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 本資料で説明するDIYソーラー基地局は事前加工と現地

設置が必要です。本資料では現地設置時に印刷して使用

することを想定し、現地設置についてのみ説明します。

 基地局設置作業は3-4名が必要で、作業開始から2-3時間

かかります。天気が悪いとさらに時間がかかりますので、

できるだけ天気の良い日に作業を行ってください。

 次ページの部材を使用することを前提とします。事前に

すべて同じものまたは同等品が揃っていることをご確認

ください。

 以下の道具類も現地作業で使用します。ない場合は事前

に用意しておいてください。

はじめに

道具名 数量 用途

単管打ち込みキャップ 座金 1単管パイプの杭打ち用

自己融着テープ １９ｍｍ×１０ｍ 1ケーブルグランドのケーブルとの隙間埋め用

両口ハンマー（重量5kg以上、長さ80cm以上のもの） 1単管パイプの杭打ち用

小型モンキースパナ（17mmナット対応のもの） 2クランプのナット締め用。二人で手分けする。

ニッパー 1鳥よけシート、結束バンドの余りのカット

水準器（なくても良い） 1単管パイプの垂直・水平を確認する。

※手持ちがなければ近場のホームセンターなどで調達してください。

設置の詳細はこちらの
ブログをご覧ください。
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部材一覧

部材名 数量 用途

カウスメディア 100Wソーラー発電 55Ahディープサイクルバッテリーセット 1ソーラーパネルとバッテリー一式（ケーブル含む）

TLG3901BLV1用標準アンテナ 2TLG3901BLV2のアンテナ交換用

石井建設有限会社 単管パイプ用ソーラーパネル固定金具 4単管パイプへのソーラーパネル固定用

タカチ IP67 耐候性 防水ボックス WP20-28-7G 1通信ボックス

タカチ ポールマウントブラケット WPMB-M4-3G 1通信ボックス固定用

タカチ ポール固定用ベルト PKB-10PM 1通信ボックス固定用

タカチ 耐候性ケーブルグランド RMW16S-8S 2通信ボックス・電源ボックスUSBケーブル穴用

タカチ 耐候性ケーブルグランド RMW8L-2.5S 2電源ボックスソーラーパネルケーブル穴用

TRUSCO(トラスコ) トランクカーゴ 30L OD色 ODC-30 1電源ボックス用

Astage ブロッククッション BC-L60 1通信ボックス内の基地局本体固定用

オウルテック 超タフmicroUSBケーブル 3m OWL-CBKMU30-BK 1通信ボックスと電源ボックス接続用

単管パイプ 1m 9ソーラー架台用

単管パイプ 1.5m 3ソーラー架台用

単管パイプ 2m 3通信ボックスポール・ポール支持用

直交クランプ 16ソーラー架台・電源ボックス架台固定用

自在クランプ 2ソーラー架台固定用

ボンジョイント 1通信ボックスポール連結用

結束バンド 25cm 1電源ケーブル固定用

単管打ち込みキャップ 打込先端 5単管パイプ杭打ち用。予備が2,3個あったほうが良い。

単管キャップ 23端部保護＆錆抑制

鳥よけシート トゲロング ３枚入 1鳥のふん対策用

※背景グレーは事前加工・動作確認が必要な部材です。それ以外は近場のホームセンターなどで調達してください。
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A) 単管パイプの打ち込み

1. 打込先端を付けた1.5m単管パイプx 2（黄色）、2m
単管パイプ x 2（橙色）を杭として用意し、それぞれ
下から50cmのところにマジックでラインを書きます。

2. 杭打ちする4か所に目印として単管キャップを置きま
す。南側から見て、手前同士と奥同士の内寸を70cm、
手前と奥の内寸を60cmになるようにします。このと
き、ソーラーパネルが真南になるように、手前と奥
が正確に南北になるように方位磁石などで確認して
ください。

3. 単管キャップを置いた場所に順番に杭打ちしていき
ます。正確に垂直を保って打ち込みできるように、
一人が支え役、一人が打ち込み役、他の人が複数方
向から垂直を確認しながらラインまで打ち込んでい
きます。水準器を使うとよいでしょう。

4. 打ち込みの際は打込座金をかぶせます。2m単管パイ
プは身長より高いので、大型ハンマーを縦に持って、
先端部分で少しずつ打っていきます。地盤が固い場
合は先にある程度の深さまで単管パイプより細めの
穴を掘っておくとよいでしょう。

5. 万が一杭が斜めになった場合は、すべての杭を抜い
て場所をずらしてやり直します。深く打ち込むと打
込先端が刺さったままになるので、予備を用意して
おいたほうがよいでしょう。

DIYソーラー基地局の設置 [1/4]
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B) ソーラーパネル架台の組み立て

1. 南から見て4本の杭の左右外側に1m単管パイプ x 2
（黄緑色）を水平に固定します。取り付け高さは
1.5m単管パイプの上から30cm程度とし、まずは
直交クランプを杭にナットを手締めで仮固定します。
左右で同じ高さに水平に仮固定できたら、モンキー
スパナなどでナットを閉めて固定します。

2. 次に、電源ボックスを置く台となる1m単管パイプ
x 4（紫色）を手前と奥の杭の奥寄りの位置に取り
付けます。まず電源ボックスの底にあたる2本を1
で固定した左右の単管パイプと直角に交わるように
仮固定します。次に電源ボックスを置いて、前後を
挟む2本のうち1本を奥の2mの単管パイプの外側に
取り付けて仮固定し、もう1本を電源ボックスの手
前に仮固定します。電源ボックスが前後に動かない
ように調整したうえで、位置が決まったらモンキー
スパナでナットを締めて4本を固定します。

3. 最後に4本の杭のうち南から見て手前の2本と奥の2
本それぞれの先端付近に、1m単管パイプ x 2 （水
色）を横向きに取り付けて直交クランプで仮固定し
ます。その2本にソーラーパネル取り付け専用金具
を4つ使ってソーラーパネルを固定します。角度は
30-40度の間で調整し、角度が決まったらモンキー
スパナでナットを締めて固定してください。

DIYソーラー基地局の設置 [2/4]
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C) アンテナポールの取り付け

1. 1.5m単管パイプ（黄色）に事前に製作した
通信ボックスを取り付けます。通信ボック
スは単管パイプの上端ぎりぎりに固定しま
す。ポール固定用ベルトだけだと上下にず
れる恐れがあるので、結束バンドで補強し
てずれないようにしてください。固定出来
たら先端に単管キャップを忘れずにはめて
おきます。

2. 次に、鳥よけシートを通信ボックスの幅に
ニッパーでカットして固定します。通信
ボックス左右2か所でぐるっと縦に一周する
ように複数の結束バンドを連結し、通信
ボックスの上部に鳥よけシートを固定しま
す。ゆるみが出るので、縦2本の結束バンド
を通信ボックスの下部で結束バンドで横に
縛って外れないようにします。

3. アンテナポールが完成したので、南から見
て奥側の2m単管パイプ（橙色）のいずれか
の上部にボンジョイントで連結し、ナット
を締めて固定します。USBケーブルは単管
パイプの北側になるようにし、結束バンド
で数か所固定します。

DIYソーラー基地局の設置 [3/4]
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D) アンテナポール固定用斜め杭の取り付け

と仕上げ

1. ソーラーパネルの電源ケーブル、USBケーブ
ルを電源ボックス内の充電コントローラーに
接続し、無線LANまたはLTE回線経由で基地
局本体にPCから接続できることを確認しま
す。

2. 鳥よけシートをソーラーパネル上部にも取り
付けます。残った2枚と通信ボックス用の1
枚の余りを連結し、ソーラーパネルの幅に合
うようにカットします。カットしたら南から
見て奥側の2m単管パイプ（橙色）の上端に
結束バンドで固定します。

3. 強風対策として、2m単管パイプ（黄緑色）
をソーラーパネル架台と反対方向に斜めに固
定します。上部をアンテナポールの下部に自
在クランプで仮固定し、下部に自在クランプ
で固定する杭の杭打ち位置を決めます。杭打
ち位置が決まったら1m単管パイプ（紫色）
に打込先端を取り付けて杭とし、なるべく地
面深くに打ち込みます。杭打ちが完了したら、
上下の自在クランプを固定します。

4. 全ての単管パイプを取り付けたら、それぞれ
の両端に単管キャップを付けて完成です。

DIYソーラー基地局の設置 [4/4]

3000

mm

1000

mm

2000

mm

500

mm

1500

mm

側面
全体図

1000

mm


