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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平板状の基体、該基体を貫通している貫通口、及び、該貫通口の周縁から上方に立設さ
れている周壁部を有しており、屋根材に代替して使用される代替屋根材と、
　一対の平板状の支持板部、一対の該支持板部それぞれの内側の辺の全長にわたり、上方
に向かって立設されている一対の立壁部、一対の該立壁部それぞれの上辺を連結している
上面部、該上面部において上方、及び両側方の少なくとも一方に開放していると共に下方
が閉塞されており、上方に開放した開口が開口縁で狭められているスリット、及び、一対
の前記立壁部それぞれから側方に向かって、前記支持板部の外側の辺に達するまで延設さ
れている一対のスペーサ部を有している支持部材と
を具備しており、
　該支持部材は、前記代替屋根材の前記貫通口を通過する大きさに形成されている
ことを特徴とする屋根上設置物の固定具。
【請求項２】
　平板状の天板部、及び、該天板部の外周から下方に立設されている周縁部を有している
カバー部材を更に具備しており、
　該カバー部材は、前記周縁部で前記代替屋根材の前記周壁部の上端を外側から囲むよう
に、前記貫通口を被覆可能な大きさに形成されている
ことを特徴とする請求項１に記載の屋根上設置物の固定具。
【請求項３】
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　請求項１に記載の屋根上設置物の固定具によって屋根上設置物が屋根下地に固定されて
いる屋根上設置物の固定構造であって、
　前記代替屋根材が屋根材に代替して前記屋根下地に取り付けられており、
　前記代替屋根材の前記貫通口の内部で前記支持部材の前記支持板部が前記屋根下地に当
接しており、
　前記支持部材の前記スリットの内部に頭部を位置させているボルトのネジ軸部が前記ス
リットの前記開口から上方に向けて突出しており、
　前記ネジ軸部に前記屋根上設置物の一部が固定されている
ことを特徴とする屋根上設置物の固定構造。
【請求項４】
　前記屋根上設置物の固定具は、平板状の天板部、及び、該天板部の外周から下方に立設
されている周縁部を有しているカバー部材を更に具備しており、
　該カバー部材は、前記支持部材と前記屋根上設置物との間で前記天板部に前記ネジ軸部
を挿通させていると共に、前記周縁部で前記代替屋根材の前記周壁部の上端を外側から囲
むように、前記貫通口を被覆している
ことを特徴とする請求項３に記載の屋根上設置物の固定構造。
【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や太陽熱温水器等の屋根上設置物を屋根下地に固定する
ための固定具、及び、該固定具を使用した屋根上設置物の固定構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　太陽電池モジュール、太陽熱温水器等の屋根上設置物を、屋根材を支持する屋根下地に
固定するための固定具として、本出願人は過去に屋根瓦に代替される支持瓦を提案してい
る（特許文献１参照）。これは、太陽電池モジュールの枠体を支持させる支持部を、支持
瓦本体の上面から上方に向けて突設したものである。これにより、屋根瓦に代替して支持
瓦を屋根下地に取り付けることにより、支持瓦本体の上面から突設された支持部を介して
、太陽電池モジュールを屋根下地に固定することができる。
【０００３】
　しかしながら、特許文献１の技術では、太陽電池モジュールの全重量を支持瓦が受ける
ことになるため、支持瓦に機械的強度や剛性の高さが要求される点で、改善の余地があっ
た。
【０００４】
　一方、屋根材に代替されるカバー体に貫通孔を設け、この貫通孔に、屋根上設置物を支
持する支持部材を挿通し、支持部材を屋根下地に当接させる技術が提案されている（特許
文献２参照）。これによれば、屋根上設置物の重量はカバー体にかからないため、カバー
体に機械的強度や剛性の高さが要求されない利点がある。
【０００５】
　しかしながら、特許文献２の技術では、支持部材を縦断面コ字状に形成し、コ字の開端
を屋根下地に立脚させている。そのため、屋根下地と支持部材との接触面積が小さく、屋
根下地に対する支持部材の固定が不安定となり、ひいては、屋根上設置物の屋根下地に対
する固定が不安定となるおそれがあった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明は、上記の実情に鑑み、屋根上設置物を屋根下地に固定するために、屋
根上設置物を支持させる部分を安定して屋根下地に固定することができる屋根上設置物の
固定具、及び、該固定具を使用した屋根上設置物の固定構造の提供を、課題とするもので
ある。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するため、本発明にかかる屋根上設置物の固定具（以下、単に「固定
具」と称することがある）は、「平板状の基体、該基体を貫通している貫通口、及び、該
貫通口の周縁から上方に立設されている周壁部を有しており、屋根材に代替して使用され
る代替屋根材と、一対の平板状の支持板部、一対の該支持板部それぞれの内側の辺の全長
にわたり、上方に向かって立設されている一対の立壁部、一対の該立壁部それぞれの上辺
を連結している上面部、該上面部において上方、及び両側方の少なくとも一方に開放して
いると共に下方が閉塞されており、上方に開放した開口が開口縁で狭められているスリッ
ト、及び、一対の前記立壁部それぞれから側方に向かって、前記支持板部の外側の辺に達
するまで延設されている一対のスペーサ部を有している支持部材とを具備しており、該支
持部材は、前記代替屋根材の前記貫通口を通過する大きさに形成されている」ものである
。
【０００８】
　「屋根上設置物」としては、太陽電池モジュール、太陽熱温水器、屋根上緑化体を例示
することができる。
【０００９】
　「屋根材」は、瓦に代表される屋根の仕上げを行うための部材を指しており、瓦の他、
スレート板材、金属屋根板、木製屋根板を例示することができる。屋根材に代替して使用
される代替屋根材の「基体」は、外形を屋根材と同一の形状及び寸法とすれば、周囲の屋
根材と共に屋根上に敷設し易いと共に、周囲の屋根材から目立ちにくく屋根の外観がよい
ものとなる。なお、基体の材質は、屋根材の材質と同一であっても相違していても良い。
【００１０】
　上記構成の固定具は、次のように使用することができる。まず、代替屋根材を屋根材に
代替して屋根下地に取付け、代替屋根材の貫通口に挿通した支持部材を、支持板部を屋根
下地に当接させた状態で屋根下地に留め付ける。そして、支持部材のスリット内に、倒立
させたボルトの頭部を位置させ、ボルトのネジ軸部をスリットから上方に突出させる。こ
のネジ軸部によって、屋根上設置物の一部を支持部材に留め付ければ、支持部材を介して
屋根上設置物を屋根下地に固定することができる。その際、スリットに沿ってボルトをス
ライドさせることにより、屋根下地に対する屋根上設置物の固定位置を調整することがで
きる。
【００１１】
　従って、本構成の固定具によれば、屋根上設置物の重量を受ける支持部材において、平
板状の支持板部を屋根下地に当接させることができる。これにより、屋根上設置物の重量
を面で支えることとなり、安定的に屋根上設置物を屋根下地に固定することができる。
【００１２】
　また、支持部材が屋根下地と当接する部分を平板状の支持板部とした場合、上記の利点
を有する一方で、支持板部が代替屋根材の基体の下方に位置するように、支持部材が移動
して貫通口からずれてしまうおそれがある。これに対し、本発明では、立壁部から側方に
向かって支持板部の外側の辺に達するまで延出されたスペーサ部が、周壁部の内周面に当
接して支持部材の移動を制限するため、支持部材を貫通口（周縁部）の内部に位置させる
ことができる。
【００１３】
　本発明にかかる屋根上設置物の固定具は、上記構成に加え、「平板状の天板部、及び、
該天板部の外周から下方に立設されている周縁部を有しているカバー部材を更に具備して
おり、該カバー部材は、前記周縁部で前記代替屋根材の前記周壁部の上端を外側から囲む
ように、前記貫通口を被覆可能な大きさに形成されている」ものとすることができる。
【００１４】
　本構成の固定具は、次のように使用することができる。まず、上述のようにスリットか
ら上方に突出させたボルトのネジ軸部を、カバー部材の天板部を下方から貫通させ、カバ
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ー部材の周縁部が代替屋根材の周壁部の上端を外側から囲むように、天板部を周壁部の上
端に載置する。これにより、貫通口がカバー部材で被覆されるため、貫通口を介して、代
替屋根材より下方に雨水が流入することを防止することができる。
【００１５】
　そして、カバー部材の天板部からは、上方に向かってネジ軸部が突出するため、このネ
ジ軸部によって、屋根上設置物の一部を留め付ければ、カバー部材及び支持部材を介して
、屋根上設置物を屋根下地に固定することができる。
【００１６】
　次に、本発明にかかる屋根上設置物の固定構造（以下、単に「固定構造」と称すること
がある）は、上記の屋根上設置物の固定具によって屋根上設置物が屋根下地に固定されて
いる屋根上設置物の固定構造である。すなわち、「前記代替屋根材が屋根材に代替して前
記屋根下地に取り付けられており、前記代替屋根材の前記貫通口の内部で前記支持部材の
前記支持板部が前記屋根下地に当接しており、前記支持部材の前記スリットの内部に頭部
を位置させているボルトのネジ軸部が前記スリットの前記開口から上方に向けて突出して
おり、前記ネジ軸部に前記屋根上設置物の一部が固定されている」ものである。或いは、
上記構成に加えて、「前記屋根上設置物の固定具は、平板状の天板部、及び、該天板部の
外周から下方に立設されている周縁部を有しているカバー部材を更に具備しており、該カ
バー部材は、前記支持部材と前記屋根上設置物との間で前記天板部に前記ネジ軸部を挿通
させていると共に、前記周縁部で前記代替屋根材の前記周壁部の上端を外側から囲むよう
に、前記貫通口を被覆している」ものである。
【００１７】
　これらの固定構造において「屋根下地」は、屋根材を敷設する下地部分であり、一般的
には、垂木の上に張り渡した野地板に、防水シートなどの下葺き材が敷かれた構成である
。
【発明の効果】
【００１８】
　以上のように、本発明の効果として、屋根上設置物を屋根下地に固定するために、屋根
上設置物を支持させる部分を安定して屋根下地に固定することができる屋根上設置物の固
定具、及び、該固定具を使用した屋根上設置物の固定構造を、提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第一実施形態である固定具の分解斜視図である。
【図２】図１の固定具における支持部材の（ａ）斜視図、及び（ｂ）背面側から見た斜視
図である。
【図３】図１の固定具により屋根上設置物が固定された固定構造の断面図である。
【図４】（ａ）図１の固定具における支持部材及び代替屋根材の平面図、及び、（ｂ）支
持部材がスペーサ部を備えないと仮定した場合の平面図、である。
【図５】本発明の第二実施形態である固定具の分解斜視図である。
【図６】図５の固定具により屋根上設置物が固定された固定構造の断面図である。
【図７】支持部材の変形例の（ａ）斜視図、及び（ｂ）背面側から見た斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の一実施形態である屋根上設置物の固定具１及び屋根上設置物の固定構造
について、図１乃至図４を用いて説明する。本実施形態の固定具１は、代替屋根材３０と
、支持部材１０と、カバー部材５０とを具備している。
【００２１】
　具体的に説明すると、代替屋根材３０は屋根材８０に代替して使用されるものであり、
平板状の基体３１と、基体３１を貫通している貫通口３２と、貫通口３２の周縁から上方
に立設されている周壁部３３とを有している。基体３１の外形は、平型の瓦と同一の形状
及び寸法に形成されており、基体３１の棟側となる端部では、突条部３６が下方に向けて
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突出している。貫通口３２は基体３１の中央に設けられており、その形状は略矩形である
が、棟側となる一辺は、中央が棟に向かって突出するように屈曲した山型である。そのた
め、貫通口３２の周縁から立設している周壁部３３も同様に、棟側となる側面が棟に向か
って突出するように屈曲した山型を呈している。これにより、棟側から流下してくる雨水
を周壁部３３で堰き止めることなく、周壁部３３に沿って軒側に雨水を流下させ易い。ま
た、周壁部３３は、高さが軒側に向かって低くなるよう上端が傾斜しており、この傾斜の
角度は、代替屋根材３０が屋根下地９０に取り付けられたときに、周壁部３３の上端が屋
根下地９０とほぼ平行となる角度に設定されている。
【００２２】
　なお、本実施形態では、基体３１は平型（Ｆ型）の瓦と同一の形状に形成されているが
、瓦に代替して代替屋根材３０を使用する場合、基体３１はＦ型の他、Ｊ型、Ｓ型、スパ
ニッシュ型、本葺き型等の瓦と同一の形状に形成することができる。
【００２３】
　支持部材１０は、一対の平板状の支持板部１１と、一対の支持板部１１それぞれの内側
の辺の全長にわたり、上方に向かって立設されている一対の立壁部１２と、一対の立壁部
１２それぞれの上辺を連結している上面部１３と、上面部１３において上方及び側方の一
方に開放していると共に、下方及び側方の他方が閉塞されており、上方に開放した開口が
開口縁で狭められているスリット２１と、一対の立壁部１２それぞれから側方に向かって
、支持板部１１の外側の辺まで達するまで延設されているスペーサ部１５とを有している
。また、支持部材１０は、代替屋根材３０の貫通口３２を通過する大きさに形成されてい
る。
【００２４】
　より詳細には、一対の支持板部１１はそれぞれ外形が長方形であり、一対の立壁部１２
は支持板部１１に対して直角に立設されている。上面部１３は立壁部１２に対して直角、
すなわち、支持板部１１に対しては平行である。上面部１３に形成されたスリット２１は
、一対の立壁部１２の一方から他方に向かうように延びており、その一端は開放している
が、他端は、一対の立壁部１２の一方の上端から上方に突出しているストッパ２２によっ
て閉塞されている。また、それぞれのスリット２１の下方は、一対の立壁部１２の上辺間
を架け渡すように設けられた横架バー２４によって閉塞されている。本実施形態では、三
つのスリット２１が等間隔に形成されている。
【００２５】
　一対の支持板部１１のそれぞれには、貫通する複数の孔部２５が穿設されている。各孔
部２５の周縁には、内部が孔部２５と連通した円筒状の孔縁筒部２６が形成されており、
孔縁筒部２６と立壁部１２との間には、その上面が孔縁筒部２６の上端面より低い段部２
７が形成されている。これにより、孔縁筒部２６の上端面から段部２７を介して雨水が流
下し易く、孔部２５に雨水が流入しにくいものとなっている。
【００２６】
　また、支持部材１０は、一対の立壁部１２の側辺同士を連結している一対の側壁部１４
を有している。側壁部１４は、上端が上面部１３と連続しているが、下端は支持板部１１
より高く位置している。そのため、支持板部１１を屋根下地９０に取り付けた際、屋根下
地９０と側壁部１４との間には開口２８が形成される。これにより、万一、代替屋根材３
０の下方まで雨水が浸入した場合に、屋根下地９０を流下する雨水が、側壁部１４に堰き
止められることがないものとなっている。
【００２７】
　一対のスペーサ部１５は平板状で、一対の立壁部１２のそれぞれから直角に延出してい
る。スペーサ部１５が延出している長さは支持板部１１の幅と等しいため、延出方向の端
部は支持板部１１の外側の辺に達している。本実施形態では、スペーサ部１５の下端は支
持板部１１と連続しているが、上端は上面部１３には達していない。また、一対のスペー
サ部１５は、それぞれ立壁部１２の幅方向の途中から延出している。具体的には、一対の
スペーサ部１５は、立壁部１２の幅長さを約２対１に分ける位置で、一対の立壁部１２の
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それぞれにおける一対の側辺の内の一方であって同じ側の側辺から、等しい距離の位置で
延出している。
【００２８】
　一対の側壁部１４のそれぞれには、上面部１３との境界となる上端辺の中央に、屋根下
地９０に支持部材１０を取り付ける際の位置決めの目安となる凹部１９が設けられている
。
【００２９】
　カバー部材５０は、平板状の天板部５１、及び、該天板部５１の外周から下方に立設さ
れている周縁部５２を有している。より詳細には、天板部５１及び周縁部５２の外形は代
替屋根材３０の周壁部３３の外形と相似形、すなわち、略矩形で、一辺において中央が外
側に突出するように屈曲した形状である。また、天板部５１及び周縁部５２の寸法は、代
替屋根材３０の周壁部３３よりひと回り大きく形成されている。これにより、カバー部材
５０の周縁部５２で代替屋根材３０の周壁部３３の上端を外側から囲むように、貫通口３
２を天板部５１で被覆可能である。
【００３０】
　また、天板部５１には、貫通する二つの孔部５５が穿設されている。これらの孔部５５
は、カバー部材５０の下方かつ中央に支持部材１０を位置させたとき、支持部材１０の三
つのスリット２１の内、外側の二つのスリット２１のそれぞれにおける中央点と対応する
位置に設けられている。
【００３１】
　次に、上記構成の固定具１の使用方法について、主に図３を用いて説明する。なお、図
３は、支持部材１０の上部では上面部１３の中央で、下部では支持板部１１の中央で切断
した場合の縦断面図である。
【００３２】
　ここで、固定具１が設置される屋根の屋根下地９０は、野地板９１と、野地板９１の上
に敷かれた防水性シート等の下葺き材９２で構成されている。この屋根下地９０には、長
尺の角柱状の木材等によって構成される桟木９６が複数固定されており、この桟木９６に
屋根材８０としての瓦が引掛け掛止されることにより、多数の瓦が屋根下地９０の上面に
敷設されている。
【００３３】
　固定具１を設置する際は、その設置位置にある屋根材８０に代替して、代替屋根材３０
を屋根下地９０に取り付ける。このとき、代替屋根材３０の基体３１から下方に突出した
突条部３６を、桟木９６に引掛け係止させる。これにより、代替屋根材３０の貫通口３２
の部分で、屋根下地９０が上方に開放される。
【００３４】
　次に、支持部材１０を貫通口３２に挿入するが、これに先立ち、ボルト４１をスリット
２１に取り付けておく。ここでは、三つのスリット２１の内、外側の二つのスリット２１
について、側方に開放した端部から、倒立させたボルト４１の頭部４１ａを挿入し、ボル
ト４１のネジ軸部４１ｂをスリット２１から上方に突出させる。スリット２１の下方は、
横架バー２４で閉塞されているため、ボルト４１が落下することはない。また、スリット
２１の上方に開放した開口は、開口縁で狭められているため、ボルト４１の頭部４１ａが
スリット２１から上方に抜け出ることはない。従って、頭部４１ａをスリット２１の内部
に位置させ、ネジ軸部４１ｂを上方に突出させた状態で、ボルト４１をスリット２１に沿
ってスライドさせることができる。なお、スリット２１の一方の端部では、ストッパ２２
が上方に突出しているため、ボルト４１をスライドさせ過ぎても、ボルト４１が落下する
ことがない。
【００３５】
　上記のようにボルト４１が取り付けられた支持部材１０を、代替屋根材３０の貫通口３
２に挿入し、支持板部１１を屋根下地９０に当接させる。このとき、長方形の支持板部１
１の長辺が屋根の流れ方向となり、支持板部１１の一対の短辺のうち、スペーサ部１５か
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らの距離が短い短辺が棟側となるように、支持部材１０を位置させる。
【００３６】
　また、支持部材１０は貫通口３２の中央に位置させるが、位置決めに当たり、凹部１９
を目安とすることができる。例えば、図４（ａ）に示すように、周壁部３３において棟側
に突出している山型の辺の頂点を通り、屋根の流れ方向に平行な直線（図示、一点鎖線）
上に、凹部１９が位置するようにすることで、支持部材１０を容易にセンタリングするこ
とができる。
【００３７】
　また、仮にスペーサ部１５を備えないとした場合は、図４（ｂ）に示すように、支持部
材１０が屋根下地９０上を移動して、その位置が貫通口３２からずれてしまい、支持板部
１１の上方が基体３１で被覆された状態となるおそれがある。これに対し、本実施形態の
支持部材１０は、立壁部１２から延出して支持板部１１の外側の辺まで達しているスペー
サ部１５を有しているため、支持部材１０が横方向（屋根の流れ方向に直交する方向）に
移動しても、スペーサ部１５が周壁部３３の内周面に当接して、それ以上の移動が制限さ
れる。これにより、支持部材１０が貫通口３２の中央に位置するように位置決めし易い。
【００３８】
　一方、立壁部１２は支持板部１１の長辺の全長にわたり立設されているため、支持部材
１０が屋根の流れ方向に移動した場合は、立壁部１２の側辺及び側壁部１４が周壁部３３
の内周面に当接して、それ以上の移動が制限される。これにより、支持部材１０が貫通口
３２の中央に位置するように位置決めし易い。
【００３９】
　貫通口３２の中央に支持部材１０を位置させたら、孔部２５に挿通したビス４５で、支
持板部１１を屋根下地９０に留め付ける。このとき、孔部２５の周縁には孔縁筒部２６が
形成されているため、孔部２５に挿通したビス４５が自立し、ビス４５を屋根下地９０に
留め付ける作業がし易い。なお、支持板部１１を屋根下地９０に留め付ける際、支持板部
１１と屋根下地９０との間に、ブチルゴム等で形成されたシート状のシール材９７を挿入
する。このシール材９７によって、雨水がビス４５を伝わって屋根下地９０より屋内側に
浸入することが防止される。シール材９７は、予め支持板部１１の裏面に貼着しておくこ
ともできる。
【００４０】
　支持部材１０が屋根下地９０に取り付けられたら、上面部１３から上方に突出している
ボルト４１のネジ軸部４１ｂを、孔が開けられたシール部材４９に挿通した上で、カバー
部材５０の孔部５５に下方から挿通する。そして、カバー部材５０の周縁部５２が代替屋
根材３０の周壁部３３の上端を外側から囲むように、天板部５１を周壁部３３の上端に載
置する。この際、カバー部材５０の内側に、発泡ゴムなど弾性を有する防水材５９を配し
た状態で、カバー部材５０を取り付ける。これにより、貫通口３２がカバー部材５０で被
覆されると共に、カバー部材５０の孔部５５がシール部材４９によって、カバー部材５０
と周壁部３３との間が防水材５９でシールされる。従って、貫通口３２を介して、代替屋
根材３０より下方に雨水が流入することが防止される。
【００４１】
　貫通口３２を被覆したカバー部材５０の天板部５１からは、上方に向かって二本のネジ
軸部４１ｂが突出している。このネジ軸部４１ｂによって、屋根上設置物を固定具１に対
して留め付ける。具体的には、屋根上設置物の一部を構成している桟材７０に形成された
孔部（図示しない）に、ネジ軸部４１ｂを下方から挿通し、桟材７０をカバー部材５０の
天板部５１に載置し、ネジ軸部４１ｂに螺合させたナット４２で締め付ける。これにより
、桟材７０が固定具１（支持部材１０及びカバー部材５０）に対して固定された状態とな
り、屋根上設置物が固定具１を介して屋根下地９０に固定された状態となる。なお、ネジ
軸部４１ｂの突出位置が、屋根下地９０に対して桟材７０を固定すべき位置からずれてい
るときは、スリット２１に沿ってボルト４１をスライドさせることにより、ネジ軸部４１
ｂの突出位置を調整することができる。
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【００４２】
　従って、上記のように固定具１を使用することにより、以下のような固定構造が形成さ
れる。すなわち、代替屋根材３０が屋根材８０に代替して屋根下地９０に取り付けられて
おり、代替屋根材３０の貫通口３２の内部で支持部材１０の平板状の支持板部１１が屋根
下地９０に当接しており、支持部材１０のスリット２１の内部に頭部４１ａを位置させて
いるボルト４１のネジ軸部４１ｂがスリット２１の開口から上方に向けて突出しており、
カバー部材５０は、支持部材１０と屋根上設置物との間で天板部５１にネジ軸部４１ｂを
挿通させていると共に、周縁部５２で代替屋根材３０の周壁部３３の上端を外側から囲む
ように、貫通口３２を被覆しており、カバー部材５０の天板部５１から上方に向けて突出
したネジ軸部４１ｂに屋根上設置物の一部が固定されている固定構造、である。
【００４３】
　上記のように、本実施形態の固定具１及び固定構造によれば、屋根上設置物の重量を受
ける支持部材１０が、平板状の支持板部１１であり屋根下地９０に当接している。このた
め、屋根上設置物の重量を面で支えることとなり、安定的に屋根上設置物を屋根下地９０
に固定することができる。
【００４４】
　また、支持部材１０が屋根下地９０と当接する部分を平板状の支持板部１１とした場合
、上述の利点を有する一方で、支持板部１１が代替屋根材３０の基体３１の下方に位置す
るように、支持部材１０が移動して貫通口３２からずれてしまうおそれがある。これに対
し、本実施形態では、立壁部１２から側方に向かって、支持板部１１の外側の辺に達する
まで延出されたスペーサ部１５が、周壁部３３の内周面に当接して支持部材１０の移動を
制限するため、支持部材１０を貫通口３２（周縁部５２）の内部に位置させることができ
る。
【００４５】
　加えて、支持部材１０は、一対のスペーサ部１５が支持部材１０における棟側の端部に
より近くなる向きで、屋根下地９０に取り付けられている。これにより、万一、代替屋根
材３０より下方に雨水が浸入しても、支持板部１１を貫通する孔部２５を介して、屋根下
地９０より下方に雨水が浸入するおそれが低減されている。
【００４６】
　次に、第二実施形態の固定具２及び固定具２を使用した固定構造について、図５及び図
６を用いて説明する。第一実施形態との相違は、カバー部材５０ｂの天板部５１の中央に
、ボルト４１のネジ軸部４１ｂを挿通する孔部５５ｂが一つのみ穿設されており、ボルト
４１は、三つのスリット２１の内の中央のスリット２１のみに取り付けられる点である。
かかる構成によっても、第一実施形態との固定具１及び固定構造と、同様の作用効果を得
ることができる。
【００４７】
　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、本発明は上記の実施形態に
限定されるものではなく、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。
【００４８】
　例えば、上記の実施形態では、スリット２１の数より少ない数の孔部５５，５５ｂがカ
バー部材５０，５０ｂに設けられている場合を例示したが、これに限定されず、スリット
２１の数と同数の孔部をカバー部材に設け、全スリット２１に取り付けたボルトによって
、屋根上設置物を固定具に留め付ける構成とすることができる。
【００４９】
　また、上記では、一対のスペーサ部１５が立壁部１２の幅方向の途中から延出している
場合を例示したが、これに限定されず、図７に例示するように、一対のスペーサ部１５ｂ
のそれぞれが、一対の立壁部１２のそれぞれにおいて、一対の側辺の内の一方であって同
じ側の側辺から延出している構成、の支持部材１０ｂとすることができる。換言すると、
一対のスペーサ部１５ｂは、支持部材１０ｂの一方の端部において、一対の側壁部１４の
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れており、両者間に明瞭な境界線は存在しない。このような支持部材１０ｂは、スペーサ
部１５が棟側となるように屋根下地９０に取り付けられる。これにより、万一、代替屋根
材３０より下方に雨水が浸入しても、支持板部１１を貫通する孔部２５を介して、屋根下
地９０より下方に雨水が浸入するおそれが有効に低減される。
【００５０】
　更に、上記では、スペーサ部１５の下端が支持板部１１と連続している場合を例示した
が、これに限定されず、スペーサ部の下端が支持板部より高い位置であっても良い。スペ
ーサ部は、支持部材の移動を制限するために、周壁部３３に当接する高さで立壁部１２か
ら側方に延出していればよい。
【符号の説明】
【００５１】
１，２　固定具
１０，１０ｂ　支持部材
１１　支持板部
１２　立壁部
１３　上面部
１５，１５ｂ　スペーサ部
２１　スリット
３０　代替屋根材
３１　基体
３２　貫通口
３３　周壁部
４１　ボルト
４１ａ　頭部（ボルト）
４１ｂ　ネジ軸部（ボルト）
５０，５０ｂ　カバー部材
５１　天板部
７０　桟材（屋根上設置物の一部）
８０　屋根材
９０　屋根下地
【先行技術文献】
【特許文献】
【００５２】
【特許文献１】特許第３４５０１２３号公報
【特許文献２】特開２００４－２７８１１０号公報
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