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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽光パネルを屋根に固定するための太陽光パネル架台であって、
　屋根面の傾斜方向に延びて前記屋根の板状の下地材に固定される縦桟と、
　前記傾斜方向に直交する方向に延びて前記縦桟上に連結され、太陽光パネルと前記縦桟
との間に、屋根面の傾斜方向に直交する方向に連通する隙間が確保されるように前記太陽
光パネルを固定支持する横桟と、を備え、
　前記縦桟は、その延設方向に延びる溝で形成された縦桟樋部を備え、
　前記横桟は、その延設方向に延びる溝で形成された横桟樋部を備え、且つ、前記縦桟樋
部上に連結孔が配置された状態で連結部材により前記縦桟上に連結される太陽光パネル架
台。
【請求項２】
　前記縦桟は、前記縦桟樋部の外側でその延設方向に延びる溝で形成された縦桟補助樋部
をさらに備える請求項１記載の太陽光パネル架台。
【請求項３】
　前記縦桟と前記横桟は、互いに回動可能に軸支されて連結される請求項１又は２に記載
の太陽光パネル架台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、太陽光パネル架台に関する。詳しくは、太陽光発電パネルを屋根に固定する
ための太陽光パネル架台に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建物の屋根と太陽光発電パネルとが一体形成された太陽光発電屋根が知られてい
る（例えば、特許文献１参照）。この太陽光発電屋根では、太陽光発電パネルを固定支持
するための太陽光パネル架台として、屋根面の傾斜方向に延びる排水縦空間を有する排水
用構造材（以下、縦桟という。）が下地材上に設けられるとともに、屋根面の傾斜方向に
直交する方向に延びる排水横空間を有するジョイント部材（以下、横桟という。）が縦桟
の側方に連結されて下地材上に設けられる。これら縦桟及び横桟が太陽光発電パネルの継
ぎ目の直下に配置されることで、下地材上に雨水等が入り込むのが抑制される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３４６１７４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の太陽光発電屋根では、屋根面の傾斜方向に延びる縦桟が壁
となるため、屋根面の傾斜方向の通気性しか確保できない。そのため、太陽光発電パネル
を十分に冷却することができず、良好な発電効率が得られないという問題があった。
　また、太陽光発電パネルには複数の配線が接続されており、これらの配線を屋外から屋
内に引き込む必要があるところ、縦桟が壁となって配線の取り回しが困難であるという問
題があった。
【０００５】
　本発明は上記に鑑みてなされたものであり、その目的は、良好な通気性が得られるとと
もに、配線の取り回しが容易な太陽光パネル架台を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため本発明は、太陽光パネル（例えば、後述の太陽光発電パネル５
）を屋根に固定するための太陽光パネル架台（例えば、後述の太陽光パネル架台４）であ
って、屋根面の傾斜方向に延びて前記屋根の下地材（例えば、後述の下地材３）に固定さ
れる縦桟（例えば、後述の縦桟４１）と、前記傾斜方向に直交する方向に延びて前記縦桟
上に連結され、前記太陽光パネルを固定支持する横桟（例えば、後述の横桟４２）と、を
備え、前記縦桟は、その延設方向に延びる溝で形成された縦桟樋部（例えば、後述の縦桟
樋部４１０ａ）を備え、前記横桟は、その延設方向に延びる溝で形成された横桟樋部（例
えば、後述の横桟第１樋部４２０ａ，横桟第２樋部４２０ｂ）を備え、且つ、前記縦桟樋
部上に連結孔（例えば、後述の締結孔４２２ｂ，４２３ｂ）が配置された状態で連結部材
（例えば、後述のビス等の締結部材）により前記縦桟上に連結される太陽光パネル架台を
提供する。
【０００７】
　前記縦桟は、前記縦桟樋部の外側でその延設方向に延びる溝で形成された縦桟補助樋部
（例えば、後述の縦桟補助樋部４１０ｂ）をさらに備えることが好ましい。
【０００８】
　前記縦桟（例えば、後述の縦桟４１Ａ）と前記横桟（例えば、後述の横桟４２Ａ）は、
互いに回動可能に軸支されて連結されることが好ましい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、良好な通気性が得られるとともに、配線の取り回しが容易な太陽光パ
ネル架台を提供できる。
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【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態に係る太陽光パネル架台が適用された太陽光発電屋根を示す
斜視図である。
【図２】本実施形態に係る太陽光パネル架台の平面図である。
【図３】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図４】図１のＢ－Ｂ線断面図である。
【図５】図３における縦桟部分の拡大図である。
【図６】縦桟と横桟の連結部分における縦桟の断面斜視図である。
【図７】図３における横桟部分の拡大図である。
【図８】縦桟と横桟の連結部分における横桟の斜視図である。
【図９】互いに回動可能に軸支された縦桟と横桟を示す模式図である。
【図１０】互いに回動可能に軸支された縦桟と横桟を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
　図１は、本発明の一実施形態に係る太陽光パネル架台が適用された太陽光発電屋根を示
す斜視図である。図１に示すように、太陽光発電屋根１は、建物２の屋根と太陽光発電パ
ネルとが一体形成されたものであり、統一感のある高い意匠性を有する。太陽光発電屋根
１は、棟から両側に傾斜する屋根面１Ａ，１Ｂを有する切妻屋根を構成し、日当たりの良
い側の屋根面１Ａの略全面が太陽光発電パネルと一体形成され、日当たりの悪い側の屋根
面１Ｂがスレートや瓦等で形成されている。
【００１２】
　以下、太陽光発電屋根１のうち、日当たりの良い側の屋根面１Ａの構成について、図１
～４を参照して詳しく説明する。
　ここで、図２は、本実施形態に係る太陽光パネル架台の平面図である。図３は、図１の
Ａ－Ａ線断面図であり、図４は、図１のＢ－Ｂ線断面図である。なお図３では、両ケラバ
側の構成は同一であるため一方側（図１の左側）のみを示し、他方側と中央部分を一部省
略して示している。また図４では、軒側のみを示し、棟側と中央部分を一部省略して示し
ている。
【００１３】
　太陽光発電屋根１は、図１～４に示すように、日当たりの良い一方の屋根面１Ａ側に、
下地材３と、太陽光パネル架台４と、太陽光発電パネル５と、化粧材６と、を備える。
【００１４】
　下地材３は、図３及び４に示すように、野地板３１と、防水シート３２と、鋼板３３と
、を備える。下地材３は、太陽光発電屋根１の土台部分を構成し、後述する太陽光パネル
架台４を固定支持する。
【００１５】
　野地板３１は、建物２の屋根の骨組みである垂木３０の上に張られて配置される。この
野地板３１は、太陽光発電屋根１の全面に配置される。野地板３１としては、合板等の板
材が用いられる。
【００１６】
　防水シート３２は、上述の野地板３１上に配置される。この防水シート３２により、太
陽光発電屋根１の防水性が高められる。防水シート３２としては、板紙にアスファルトを
含浸させたアスファルトルーフィング等の防水材料が用いられる。
【００１７】
　鋼板３３は、上述の防水シート３２上に配置される。この鋼板３３により、太陽光発電
屋根１の防火性、防水性及び強度が高められる。鋼板３３としては、従来公知の防火鋼板
等が用いられる。
【００１８】
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　太陽光パネル架台４は、図３及び４に示すように、上述の下地材３上にビス止めされて
固定される。また、太陽光パネル架台４は、上述の太陽光発電パネル５を固定支持する。
　太陽光パネル架台４は、図２～４に示すように、格子状に枠組みされた複数の縦桟４１
と、複数の横桟４２と、を備える。
【００１９】
　縦桟４１は、屋根面１Ａの傾斜方向に延びて、棟から軒先に亘って通しで設けられる。
縦桟４１は、屋根面１Ａの傾斜方向に沿うようにして、傾斜方向に直交する方向に一定間
隔で複数配置されて下地材３にビス止めされる。また、縦桟４１は、後述の隣接する太陽
光発電パネル５の縦辺部の連結部である継ぎ目５１の直下に配置される（図３参照）。
【００２０】
　横桟４２は、屋根面１Ａの傾斜方向に直交する方向に延びて設けられ、縦桟４１上にビ
ス止めされる。横桟４２は、後述の隣接する太陽光発電パネル５の横辺部の連結部である
横連結部５２の直下に配置される（図４参照）。また、横桟４２は、隣接する縦桟４１同
士を橋渡しするように複数設けられる。即ち、横桟４２は、両ケラバ側端部間に亘って通
しで設けられてはいない。
【００２１】
　太陽光パネル架台４は、横桟４２が縦桟４１上に配置されることで、太陽光発電パネル
５の下方に、屋根面の傾斜方向に加えて該傾斜方向に直交する方向にも連通する隙間が確
保されている。そのため、良好な通気性及び配線の取り回し性が確保される。
　また、太陽光パネル架台４を構成する縦桟４１と横桟４２は、排水性の観点で有利な構
造を備えている。これら縦桟４１と横桟４２の詳細な構造については、後段で詳しく説明
する。
【００２２】
　太陽光発電パネル５は、図１及び２に示すように、太陽光発電屋根１の屋根面１Ａの傾
斜方向に４枚、該傾斜方向と直交する方向に４枚の計１６枚が並設され、上述の太陽光パ
ネル架台４により固定支持される。
　太陽光発電パネル５の周縁部のうち、屋根面１Ａの傾斜方向に沿う縦辺部は、隣接する
太陽光発電パネル５の縦辺部との間に、縦方向に延びる継ぎ目５１を形成する。
　また、太陽光発電パネル５の周縁部のうち、屋根面１Ａの傾斜方向に直交する方向に沿
う横辺部は、上述の太陽光パネル架台４を構成する横桟４２を間に挟んで、隣接する太陽
光発電パネル５の横辺部に連結されることで、横連結部５２を形成する（図４参照）。
【００２３】
　横連結部５２は、上述したように、太陽光パネル架台４を構成する横桟４２の直上に配
置される（図４参照）。また横連結部５２には、図４に示すように、隣接する太陽光発電
パネル５の横辺部により挟持される横桟４２の上部に、両横辺部に沿って延びるパネル押
え部材５２１が取り付けられる。
【００２４】
　化粧材６は、図１及び２に示すように、軒側枠材６１と、棟側枠材６２と、一対のケラ
バ側枠材６３，６３と、を備える。これら軒側枠材６１、棟側枠材６２及び一対のケラバ
側枠材６３，６３は、後述する太陽光発電パネル５の周囲を囲繞する周囲枠を構成する。
【００２５】
　軒側枠材６１は、太陽光発電屋根１の軒先に配置される。軒側枠材６１は、太陽光発電
屋根１の屋根面１Ａの傾斜方向に直交する方向に延びてその軒先を覆うことで、軒先を保
護する。これにより、軒先の意匠性が高められている。
　軒側枠材６１は、図４に示すように、軒カバー６１１と、軒端部カバー６１２と、を備
える。
【００２６】
　軒カバー６１１は、軒先に沿って延設され、上述の太陽光パネル架台４を構成する横桟
４２にビス止めされる。また、軒カバー６１１は、断面視で、屋根面の傾斜方向に沿って
延びた後、軒先に向かうに従い下方に傾斜して設けられる。
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　軒端部カバー６１２は、軒先の妻側の端部に設けられる。軒端部カバー６１２は、軒カ
バー６１１の外形に沿って軒カバー６１１を覆うように設けられ、軒カバー６１１にビス
止めされる。
【００２７】
　棟側枠材６２は、太陽光発電屋根１の棟部に配置される。棟側枠材６２は、太陽光発電
屋根１の屋根面１Ａの傾斜方向に直交する方向に延びてその棟部を覆うことで、棟部を保
護する。これにより、棟部の意匠性が高められている。
【００２８】
　一対のケラバ側枠材６３，６３は、太陽光発電屋根１のケラバ側の端部に配置される。
一対のケラバ側枠材６３，６３は、太陽光発電屋根１の屋根面１Ａの傾斜方向に延びて妻
側の端部をそれぞれ覆うことで、妻側の端部を保護する。これにより、妻側の端部の意匠
性が高められている。
　図３に示すように、一対のケラバ側枠材６３，６３は、第１ケラバ側枠材６３１と、第
２ケラバ側枠材６３２と、を備える。第２ケラバ側枠材６３２は縦桟４１にビス止めされ
、第１ケラバ側枠材６３１は第２ケラバ側枠材６３２を覆うように第２ケラバ側枠材６３
２にビス止めされる。
【００２９】
　また、太陽光発電屋根１は、図３及び４に示すように、ケラバ側破風板６４と、軒側破
風板６５と、軒樋６６と、を備える。なお図１では、これらケラバ側破風板６４、軒側破
風板６５及び軒樋６６の記載は省略している。
　ケラバ側破風板６４は、破風下地６４１を介してケラバ側の端部から垂下して設けられ
る。軒側破風板６５は、破風下地６５１を介して軒先から垂下して設けられる。軒樋６６
は、軒側破風板６５の外面に取り付けられ、上述の太陽光パネル架台４の縦桟４１等によ
り軒先から排出される雨水を排水する。
【００３０】
　次に、太陽光パネル架台４を構成する縦桟４１と横桟４２の詳細な構造について、図５
～８を参照して詳しく説明する。
　ここで、図５は、図３における縦桟４１部分の拡大図である。図６は、縦桟４１と横桟
４２の連結部分における縦桟４１の断面斜視図である。図７は、図３における横桟４２部
分の拡大図である。図８は、縦桟４１と横桟４２の連結部分における横桟４２の斜視図で
ある。なお、図６では、傾斜方向に隣接する太陽光発電パネル５の一部を省略して示して
いる。図８では、傾斜方向に直交する方向に隣接する太陽光発電パネル５の一部及び横桟
４２を省略して示している。
【００３１】
　縦桟４１は、図５及び６に示すように、底面部４１１と、一対の第１立設部４１２，４
１２と、一対の第２立設部４１３，４１３と、を備える。
【００３２】
　底面部４１１は、屋根面の傾斜方向に延びて設けられ、縦桟４１の底面を構成する。底
面部４１１の幅は、屋根面の傾斜方向に直交する方向に隣接する太陽光発電パネル５同士
の離隔幅や横桟４２同士の離隔幅よりも十分に大きい。この底面部４１１は、下地材３に
接して配置され、後述する第１立設部４１２と第２立設部４１３との間において、屋根面
の傾斜方向に所定間隔で下地材３にビス止めされる。
【００３３】
　一対の第１立設部４１２，４１２は、上述の底面部４１１から垂直に立設されて形成さ
れる。これら第１立設部４１２，４１２は、屋根面の傾斜方向に延びて形成され、縦桟４
１の幅方向中央で互いに対向配置される。
【００３４】
　なお、一対の第１立設部４１２，４１２の各上端は、縦桟４１の幅方向中央側に屈曲し
て底面部４１１に対して平行に延びる第１平行部４１２ａ，４１２ａが形成される。これ
ら第１平行部４１２ａ，４１２ａにより、後述の横桟４２が支持される。
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【００３５】
　一対の第２立設部４１３，４１３は、上述の底面部４１１から外側に傾斜して立設した
後、底面部４１１に対して垂直方向に延びて形成される。これら第２立設部４１３，４１
３は、屋根面の傾斜方向に延びて形成され、縦桟４１の幅方向の両端で、上述の一対の第
１立設部４１２，４１２を介して互いに対向配置される。
【００３６】
　なお、一対の第２立設部４１３，４１３の各上端は、縦桟４１の幅方向中央側に屈曲し
て底面部４１１に対して平行に延びる第２平行部４１３ａ，４１３ａが形成される。これ
ら第２平行部４１３ａ，４１３ａは、上述の第１平行部４１２ａ，４１２ａよりも幅方向
に長く延びており、これら第２平行部４１３ａ，４１３ａにより後述の横桟４２が支持さ
れる。より詳しくは、これら第２平行部４１３ａ，４１３ａには、屋根面の傾斜方向に、
横桟４２の両端部に対応した位置に締結孔４１３ｂが複数形成されており、これら締結孔
４１３ｂを介してビス等の締結部材により、第２平行部４１３ａ，４１３ａには後述の横
桟４２が締結される。
【００３７】
　第１立設部４１２，４１２と底面部４１１とにより、屋根面の傾斜方向に延びる縦桟第
１溝４１ａが縦桟４１の幅方向中央に形成される。また、第２立設部４１３と底面部４１
１及び第１立設部４１２とにより、屋根面の傾斜方向に延びる縦桟第２溝４１ｂが縦桟４
１の幅方向両端にそれぞれ形成される。そして、これら縦桟第１溝４１ａと一対の縦桟第
２溝４１ｂ，４１ｂにより、屋根面の傾斜方向に延びる縦桟樋部４１０ａが形成される。
【００３８】
　一対の第２立設部４１３，４１３の外側下部には、底面部４１１の面方向及び下地材３
に沿って外側に延出した後、底面部４１１及び下地材３に対して垂直に立設する延出部４
１４，４１４が形成される。延出部４１４は、第２立設部４１３の垂直部分の下方に配置
される。
【００３９】
　延出部４１４と第２立設部４１３とにより、屋根面の傾斜方向に延びる縦桟第３溝４１
ｃが縦桟４１の外側に一対形成される。そして、これら一対の縦桟第３溝４１ｃ，４１ｃ
により、屋根面の傾斜方向に延びる縦桟補助樋部４１０ｂが形成される。
【００４０】
　横桟４２は、図７及び８に示すように、横桟本体部４２１と、上側延出部４２２と、下
側延出部４２３と、を備える。
【００４１】
　横桟本体部４２１は、屋根面の傾斜方向に直交する方向に延びて設けられ、断面視で、
方形状の下部４２１ａの上部に、凸部４２１ｂを有する中空形状に形成される。横桟本体
部４２１の凸部４２１ｂは、屋根面の傾斜方向に隣接する太陽光発電パネル５間に挟持さ
れる。凸部４２１ｂの上面には、パネル押え部材５２１がビス止めされる。
【００４２】
　また、横桟本体部４２１の下部４２１ａの棟側上部には、アース金具５ａをビスで取り
付けるための締結孔４２１ｃが形成される。このアース金具５ａは、太陽光発電パネル５
の帯電を横桟４２に逃がすため、太陽光発電パネル５に当接している。
　同様に、横桟本体部４２１の下部４２１ａの軒側上部には、太陽光発電パネル５の下部
に設けられた取付部５ｂと締結される締結孔４２１ｄが形成されている。横桟４２は、こ
の締結孔４２１ｄを介して、太陽光発電パネル５の下部の取付部５ｂにビス止めされる。
【００４３】
　上側延出部４２２は、屋根面の傾斜方向に沿って上側に延出して形成される。上側延出
部４２２の先端には、垂直に立設した後、屋根面の傾斜方向に沿って上側にさらに延出し
た上側立設部４２２ａが形成される。上側延出部４２２は、屋根面の傾斜方向に直交する
方向に延びて設けられる。
【００４４】
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　下側延出部４２３は、屋根面の傾斜方向に沿って下側に延出して形成される。下側延出
部４２３の先端には、垂直に立設した後、屋根面の傾斜方向に沿って下側にさらに延出し
た下側立設部４２３ａが形成される。下側延出部４２３は、屋根面の傾斜方向に直交する
方向に延びて設けられる。
【００４５】
　上側延出部４２２と横桟本体部４２１とにより、横桟第１溝４２ａが形成される。そし
て、この横桟第１溝４２ａにより、屋根面の傾斜方向に直交する方向に延びる横桟第１樋
部４２０ａが形成される。また、屋根面の傾斜方向に直交する方向における横桟第１樋部
４２０ａの底面の両端部は、図５及び７に示すように縦桟４１の縦桟樋部４１０ａ上の第
２平行部４１３ａに、締結孔４２２ｂ及び４１３ｂを介してビス止めされる。
【００４６】
　また、下側延出部４２３と横桟本体部４２１とにより、横桟第２溝４２ｂが形成される
。そして、この横桟第２溝４２ｂにより、屋根面の傾斜方向に直交する方向に延びる横桟
第２樋部４２０ｂが形成される。また、屋根面の傾斜方向に直交する方向における横桟第
２樋部４２０ｂの底面の両端部は、図５に示すように縦桟４１の縦桟樋部４１０ａ上の第
２平行部４１３ａに、締結孔４２３ｂ及び４１３ｂを介してビス止めされる。
【００４７】
　以上の構成を備える縦桟４１と横桟４２による排水動作について、図５及び７を参照し
て説明する。
　図５に示すように、屋根面の傾斜方向に直交する方向に隣接する太陽光発電パネル５同
士の継ぎ目５１の直下には、縦桟４１が配置されている。そのため、継ぎ目５１の隙間か
ら侵入した雨水は、図５中に黒矢印で示すように、直下に配置された縦桟４１の縦桟樋部
４１０ａによって、軒先へと排水される。
【００４８】
　また図７に示すように、屋根面の傾斜方向に隣接する太陽光発電パネル５同士は、横桟
４２の凸部４２１ｂを介した横連結部５２により連結されており、この横連結部５２の隙
間から侵入した雨水は、図７中に黒矢印で示すように、横桟４２の横桟第１樋部４２０ａ
又は横桟第２樋部４２０ｂに導かれる。
　また図５に示すように、屋根面の傾斜方向に直交する方向における横桟４２の端部は、
縦桟４１の縦桟樋部４１０ａ上に配置されている。そのため、横桟４２の横桟第１樋部４
２０ａ及び横桟第２樋部４２０ｂによって排水された雨水は、図５中に黒矢印で示すよう
に、横桟４２の端部から縦桟４１の縦桟樋部４１０ａに導かれ、この縦桟樋部４１０ａに
よって、軒先へと排水される。
【００４９】
　ここで、上述したように屋根面の傾斜方向に直交する方向における横桟第１樋部４２０
ａの底面の両端部は、縦桟４１の縦桟樋部４１０ａ上の第２平行部４１３ａに、締結孔４
２２ｂ及び４１３ｂを介してビス止めされている。同様に、屋根面の傾斜方向に直交する
方向における横桟第２樋部４２０ｂの底面の両端部は、縦桟４１の縦桟樋部４１０ａ上の
第２平行部４１３ａに、締結孔４２３ｂ及び４１３ｂを介してビス止めされている。
　そのため、横桟第１樋部４２０ａ及び横桟第２樋部４２０ｂを流れる雨水の一部が、こ
れら締結孔４２２ｂ及び４２３ｂから第２平行部４１３ａ上へと浸入し、場合によっては
第２平行部４１３ａ上からさらに締結孔４１３ｂへと侵入する。侵入した雨水は、縦桟樋
部４１０ａにより、軒先へと排水される。また、侵入した雨水の一部は、第２平行部４１
３ａから第２立設部４１３の下部に流れ込む。あるいは、縦桟樋部４１０ａをオーバーフ
ローした雨水が第２立設部４１３の下部に流れ込む。このとき、第２立設部４１３の下部
の外側には縦桟補助樋部４１０ｂが形成されていることから、流れ込んだ雨水はこの縦桟
補助樋部４１０ｂにより、軒先へと排水される。
【００５０】
　本実施形態によれば、以下の効果が奏される。
　本実施形態では、縦桟４１に、その延設方向に延びる縦桟樋部４１０ａを設け、横桟４
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２に、その延設方向に延びる横桟第１樋部４２０ａ及び横桟第２樋部４２０ｂを設けた。
また、縦桟樋部４１０ａの第２平行部４１３ａ上に、横桟第１樋部４２０ａに形成された
締結孔４２２ｂ及び横桟第２樋部４２０ｂに形成された締結孔４２３ｂが配置された状態
で、横桟４２を縦桟４１上に締結した。
　これにより、横桟４２が縦桟４１上に配置されることで、太陽光発電パネル５の下方に
は、屋根面の傾斜方向に加えて該傾斜方向に直交する方向にも連通する隙間が確保される
結果、良好な通気性が得られる。また、太陽光発電パネルの配線を、縦桟を跨いで接続で
きるため、配線の取り回しが良好である。
【００５１】
　また、上述した排水動作によって、太陽光発電パネル５の隙間等から侵入した雨水等は
、横桟４２の横桟第１樋部４２０ａ又は横桟第２樋部４２０ｂから縦桟４１の縦桟樋部４
１０ａに流れ込み、あるいは縦桟４１の縦桟樋部４１０ａに直接流れ込み、軒先に排水さ
れるため、雨水等が下地材に浸水する事態を抑制できる。
　特に、縦桟樋部４１０ａ上に横桟４２をビス固定することにより、ビスを伝う雨水等も
確実に縦桟樋部４１０ａに導くことができ、雨水等が下地材に浸水する事態を抑制できる
。
【００５２】
　また本実施形態では、縦桟樋部４１０ａの外側に、その延設方向に延びる縦桟補助樋部
４１０ｂをさらに設けた。
　これにより、上述した排水動作によって、縦桟樋部４１０ａをオーバーフローした雨水
が
を、縦桟補助樋部４１０ｂにより軒先に排水できる。また、縦桟４１と横桟４２の接続部
から漏水した雨水も、縦桟補助樋部４１０ｂにより軒先に排水できる。
【００５３】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範
囲での変形、改良等は本発明に含まれる。
　上記実施形態では、本発明の太陽光パネル架台４を、太陽光発電パネル５を備える太陽
光発電屋根１に適用したがこれに限定されない。例えば、本発明の太陽光パネル架台４を
、太陽光集熱パネルを備える太陽光利用屋根に適用してもよい。
　また上記実施形態では、本発明の太陽光パネル架台４を、切妻屋根に適用したがこれに
限定されない。例えば、本発明の太陽光パネル架台４を、片流れ屋根等に適用してもよい
。
【００５４】
　また上記実施形態では、縦桟４１と横桟４２をビスにより締結して固定したが、これに
限定されない。例えば、縦桟４１Ａと横桟４２Ａを、互いに回動可能に軸支させて連結さ
せた架台ユニット４Ａとしてもよい。
　ここで、図９及び１０は、互いに回動可能に軸支された縦桟４１Ａと横桟４２Ａで構成
された架台ユニット４Ａを示す模式図である。これらの図に示すように、縦桟４１Ａと横
桟４２Ａは、互いを回動可能に軸支するリンク機構としてピン等で構成された軸部Ｌを複
数備える。この軸部Ｌは、平面視で縦桟４１の幅方向の中心から軸部Ｌまでの距離が、平
面視で縦桟４１上に配置された横桟４２の端部における両角部から軸部Ｌまでの距離より
も大きくなるような位置に設けられる。これにより、縦桟４１上で互いに対向して配置さ
れた横桟４２の端部の角部同士が干渉することなく、縦桟４１と横桟４２が互いに回動自
在となっている。
　そのため、架台ユニット４Ａは、図９に示すように直線状に折り畳んだり、図１０に示
すように交互に折り畳むことができる。従って、従来、縦桟を屋根の下地材に施工した後
、横桟を施工する必要があったところ、上記の架台ユニット４Ａを屋根上に持ち込んで施
工することができるため、施工が容易となり、施工時間を短縮できる。また、架台ユニッ
ト４Ａを折り畳むことでコンパクト化でき、輸送が容易となる。
【符号の説明】
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【００５５】
　１…太陽光発電屋根
　２…建物
　３…下地材
　４…太陽光パネル架台
　５…太陽光発電パネル（太陽光パネル）
　６…化粧材
　４１…縦桟
　４２…横桟
　４１０ａ…縦桟樋部
　４１０ｂ…縦桟補助樋部
　４２０ａ…横桟第１樋部（横桟樋部）
　４２０ｂ…横桟第２樋部（横桟樋部）
　４２２ｂ，４２３ｂ…締結孔（連結孔）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(11) JP 6333088 B2 2018.5.30
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【図９】 【図１０】
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