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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベースプレートと、
　該ベースプレートに固定される架台固定用ボルトと、
　該ベースプレートに、該架台固定用ボルトを固定するナットと、
　該架台固定用ボルトを挿通し、該ベースプレート上に設けられる片面開放筒型の架台支
柱とからなる架台支持材を用いた既設の屋根面への架台支持材の取付方法であって、
　屋根面の既設の防水シート上にベースプレートを固定する工程と、
　架台支持材を取り付けるピッチにあわせて、ベースプレートに固定されたナットを挿通
するための孔があけられた新設の防水シートを、該孔に該ナットを挿通しながら既設の防
水シート上に貼設していく工程と、
　ベースプレートの該ナットに架台固定用ボルトを固定する工程と、
　開口側の端部をベースプレート側にして架台支柱を、該架台固定用ボルトを挿通して取
り付ける工程と、
　該架台支柱を覆う円筒型の側面部と、上端部と、もう一方の端部から四周に張り出した
定着部とからなり、上端部の中央には該架台固定用ボルトを挿通する孔があけられている
、架台支柱及びベースプレートの一部を覆う断面ハット型の架台支持材防水カバー材を取
り付ける工程と、
　該架台支柱を、該架台支柱の端部から突出した該架台固定用ボルトとナットで固定する
工程と、
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　防水シートと該架台支持材防水カバー材の定着部を溶着する工程とからなることを特徴
とする架台支持材の取付方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物の屋根面に設置される架台を取り付けるための架台支持材及び架台支持
構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建物の屋根面に太陽光発電パネルなどの設備を設置する場合、設備を設置する架台を固
定するための、架台支持材を屋根面に設ける必要がある。架台支持材として、従来より、
図７に示すような、屋根面に固定されるベース部３１と架台を支持する支持部３２と、支
持部３２から突出し架台を固定するボルト３３からなる一体型の架台支持材３０が提案さ
れている。
【０００３】
　この架台支持材３０は、防水性を確保するために、例えば、塩化ビニルによるディッピ
ング加工がなされている。
【０００４】
　この架台支持材３０では、下地に架台支持材３０を設置してから、防水シートを施工す
るには、防水シートに事前に又は施工時に、架台支持材３０を挿通するために開口を設け
ておかなければならないが、支持部３２の径及び高さがあるため、防水シートに開けられ
た開口に架台支持材３０を挿通しながら、防水シートを施工していくことは困難である。
【０００５】
　そのため、従来では、防水シートの施工後に、架台支持材３０を防水シート上に設置す
るという方法がとられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－１９４０３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、この架台支持材３０を防水施工がなされた屋根面に設置するためには、防水の
仕上げ面に墨出しを行わなければならない。
【０００８】
　特に、既設の屋根面に架台を設置する際に、防水シートの改修も併せて行う場合には、
架台支持材を設置する屋根梁上の位置を特定するための既設の防水シート上への墨出しと
、新設の防水シート上への墨出しの２回の墨出し作業が必要であった。
【０００９】
　本発明は、以上のような問題点に鑑み、建物の屋根面に設置される架台を取り付けるた
めの架台支持材及び架台支持構造であって、屋根面に架台支持材を取り付け後に、防水シ
ートが施工できる架台支持材及び架台支持構造を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題は、ベースプレートと、該ベースプレートに固定される架台固定用ボルトと
、該架台固定用ボルトを挿通し、該ベースプレート上に設けられる片面開放筒型の架台支
柱とからなる架台支持材により解決される。
【００１１】
　この架台支持材は、ベースプレートと、架台固定用ボルトと、架台支柱に分離可能な部
材から構成されるため、屋根面にベースプレートを取り付けた後に、防水シートを容易に
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施工することができ、防水シート施工後、架台固定用ボルトと架台支柱を取り付けること
により、架台支持材を構成することができる。
【００１２】
　なお、防水シートに事前に、ベースプレートに固定される架台固定用ボルト取り付け用
の開口を設けておいてもよいし、防水シートをベースプレート上に施工後に、防水シート
を切り欠いて開口を設けてもよい。
【００１３】
　上記の架台支持材において、ベースプレートに、架台固定用ボルトを固定するナットが
取り付けられているとよい。
【００１４】
　ベースプレートに架台固定用ボルトを固定するナットが取り付けられているので、防水
シート施工時に、事前に開口が設けられた防水シートをナットを目印に施工していくこと
ができ、又はベースプレートに防水シートを施工後に、ナットを目印として、防水シート
を切り欠くことで防水シートに開口を設けることができる。いずれにしてもナットを含め
たベースプレートの厚みが低いため、防水シートを屋根面に施工しながら、防水シートに
設けられた開口に架台支持材３０を挿通しながら、又はベースプレートに覆うようにして
、防水シートを施工していくことができる。
【００１５】
　また、上記の課題は、　屋根面に架台を設置するための架台支持構造であって、屋根面
に固定されるベースプレートと、該ベースプレートを含む屋根面を覆う防水シートと、該
ベースプレートに固定される架台固定用ボルトと、該架台固定用ボルトを挿通し、該ベー
スプレート上に設けられる片面開放筒型の架台支柱と、該架台固定用ボルトを挿通し、該
架台支柱及びベースプレートを覆う架台支持材防水カバー材とからなる架台支持構造によ
っても解決される。
【００１６】
　さらに、上記架台支持構造において、ベースプレートに架台固定用ボルトを固定するナ
ットが取り付けられているとよい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明は以上のとおりであるから、建物の屋根面に設置される架台を取り付けるための
架台支持材及び架台支持構造であって、屋根面に架台支持材を取り付け後に、防水シート
が施工できる架台支持材及び架台支持構造を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図（イ）は、本発明の第１の実施形態である架台支持材及び架台支持構造を示す
断面正面図、図（ロ）は、同架台支持材を示す斜視図、図（ハ）は、同架台支持材を各構
成要素に分解した状態を示す斜視図である。
【図２】図（イ）は、ベースプレートを示す斜視図、図（ロ）は、架台固定用ボルトを示
す斜視図、図（ハ）は架台支柱を示す斜視図である。
【図３】図（イ）は、ベースプレートに防水シートを施工する状況を示す側面図、図（ロ
）は、防水シートを示す斜視図である。
【図４】図は、架台支持材防水カバー材を示す斜視図である。
【図５】図（イ）は、本発明の第２の実施形態である架台支持材及び架台支持構造をシー
ト防水が事前に施された屋根パネルをしめす断面正面図、図（ロ）は、同分解斜視図であ
る。
【図６】図（イ）は、架台支持材防水カバー材を示す断面正面図、図（ロ）は、同斜視図
である。
【図７】図は、従来技術の架台支持材を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
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　次に、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２０】
　図１に示す本発明の第１の実施形態である架台支持構造１は、既設の屋根面に架台を設
置するとともに改修用の新設の防水シートを施す場合を示すものであって、２は、ベース
プレート３、架台固定用ボルト４、架台支柱５とからなる架台支持材である。なお、６は
屋根材としてのＡＬＣ版、７は屋根材を支持する屋根梁、８は既設の防水シートである。
【００２１】
　建物の構造躯体の一部である屋根梁７が、妻方向若しくは桁方向に間隔をあけて複数配
列され、その屋根梁７‥間に、屋根材６として矩形板状のＡＬＣ版がその両端部をそれぞ
れ屋根梁７，７に渡すようにして設置されて、屋根面全面に設置された屋根材６の上面に
防水層としての防水シート８が敷設されている。なお、９は、屋根梁７を介して隣あうＡ
ＬＣ板６どうしの間に設けられた目地である。
【００２２】
　ベースプレート３は、図２（イ）に示すように、矩形のプレート３ａと、プレート３ａ
の中央に固定された、架台固定用ボルト４を固定するためのナット３ｂとからなる。プレ
ート３ａにナット３ｂの同心円状に開けられた孔３ｃ‥は、ベースプレート３を屋根材６
にビス１０‥で固定するための孔である。
【００２３】
　架台固定用ボルト４は、図２（ロ）に示すように、長ナットからなり、ベースプレート
３のナット３ｂと螺合するようになされている。
【００２４】
　架台支柱５は、図２（ハ）に示すように、内部中空の円筒型であり、円型鋼管からなる
本体部５ａの一方の端部５ｂは閉じられており、その中央には架台固定用ボルト４を挿通
する孔５ｃ設けられている。また、もう一方の端部５ｄは開口されている。　　　　　　
　
【００２５】
　架台支持材２は、ベースプレート３のナット３ｂに架台固定用ボルト４としての長ナッ
トが固定され、架台支柱５は、その開口側の端部５ｄをベースプレート３側にして、もう
一方の端部５ｂに設けられた孔５ｃに、架台固定用ボルト４を挿通して取り付けられ、架
台支柱５の端部５ｂから突出した架台固定用ボルト４にナット１１ａ、スプリングワッシ
ャ１１ｂ及び平座金１１ｃで固定される。なお、架台支柱５とナット１１ａ、スプリング
ワッシャ１１ｂ及び平座金１１ｃとの当接面には防水のためのコーキング１２がなされて
いる。なお、１３，１４は、それぞれ、架台固定用ボルト４とナット３ｂを強固に締め付
け、緩みを防止するためのナットとスプリングワッシャである。
【００２６】
　既設の屋根面への架台支持材２の取り付けは、次のようにして行われる。
【００２７】
　架台支持材２の荷重を支持する屋根梁７の位置を特定するため、屋根材６の表面を覆っ
ている既設の防水シート８の一部を剥がし取り、ＡＬＣ版目地９の位置を確認し、架台支
持材２を取り付ける位置の墨出しを行う。なお、図面などにより、防水シート８の一部を
剥がし取らなくても、架台支持材２を取り付ける位置が特定できる場合には、防水シート
８を剥がし取る必要はない。また、一部の防水シート８は剥がすことにより、屋根面の残
りの架台支持材２を取り付ける位置が墨出しできる場合には、その残りの箇所の防水シー
ト８を剥がし取る必要はない。
【００２８】
　墨出し位置に従って、屋根材６にベースプレート３を固定する。ベースプレート３の固
定は、ベースプレート３にあけられた孔３ｃを介して、ＡＬＣ版用の接合ビス１０でＡＬ
Ｃ版からなる屋根材６に固定する。
【００２９】
　次に、図３（イ）に示すように、新設の防水シート１５を既設の防水シート８上に貼設
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していく。防水シート１５には、図３（ロ）に示すように、ベースプレート３に固定され
たナット３ｂを挿通するための孔１５ａがあけられている。孔１５ａは、架台支持材２を
取り付けるピッチにあわせて、防水シート１５に事前にあけられていてもよいし、孔のあ
いていない防水シート１５に対し、ナット３ｂを挿通するときに施工者がその都度あけて
もよい。ベースプレート３に架台固定用ボルト４を固定するためのナット３ｂが取り付け
られており、ナットを含めたベースプレートの厚みが低いため、防水シート１５を屋根面
に施工しながらでも、防水シート１５に開けられた孔１５ａにナット３ｂを容易に挿通し
ながら、防水シート１５を施工していくことができる。なお、防水シート１５の固定は、
接着材によってもよいし、防水シート１５の上からビスで固定するディスク板によっても
よい。なお、１６は、新設の防水シート１５に既設の防水シートが影響を与えないために
防水シート１５の施工に先立って敷設する絶縁シートである。
【００３０】
　防水シート１５の施工後、ベースプレート３のナット３ｂに架台固定用ボルト４として
の長ナットを固定する。
【００３１】
　次に、架台支柱５を、その開口側の端部５ｄをベースプレート３側にして、もう一方の
端部５ｂに設けられた孔５ｃに、架台固定用ボルト４を挿通して取り付け、架台支柱５及
びベースプレートの一部を覆う断面ハット型の架台支持材防水カバー材１７を取り付け、
架台支柱５の端部５ｂから突出した架台固定用ボルト４にナット１１ａ、スプリングワッ
シャ１１ｂ及び平座金１１ｃで固定する。最後に架台支柱５とナット１１ａ、スプリング
ワッシャ１１ｂ及び平座金１１ｃとの当接面には防水のためのコーキング１２を施工する
。
【００３２】
　架台支持材防水カバー材１７は、ここでは塩化ビニル製で、図４に示すように、架台支
柱５を覆う円筒型の側面部１７ａと、上端部１７ｂと、もう一方の端部から四周に張り出
した定着部１７ｄとからなり、上端部の中央には、架台固定用ボルト４を挿通する孔１７
ｃがあけられている。
【００３３】
　最後に、防水シート１５と架台支持材防水カバー材１７の定着部１７ｄを溶着すること
により、屋根の防水処理がなされ架台支持材２の取り付けが完了する。
【００３４】
　この架台支持材を用いた架台支持構造では、架台支持材が、ベースプレートと、架台固
定用ボルトと、架台支柱に分離可能な部材から構成されているので、防水シート施工時に
、屋根面に架台支持材を設置する必要はなく、架台支持材のうちベースプレートのみを設
置するだけでよく、ベースプレートの厚みは、架台支持材の厚みに比べて低いため、防水
シートを屋根面に施工しながらでも、防水シートに開けられた開口にナットを容易に挿通
しながら、防水シートを施工していくことができる。
【００３５】
　また、ベースプレートに架台固定用ボルトを固定するナットが取り付けられているので
、防水シート施工時に、事前に開口が開けられた防水シートをナットを目印に施工してい
くことができ、又はベースプレートに防水シートを施工後に、ナットを目印として、防水
シートを切り欠くことで防水シートに開口を設けながらナットを目印に施工していくこと
ができる。いずれにしてもナットを含めたベースプレートの厚みが低いため、防水シート
を屋根面に施工しながらでも、防水シートに開けられた開口にベースプレートのナットを
容易に挿通しながら、防水シートを施工していくことができる。
【００３６】
　次に、本発明の第２の実施形態を説明する。第２の実施形態は、本発明の架台支持材及
び架台支持構造をシート防水が事前に施された屋根パネルに適用した場合である。なお、
第１の実施例と同じ要素には、同じ符号を用いている。
【００３７】
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　図５(イ)、（ロ）に示す屋根パネル２０において、３は架台支持材２を構成するベース
プレート、１５は防水シート、１６は絶縁シート、２１は断熱材、２２は屋根下地材、２
３は屋根パネル２０を建物に取り付け後に母屋として機能する屋根パネル受け材である。
【００３８】
　屋根パネル受け材２３は、Ｃ型鋼からなり、複数本がそれぞれ平行に間隔をあけて配置
されている。
【００３９】
　屋根下地材２２は、デッキプレートであり、長手方向に沿って凸状の山部２２ａが形成
されている。この実施例では、２枚の屋根下地材２２がそれぞれ長手方向側面部を重ね合
わせ状態で配置されている。
【００４０】
　断熱材２１はポリスチレンフォームからなり、断熱材２１の上面には、塩化ビニル製の
防水シート１５による断熱材２１の劣化を防止するために、ポリエチレン製の絶縁シート
１６が介設されている。
【００４１】
　屋根下地材２２の屋根パネル受け材２３への固定は、屋根下地材２２の谷部２２ｂを介
してビス２４‥で固定され、防水シート１５、絶縁シート１６、断熱材２１は、防水シー
ト１５上から図示しない固定ディスクを介してビスで屋根下地材２２の山部２２ａへ固定
される。
【００４２】
　ベースプレート３は、防水シート１５と絶縁シート１６との間に介設させ、ベースプレ
ート３にあけられた孔３ｃを介してビス１０‥で、屋根下地材２２に固定されている。な
お、２７はベースプレート３の取り付け時に、断熱材２１が圧縮されないために、断熱材
に埋め込まれるスペーサーである。
【００４３】
　この屋根パネル２０では、設備等を設置するための架台を設置することを目的とするも
のでありながら、架台支持材２が、ベースプレート３、架台固定用ボルト４、架台支柱５
に分割されているため、屋根パネル２０としては、架台支持材２のうちベースプレート３
のみが防水シート１５と絶縁シート１６との間に介設されている。そのため、防水シート
１５貼り付け時に、取り付けられているのが、高さのある架台支持材２そのものではなく
、平板状のベースプレート３のみであるので、防水シート１５の貼り付けも、ベースプレ
ート３の厚みの影響を受けることなく、容易に行うことができる。
【００４４】
　また、屋根パネル２０運搬時には、屋根パネルの上面から架台支持材２が突出すること
がないため、効率よく積載でき、また運搬することもできる。また、防水シート１５で屋
根パネル２０の上面が覆われているため、運搬時、保管時の防水性も確保されている。
【００４５】
　屋根パネル２０を建築現場に運搬後、ベースプレート３のナット３ｂ廻りを切り取り、
架台固定用ボルト４及び架台支柱５を取り付けることにより、屋根パネル２０上に架台支
持材２を設けることができる。なお、図６に示すように架台支柱５を設置後、架台支持材
防水カバー材１７を取り付ける。ここでは、架台支持材防水カバー材１７を、異なる高さ
の架台支持材に対応できるように、下面開放円筒型の上架台支持材防水カバー材１７ａと
、上下開放断面ハット型の下架台支持材防水カバー材１７ｂに分割しているが、異なる高
さの架台支持材にそれぞれあう形状の架台支持材防水カバー材１７を準備することを前提
として、一体型の架台支持材防水カバー材を用いてもよいのはいうまでもない。
【００４６】
　以上に、本発明の実施形態を示したが、本発明はこれに限られるものではなく、発明思
想を逸脱しない範囲で各種の変更が可能である。例えば、上記の実施形態では、既設の屋
根面に防水の改修工事とともに、架台支持材を取り付ける場合について示したが、防水の
改修工事を伴わず、架台支持材の取り付けだけを行ってもよい。また、架台支持材を備え
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た屋根パネルを実現するために、屋根パネルに予めベースプレートのみを組み込んでおき
、建設現場で、架台固定用ボルトや架台支柱を取り付ける場合について示したが、屋根パ
ネルを製作する工場内で架台固定用ボルトや架台支柱を取り付けてしまい、架台支持材の
設置を完了してもよいのはいうまでもない。
【００４７】
　また、上記実施形態では、絶縁シートにポリエチレンシート、断熱材にポリスチレンフ
ォーム、屋根下地材にデッキプレート、屋根パネル受け材としてＣ型鋼を用いた場合につ
いて示したが、それぞれ材質や形状等に制限はなく、目的を達成できる範囲で任意に選択
されればよいのはいうまでもない。
【００４８】
　また、ベースプレート３に、塩ビディッピング処理がなされ、ベースプレート上に敷設
する防水シートと溶着により一体化してもよい。
【符号の説明】
【００４９】
　１・・・架台支持構造
　２・・・架台支持材
　３・・・ベースプレート
　３ｂ・・・ナット（架台固定用ボルトを固定するための）
　４・・・架台固定用ボルト
　５・・・架台支柱
　６・・・屋根材（ＡＬＣ版）
　７・・・屋根梁
　８・・・防水シート（既設）
　１１ａ・・・ナット
　１１ｂ・・・スプリングワッシャ
　１１ｃ・・・平座金
　１３・・・ナット
　１４・・・スプリングワッシャ
　１５・・・防水シート（新設）
　１６・・・絶縁シート
　１７・・・架台支持材防水カバー材
　２０・・屋根パネル
　２１・・・断熱材
　２２・・・屋根下地材（デッキプレート）
　２３・・・屋根パネル受け材（Ｃ型鋼）
　２７・・・スペーサー
　３０・・・一体型の架台支持材（従来技術）
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