の一部が太陽光発電装置の太陽電池モジュールに入射
するので、当該太陽光発電装置の発電量が向上する。
【０１０２】
　あるいは、本発明に係る太陽光発電装置において、当該太陽光発電装置の上側に他の太
陽光発電装置が設置されており、上記架台は、当該太陽光発電装置の後方から入射する光
を、上記他の太陽光発電装置が備えた薄膜太陽電池モジュールの受光面側に反射する第３
の反射部をさらに備えた構成であってもよい。
【０１０３】
　上記構成によれば、太陽光発電装置の後方から入射する光は、第３の反射部によって反
射され、他の太陽光発電装置に入射する。特に、太陽光発電装置が備えた太陽電池モジュ
ールの受光面以外に入射する光が、上記第３の反射部によって反射されて、上記他の太陽
光発電装置が備えた太陽電池モジュールの受光面に入射する。これにより、上記他の太陽
光発電装置の発電量を向上させることができる。
【０１０４】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変
更が可能であり、実施形態中に開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形
態についても、本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１０５】
　本発明は、複数の太陽電池モジュールを備えた太陽光発電装置に利用することができる
。
【符号の説明】
【０１０６】
　１、１ａ　太陽光発電装置
　１１、１１ａ　支柱
　１３　小ミラー（反射部）
　１３Ｘ　反射鏡（第２の反射部）
　１５　大ミラー（第３の反射部）
　１６　太陽電池モジュール
　１７、１８　支持具（支持部）
　２０　架台
１０００　太陽光発電システム



(16) JP 2014-75426 A 2014.4.24

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(17) JP 2014-75426 A 2014.4.24

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(18) JP 2014-75426 A 2014.4.24

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(19) JP 2014-75426 A 2014.4.24

【図１３】 【図１４】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

