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(57)【要約】
　屋根材上面が歪んでいても固定部材と屋根材との間に
挿入することで太陽電池モジュールを良好に設置するこ
とが可能な補助部材を提供する。
　太陽電池モジュール１０の第一フレーム１２が載置さ
れる載置部２１ａと、載置部２１ａよりも下側で屋根材
２へ固定するための固定部２１ｂと、固定部２１ｂの下
面に形成された凹状の溝部２１ｈとを有し屋根材２上に
載置されるベース部２１、ベース部２１から上方へ延出
する立設部２２、及び立設部２２の上端から載置部２１
ａと平行に両側へ延び第一フレーム１２が上方へ移動す
るのを阻止する阻止部２３を備えた固定部材２０と、屋
根材２との間に挿入される補助部材３０であって、固定
部材２０の溝部２１ｈと係合する凸状の係合凸部３１と
、係合凸部３１が上面に形成された本体部３２と、本体
部３２の下面に形成され係合凸部３１と係合可能な凹状
の係合凹部３３とを具備させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽電池モジュールの外縁が載置される載置部と、載置部よりも下側に形成され屋根材
へ固定するための固定部と、固定部とは異なる位置の下面に形成された凹状の溝部とを有
し屋根材上に載置されるベース部、ベース部の載置部から上方へ延出する立設部、及び立
設部の上端から載置部と平行に両側へ延び太陽電池モジュールの外縁が上方へ移動するの
を阻止する阻止部を備えた固定部材と、屋根材との間に挿入される補助部材であって、
　固定部材の溝部と係合する凸状の係合凸部と、
　該係合凸部が上面に形成された本体部と、
　該本体部の下面に形成され前記係合凸部と係合可能な凹状の係合凹部と
を具備することを特徴とする補助部材。
【請求項２】
　前記本体部は、
　横長矩形の枠状に形成されていると共に、内部に上下に延びた縦桟を備えていることを
特徴とする請求項１に記載の補助部材。
【請求項３】
　太陽電池モジュールの外縁が載置される載置部と、載置部よりも下側に形成され屋根材
へ固定するための固定部と、固定部とは異なる位置の下面に形成された凹状の溝部とを有
し屋根材上に載置されるベース部、ベース部の載置部から上方へ延出する立設部、及び立
設部の上端から載置部と平行に両側へ延び太陽電池モジュールの外縁が上方へ移動するの
を阻止する阻止部を備えた固定部材と、屋根材との間に挿入される補助部材であって、
　固定部材の溝部と係合する凸状の係合凸部と、
　該係合凸部が上面に形成された本体部と
を具備することを特徴とする補助部材。
【請求項４】
　太陽電池モジュールの外縁が載置される載置部と、載置部よりも下側に形成され屋根材
へ固定するための固定部とを有し屋根材上に載置されるベース部、ベース部の載置部から
上方へ延出する立設部、及び立設部の上端から載置部と平行に両側へ延び太陽電池モジュ
ールの外縁が上方へ移動するのを阻止する阻止部を備えた固定部材と、屋根材との間に挿
入される補助部材であって、
　固定部材の固定部に対して上下方向へ相対移動可能に固定される棒状の固定支持部と、
　該固定支持部の下端を保持し屋根材上に固定されるベース部材と
を具備することを特徴とする補助部材。
　
【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屋根材上に支持する固定部材と、屋根材との間に挿入
される補助部材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、建物等の屋根上に設置される太陽電池モジュールは、長尺状のフレーム部材
を井桁状に組んだ架台を介して屋根材上に固定されていた（特許文献１）。しかしながら
、太陽電池モジュールを、井桁状の架台を介して設置（支持）するようにした場合、太陽
電池モジュールを設置する際に、屋根上に井桁状の架台を構築する必要があり、設置に手
間がかかると共に部品点数が多く、コストが高くなる問題があった。
【０００３】
　そこで、本願出願人は、井桁状の架台を廃止して、太陽電池モジュールの軒側と棟側の
外縁を夫々複数の固定部材によって支持させると共に、各固定部材を直接屋根材上に固定
するものを提案している（特許文献２）。この固定部材は、太陽電池モジュールの外縁が
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載置される載置部及び載置部の下側に形成され屋根材へ固定するための固定部を有し屋根
材上に載置されるベース部と、ベース部の載置部から上方へ延出する立設部と、立設部の
上端から載置部と平行に両側へ延びた阻止部とを備え、載置部と阻止部とで太陽電池モジ
ュールの外縁を挟持して支持することができるようになっている。
【０００４】
　この固定部材によると、複数の太陽電池モジュールを一方側（例えば、屋根の軒側）か
ら順次、屋根材上へ固定することができるので、太陽電池モジュールの設置作業を容易に
することができるようになっている。また、この固定部材は、太陽電池モジュールの外縁
に沿ってスライドさせることができ、垂木等の屋根の構造材に固定部材を固定することで
、太陽電池モジュールの設置強度を高めることができるようになっている。更に、架台を
必要としないので、部品点数を少なくすることができ、作業コストと合せて太陽電池モジ
ュールの設置に係るコストを低減させることができるようなっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、架台を介さずに太陽電池モジュールを直接屋根材上に固定するようにし
た場合、固定部材を固定する屋根材（例えば、屋根表面材（屋根瓦、カラーベスト、波板
、等）垂木、屋地板、等）の平面性が悪くうねっていたり、歪んでいたりすると、太陽電
池モジュールを支持する複数の固定部材の位置（高さ）が区々となり、太陽電池モジュー
ルを正しい向きに設置することができなかったり、太陽電池モジュールを設置することが
できなかったりする問題があった。また、屋根材上に複数の太陽電池モジュールを設置す
る場合、太陽電池モジュール同士の設置高さが区々となって、全体の見栄えが悪くなる問
題があった。
【０００６】
　ところで、従来より、固定部材の固定部を貫通させて所定のビスを屋根材へねじ込むこ
とで固定部材を屋根材へ固定する場合、ねじ込んだ所定のビスを伝って雨水等が屋根材の
下側へ浸入する虞があるので、固定部材と屋根材との間にはゴム等によって形成された板
状のシール部材が挿入されている。そして、このシール部材を複数重ねることで、固定部
材の取付け高さを変更することが考えられる。しかしながら、この場合、固定部材と屋根
材との間のゴムの厚さが厚くなるので、気温等による温度変化や経年変化等によって重ね
たシール部材の厚さが薄くなると、屋根材に対する固定部材の固定が不安定となり太陽電
池モジュールの設置強度が低下する問題がある。
【０００７】
　そこで、本発明は上記の実情に鑑み、屋根材上面が歪んでいても固定部材と屋根材との
間に挿入することで太陽電池モジュールを良好に設置することが可能な補助部材の提供を
課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、本発明に係る補助部材は、「太陽電池モジュールの外縁
が載置される載置部と、載置部よりも下側に形成され屋根材へ固定するための固定部と、
固定部とは異なる位置の下面に形成された凹状の溝部とを有し屋根材上に載置されるベー
ス部、ベース部の載置部から上方へ延出する立設部、及び立設部の上端から載置部と平行
に両側へ延び太陽電池モジュールの外縁が上方へ移動するのを阻止する阻止部を備えた固
定部材と、屋根材との間に挿入される補助部材であって、固定部材の溝部と係合する凸状
の係合凸部と、該係合凸部が上面に形成された本体部と、該本体部の下面に形成され前記
係合凸部と係合可能な凹状の係合凹部とを具備する」ことを特徴とする。
【０００９】
　ここで、固定部材における「固定部」としては、「上下方向へ貫通した取付孔を有した
もの」、「少なくとも上面にＶ字溝を有したもの」、「板状に形成されたもの」、等が挙
げられる。また、固定部材における「凹状の溝部」の形態としては、「Ｔ溝形のもの」、
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「あり溝形のもの」、「角溝形のもの」、「Ｖ溝形のもの」等が挙げられる。
【００１０】
　また、凸状の「係合凸部」としては、「固定部材における溝部の内形と同じ形状のもの
」、「固定部材における溝部の内形よりも小さく異なる形状のもの」、「固定部材におけ
る溝部に対して下側から挿入して係合させることができる形状のもの」、等が挙げられる
。また、凹状の「係合凹部」としては、「係合凸部と同じ形状のもの」、「係合凸部より
も大きく異なる形状のもの」、等が挙げられる。
【００１１】
　更に、「本体部」としては、「矩形の枠状で、内部に上下方向へ延びた縦桟を備えたも
の」、「中実で板状のもの」、「板状で上面に同一高さの突起を複数備えたもの」、等が
挙げられる。
【００１２】
　本発明によると、補助部材の係合凸部を固定部材の溝部に係合させることで、補助部材
における本体部の高さ分だけ固定部材の取付け高さを高くすることができると共に、異な
る補助部材の係合凸部と係合凹部とを互いに係合させることで、複数の補助部材を上下方
向へ積み重ねることができ、重ね合わせる補助部材の数によって屋根材に対する固定部材
の高さを任意に変更することができる。従って、太陽電池モジュールを設置する屋根材の
上面が歪んでいても、固定部材と屋根材との間に適宜数の補助部材を挿入することで屋根
材上の歪みを補正して太陽電池モジュールを支持する各固定部材の高さを揃えることがで
き、屋根材上へ太陽電池モジュールを良好に設置することができる。
【００１３】
　また、上述したように、補助部材によって各固定部材の高さを揃えることができるので
、複数の太陽電池モジュールを屋根材上に設置する場合でも、各太陽電池モジュールの高
さを簡単に揃えることができ、複数の太陽電池モジュールを設置した屋根上の見栄えを良
くすることができる。
【００１４】
　また、補助部材では、係合凸部と係合凹部或いは固定部材の溝部とを互いに係合させる
ことができるので、補助部材を固定部材に係合させたり、重ね合わせたりした時に、係合
によって互いに位置決めすることができ、補助部材の位置がずれた状態で固定部材が固定
されてしまうのを防止して、固定部材を確実に屋根材へ固定することができる。また、補
助部材を、固定部材或いは他の補助部材に係合させることで、補助部材を固定部材に保持
させることができ、補助部材を介して固定部材を屋根材上へ固定する時の作業性を良くす
ることができる。
【００１５】
　更に、補助部材を、金属や硬質の合成樹脂によって形成することで、温度変化や経年変
化に対する耐性を高めることがきるので、長期に亘って太陽電池モジュールを屋根材上に
良好な状態で支持することができる。
【００１６】
　また、本発明に係る補助部材は、上記の構成に加えて、「前記本体部は、横長矩形の枠
状に形成されていると共に、内部に上下に延びた縦桟を備えている」ことを特徴としても
良い。
【００１７】
　本発明によると、補助部材の本体部を、内部に縦桟を備えた枠状に形成しているので、
補助部材の高さを高くしても、重量が増加するのを抑制することができ、補助部材を軽く
して太陽電池モジュールを設置する時の作業性を高めることができる。また、補助部材に
おける本体部の内部に縦桟を備えるようにしているので、上下方向にかかる耐荷重性能を
高めることができ、補助部材及び固定部材を介して太陽電池モジュールを良好に屋根材へ
設置することができる。
【００１８】
　なお、補助部材における本体部の内部の縦桟は、一つのみ備えるようにしても良いし、
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縦桟を複数備えるようにしても良い。
【００１９】
　本発明に係る補助部材は、「太陽電池モジュールの外縁が載置される載置部と、載置部
よりも下側に形成され屋根材へ固定するための固定部と、固定部とは異なる位置の下面に
形成された凹状の溝部とを有し屋根材上に載置されるベース部、ベース部の載置部から上
方へ延出する立設部、及び立設部の上端から載置部と平行に両側へ延び太陽電池モジュー
ルの外縁が上方へ移動するのを阻止する阻止部を備えた固定部材と、屋根材との間に挿入
される補助部材であって、固定部材の溝部と係合する凸状の係合凸部と、該係合凸部が上
面に形成された本体部とを具備する」ことを特徴とする。
【００２０】
　ここで、凸状の「係合凸部」としては、「固定部材における溝部の内形と同じ形状のも
の」、「固定部材における溝部の内形よりも小さく異なる形状のもの」、「固定部材にお
ける溝部に対して下側から挿入して係合させることができる形状のもの」、等が挙げられ
る。また、「本体部」としては、「矩形の枠状で、内部に上下方向へ延びた縦桟を備えた
もの」、「中実で板状のもの」、「板状で上面に同一高さの突起を複数備えたもの」、等
が挙げられる。
【００２１】
　本発明によると、補助部材の係合凸部を固定部材の溝部に係合させることで、補助部材
における本体部の高さ分だけ固定部材の取付け高さを高くすることができる。従って、太
陽電池モジュールを設置する屋根材の上面が歪んでいても、固定部材と屋根材との間に補
助部材を挿入することで屋根材上の歪みを補正して太陽電池モジュールを支持する各固定
部材の高さを揃えることができ、屋根材上へ太陽電池モジュールを良好に設置することが
できる。また、複数の太陽電池モジュールを屋根上に設置する場合でも、各太陽電池モジ
ュールの高さを揃えることができ、屋根上の見栄えを良くすることができる。
【００２２】
　なお、この補助部材は、本体部の下面に係合凹部を備えておらず、係合凹部を備えた前
述の補助部材よりも本体部の高さを低く形成することができるので、前述の補助部材と合
せて用いることで、固定部材の取付け高さをより細かく変更することができ、固定部材に
よって太陽電池モジュールをより良好な状態で設置することができる。
【００２３】
　本発明に係る補助部材は、「太陽電池モジュールの外縁が載置される載置部と、載置部
よりも下側に形成され屋根材へ固定するための固定部とを有し屋根材上に載置されるベー
ス部、ベース部の載置部から上方へ延出する立設部、及び立設部の上端から載置部と平行
に両側へ延び太陽電池モジュールの外縁が上方へ移動するのを阻止する阻止部を備えた固
定部材と、屋根材との間に挿入される補助部材であって、固定部材の固定部に対して上下
方向へ相対移動可能に固定される棒状の固定支持部と、該固定支持部の下端を保持し屋根
材上に固定されるベース部材とを具備する」ことを特徴とする。
【００２４】
　ここで、「固定支持部」としては、「固定部材の固定部を上下方向へ貫通した貫通孔と
し、棒状の外周に雄ねじを形成した上で固定部材の貫通孔に挿入させると共に、雄ねじに
螺合されたナットによって固定部材を固定するようにしたもの」、「固定部材の固定部を
上下方向へ貫通した雌ねじ孔とし、雌ねじ孔と螺合する雄ねじを棒状の外周に形成したも
の」、等が挙げられる。
【００２５】
　また、「ベース部材」としては、「固定支持部の下端を所定方向へスライド可能に支持
し板状に形成されたもの」、「屋根材（例えば、折板屋根、棒屋根、等）の上面に形成さ
れた突条を挟持に固定されるもの」、「板状に形成されたもの」、等が挙げられる。
【００２６】
　本発明によると、補助部材における固定支持部で、固定部材を上下方向へ相対移動可能
に支持するようにしているので、固定部材を任意の高さに固定することができる。従って
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、太陽電池モジュールを設置する屋根材の上面が歪んでいても、固定部材と屋根材との間
に補助部材を挿入することで屋根材上の歪みを補正して太陽電池モジュールを支持する各
固定部材の高さを揃えることができ、屋根材上へ太陽電池モジュールを良好に設置するこ
とができる。また、複数の太陽電池モジュールを屋根上に設置する場合でも、各太陽電池
モジュールの高さを揃えることができ、屋根上の見栄えを良くすることができる。
【００２７】
　なお、上述した各補助部材と屋根材との間に、ゴム等により形成されたシート状のシー
ル部材を配置するようにしても良く、これにより、補助部材を貫通させて所定のビスによ
り屋根材へ固定するようにした場合、ビスを伝って雨水等が屋根材の下側へ浸入するのを
防止することができる。
【発明の効果】
【００２８】
　このように、本発明によると、屋根材上面が歪んでいても固定部材と屋根材との間に挿
入することで太陽電池モジュールを良好に設置することが可能な補助部材を提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の補助部材を適用した太陽光発電システムの全体斜視図である。
【図２】図１の太陽光発電システムを概略で示す平面図である。
【図３】図１の太陽光発電システムにおける本発明の要部を示す側面断面図である。
【図４】図３の補助部材の例を固定部材と共に示す分解斜視図である。
【図５】（Ａ）は図３の例とは異なる形態の補助部材の例を示す側面図であり、（Ｂ）は
（Ａ）の補助部材の斜視図である。
【図６】（Ａ）は図３乃至図５の例とは異なる形態の補助部材を固定部材と屋根材との間
に挿入した側面図であり、（Ｂ）は（Ａ）の補助部材の斜視図である。
【図７】（Ａ）は図３乃至図６の例とは異なる形態の補助部材を固定部材と屋根材との間
に挿入した側面図であり、（Ｂ）は（Ａ）を分解して示す斜視図である。
【図８】（Ａ）は図３乃至図７の例とは異なる形態の補助部材を固定部材と共に示す側面
図であり、（Ｂ）は（Ａ）の背面図である。
【図９】図８の補助部材と固定部材及び屋根材との関係を分解して示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明の一実施形態である太陽電池モジュールを屋根材上に支持する固定部材と、屋根
材との間に挿入される補助部材について、図１乃至図５に基いて詳細に説明する。図１は
本発明の補助部材を適用した太陽光発電システムの全体斜視図であり、図２は図１の太陽
光発電システムを概略で示す平面図である。図３は図１の太陽光発電システムにおける本
発明の要部を示す側面断面図であり、図４は図３の補助部材の例を固定部材と共に示す分
解斜視図である。また、図５（Ａ）は図３の例とは異なる形態の補助部材の例を示す側面
図であり、（Ｂ）は（Ａ）の補助部材の斜視図である。
【００３１】
　まず、本実施形態の補助部材３０を適用した太陽光発電システム１は、複数の太陽電池
モジュール１０と、太陽電池モジュール１０を屋根材２に固定するための固定部材２０と
、固定部材２０と屋根材２との間に挿入される補助部材３０と、固定部材２０に支持され
最も軒側に配置された太陽電池モジュール１０の軒側端面を覆う化粧カバー４０と、を主
に備えている。また、太陽光発電システム１は、図３等に示すように、最も下側の補助部
材３０又は固定部材２０と屋根材２との間に配置され、ゴムやシリコン等からなる板状の
防水部材５０を備えている。また、太陽光発電システム１は、図１に示すように、化粧カ
バー４０と太陽電池モジュール１０との側面の繋ぎ目を被覆する軒側側面キャップ５１と
、太陽電池モジュール１０同士の側面の繋ぎ目を被覆する中間側面キャップ５２とを主に
備えている。
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【００３２】
　なお、本例では、太陽光発電システム１を支持する所定の屋根材２として、スレート上
に設置した例を示しているが、屋根瓦、波板、折板、棒屋根やトタン等のその他の屋根材
上に設置しても良いし、野地板や屋根上等に配置された長尺状の桟部材や架台、壁面等に
設置しても良い。
【００３３】
　この太陽光発電システム１の太陽電池モジュール１０は、板状で外形が矩形状の太陽電
池パネル１１と、太陽電池パネル１１の対向する二つの辺縁（本例では、長い方の辺縁）
を支持する第一フレーム１２と、第一フレーム１２に対して直交する方向へ延びた太陽電
池パネル１１の対向する二つの辺縁（本例では、短い方の辺縁）を支持する第二フレーム
１３と、を備えている。なお、図示は省略するが、太陽電池モジュール１０は、太陽電池
パネル１１の裏面に固定された基板ボックスと、基板ボックスから外部へ延びだし発電し
た電気等が通る配線ケーブルとを更に備えている。
【００３４】
　太陽電池モジュール１０の第一フレーム１２は、図３に示すように、太陽電池パネル１
１の辺縁を挿入支持すると共に太陽電池パネル１１が挿入される側とは反対側に上下方向
へ延びる上側面１２ａを有した挿入支持部１２ｂと、挿入支持部１２ｂの下側に配置され
、太陽電池パネル１１が挿入される側とは反対側に開口する接合部１２ｃと、接合部１２
ｃの下側に配置され挿入支持部１２ｂの上側面１２ａよりも太陽電池パネル１１の面に沿
った方向の内側寄りに配置された上下方向へ延びる下側面１２ｄ及び下側面１２ｄに形成
された開口部１２ｆを有する箱状の当接部１２ｅと、当接部１２ｅ内の下側面１２ｄとは
反対側の側面から開口部１２ｆへ向けて横方向へ延び先端に係合突部１２ｇを有した係合
片１２ｈと、を備えている。この係合突部１２ｇは、基端側が係合片１２ｈから上方へ突
出し、先端へ向うに従って下方へ細くなっている。
【００３５】
　また、第一フレーム１２には、Ｃ字形状の三つのねじ溝部１２ｉが夫々所定位置に備え
られていると共に、当接部１２ｅにおける開口部１２ｆの上側の下側面１２ｄには、Ｖ字
状の溝１２ｊを備えている。この第一フレーム１２は、同一断面形状の連続した長尺部材
とされており、アルミ等の金属製の押出型材とされている。従って、第一フレーム１２の
外側側面は、接合部１２ｃと開口部１２ｆの二つの開口が上下に並んだ状態となっている
と共に、接合部１２ｃを挟んで上側面１２ａと下側面１２ｄとが段違いになっている。な
お、上側面１２ａと接合部１２ｃとの境には、傾斜した面取部が形成されている。
【００３６】
　また、太陽電池モジュール１０における第二フレーム１３は、詳細な図示は省略するが
、第一フレーム１２と同様に、上部に太陽電池パネル１１の辺縁を挿入支持する挿入支持
部を備えていると共に、挿入支持部における太陽電池パネル１１が挿入される側とは反対
側の上下方向へ延びる側面が、第二フレーム１３の高さ全体に亘って延びている。この第
二フレーム１３は、同一断面形状で第一フレーム１２と同じ高さの連続した長尺部材とさ
れており、アルミ合金等の金属製の押出型材とされている。従って、第二フレーム１３の
外側側面は、開口や突起等のない平坦面となっている。
【００３７】
　この太陽電池モジュール１０は、図示するように、太陽電池パネル１１の長辺の辺縁が
第一フレーム１２に支持されていると共に、太陽電池パネル１１の短辺の辺縁が第二フレ
ーム１３に支持されており、第二フレーム１３の長手方向両端部の外側側面によって第一
フレーム１２の長手方向端部を覆うと共に、所定のビスにより第一フレーム１２と第二フ
レーム１３とが互いに固定されている。なお、太陽電池パネル１１の辺縁と第一フレーム
１２や第二フレーム１３の挿入支持部１２ｂとの間には、防水性を有した緩衝材が充填さ
れている。
【００３８】
　また、太陽光発電システム１における固定部材２０は、横長で箱状のベース部２１と、
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ベース部２１における上面の横方向中央に対して一方側の所定位置から上方へ延出する立
設部２２と、立設部２２の上端から両側へベース部２１の上面と平行に延びる阻止部２３
と、阻止部２３とベース部２１との間で立設部２２に対してベース部２１の横方向中央側
に配置され立設部２２と平行な軸線上に沿った内突部２４と、内突部２４とは立設部２２
を挟んで反対側の阻止部２３とベース部２１との間の上下方向中央で立設部２２からベー
ス部２１の上面と平行に延びる被係合片２５と、を備えている。
【００３９】
　この固定部材２０のベース部２１は、立設部２２が上方へ延出し太陽電池モジュール１
０の外縁（第一フレーム１２）が載置される上面を形成する載置部２１ａと、横方向中央
に対して立設部２２とは反対側の位置に屋根材２へ取付けるための取付部２１ｂとを備え
ている。この取付部２１ｂには、ベース部２１の下面に開口し固定部材２０を取付けるた
めの取付ビス３のねじ部のみが通過可能とされた取付孔２１ｃが形成されている。また、
載置部２１ａには、取付孔２１ｃと同軸上の位置に取付ビス３等が通過可能な挿通孔２１
ｄが形成されている。
【００４０】
　ベース部２１の挿通孔２１ｄ及び取付孔２１ｃは、平面視で阻止部２３にかからない位
置に配置されており、取付ビス３を取付孔２１ｃへ良好に挿通させることができるように
なっていると共に、挿通孔２１ｄの方が取付孔２１ｃよりも大径とされており、電動工具
等の先端やソケットが挿通孔２１ｄを通って取付ビス３を取付孔２１ｃまで確実にねじ込
むことができるようになっている。なお、本例では、取付部２１ｂが固定部材２０の長手
方向に対して三つ備えられている（図４を参照）。
【００４１】
　また、ベース部２１は、取付部２１ｂよりも立設部２２寄りの内部に上下方向へ延びる
二つの縦桟２１ｅと、縦桟２１ｅ同士を繋ぐ横桟２１ｆとを備えている。ベース部２１に
おける二つの縦桟２１は、取付部２１ｂから遠ざかった縦桟２１ｅが立設部２２の直下に
配置されている。ベース部２１は、縦桟２１ｅと横桟２１ｆによって剛性が高められてい
る。また、ベース部２１は、二つの縦桟２１ｅに挟まれた間の底部に下方へ開口した所定
幅の開口部２１ｇを備えている。この開口部２１ｇによって、ベース部２１の下面に開口
しＴ字状の空間を有した凹状の溝部２１ｈが形成されている。更に、ベース部２１は、立
設部２２に対して取付部２１ｂとは反対側の載置部２１ａ上の端部付近に形成された矩形
状の凹部２１ｉを備えている。
【００４２】
　固定部材２０の立設部２２は、第一フレーム１２の下面から接合部１２ｃまでの高さと
同じ高さとされており、阻止部２３と被係合片２５との間に位置に横方向へ貫通する係止
孔２２ａを有している。また、阻止部２３は、第一フレーム１２の接合部１２ｃ内へ挿入
可能とされ、先端の下隅が斜めに面取りされており、接合部１２ｃ内へ挿入し易くなって
いる。なお、阻止部２３は、平面視でベース部２１から外側へ延びださない長さとなって
いる。
【００４３】
　また、固定部材２０の内突部２４は、立設部２２に対してベース部２１の取付部２１ｂ
と同じ側に立設部２２から所定量離反すると共に立設部２２と平行に延びるように載置部
２１ａと阻止部２３との間に配置され、取付部２１ｂを向いた外側端部２４ａが立設部２
２と平行な軸線上に沿って形成されている。この内突部２４の外側端部２４ａと立設部２
２との間の寸法は、図３に示すように、係止ビス４の頭部を充分に収容可能な寸法とされ
ている。また、内突部２４は、図示するように、横方向に貫通する空隙２４ｂを有してお
り、空隙２４ｂの上下方向の間隔は、蓋然的に、ベース部２１（載置部２１ａ）と阻止部
２３との間よりも狭くなっていると共に、空隙２４ｂから立設部２２の係止孔２２ａが臨
むようになっている。更に、内突部２４は、空隙２４ｂによって上下に分離した形態とな
っており、この固定部材２０では上側の方が短く形成されている。
【００４４】
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　固定部材２０の被係合片２５は、第一フレーム１２の係合片１２ｈと対応した位置に配
置され、先端に、基端側が被係合片２５から下方へ突出し、先端へ向うに従って上方へ細
くなる被係合突部２５ａを備えており、第一フレーム１２の係合突部１２ｇと係合可能と
されている。
【００４５】
　本例の固定部材２０は、同一断面形状で連続した長尺状に形成されており、アルミ合金
等の金属製の押出型材を所定長さ（例えば、第一フレーム１２の長さに対して１／６～１
／２０の長さ）に切断し、取付孔２１ｃ、挿通孔２１ｄ、及び係止孔２２ａを穿設したも
のである。
【００４６】
　更に、太陽光発電システム１における補助部材３０は、固定部材２０と屋根材２との間
に挿入することで屋根材２に対して固定部材２０の取付け高さを変更することができるも
のである。本例では、図３乃至図５に示すように、高さの異なる三つの補助部材３０（３
０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ）を適宜組合せることで、固定部材２０の取付け高さを多段階に変
更することができるようになっている。本例の補助部材３０（３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ）
は、固定部材２０の溝部２１ｈと係合する凸状の係合凸部３１と、係合凸部３１が上面に
形成される本体部３２と、を備えている。また、補助部材３０Ａは、上記の構成に加えて
、本体部３２の下面に形成され、係合凸部３１と係合可能な係合凹部３３を更に備えてい
る。
【００４７】
　補助部材３０（３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ）の係合凸部３１は、図示するように、本体部
３２の上面から上方へ突出する突出片３１ａと、突出片３１ａの上端から本体部３２の上
面と平行に両側へ延出する延出片３１ｂと、を備えている。この係合凸部３１は、突出片
３１ａと延出片３１ｂとによって、固定部材２０におけるＴ字状の空間の溝部２１ｈより
も小さいＴ字状に形成されている。また、係合凸部３１は、延出片３１ｂの左右両端間の
幅が、固定部材２０における開口部２１ｇの幅よりも広く形成されており、係合凸部３１
を固定部材２０の溝部２１ｈへ係合させた状態では、係合凸部３１が溝部２１ｈから下方
へ抜けないようになっている。
【００４８】
　また、補助部材３０Ａ，３０Ｂの本体部３２は、図３及び図４に示すように、外形が横
長矩形の枠状に形成されていると共に、内部に上下方向へ延び上辺と下辺とを連結する縦
桟３２ａと、固定部材２０における取付孔２１ｃと対応した位置で上下方向へ貫通し取付
孔２１ｃと同径の取付孔３２ｂと、を備えている。一方、補助部材３０Ｃの本体部３２は
、図５に示すように、横長の板状で固定部材２０の取付孔２１ｃと対応した取付孔３２ｂ
を備えていると共に、両端、取付孔３２ｂの形成された位置、及び両端の間の所定位置に
同じ高さで上方へ突出した突起３２ｃを複数備えている。なお、本例では、補助部材３０
Ａの本体部３２の高さに対して、補助部材３０Ｂの本体部３２の高さが約２／３、補助部
材３０Ｃの本体部３２の高さが約１／３とされている。
【００４９】
　また、補助部材３０Ａの本体部３２は、縦桟３２ａの一方の側面（図３中左側の面）か
ら本体部３２の下面と平行に延びた天片３２ｄと、天片３２ｄの先端と下辺とを繋ぐ連結
片３２ｅと、連結片３２ｅと縦桟３２ａとの間で天片３２ｄの横方向中央直下の下辺を上
下方向へ貫通した開口部３２ｆと、を更に備えている。また、補助部材３０Ａの本体部３
２は、開口部３２ｆと連結片３２ｅ及び縦桟３２ａとの間で下面よりも上方へ窪んだ段部
３２ｇを更に備えている。
【００５０】
　この補助部材３０Ａは、本体部３２の縦桟３２ａ、天片３２ｄ、連結片３２ｅ、及び開
口部３２ｆによって、Ｔ字状に凹み係合凸部３１を収容可能な係合凹部３３を形成してい
る。また、補助部材３０Ａの本体部３２は、縦桟３２ａ、天片３２ｄ、及び連結片３２ｅ
により、開口部３２ｆによって分断された下辺を繋ぎ、本体部３２の強度・剛性を維持で
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きるようになっている。
【００５１】
　本例の補助部材３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃは、図４及び図５に示すように、固定部材２０
と同様に、同一断面形状で連続した長尺状に形成されており、アルミ合金等の金属製の押
出型材とされている。また、補助部材３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃは、平面視で固定部材２０
と同じ大きさに形成されている。
【００５２】
　また、太陽光発電システム１における化粧カバー４０は、図３に示すように、第一フレ
ーム１２や第二フレーム１３と同じ高さとされると共に、第一フレーム１２と同じ長さと
され、一方の上端部から他方の下端部まで円弧状に連続して延びる化粧面部４０ａと、化
粧面部４０ａの一方の上端部から下方へ垂下する上側面４０ｂと、上側面４０ｂの下側に
配置され一方の側面側へ開口する接合部４０ｃと、接合部４０ｃの下側に配置され上側面
よりも他方側寄りに配置された上下方向へ延びる下側面４０ｄ及び下側面４０ｄに形成さ
れた開口部４０ｅを有する箱状の当接部４０ｆと、当接部４０ｆ内の他方側の側面から開
口部４０ｅへ向って横方向へ延び先端に係合突部４０ｇを有した係合片４０ｈと、当接部
４０ｆの他方側の側面から横方向へ延出し化粧面部４０ａの下端付近と繋がる支持片部４
０ｉと、を備えている（図６（Ａ）を参照）。この係合突部４０ｇは、基端側が係合片４
０ｈから上方へ突出し、先端へ向うに従って下方へ細くなっている。
【００５３】
　また、化粧カバー４０には、当接部４０ｆにおける開口部４０ｅの上側の下側面４０ｄ
に形成されたＶ字状の溝と、当接部４０ｆの下面に下方へ突出する突部４０ｊと、を備え
ている。この突部４０ｊは、固定部材２０の凹部２１ｉ内に挿入可能とされている。また
、化粧カバー４０には、Ｃ字形状の三つのねじ溝部４０ｋが夫々所定位置に備えられてい
る。この化粧カバー４０もまた、固定部材２０や補助部材３０と同様に、同一断面形状で
連続した長尺部材とされており、アルミ合金等の金属製の押出型材とされている。
【００５４】
　次に、屋根材２上への太陽光発電システム１の設置について説明する。図１の例では、
太陽電池モジュール１０の長辺が、屋根の傾斜方向に対して直角方向に延びるように複数
の太陽電池モジュール１０を格子状に配置すると共に、太陽電池モジュール１０や化粧カ
バー４０の一辺を二つの固定部材２０で屋根材２へ固定するようにした例である。
【００５５】
　なお、太陽光発電システム１は、図２に示すように、太陽電池モジュール１０や化粧カ
バー４０同士の間に、屋根の傾斜方向に対して直角方向では隙間Ｓ１（２ｍｍ～５ｍｍ、
本例では約３ｍｍ）が、屋根の傾斜方向では隙間Ｓ２（０．５ｍｍ～５ｍｍ、本例では約
１ｍｍ）が、夫々形成されるように屋根材２上に設置されており、これにより、太陽電池
モジュール１０や化粧カバー４０等が、気温等の変化によって熱膨張しても互いに接触し
ないようになっていると共に、屋根の傾斜方向では上側の太陽電池モジュール１０の荷重
が下側へ伝達されないようになっている。
【００５６】
　この太陽光発電システム１の設置は、図３に示すように、まず、化粧カバー４０を、固
定部材２０の立設部２２に対して取付部２１ｂ側とは反対側の載置部２１ａ上に載置する
と同時に、化粧カバー４０の凹状の接合部４０ｃ内へ固定部材２０の阻止部２３を挿入す
ることで、一つの化粧カバー４０に複数（本例では二つ）の固定部材２０を嵌合させる。
そして、化粧カバー４０が屋根の傾斜方向に対して直角方向へ延びるように屋根材２上の
軒側の所定位置に配置した上で、固定部材２０を所定の取付ビス３を用いて屋根材２へ取
付ける。
【００５７】
　屋根材２に対して固定部材２０を取付ける際には、化粧カバー４０の長手方向へ固定部
材２０をスライドさせて、取付ビス３が屋根材２を支持する垂木等の屋根の構造部材にね
じ込まれるようにする。そして、複数の化粧カバー４０を、化粧カバー４０同士の間に所
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定量（例えば、２ｍｍ～５ｍｍ）の隙間Ｓ１が形成されるように、屋根の傾斜方向に対し
て直角方向へ列設する。なお、化粧カバー４０と嵌合した固定部材２０を屋根材２へ取付
けたら、立設部２２の係止孔２２ａを通して棟側から化粧カバー４０の当接部４０ｆへ係
止ビス４をねじ込む。これにより、固定部材２０に対して化粧カバー４０がスライドする
のを防止することができる。
【００５８】
　続いて、屋根材２上へ複数の化粧カバー４０を設置したら、太陽電池モジュール１０に
おける一方（棟側）の第一フレーム１２に対して、複数（本例では二つ）の固定部材２０
を嵌合させる。具体的には、固定部材２０における立設部２２に対して取付部２１ｂとは
反対側の阻止部２３とベース部２１の載置部２１ａとの間に、第一フレーム１２の当接部
１２ｅが挟持されるように、固定部材２０を、第一フレーム１２に嵌合させる。
【００５９】
　そして、太陽電池モジュール１０における棟側の第一フレーム１２に固定部材２０を嵌
合させた状態で、化粧カバー４０を屋根材２へ固定している固定部材２０におけるベース
部２１上面の立設部２２よりも棟側の載置部２１ａに、軒側の第一フレーム１２を載置す
る。そして、太陽電池モジュール１０を軒側へスライドさせ、第一フレーム１２の接合部
１２ｃ内へ固定部材２０における取付部２１ｂ側の阻止部２３を挿入させると共に、第一
フレーム１２における当接部１２ｅの下側面１２ｄを固定部材２０における内突部２４の
外側端部２４ａと当接させる。
【００６０】
　これにより、太陽電池モジュール１０における軒側の第一フレーム１２は、固定部材２
０のベース部２１により下方への移動が規制されると共に、阻止部２３によって上方への
移動が規制され、更に、内突部２４によって太陽電池パネル１１の面に沿った外側方向（
軒側方向）への移動が規制された状態となっている。また、第一フレーム１２の当接部１
２ｅ固定部材２０の内突部２４と当接することで、立設部２２と当接部１２ｅとの間に隙
間が形成されるようになっており、その隙間内に係止ビス４の頭部が収容された状態とな
っている。また、図示するように、化粧カバー４０と第一フレーム１２との間には、所定
量（本例では、約１ｍｍ）の間隙としての隙間Ｓ２が形成されるようになっており、気温
等の変化によって熱膨張しても互いに接触しないようになっていると共に、屋根の傾斜方
向に対して上側に配置され太陽電池モジュール１０の荷重が下側の化粧カバー４０や太陽
電池モジュール１０等に伝達されないようになっている。
【００６１】
　続いて、太陽電池モジュール１０の棟側の第一フレーム１２を屋根材２側へ降下させ、
棟側の第一フレーム１２に嵌合された固定部材２０を屋根材２上へ載置する。この際に、
化粧カバー４０の時と同様に、垂木等の構造部材へ取付ビス３がねじ込まれるように固定
部材２０を第一フレーム１２の長手方向へスライドさせる。そして、固定部材２０を、取
付ビス３により屋根材２へ取付け、一段目の太陽電池モジュール１０の一つを配置する。
なお、固定部材２０を屋根材２へ取付けたら、立設部２２の係止孔２２ａを通して棟側か
ら第一フレーム１２の当接部１２ｅへ係止ビス４をねじ込み、固定部材２０に対して太陽
電池モジュール１０がスライドするのを防止する。
【００６２】
　その後、上述と同様に、傾斜方向に対して直角方向へ隣接するように次の太陽電池モジ
ュール１０を配置すると共に、化粧カバー４０の時と同様に、各太陽電池モジュール１０
同士の間に所定量の隙間Ｓ１が形成されるように一段目の各太陽電池モジュール１０を順
次配置したら、取付ビス３を用いて各固定部材２０を屋根材２へ取付ける。
【００６３】
　そして、一段目の太陽電池モジュール１０を設置したら、上述した作業を繰返して、二
段目、三段目の太陽電池モジュール１０を順次設置し、全ての太陽電池モジュール１０を
設置し終えたら、図１に示すように、屋根の傾斜方向に対して直角方向両外側の化粧カバ
ー４０及び太陽電池モジュール１０の側面に、夫々軒側側面キャップ５１と中間側面キャ



(12) JP WO2011/077538 A1 2011.6.30

10

20

30

40

50

ップ５２を所定のビス６で固定して側面側に露出した化粧カバー４０や第一フレーム１２
の端部を被覆し、太陽光発電システム１の設置が完了することとなる。
【００６４】
　ところで、太陽光発電システム１（太陽電池モジュール１０）を設置する屋根材２の上
面は、うねっていたり歪んでいたりして平面性が悪い場合があり、平面性の悪い状態で固
定部材２０によって太陽電池モジュール１０を設置固定すると、太陽電池モジュール１０
を支持する複数の固定部材２０の位置（高さ）が区々となり、太陽電池モジュール１０を
正しい向きに設置することができなかったり、太陽電池モジュール１０を設置することが
できなかったりする問題がある。また、屋根材２上に複数の太陽電池モジュール１０を設
置する場合、太陽電池モジュール１０同士の設置高さが区々となって、全体の見栄えが悪
くなる問題がある。
【００６５】
　そこで、本実施形態では、図３に示すように、固定部材２０と屋根材２との間に適宜の
数の補助部材３０（３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ）を挿入することで、個々の固定部材２０の
取付け高さを変更して屋根の面に対して固定部材２０の高さを揃えることかできるように
なっている。具体的には、固定部材２０を屋根材２上に取付ける前に、固定部材２０の下
面に形成された溝部２１ｈに補助部材３０の係合凸部３１を係合させることで、固定部材
２０の下側に補助部材３０を連結する。また、補助部材３０Ａでは、本体部３２の下面に
係合凹部３３を備えており、その係合凹部３３に他の補助部材３０の係合凸部３１を係合
させることで、複数の補助部材３０を上下に連結することができる。
【００６６】
　補助部材３０同士の連結、及び固定部材２０への連結は、補助部材３０や固定部材２０
の長手方向から、補助部材３０の係合凸部３１と固定部材２０の溝部２１ｈや他の固定部
材２０の係合凹部３３とが互いに一致するように配置した上で、長手方向へ相対的にスラ
イドさせることで係合凸部３１と溝部２１ｈや係合凹部３３とを互いに係合させ、補助部
材３０同士や固定部材２０と連結する。
【００６７】
　そして、図３及び図５（Ａ）に示すように、固定部材２０の取付け高さに応じて三種類
の補助部材３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃを適宜組合せて、各固定部材２０の高さが揃うように
する。その後、固定部材２０の取付孔２１ｃ及び補助部材３０の取付孔３２ｂを通して取
付ビス３を屋根材２へねじ込むことで、固定部材２０と共に補助部材３０を屋根材２上へ
取付ける。
【００６８】
　なお、本例では、最も下側に配置された補助部材３０と屋根材２との間に防水部材５０
を配置しており、これにより、固定部材２０を取付ける取付ビス３を伝って屋根材２内部
や屋根材２の下側へ雨水等が浸入するのを良好に防止することができる。また、本例では
、最も下側に配置された補助部材３０を、係合凹部３３を備えていない補助部材３０Ｂ，
３０Ｃを用いたものを示したが、これに限定するものではなく、係合凹部３３を備えた補
助部材３０Ａが最も下側に配置されるようにしても良い。更に、図示は省略するが、固定
部材２０の取付け高さによっては、固定部材２０と屋根材２との間に補助部材３０を挿入
せずに、固定部材２０を屋根材２へ取付けても良い。
【００６９】
　このように、本実施形態によると、補助部材３０の係合凸部３１を固定部材２０の溝部
２１ｈに係合させることで、補助部材３０における本体部３２の高さ分だけ固定部材２０
の取付け高さを高くすることができると共に、補助部材３０（３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ）
の係合凸部３１と係合凹部３３とを互いに係合させることで、複数の補助部材３０を上下
方向へ積み重ねることができ、重ね合わせる補助部材３０の数によって屋根材２に対する
固定部材２０の高さを任意に変更することができる。従って、太陽電池モジュール１０を
設置する屋根材２の上面が歪んでいても、固定部材２０と屋根材２との間に適宜数の補助
部材３０を挿入することで屋根材２上の歪みを補正して太陽電池モジュール１０を支持す



(13) JP WO2011/077538 A1 2011.6.30

10

20

30

40

50

る各固定部材２０の高さを揃えることができ、屋根材２上へ太陽電池モジュール１０を良
好に設置することができる。
【００７０】
　また、本例の補助部材３０によって各固定部材２０の高さを揃えることができるので、
太陽光発電システム１における複数の各太陽電池モジュール１０の高さを簡単に揃えるこ
とができ、屋根上の見栄えを良くすることができる。
【００７１】
　更に、本例の補助部材３０では、係合凸部３１と係合凹部３３或いは固定部材２０の溝
部２１ｈとを互いに係合させることができるので、補助部材３０を固定部材２０に係合さ
せたり、補助部材３０同士を重ね合わせたりした時に、係合によって互いに位置決めする
ことができ、補助部材３０の位置がずれた状態で固定部材２０が屋根材２へ固定されてし
まうのを防止して、固定部材２０を確実に屋根材２へ固定することができる。また、本例
では、補助部材３０を、固定部材２０或いは他の補助部材３０に係合させることで、補助
部材３０を固定部材２０に連結して保持させることができ、補助部材３０を用いて固定部
材２０を屋根材２上へ固定する時の作業性を良くすることができる。
【００７２】
　また、本例では、補助部材３０の本体部３２を、内部に縦桟３２ａを備えた枠状に形成
しているので、補助部材３０の高さを高くしても、重量が増加するのを抑制することがで
き、補助部材３０を軽くして太陽電池モジュール１０を設置する時の作業性を高めること
ができる。また、縦桟３２ａを備えているので、上下方向にかかる耐荷重性能を高めるこ
とができ、補助部材３０及び固定部材２０を介して太陽電池モジュール１０を良好に屋根
材２へ設置することができる。
【００７３】
　更に、本例では、補助部材３０を、アルミ合金等の金属製の押出型材によって形成して
いるので、固定部材２０と屋根材２との間に補助部材３０を挿入しても固定部材２０をし
っかりと屋根材２へ取付けることができると共に、温度変化や経年変化に対する耐性を高
めることがきるので、長期に亘って太陽電池モジュール１０を屋根材２上に良好な状態で
支持することができる。
【００７４】
　また、本例では、高さの異なる三種類の補助部材３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃにより固定部
材２０の取付け高さを変更するようにしているので、固定部材２０の取付け高さをより細
かく変更することができ、固定部材２０によって太陽電池モジュール１０をより良好な状
態で設置することができる。
【００７５】
　以上、本発明について好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明はこれらの実施形態
に限定されるものではなく、以下に示すように、本発明の要旨を逸脱しない範囲において
、種々の改良及び設計の変更が可能である。
【００７６】
　すなわち、上記の実施形態では、補助部材３０における係合凸部３１及び係合凹部３３
の形状を、Ｔ字状に形成したものを示したが、これに限定するものではなく、あり形状、
角形状、Ｖ形状、等に形成したものとしても良く、例えば、図６に示すような、矩形の角
状に形成されたものとしても良い。詳述すると、図６（Ａ）は図３乃至図５の例とは異な
る形態の補助部材を固定部材と屋根材との間に挿入した側面図であり、（Ｂ）は（Ａ）の
補助部材の斜視図である。なお、図６における固定部材２０は、上記の固定部材２０と同
一であり、詳細な説明は省略する。
【００７７】
　図６に示す補助部材６０は、矩形の角状に上方へ突出し固定部材２０の溝部２１ｈに対
して下側から挿入係合可能な係合凸部６１と、係合凸部６１が上面に形成された板状の本
体部６２と、本体部６２の下面で係合凸部６１の直下に形成され係合凸部６１と係合可能
な係合凹部６３と、を備えている。また、補助部材６０は、固定部材２０における取付孔
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２１ｃと対応した位置で上下方向へ貫通し、取付孔２１ｃと同径の取付孔６４を更に備え
ている。この補助部材６０は、上記の補助部材３０と同様に、一定断面の長尺状に形成さ
れており、アルミ合金等の金属製の押出型材とされている。
【００７８】
　本例の補助部材６０によると、補助部材６０の係合凸部６１と係合凹部６３とを互いに
係合させることで、複数の補助部材６０を上下方向へ積み重ねることができるので、重ね
合わせる補助部材６０の数によって屋根材２に対する固定部材２０の高さを任意に変更す
ることができ、上記と同様の作用効果を奏することができる。
【００７９】
　また、上記の本実施形態では、上下に重ねることで固定部材２０の取付け高さを変更す
ることができる補助部材３０，６０を示したが、これに限定するものではなく、図７乃至
図９に示すよな補助部材７０，８０としても良い。詳述すると、図７（Ａ）は図３乃至図
６の例とは異なる形態の補助部材を固定部材と屋根材との間に挿入した側面図であり、（
Ｂ）は（Ａ）を分解して示す斜視図である。また、図８（Ａ）は更に異なる形態の補助部
材を固定部材と共に示す側面図であり、（Ｂ）は（Ａ）の背面図である。更に、図９は、
図８の補助部材と固定部材及び屋根材との関係を分解して示す斜視図である。
【００８０】
　図７乃至図９における固定部材２０Ａは、上記の固定部材２０に対して、ベース部２１
における立設部２２の直下の縦桟２１ｅ、横桟２１ｆ、開口部２１ｇ、及び溝部２１ｈを
廃止した形態のものであり、同一構成の部位については同一の符号を付し、詳細な説明は
省略する。なお、固定部材２０Ａでは、図示するように、取付孔２１ｃ及び挿通孔２１ｄ
が長手方向中央のみに形成されている。また、固定部材２０Ａに替えて、溝部２１ｈを備
えた固定部材２０を用いても良い。
【００８１】
　まず、図７に示す補助部材７０は、固定部材２０Ａのベース部２１における固定部２１
ｂに形成された取付孔２１ｃに対して上下方向へ相対移動可能に固定される棒状の固定支
持部７１と、固定支持部７１の下端を保持し屋根材２上に固定されるベース部材７２と、
を備えている。この補助部材７０の固定支持部７１は、多角形の頭部７１ａと、頭部７１
ａから上方へ延出し外周に雄ねじが形成された雄ねじ部７２ｂとを備えており、本例では
、所定長さの六角ボルトとされている。また、補助部材７０のベース部材７２は、長手方
向両端及び上側が開放され固定支持部７１の頭部７１ａを長手方向へスライド可能に保持
する保持溝７２ａを有した保持部７２ｂと、保持部７２ｂにおける保持溝７２ａが延びた
長手方向とは直角方向の一方の側面から外側へ延出しベース部材７２を屋根材２へ固定す
るための板状の固定部７２ｃと、を備えている。
【００８２】
　補助部材７０は、図示するように、ベース部材７２の保持溝７２ａに、固定支持部７１
の頭部７１ａが、回転不能且つスライド可能に挿入されており、保持溝７２ａの開放され
た上側から固定支持部７１の雄ねじ部７１ｂが上方へ延びだしている。なお、ベース部材
７２の固定部７２ｃには、上下方向へ貫通した取付孔７２ｄが形成されている。また、補
助部材７０は、ベース部材７２の保持溝７２ａが屋根の傾斜方向に対して直角方向へ延び
るように、屋根材２上へ所定の取付ビス３により取付けられるようになっている。
【００８３】
　この補助部材７０は、固定支持部７１の雄ねじ部７１ｂにナット７３を螺合させた状態
で、固定部材２０Ａの取付孔２１ｃに下側から雄ねじ部７１ｂの上端を挿通させた上で、
更に雄ねじ部７１ｂの上端からナット７４を螺合し、二つのナット７３，７４で固定部材
２０Ａの取付部２１ｂを挟むことで、固定支持部７１に固定部材２０Ａを固定することが
できる。これにより、本例の補助部材７０は、雄ねじ部７１ｂに螺合されたナット７３，
７４を回転させることで、雄ねじ部７１ｂ（補助部材７０）に対する固定部材２０Ａの上
下方向の位置を変更することができ、上述した補助部材３０，６０と同様の作用効果を奏
することができる。
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【００８４】
　また、この補助部材７０は、固定支持部７１が保持溝７２ａの長手方向（屋根の傾斜方
向に対して直角方向）へスライドさせることができるので、ベース部材７２を垂木等の屋
根の構造部材に取付けた上で、固定部材２０Ａ（固定支持部７１）をスライドさせて太陽
電池モジュール１０の第一フレーム１２における所望の位置（例えば、複数の固定部材２
０Ａによって荷重を均等に支持することができる位置）で支持することができ、太陽電池
モジュール１０を良好な状態で設置することができる。
【００８５】
　なお、補助部材７０において、固定支持部７１の雄ねじ部７１ｂに、固定部材２０Ａが
載置されるナット７３よりも下側にナットを螺合させた上で、そのナットと頭部７１ａと
でベース部材７２の保持部７２ｂを挟持するようにしても良く、これにより、固定支持部
７１が保持溝７２ａに沿ってスライドするのを防止することができ、固定部材２０Ａ（太
陽電池モジュール１０）がずれたり、がたついたりするのを防止することができる。
【００８６】
　次に、図８及び図９に示す補助部材８０は、上面に突設された突条５を有する折板屋根
等の屋根材２と、固定部材２０Ａとの間に挿入して、屋根材２に対する固定部材２０Ａの
取付け高さを変更することができるものであり、固定部材２０Ａのベース部２１における
固定部２１ｂに形成された取付孔２１ｃに対して上下方向へ相対移動可能に固定される棒
状の固定支持部８１と、固定支持部８１の下端を保持し屋根材２上に固定されるベース部
材８２と、を備えている。補助部材８０の固定支持部８１は、所定長さで外周に雄ねじが
形成されている。
【００８７】
　また、補助部材８０のベース部材８２は、固定支持部８１の下端が回転不能に固着保持
される板状の天片部８２ａと、天片部８２ａの両端から下方へ延出した板状の側片部８２
ｂと、側片部８２ｂの下端から天片部８２ａと略平行（互いに対向した端部が若干高い）
に延びた板状の脚片部８２ｃと、両側の側片部８２ｂを貫通し一方の側片部８２ｂから雄
ねじが外方へ突出したボルト８２ｄと、ボルト８２ｄに一方の側片部８２ｂの外側から螺
合されたナット８２ｅと、を備えている。このベース部材８２は、ボルト８２ｄと螺合し
たナット８２ｅを適宜方向へ回転させることで、一対の側片部８２ｂを介して一対の脚片
部８２ｃを互いに接近させたり、離反させたりすることができ、脚片部８２ｃの互いに対
向した側の端部同士の間で屋根材２の突条５を挟持することでベース部材８２を屋根材２
へ取付けることができるようになっている。
【００８８】
　この補助部材８０は、補助部材７０と同様に、固定支持部８１にナット８３を螺合させ
た状態で、固定部材２０Ａの取付孔２１ｃに下側から固定支持部８１の上端を挿通させた
上で、更に固定支持部８１の上端からナット８４を螺合し、二つのナット８３，８４で固
定部材２０Ａの取付部２１ｂを挟むことで、固定支持部８１に固定部材２０Ａを固定する
ことができる。これにより、本例の補助部材８０は、固定支持部８１に螺合されたナット
８３，８４を回転させることで、固定支持部８１（補助部材８０）に対する固定部材２０
Ａの上下方向の位置を変更することができ、上述した補助部材３０，６０，７０と同様の
作用効果を奏することができる。
【００８９】
　なお、本例では、屋根材２として折板屋根の突条５に、補助部材８０のベース部材８２
を取付けるものを示したが、これに限定するものではなく、棒屋根や、波板屋根等にベー
ス部材８２を取付けるようにしても良い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００９０】
【特許文献１】特開２００６－０３７５４５号公報
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(16) JP WO2011/077538 A1 2011.6.30

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(17) JP WO2011/077538 A1 2011.6.30

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(18) JP WO2011/077538 A1 2011.6.30

【図９】



(19) JP WO2011/077538 A1 2011.6.30

10

20

30

40

【国際調査報告】



(20) JP WO2011/077538 A1 2011.6.30

10

20

30

40



(21) JP WO2011/077538 A1 2011.6.30

10

20

30

40



(22) JP WO2011/077538 A1 2011.6.30

10

20

30

40



(23) JP WO2011/077538 A1 2011.6.30
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