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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外装面を構成する外装材にて形成される凸状部に固定する取付部材と、該取付部材に取
り付ける連絡材と、該連絡材に固定して太陽電池パネルから延在するケーブルを保持する
受け材と、からなる太陽電池ケーブルの保持構造であって、
　前記取付部材は、凸状部の上方に位置する上面部と、該上面部の端縁から外方へ延在す
る取付横片と、その側端を傾斜状に折り上げると共にその上端に係合溝を形成した取付傾
斜片と、を備え、
　前記連絡材は、上端に位置する取付部と、該取付部から下方へ延在する受面部と、を備
え、
　前記連絡材の取付部を、前記取付部材の取付傾斜片の係合溝に配置して取り付けると共
に、受け材を前記連絡材の受面部に固定したことを特徴とする太陽電池ケーブルの保持構
造。
【請求項２】
　連絡材は、更に受面部の下端を折曲した横片部を有し、該横片部の先端を取付部材の側
壁面に臨ませたことを特徴とする請求項１に記載の太陽電池ケーブルの保持構造。
【請求項３】
　取付傾斜片に連絡材を取り付けると共に取付横片の先端に連絡材に設けた突起を係合さ
せることを特徴とする請求項１又は２に記載の太陽電池ケーブルの保持構造。
【請求項４】
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　連絡材の取付部は、上端を折返し状に形成して上方から係合できるか、内側へ延在する
上側横片を前記取付横片の上方に臨ませると共に該上側横片に設けた通孔に上方から締着
具を配してその下端を前記取付横片の上面に圧接するように締着させることを特徴とする
請求項１～３の何れか一項に記載の太陽電池ケーブルの保持構造。
【請求項５】
　外装面を構成する外装材にて形成される凸状部に、請求項１～４の何れか一項に記載の
取付部材を固定し、該取付部材に連絡材を取り付け、更に受け材を固定すると共に、直接
的に外設部材を、或いは支持材を介して間接的に外設部材を取り付けたことを特徴とする
外設部材の取付構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新設、既設を問わず建築物の屋根等の外装面に施工される多種の縦葺き（縦
張り）外装構造に取り付けた取付部材に対し、容易に且つ安定に連絡材（連絡金具）を取
り付け、更に受け材（受け金具）を取り付けることができ、太陽電池パネルから延在する
ケーブルを容易に保持することができる太陽電池ケーブルの保持構造、及び外設部材の取
付構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　太陽電池パネルから延在するケーブル（配線材）等を保持する架台としては、例えば特
許文献１～４などに記載される提案がなされている。
　例えば特許文献１～３には、ケーブルを収容するための空間（配線収容部、配線枠、収
納空間）をフレームの一部に組み込んだ例である。
　特許文献４には、太陽電池パネルを支持する桟部材の側方に取り付ける保持部材にケー
ブルを収容する構造が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－０８４５７２号公報
【特許文献２】特開２０１３－１７４０６１号公報
【特許文献３】特許第４６７９４３５号公報
【特許文献４】特許第４９４２３７９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、前記特許文献１～３及び前記特許文献４の構造では、太陽電池パネルか
ら延在するケーブルの保持には所定の効果が果たされるものの、何れも単なる支持フレー
ムであるから、この支持フレームを、例えばハゼ締め式の折板屋根等に太陽電池パネルや
緑化屋根パネル等の外設部材を取り付けることができる取付部材として適用することは困
難であった。
【０００５】
　そこで、本発明は、新設、既設を問わず建築物の屋根等の外装面に施工される多種の縦
葺き（縦張り）外装構造に取り付けた取付部材に対し、容易に且つ安定に連絡材（連絡金
具）を取り付け、更に受け材（受け金具）を取り付けることができ、太陽電池パネルから
延在するケーブルを容易に保持することができる太陽電池ケーブルの保持構造、及び外設
部材の取付構造を提案することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記に鑑み提案されたものであって、外装面を構成する外装材にて形成され
る凸状部に固定する取付部材と、該取付部材に取り付ける連絡材と、該連絡材に固定して
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太陽電池パネルから延在するケーブルを保持する受け材とからなる太陽電池ケーブルの保
持構造であって、前記取付部材は、凸状部の上方に位置する上面部と、該上面部の端縁か
ら外方へ延在する取付横片と、その側端を傾斜状に折り上げると共にその上端に係合溝を
形成した取付傾斜片と、を備え、前記連絡材は、上端に位置する取付部と、該取付部から
下方へ延在する受面部と、を備え、前記連絡材の取付部を、前記取付部材の取付傾斜片の
係合溝に配置して取り付けると共に、受け材を前記連絡材の受面部に固定したことを特徴
とする太陽電池ケーブルの保持構造に関するものである。
【０００７】
　また、本発明は、前記太陽電池ケーブルの
保持構造において、連絡材は、更に受面部の下端を折曲した横片部を有し、該横片部の先
端を取付部材の側壁面に臨ませたことを特徴とする太陽電池ケーブルの保持構造をも提案
する。
【０００８】
　また、本発明は、前記太陽電池ケーブルの保持構造において、取付傾斜片に連絡材を取
り付けると共に取付横片の先端に連絡材に設けた突起を係合させることを特徴とする太陽
電池ケーブルの保持構造をも提案する。
【０００９】
　また、本発明は、前記太陽電池ケーブルの保持構造において、取付部材は、凸状部を挟
んで臨む左右一対の底面部と、該底面部の締め付け手段と、を備え、前記締め付け手段を
締め付けることにより、前記底面部の内側端を凸状部に挟着できることを特徴とする太陽
電池ケーブルの保持構造をも提案する。
【００１０】
　また、本発明は、前記太陽電池ケーブルの保持構造において、連絡材の取付部は、上端
を折返し状に形成して上方から係合できるか、内側へ延在する上側横片を前記取付横片の
上方に臨ませると共に該上側横片に設けた通孔に上方から締着具を配してその下端を前記
取付横片の上面に圧接するように締着させることを特徴とする太陽電池ケーブルの保持構
造をも提案する。
【００１１】
　さらに、本発明は、外装面を構成する外装材にて形成される凸状部に、前記構成の取付
部材を固定し、該取付部材に連絡材を取り付け、更に受け材を固定すると共に、直接的に
外設部材を、或いは支持材を介して間接的に外設部材を取り付けたことを特徴とする外設
部材の取付構造をも提案するものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の太陽電池ケーブルの保持構造は、取付部材に設けた取付横片と取付傾斜片に対
し、連絡材及び受け材を容易に且つ安定に取り付けたものであり、連絡材の取付部は、係
合溝に配置しているので、前後方向にズレ動くことがなく取り付けられる。
　また、太陽電池パネル自体は、前記取付傾斜片を位置規制部として容易に配設すること
ができ、太陽電池パネルから延在するケーブルは、受け材やそれに固定した各種の金具な
どに適宜に収容、保持させることができる。
【００１３】
　また、連絡材が、更に受面部の下端を折曲した横片部を有し、該横片部の先端を取付部
材の側壁面に臨ませた場合には、受面部と取付部材の側壁面と横片部とで囲まれる空間が
形成され、該空間を、受け材を固定するための止着具の収容空間として利用することがで
きる。
【００１４】
　また、取付傾斜片に連絡材を取り付けると共に取付横片の先端に連絡材に設けた突起を
係合させる場合には、連絡材の取付が上下から挟むように行われるため、より安定に取り
付けられるものとなる。
【００１５】
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　また、取付部材が、凸状部を挟んで臨む左右一対の底面部と、該底面部の締め付け手段
と、を備え、前記締め付け手段を締め付けることにより、前記底面部の内側端を凸状部に
挟着でき場合には、後述する図示実施例に示すように取付部材を、比較的簡易な構成の複
数部材にて構成することができる。
【００１６】
　また、連絡材の取付部が、上端を折返し状に形成して上方から係合できる場合には、容
易に取り付けることができる。また、内側へ延在する上側横片を前記取付横片の上方に臨
ませると共に該上側横片に設けた通孔に上方から締着具を配してその下端を前記取付横片
の上面に圧接するように締着させる場合には、より強固により安定に取り付けることがで
きる。
【００１７】
　さらに、本発明の前記取付部材を用いた外設部材の取付構造は、各種の外設部材を、外
装面に安定に配置させた前記取付部材に直接的に、或いは支持材を介して間接的に取り付
けた構成であり、外装面を構成する外装材にて形成される凸状部に対し、太陽電池モジュ
ール等を簡易な構造にて安定に取り付けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】（ａ）本発明の第１実施例における取付部材に連絡材を取り付けた状態を示す正
面図、（ｂ）その右側面図、（ｃ）更に受け材を取り付けた状態を示す正面図、（ｄ）そ
れに用いた受け材の正面図、（ｅ）その平面図、（ｆ）その左側面図、（ｇ）その右側面
図である。
【図２】（ａ）外装面の凸状部に取り付けた第１実施例の取付部材に、予め一体的に固定
した連絡材と受け材を臨ませた状態を示す斜視図、（ｂ）外装面の凸状部に第１実施例の
取付部材、連絡材、受け材を取り付け、更に太陽電池パネルを臨ませた状態を示す斜視図
、（ｃ）それに用いた取付部材の斜視図、（ｄ）それに用いた連絡材の斜視図、（ｅ）そ
れに用いた受け材の斜視図である。
【図３】（ａ）第１実施例における取付部材の正面図、（ｂ）その上面図、（ｃ）その底
面図、（ｄ）その左側面図、（ｅ）その右側面図、（ｆ）第１実施例の取付部材を外装面
の凸状部に取り付けた状態を示す正面図である。
【図４】（ａ）第２実施例における取付部材の正面図、（ｂ）その上面図、（ｃ）その底
面図、（ｄ）その左側面図、（ｅ）その右側面図、（ｆ）第２実施例の取付部材を外装面
の凸状部に取り付けた状態を示す正面図である。
【図５】（ａ）第３実施例における取付部材の正面図、（ｂ）その上面図、（ｃ）その底
面図、（ｄ）その左側面図、（ｅ）その右側面図、（ｆ）第３実施例の取付部材を外装面
の凸状部に取り付けた状態を示す正面図である。
【図６】（ａ）第４実施例における取付部材の正面図、（ｂ）その上面図、（ｃ）その底
面図、（ｄ）その左側面図、（ｅ）その右側面図、（ｆ）第１実施例の取付部材を外装面
の凸状部に取り付けた状態を示す正面図である。
【図７】（ａ）第１比較例における取付部材の正面図、（ｂ）その右側面図、（ｃ）その
上面図、（ｄ）第２比較例における取付部材に、連絡材及び受け材を取り付けた状態を示
す斜視図、（ｅ）その正面図、（ｆ）それに用いた連絡材及び受け材を示す斜視図、（ｇ
）第３比較例における取付部材に、連絡材及び受け材を取り付けた状態を示す正面図、（
ｈ）その上面図、（ｉ）それに用いた連絡材の斜視図である。
【図８】（ａ）本発明の第５実施例における連絡材を示す正面図、（ｂ）上面図、（ｃ）
底面図、（ｄ）左側面図、（ｅ）右側面図、（ｆ）背面図、（ｇ）斜視図、（ｈ）受け材
を取り付けた状態を示す斜視図である。
【図９】（ａ）第５実施例における取付部材を示す斜視図、（ｂ）該取付部材に連絡材を
取り付けた状態を示す斜視図、（ｃ）更に受け材を取り付けた状態を示す斜視図、（ｄ）
第５実施例における外装材に取り付けた取付部材を示す斜視図、（ｅ）該取付部材に連絡
材を取り付けた状態を示す斜視図、（ｆ）更に受け材を取り付けた状態を示す斜視図であ
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る。
【図１０】（ａ）外装面の凸状部に第５実施例の取付部材を取り付けた状態を示す正面図
、（ｂ）該取付部材に、連絡材及び受け材を取り付けた状態を示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明の太陽電池ケーブルの保持構造は、外装面を構成する外装材にて形成される凸状
部に固定する取付部材（Ｉ）と、該取付部材に取り付ける連絡材（II）と、該連絡材に固
定して太陽電池パネルから延在するケーブルを保持する受け材（III）とからなる太陽電
池ケーブルの保持構造である。なお、連絡材、受け材については、連絡金具、受け金具の
名称では、金属製成形体に限定されることを回避するために、金具の名称を避けたが、特
にその材質について限定するものではない。
【００２０】
　前記取付部材（Ｉ）は、凸状部の上方に位置する上面部（イ）と、該上面部の端縁から
外方へ延在する取付横片（ロ）と、その側端を傾斜状に折り上げると共にその上端に係合
溝を形成した取付傾斜片（ハ）と、を備える構成である。
　より望ましくは、前記構成に加え、凸状部を挟んで臨む左右一対の底面部（ニ）と、該
底面部の締め付け手段（ホ）と、を備え、前記締め付け手段を締め付けることにより、前
記底面部の内側端を凸状部に挟着できるものである。
【００２１】
　前記上面部（イ）は、前述のように凸状部の上方に位置する横片部分を指すものであっ
て、さらにこの取付部材の上方に太陽電池パネル等の外設部材を配設する場合にはそれを
支持する受面部となる。この上面部は、後述する図示実施例に示すように略水平状が望ま
しいが、必ずしも限定するものではない。
【００２２】
　前記取付横片（ロ）は、前述のように前記上面部の端縁から外方へ延在する横片部分を
指すものであって、この取付横片の先端が連絡材の下端（突起）に係合する係止突部であ
る。この取付横片は、後述する図示実施例に示すように略水平状が望ましいが、必ずしも
限定するものではない。
【００２３】
　前記取付傾斜片（ハ）は、前述のように前記取付横片の側端を傾斜状に折り上げると共
にその上端に係合溝を形成した傾斜片部分を指すものである。上端に係合溝を形成すると
いうことは、上端から切欠溝を形成することであるから、上端の前後には切り欠かれない
部分が残存し、該部分が、連絡材を係合溝に取り付けた際に、前後方向へのズレ外れを防
止する役割を果たす。また、この取付傾斜片は、後述する図示実施例に示すように太陽電
池パネルを配設する際の端縁を係止する役割をも果たし、容易に太陽電池パネルを配設す
るための位置規制部でもある。
【００２４】
　前記底面部（二）は、前述のように凸状部を挟んで臨む左右一対の横片部分を指すもの
であり、左右の何れか一方に配する一方部材と、その他方に配する他方部材との両方に横
片部分を設け、該横片部分の内側端を挟着部とする。この底面部は、後述する図示実施例
に示すように略水平状が望ましいが、必ずしも限定するものではない。
【００２５】
　前記締め付け手段（ホ）は、前述のように前記底面部を左右から締め付けるための手段
を指すものであり、前記底面部を形成する部材、即ち左右に配した部材を締め付けるもの
であれば、特にその構成を限定するものではない。
　例えばこの締め付け手段としては、左右の部材に架け渡すように配した横向きボルトと
それを締め付けるナットからなる構成でもよいし、後述する図示実施例に示すように上方
部材と下方部材とを一体化させると共に締め付ける縦向きボルトとそれを締め付けるナッ
トからなる構成でもよい。
【００２６】
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　前記連絡材（II）は、上端に位置する取付部（ヘ）と、該取付部から下方へ延在する受
面部（ト）と、を備える。なお、前記受面部の下端を折曲して横片部（チ）を形成しても
よい。
【００２７】
　前記取付部（ヘ）は、連絡材の上方部分に形成されるものであって、前記取付部材の取
付傾斜片に形成される係合溝に上方から配置できるものであれば、特に具体的に限定する
ものではなく、例えば上端を折返し状に形成して上方から係合（掛合）できるようにして
もよいし、或いは内側へ延在する上側横片を前記取付横片（ロ）の上方に臨ませると共に
該上側横片に設けた通孔に上方から締着具を配してその下端を前記取付横片（ロ）の上面
に圧接するように締着させることにより取り付けるようにしてもよい。前者の態様におい
ては容易に取り付けることができ、後者の態様においてはより強固により安定に取り付け
ることができる。何れに態様においても、後述する図示実施例のように当該取付部自体を
傾斜状に設けることにより、より安定に取り付けることができる。
【００２８】
　前記受面部（ト）は、前記取付部（ヘ）から下方へ延在する，即ち連絡材の中段部分に
形成されるものであって、後述する図示実施例のように略垂下する縦片状でもよいが、特
に限定するものではない。この受面部は、ボルトナット等を用いて受け材を取り付ける部
分である。
【００２９】
　前記横片部（チ）は、前述のように必須の構成ではないが、前記受面部の下端を折曲し
て形成してもよく、その先端（＝当接部）が取付部材の側壁面を傷つけることがないよう
に断面が略円弧状に形成されることが望ましい。なお、この当接部が設けられる横片部は
、前記受面部を取付部材の側壁面から離す役割をも果たす。即ち前記受面部と取付部材の
側壁面とは、この横片部を底面とする空間を形成し、該空間内には、後述する図示実施例
に示すように受け材を固定するための止着具（ナット）などが位置する。
【００３０】
　なお、この連絡材（II）には、前記取付部（ヘ）として、上端を折返し状に形成して上
方から係合させる態様の場合には、前記取付横片の先端（係止突部）に係合する突起を備
えることが望ましい。この場合、上方の係合溝を上顎とすると、突起が下顎となり、上下
から取付傾斜片を挟む（噛む）ように取り付けることができる。即ち容易に且つ安定に取
り付けることができる。
　また、前記取付部（ヘ）として、前記締着具を用いて締着させる態様の場合には、前記
取付横片（ロ）の下面に沿うように内側へ延在させた下側横片を設けることが望ましい。
この場合、この下側横片が前記取付横片（ロ）の強度を補足（補強）する役割を果たし、
前記締着具を強固に取り付けることができる。更にこの下側横片の先端を上方へ折り上げ
ることにより、前記取付横片（ロ）への取付強度及び取付安定性はより高いものとなる。
【００３１】
　前記受け材（III）は、前記連絡材に固定して太陽電池パネルから延在するケーブルを
保持するものであって、特に構成を限定するものではない。例えば後述する図示実施例で
は、短幅の受皿状の受け材としたが、該受け材に直接的に太陽電池パネルから延びるケー
ブル等を保持させるようにしてもよいし、隣り合う受け材に連続する支持材を配設して該
支持材にケーブル等を保持させるようにしてもよい。
【００３２】
　なお、前記底面部（二）には、後述する図示実施例のように接地部（リ）を設けるよう
にしてもよい。この接地部とは、下方へ突出する先端を指し、外装面に線接触状に載置す
るものである。即ちこの接地部としては、後述する図示実施例のようにアルミ押出型材等
からなる硬質材料の場合には、先端を断面略円弧状に形成してもよいし、弾性材料の成形
体からなる軟質材料の場合には、その形状を限定するものではない。また、この接地部は
、底面部を形成する左右の横片部分の下面にそれぞれ設けられるが、長さ方向に連続する
ものでも、断続的に連続するものでもよく、後述する図示実施例に示すように左右の側端
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近傍にそれぞれ一条（一列）ずつ設けることが好ましいが、特にそれに限定するものでは
なく複数条（複数列）ずつ設けるようにしてもよい。
　なお、この本発明における「線接触状」とは、前述のように例えば硬質材料の鋭利な先
端が外装面に接触している状態ではなく、広幅の面接触でもなく、細幅（＝数ｍｍ以下）
の面接触状とも太幅（＝約１ｍｍ以上）の線接触状とも言えるものであり、経年の摩擦等
が生じても金属板表面の防錆塗装等の表面処理を剥がさないものである。
　前述のようにこの接地部は、硬質材料の先端を断面略円弧状に形成される内側端として
も、軟質材料の先端としても、外装面と線接触状に載置されるので、外装面を形成する金
属面板が変形していても確実に接地するものとなる。
【００３３】
　そして、本発明の太陽電池ケーブルの保持構造は、前記取付傾斜片（ハ）の係合溝に前
記連絡材（II）の取付部（へ）を取り付けると共に、横片部（チ）の先端（当接部）を前
記取付部材（Ｉ）の側壁面に臨ませ、受け材（III）を前記連絡材（II）の受面部（ト）
に固定した構成である。
【００３４】
　なお、前記取付部材としては、原則的には単一部材からなるものでもよいが、左右一対
の底面部を形成するために左右に分割できる弾性を有し、且つ凸状部に強力に固定するた
めの剛性を有する必要があるため、現実的ではなく、金属押出材などから成形される複数
部材からなるものが現実的である。
【００３５】
　例えば後述する図示実施例では、凸状部の上方及び左右の何れか一方に配する上方部材
（Ａ）と、該上方部材と回動自在に枢着されて凸状部の他方に配される下方部材（Ｂ）と
、該下方部材に取り付けられて前記上方部材を貫通する取付ボルト（Ｃ）と、該取付ボル
トの先端に螺合される締着ナット（Ｄ）とからなる構成とし、上方部材に上面部（イ）、
取付横片（ロ）、及び取付傾斜片（ハ）を形成すると共に、回動自在に枢着した上方部材
と下方部材で左右一対の底面部（ニ）を形成し、取付ボルトに締着ナットを取り付けて締
め付け手段（ホ）を形成した。
【００３６】
　そして、この取付部材では、回動自在に枢着した上方部材と下方部材で凸状部を左右か
ら挟むように配設した状態で、取付ボルトに締着ナットを取り付けて締め付けることによ
り、取付部材を一体化することで、上方部材及び下方部材を凸状部に係止させ、取付ボル
トを上方部材上に起立させることができる。
【００３７】
（Ａ）上方部材
　前記上方部材は、前述のように凸状部の上方及び左右の何れか一方に配する部材であっ
て、上面部（イ）、取付横片（ロ）、及び取付傾斜片（ハ）を形成する。詳しくは、この
上方部材は、凸状部を覆う部分と、凸状部の一方側の基端に当接する部分、即ち底面部（
ニ）の一方の横片部分と、を有する構成であり、（Ｂ）下部部材との間には空間が形成さ
れ、該空間に凸状部を位置させるように配設する。底面部（ニ）を形成する横片部分には
、下面に接地部（リ）を形成してもよい。
　また、この上方部材は、前述のように（Ｂ）下方部材とは回動自在に枢着されている構
成である。詳しくは、上方部材か下方部材の何れかに凸状の枢支部が設けられ、他方には
凹状の枢支受部が設けられて回動自在に枢着（嵌合）されている構成である。
　さらに、この上方部材は、前述のように（Ｃ）取付ボルトが貫通するものであって、取
付ボルトが貫通するための孔を備える構成である。この貫通孔が取付ボルトの径と略同一
の場合には、貫通孔に対して対して取付ボルトが正対する方向しか許容されないため、上
方部材と下方部材との回動も制御されてしまう。したがって、横長に貫通孔を形成するこ
とが望ましい。
　なお、この上方部材は、頂部に上面部（イ）が形成されているので、この上面部に外設
部材や太陽電池パネルを安定に支持させることができる。
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【００３８】
（Ｂ）下方部材
　前記下方部材は、前述のように凸状部の左右の他方に配する部材であり、一方に配する
上方部材と同様に凸状部の他方側の基端に当接する部分、即ち底面部（ニ）の他方の横片
部分を有する構成である。底面部（ニ）を形成する横片部分には、下面に接地部（リ）を
形成してもよい。
　また、この下方部材には、前述のように（Ｃ）取付ボルトが取り付けられるが、例えば
通孔を形成して裏面側から取付ボルトを突出させてもよいし、取付ボルトの頭部を配する
溝状又は凹状の収容部を設けるようにしてもよく、この場合には容易に且つ安定に取付ボ
ルトを下方部材に配設することができ、凸状部への取付作業においても取付ボルトが下方
部材から脱離する事故を防ぐことができる。
【００３９】
（Ｃ）取付ボルト
　この取付ボルトは、この取付部材における「取付部」を形成するものである。前述のよ
うに（Ｂ）下方部材に取り付けられ、（Ａ）上方部材を貫通するものであるから、上方部
材と下方部材との連結部材としても作用する。この取付ボルト自体は、通常の六角ボルト
等が利用される。
【００４０】
（Ｄ）締着ナット
　この締着ナットは、上方から前記（Ｃ）取付ボルトに締め付けることにより、（Ａ）上
方部材と（Ｂ）下方部材を一体的に固定すると共に、各部材に設けた挟着部を凸状部の基
端の左右に配置させるので、上方部材及び下方部材を凸状部に係止させ、取付ボルトを上
方部材上に起立させる作用を果たす。この締着ナット自体は、通常の六角ナット等が利用
される。したがって、前記（Ｃ）取付ボルトとこの（Ｄ）締着ナットとで締め付け手段（
II）が形成される。
【００４１】
　これらの取付部材を構成する（Ａ）～（Ｄ）の部材のうち、回動自在に枢着されている
（Ａ）上方部材及び（Ｂ）下方部材は、特にその形状を限定するものではないが、前述の
ように凸状部を位置させる空間を形成するものであって、後述する図示実施例のように断
面略筺状に形成されることが望ましい。
　断面を略筺状に形成するためには、例えば一方を右、他方を左とすると、回動軸（枢支
部及び枢支受部）は上面左端に位置させ、上方部材は上面と右側面と底面右側を形成し、
下方部材は左側面と底面左側を形成すればよい。なお、このような構成は、後述する図示
実施例の第１実施例に相当する最も簡易な構成を示したものであり、前述の構成並びに作
用、効果を損なわない限り、どのような構成を採用してもよい。
【００４２】
　前記取付部材の取り付け対象である凸状部は、外装面を構成する外装材にて形成される
ものであって、山状部分と谷状部分とが連続する構成の外装面であれば、山状部分を指し
、新築でも既設でもよい。また、後述する図示実施例に示すように山状部分である突状部
の頂部に、外装材の側縁を略垂直状に立ち上げてカシメて凸部を形成したものでも、その
外側にキャップ状のカバー材を配したものでも、一方の側縁に他方の側縁を重合させて形
成したものでもよく、特にその構成を限定するものではない。
【００４３】
　また、本発明は、前記構成の取付部材を用いた外設部材の取付構造をも提案するもので
あり、外装面を構成する外装材にて形成される凸状部に、前記構成の取付部材を固定し、
該取付部材に連絡材を取り付け、更に受け材を固定すると共に、直接的に外設部材を、或
いは支持材を介して間接的に外設部材を取り付けたものである。
【００４４】
　前記外設部材としては、太陽電池パネルや緑化パネル（構造）、或いは新設の屋根材（
構造）等の屋根面の大きな面積を占めるものであっても、雪止め金具や避雷針、アンテナ
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等の部分的に設けるものであってもよい。また、太陽電池パネルにおいても、太陽電池モ
ジュールの周縁にフレーム材を配したものも、太陽電池を外装材に一体的に設けたもので
あってもよくその構成は特に問わない。
【００４５】
　外設部材を支持する支持材としては、前記取付部材の取付ボルトに直接的に取り付けて
もよいし、補助部材を介して間接的に取り付けてもよい。
　この支持材は、特にその形状や構成等を限定するものではないが、後述する図示実施例
のように桁行き方向に連続する逆Ｕ字状の長尺材（横桟材）又は定尺材でもよいし、流れ
方向に連続する長尺材（縦桟材）又は定尺材でもよい。
【実施例】
【００４６】
　図１（ｃ）及び図２（ｂ）に示す本発明の太陽電池ケーブルの保持構造の第１実施例は
、凸状部５１に固定する取付部材１と、該取付部材１に取り付ける連絡材６Ａと、該連絡
材６Ａに固定して太陽電池パネル７から延在するケーブル（図示せず）を保持する受け材
６Ｂと、からなる構成である。
【００４７】
　まず、前記取付部材１は、凸状部５１の上方に位置する上面部と、該上面部の端縁から
外方へ延在する取付横片２６と、その側端を傾斜状に折り上げると共にその上端に係合溝
２７１を形成した取付傾斜片２７と、凸状部５１を挟んで臨む左右一対の底面部２３，３
２と、該底面部２３，３２の締め付け手段１Ｂ，１Ｃと、を備え、前記締め付け手段１Ｂ
，１Ｃを締め付けることにより、前記底面部２３，３２の内側端２５，３５を凸状部５１
に挟着できる構成である。
【００４８】
　この第１実施例における取付部材１は、図３（ａ）～（ｅ）に示すように凸状部５１の
上方及び左右の何れか一方（＝右方）に配する上方部材２と、該上方部材２と回動自在に
枢着されて凸状部５１の他方（＝左方）に配される下方部材３と、該下方部材３に取り付
けられて前記上方部材２を貫通する取付ボルト１Ｂと取付ボルト１Ｂと締着ナット１Ｃと
、該取付ボルト１Ｂの先端に螺合される締着ナット１Ｃとからなる。これらの取付ボルト
１Ｂと締着ナット１Ｃとが締め付け手段を構成する。
　また、前記上方部材２と前記下方部材３とは、組み合わせ状態が断面略筺状になるよう
に形成され、凸状部５１を挟んで略水平状に臨む左右一対の横片部分である底面部２３，
３２を有し、内部に空間１０が形成される。
　さらに、前記底面部２３，３２の下面には、下方へ突出し、先端が断面略円弧状に形成
される接地部２３１，３２１がそれぞれ長さ方向に連続するように設けられている。
【００４９】
　前記上方部材２は、前述のように凸状部５１の上方及び右方に配する部材であり、図示
するように凸状部５１を囲う筺状部分の上面に相当する横片２１と、右側面に相当する縦
片２２と、底面右側に相当する横片である底面部２３とを形成する略つ字状のアルミ押出
材である。前記横片２１には、取付ボルト１Ｂが貫通する横長の孔２１１が設けられてい
る。そして、下方部材３と回動自在に枢着するための軸部１５を形成する凹状の枢支受部
２４は、上面左端（横片２１の左端）に位置し、凸状部５１に当接する底面部２３の先端
が挟着部２５である。
　なお、この上方部材２には、前記横片２１の一方（図面右方）に略水平状に延在する取
付横片２６と、その略中央を傾斜状に折り上げた取付傾斜片２７が設けられている。前記
取付横片２６は、先端２６１が係止突部であって、前端付近及び後端付近にそれぞれ孔２
６２が設けられている。また、前記取付傾斜片２７は、中央上端が切り欠かれた板状であ
って、この切欠溝を係合溝２７１とし、残存する前後の上端２７２，２７２とする。
【００５０】
　前記下方部材３は、前述のように凸状部５１の左方に配する部材であり、図示するよう
に左側面に相当する縦片３１と、底面左側に相当する横片である底面部３２とを形成する
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略Ｌ字状のアルミ押出材である。そして、取付ボルト１Ｂの頭部が嵌着される凹状の収容
部３３が略中央、即ち前記上面（横片２１）の裏面側に形成され、上方部材２と回動自在
に枢着するための軸部１５を形成する凸状の枢支部３４は、左側面上端（縦片３１の上端
）に位置し、凸状部５１に当接する底面部３２の先端が挟着部３５である。
【００５１】
　前記取付ボルト１Ｂは、図示するように下端に頭部１６が位置し、上方に雄ネジ部分１
７が位置する六角ボルトである。
　また、前記締着ナット１Ｃは、六角ナットである。
【００５２】
　そして、これらの部材を図示ずるように一体的に組み合わせるのであるが、上方部材２
と下方部材３とは回転自在に枢着されて軸部１５を形成し、下方部材３の収容部３３にそ
の頭部１６を取り付けられた取付ボルト１Ｂの雄ネジ部分１７の先端は、上方部材２に設
けた孔２１１を貫通して上方に突出するように組み合わせる。
　なお、締着ナット１Ｃは、それを締め付ける作業まで取り外した状態としておくように
してもよいし、取付ボルト１Ｂの雄ネジ部分１７の先端に緩く取り付けておくようにして
もよい。
【００５３】
　次に、前記連絡材６Ａは、上端に位置する取付部６１と、該取付部６１から下方へ延在
する受面部６２と、とを備え、金属製の成形材でも硬質樹脂製の成形材でもよい。この第
１実施例における連絡材６Ａには、更に前記受面部６２の下端を折曲して横片部６３を形
成している構成である。
【００５４】
　この第１実施例における連絡材６Ａは、図２（ｄ）に示すように前記係合溝２７１の横
幅とほぼ等しくやや狭い短冊状の金属材等を折曲成形して作成される部材である。そして
、断面７字状に形成される取付部６１の下方には、下方外側へ延在して略垂下状に下方へ
延在する受面部６２が設けられ、その下端を内側へ折曲すると共に先端を断面円弧状に形
成した横片部６３とが設けられている。この横片部６３の先端が、断面が略円弧状に形成
された当接部６３１である。また、この連絡材６Ａの上方には上端を折返し状に形成して
下方が開放する溝状の取付部６１と内側上方へ突出する突起６１２とが設けられる。なお
、内側、外側とは、取り付ける取付部材１に向かう方向を内側とし、その逆を外側とした
。
【００５５】
　また、前記受け材６Ｂは、図２（ｅ）に示すように前端及び後端が下方へ折曲された断
面逆皿状の短冊材等を折曲して作成される部材であって、前記連絡材６Ａより広幅に形成
される。そして、左右方向に略水平状に形成される中央部６５の内側及び外側を上方へ折
り曲げ、内側の折り曲げ部分を側部６６とした。これらの中央部６５や側部６６には、そ
れぞれ円状（６５１，６６１）、細孔（６５２，６６２）が形成されている。なお、図１
（ｄ）～（ｇ）に示す三面図では右側の側部６６の中央に比較的大径の円孔６６１を設け
たが、図１（ｃ）や図２（ａ），（ｅ）に示すようにこの右側の側部６６が左方に位置す
るように配設した。
【００５６】
　そして、前記取付部材１に前記連絡材６Ａを取り付けるには、前記取付傾斜片２７に設
けた係合溝２７１に、前記連絡材６Ａの取付部６１を上方から配置（係合）するが、前後
の上端２７２，２７２に挟まれる形で係合しているので、前後方向にズレ動くことがなく
取り付けられる。しかも、取付部６１自体を傾斜状に設けたので、前記係合溝２７１への
取付部６１の係合が共に傾斜状で行われるため、安定に係合させることができる
　また、突起６１２の下端を、取付横片２６の係止突部２６１に嵌まり込むように係合（
嵌合）させる。即ち取付部６１を上顎とすると、突起６１２が下顎となり、上下から取付
傾斜片２７を噛むように取り付けることができる。
【００５７】
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　この状態で、連絡材６Ａには、前述のように横片部６３が設けられているので、その先
端（当接部６３１）が取付部材１の側壁面２２に臨む状態となっているが、断面が略円弧
状に形成されているため、側壁面２２と当接部６３１とが仮に当接することがあっても表
面を傷付けることがない。
　このように連絡材６Ａには横片部６３が設けられているので、受面部６２と取付部材１
の側壁面２２と横片部６３とで囲まれる空間６７が形成され、該空間６７には、受け材６
Ｂを固定するための前記ナット６ｄｇが位置している。
【００５８】
　なお、この状態で連絡材６Ａには自重やそれに作用する正荷重により、外側への傾倒は
防止されるが、取付部６１に遊び（深さの余裕）を設けているため、必要に応じて連絡材
６Ａを上方へ持ち上げることにより、突起６１２を係止突部２６１から外してこの連絡材
６Ａを容易に取り外すことができる。
【００５９】
　次に、前記連絡材６Ａに対し、前記受け材６Ｂを固定するが、この作業は連絡材６Ａの
取付以前に予め行ってもよいし、受け材６Ｂの取付後に行うようにしてもよい。
　前述のように前記受け材６Ｂは、断面逆皿状に形成されているため、前記連絡材６Ａの
受面部６２に対し、側部６６が包持するように沿わせ、側方からボルト６ｃ及びナット６
ｄを取り付けて一体化すればよい。その際、ボルト６ｃは側部６６に設けた円孔６６１を
挿通させて取り付ける。
【００６０】
　このように、本発明では、前記連絡材６Ａの取付部６１を、前記取付部材の取付傾斜片
２７の係合溝２７１に取り付けると共に、当接部６３１を前記取付部材１の側壁面２２に
臨ませ、受け材６Ｂを前記連絡材６Ａの受面部６２に固定した構成である。
【００６１】
　なお、図２（ａ），（ｂ）に示した外装面（外装材）５上に形成される凸状部５１は、
山状部分と谷状部分とが連続する構成の外装面５において、山状部分の頂部に形成された
ものであり、図示しないタイトフレーム上に固定された吊子（図示せず）の起立片に、左
右の外装材５，５の側縁部５２，５２の端部を略垂直状に立ち上げて重合状に沿わせ、カ
シメて形成したものである。
【００６２】
　そして、前記凸状部５１に対し、前記取付部材1を取付施工するには、以下の第１～第
３の工程を実施すればよい。
　まず、第１の工程として、上方部材２と下方部材３と取付ボルト１Ｂとを予め緩く一体
的に組み合わせた状態で、上方部材２と下方部材３で形成される空間１０に位置させるよ
うに凸状部５１に配置する。
　上方部材２及び下方部材３は、回動自在に枢着されているので、上方部材２を凸状部５
１の右側に配設し、底面部２３の内側端である挟着部２５を凸状部５１の立ち上がり基部
に沿わせ、下方部材３を凸状部５１の左側に配設し、底面部３２の内側端である挟着部３
５を凸状部５１の立ち上がり基部に沿わせ、左右から挟むように配設する。
【００６３】
　次に、第２の工程として、前記取付ボルト１Ｂに締着ナット１Ｃを取り付けて上方から
工具等で締め付ける。この締め付けにより、取付ボルト１Ｂを引っ張り上げる作用が働き
、上方部材２と下方部材３とが一体的に固定する。この状態では、左右一対の底面部２３
，３２が凸状部５１の立ち上がり基部を右左から挟む状態となり、該底面部２３，３２の
内側端である挟着部２５，３５が挟着する状態となるため、上方部材２及び下方部材３が
凸状部５１に係止状に取り付けられ、取付ボルト１Ｂが上方部材２上に起立し、前記底面
部２３，３２から下方へ突出する接地部２３１，３２１が外装面５に線接触させて載置さ
れるように取り付けられる。
【００６４】
　その後、第３の工程として、固定した取付部材１の取付傾斜片２７に設けた係合溝２７
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１に、前記連絡材６Ａの取付部６１を上方から取り付ける（係合する）。そして、突起６
１２の下端を、取付横片２６の係止突部２６１に嵌まり込むように係合（嵌合）させる。
　その後、前記連絡材６Ａに対し、前記受け材６Ｂを固定するが、前述のようにこの作業
は連絡材６Ａの取付以前に予め行ってもよい。
【００６５】
　そして、第４の工程として、図２（ｂ）に示すように固定した取付部材１の上面（横片
２１）に太陽電池パネル７を臨ませ、傾斜取付片２７の端縁（＝前後方向の端縁）に沿わ
せる（係止する）ように配設する。
　なお、この太陽電池パネル７の取付に際しては、取付部材１の取付ボルト１Ｂの雄ネジ
部分１７の先端に、直接的に取り付けてもよいし、適宜支持材などを介して間接的に取り
付けるようにしてもよい。また、前述のように取付部材１には受け材６Ｂが一体的に取り
付けられているので、太陽電池パネル７から延在するケーブルをこの受け材６Ｂに直接的
に保持させるようにしてもよいし、隣り合う受け材６Ｂ，６Ｂに連続する支持材を配設し
て該支持材にケーブル等を保持させるようにしてもよい。
【００６６】
　このように施工される本発明の太陽電池ケーブル７の保持構造は、取付部材１に設けた
取付横片２６と取付傾斜片２７に対し、連絡材６Ａ及び受け材６Ｂを容易に且つ安定に取
り付けたものであり、連絡材６Ａの取付部６１は、前後の上端２７２，２７２に挟まれる
形で係合（嵌合）しているので、前後方向にズレ動くことがなく取り付けられる。
　また、太陽電池パネル７自体は前記取付傾斜片２７（の前後方向の端縁）を位置規制部
として容易に配設することができ、太陽電池パネル７から延在するケーブルは、受け材６
Ｂやそれに固定した各種の金具などを適宜に収容、保持させることができる。
　さらに、取付横片２６に設けた孔２６２は、太陽電池パネル７の取付孔として用いるこ
とができる。
【００６７】
　また、この第１実施例では、取付横片２６及び取付傾斜片２７に取り付けた連絡材６Ａ
に、横片部６３が設けられているので、受面部６２と取付部材１の側壁面２２と横片部６
３とで囲まれる空間６７が形成され、該空間６７を、受け材６Ｂを固定するための止着具
（６ｃ，６ｄ）の収容空間として利用することができる。
【００６８】
　また、この第１実施例における取付部材１は、外装面５に載置される接地部２３１，３
２１が断面略円弧状に形成されているので、外装面５との接触が線接触状となるため、仮
に外装面（外装材）５を形成する金属板材の変形等が生じても確実且つ安定な配設が行わ
れるものとなる。また、接地部２３１，３２１により、底面部２３，３２と外装面５とは
面接触することがないため、経年の摩擦等によっても外装材５を形成する金属板表面の防
錆塗装等の処理が剥がされることがなく、サビや腐食の原因となることがない。なお、底
面部２３，３２と外装面５との間に形成される空間４は、雨水（水分）を保持するもので
はないため、サビ等の原因とならない。
【００６９】
　また、この第１実施例では、凸状部５１の上方及び右方に配する上方部材２と、該上方
部材２と回動自在に枢着されて凸状部５１の左方に配される下方部材３と、該下方部材３
に取り付けられて前記上方部材２を貫通する取付ボルト１Ｃと、該取付ボルト１Ｃの先端
に螺合される締着ナット１Ｂと、からなり、回動自在に枢着した上方部材２と下方部材３
で凸状部５１を左右から挟む挟着部２３１，３２１を形成し、取付ボルト１Ｃに締着ナッ
ト１Ｂを取り付けて締め付け手段を形成したので、この取付部材１を取り付けて一体化さ
せることで、上方部材２及び下方部材３を凸状部５１に係止させ、取付ボルト１Ｂを上方
部材２上に起立させることができる。
【００７０】
　図４（ａ）～（ｅ）に示す本発明の第２実施例における取付部材１2は、左右一対の横
片部分である底面部２３，３２の下面に、下方へ長く突出し、先端が断面略円弧状に形成
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される接地部２３２，３２２が設けられている上方部材２2、下方部材３2からなる以外は
、前記第１実施例と全く同様であるから、図面に同一符号を付して説明を省略する。
　即ちこの第２実施例では、底面部２３，３２の下面の接地部２３２，３２２を足長に形
成しているが、図４（ｆ）に示すようにその凸状部５１2が首長に形成される外装面（外
装材）５2に好適に適応するものであり、底面部２３，３２と外装面５2との間に前記第１
実施例における空間４よりも大きな空間４2を形成するものである。
【００７１】
　図５（ａ）～（ｅ）に示す本発明の第３実施例における取付部材１3は、底面部２３，
３２の下面に接地部が設けられず、側壁面を形成する縦片２２3，３１3がそれぞれ鉛直状
ではなく、下方へ向かって広がるように傾斜状に形成されている構成である以外は、前記
第１実施例と全く同様であるから、図面に同一符号を付して説明を省略する。
　即ちこの第３実施例では、図５（ｆ）に示す外装構造に対して面状に接触して安定に載
置されている。
【００７２】
　図６（ａ）～（ｅ）に示す本発明の第４実施例の取付部材１4は、底面部２３，３２の
下面の接地部２３４，３２４を中央寄りに形成している以外は、前記第１実施例と全く同
様であるから、図面に同一符号を付して説明を省略する。
　即ちこの第４実施例では、図６（ｆ）に示す外装構造では設置安定性について判断でき
ないが、底面部２３，３２と外装面５4との間に前記第１実施例における空間４よりも小
さな空間４4を形成するものである。
【００７３】
　図７（ａ）～（ｃ）に示す第１比較例における取付部材１5は、上面（横片２１）の右
端縁に、前後方向の端縁付近に下方へ傾斜する下向き傾斜片２８，２８を、前後方向の略
中央に上方へ傾斜する上向き傾斜片２９を設けた構成であり、この上向き傾斜片２９には
係合溝（２７１）が設けられていない。
　したがって、この第１比較例では、仮に前記連絡材（６Ａ）を取り付けようとしても前
後方向へのズレ動きが生じてしまうし、下向き傾斜片２８に設けられた孔２８１は少なく
とも太陽電池パネル（７）の取付用としては望ましくない。
【００７４】
　図７（ｄ）～（ｆ）に示す第２比較例における取付部材１6は、上面（横片２１）の右
端縁に、前後方向に沿う下方へ傾斜する下向き傾斜片２８'，２８'を、前後方向の略中央
に上方へ傾斜する上向き傾斜片２９'を設けた構成であり、連絡材６Ａに代えて用いる連
絡材６Ｅには横片部（６３）が設けられておらず、受け材６Ｂは全く同様である。
　この第２比較例では、前後方向のズレを防止するため、連絡材６Ｅの上端を係合した状
態で、この連絡材６Ｅの受面部６２に設けた孔６２１からビス６ｇを打ち込んで下向き傾
斜片２９'に固定している。
　なお、この例（続く第３比較例も同様）における凸状部５１'は、山状部分と谷状部分
とが連続する構成の外装面５において、山状部分の頂部に形成された点では、前記実施例
等と同様であるが、タイトフレーム５Ｃ上に固定された吊子５Ｂの起立片に、左右の外装
材５'，５’の側縁部５２'，５２'の端部を略垂直状に立ち上げて重合状に沿わせ、カシ
メて形成したものである。
【００７５】
　図７（ｇ）～（ｉ）に示す第３比較例では、取付部材１7自体は、前記第２比較例の取
付部材１6とほぼ同様であるが、連絡材６Ａに代えて用いる連絡材６Ｆは、取付部６１の
中央寄りに取付ボルト１Ｂの上端に締着ナット１Ｃと共締めされる共締め部６８が設けら
れている。　
【００７６】
　図８（ａ）～（ｇ）に示す第５実施例における連絡材８は、上端に位置する取付部８１
と、該取付部８１から下方へ延在する受面部８２と、を備え、更に前記受面部８２の下端
を折曲して横片部８３を形成している構成である。
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　この連絡材８の取付部８１は、外側への下り傾斜部８１１ａ、垂直部８１１ｂ、内側へ
の下り傾斜部８１１ｃからなる断面７字状に形成される傾斜基部８１１と、前記下り傾斜
部８１１ａの上端から内側へ向かって延在する上側横片８１２と、前記下り傾斜部８１１
ｃから内側へ向かって延在する下側横片８１３と、からなる。また、前記上側横片８１２
を貫通して上方から締着具８ｂが配設され、前記下側横片８１３の先端は、斜め上方へ折
り上げられている。
【００７７】
　この構成の連結材８を取付部材１に取り付けるには、図９（ｂ），（ｅ）に示すように
取り付ければ良い。
　即ち図９（ｄ）～（ｆ）及び図１０（ａ），（ｂ）に、外装材５に取り付けた取付部材
１に対して連絡材８及び受け材６Ｂを取り付ける手順を示しているが、敢えて図９（ａ）
～（ｃ）では外装材５を省略してこの連絡材８の取付機構を明確に示すようにした。
　要するに図９（ｂ）に示すように、前記連結材８の取付部８１を前記取付部材１の係合
溝２７１に取り付ける。その際、傾斜基部８１１が係合溝２７１に配設され、前後方向へ
のズレ外れが防止されるのはその他の実施例と同様であるが、当該実施例では、前記傾斜
基部８１１から延在する前記上側横片８１２を、前記取付横片２６の上方に臨ませると共
に、該上側横片８１２に上方から締着具８ｂを配してその下端を前記取付横片２６の上面
に圧接するように締着させる。
【００７８】
　しかも当該実施例における連絡材８には、前記下側横片８１３を設けているので、図１
０（ｂ）に示すように該下側横片８１３を前記取付横片２６の下面に沿うように配設する
（取り付ける）と、この下側横片８１３は、前記取付横片２６の強度を補強する役割を果
たすため、前記締着具８ｂを強固に締め付けて取り付けることができる。
　したがって、この第５実施例における連絡材８の取付部８１は、前記取付横片２６への
取付強度及び取付安定性がより高いものとなる。
　なお、当該第５実施例における取付部材１や受け材６Ｂは、前記実施例と同様であるか
ら、図面に同一符号を付して説明を省略する。
【符号の説明】
【００７９】
　１，１2～１4　取付部材（実施例）
　１5～１7　取付部材（比較例）
　１０　空間
　１５　軸部
　１６　頭部
　１７　雄ネジ部分
　１Ｂ　取付ボルト
　１Ｃ　締着ナット
　２　上方部材
　２１　横片（上面）
　２２　縦片（右側面）
　２３　底面部
　２３１　接地部
　２４　枢支受部
　２５　挟着部
　２６　取付横片
　２６１　係止突部
　２７　取付傾斜片
　２７１　係合溝
　２７２　上端
　３　下方部材
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　３２　底面部
　３２１　接地部
　３３　収容部
　３４　枢支部
　３５　挟着部
　５，５'　外装面（外装材）
　５１，５１'　凸状部
　５２，５２'　側縁部
　６Ａ　連絡材（実施例）
　６Ｅ，６Ｆ　連絡材（比較例）
　６１　取付部
　６２　受面部
　６３　横片部
　６３１　当接部
　６Ｂ　受け材
　６５　中央部
　６６　側部
　６７　空間
　６８　共締め部
　７　太陽電池パネル
　８　連絡材
　８ｂ　締着具
　８１　取付部
　８１１　傾斜基部
　８１２　上側横片
　８１３　下側横片
　８２　受面部
　８３　横片部
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