
JP 6449006 B2 2019.1.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の屋根部材と、太陽電池モジュールと、建屋の軒先部分に前記太陽電池モジュール
を取り付けるための軒先取付具とを備え、
　前記太陽電池モジュールは、受光面を有する平板状の太陽電池パネルと、前記太陽電池
パネルの裏面に固定される補強部材を備え、
　前記太陽電池パネルは、太陽電池セルを封止するためのセル封止領域が設けられており
、前記セル封止領域では、列状に配された複数の太陽電池セルが封止され、
　前記補強部材は長尺状の部材であり、
　前記太陽電池モジュールは、前記セル封止領域の裏面のうち、平面視において前記太陽
電池セルの列と重なる位置に前記補強部材が固定され、
　前記軒先取付具は、前記太陽電池モジュールの軒側部分を保持するための保持部と、前
記太陽電池モジュールの軒側部分を下方から支持するための支持台部とを有しており、
　前記太陽電池モジュールの軒側端部近傍が前記保持部によって保持され、前記太陽電池
モジュールの軒側端部よりも棟側である前記補強部材が固定されている部分が、前記支持
台部によって支持されており、
　前記軒先取付具は、軒先に位置する前記屋根部材の軒側端部を挿入するための屋根部材
保持凹部をさらに有し、
　前記保持部と前記支持台部は、前記屋根部材保持凹部の上側に位置しており、
　前記支持台部は、棟側へ突出するように片持ち状に形成され、さらにその突出端部には
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、脚部が形成されており、
　前記脚部は、通常時においては前記屋根部材と離間した位置にあり、前記軒先取付具に
よって固定される前記太陽電池モジュールに一定以上の荷重がかかった場合、前記屋根部
材と接触した状態となることを特徴とする屋根構造。
【請求項２】
　複数の屋根部材と、太陽電池モジュールと、建屋の軒先部分に前記太陽電池モジュール
を取り付けるための軒先取付具とを備え、
　前記太陽電池モジュールは、受光面を有する平板状の太陽電池パネルと、前記太陽電池
パネルの裏面に固定される補強部材を備え、
　前記太陽電池パネルは、太陽電池セルを封止するためのセル封止領域が設けられており
、前記セル封止領域では、列状に配された複数の太陽電池セルが封止され、
　前記補強部材は長尺状の部材であり、
　前記太陽電池モジュールは、前記セル封止領域の裏面のうち、平面視において前記太陽
電池セルの列と重なる位置に前記補強部材が固定され、
　前記軒先取付具は、前記太陽電池モジュールの軒側部分を保持するための保持部と、前
記太陽電池モジュールの軒側部分を下方から支持するための支持台部とを有しており、
　前記太陽電池モジュールの軒側端部近傍が前記保持部によって保持され、前記太陽電池
モジュールの軒側端部よりも棟側である前記補強部材が固定されている部分が、前記支持
台部によって支持されており、
　軒棟方向で隣接配置される２つの前記太陽電池モジュールを固定する中間取付具をさら
に備え、
　前記中間取付具は、軒側に位置する前記太陽電池モジュールの棟側部分を保持する軒側
保持凹部と、棟側に位置する前記太陽電池モジュールの軒側部分を保持する棟側保持凹部
とを有しており、
　棟側に位置する前記太陽電池モジュールに一体に固定された前記補強部材が、前記棟側
保持凹部よりも棟側に位置することを特徴とする屋根構造。
【請求項３】
　前記軒先取付具は、軒先に位置する前記屋根部材の軒側端部を挿入するための屋根部材
保持凹部をさらに有し、
　前記保持部と前記支持台部は、前記屋根部材保持凹部の上側に位置しており、
　前記支持台部は、棟側へ突出するように片持ち状に形成され、さらにその突出端部には
、脚部が形成されており、
　前記脚部は、通常時においては前記屋根部材と離間した位置にあり、前記軒先取付具に
よって固定される前記太陽電池モジュールに一定以上の荷重がかかった場合、前記屋根部
材と接触した状態となることを特徴とする請求項２に記載の屋根構造。
【請求項４】
　前記太陽電池モジュールは、建屋に敷設した状態において、前記太陽電池パネルの長手
方向が建屋の桁行方向に向き、前記太陽電池パネルの短手方向が建屋の軒棟方向に向くよ
うに設置されるものであり、
　且つ、前記セル封止領域の軒棟方向における中心位置は、前記太陽電池パネル全体の軒
棟方向における中心位置よりも軒側よりの位置となっていることを特徴とする請求項１乃
至３のいずれかに記載の屋根構造。
【請求項５】
　前記補強部材は、前記太陽電池パネルの裏面側から外側へ向かって凸となる突出部を有
しており、
　前記突出部の突出端面は、前記太陽電池パネルの裏面と平行な平面となっていることを
特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の屋根構造。
【請求項６】
　前記支持台部は、一の平板部と、当該平板部よりも下方側に位置する他の平板部を有し
ており、
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　前記補強部材の前記突出端面が前記他の平板部に支持され、前記補強部材において前記
突出部よりも軒側の部分が前記一の平板部に支持されることを特徴とする請求項５に記載
の屋根構造。
【請求項７】
　前記補強部材は、金属製の部材であり、断面形状が逆ハット状となっていることを特徴
とする請求項１乃至６のいずれかに記載の屋根構造。
【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を載置する屋根構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、環境意識の高まりから、新たなエネルギー源として太陽電池モジュールが注目さ
れている。この太陽電池モジュールは、光エネルギーを電気エネルギーに変換可能な光電
変換装置である太陽電池パネルを備えた構造となっている。
　この太陽電池パネルは、透明電極層と、裏面電極層と、これら２つの電極層に挟まれた
光電変換素子とを備えている。そして、光電変換層に光が照射されることで発生するキャ
リアを電極層に収集して外部回路に取り出すことが可能となっている。
【０００３】
　このような太陽電池モジュールは、従来、建屋の屋根上に直接又は金具等を介して取り
付けたり、平坦な地面に設置した架台上に取り付けたりしている。
　例えば、本件出願人の出願に係る特許文献１には、スレート瓦と一体に取り付けた金具
を介し、太陽電池モジュールを屋根上に取り付ける構造が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１６３０６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、太陽電池モジュールには、外周部分にフレームを取り付けたものと、このフレ
ームを取り付けないフレームレス型のものがある。フレームレス型の太陽電池モジュール
は、小型軽量なため取付作業が容易であり、外観に優れるという利点がある。
　詳細に説明すると、フレーム付きの太陽電池モジュールでは、屋根上に取り付けたとき
、金属のフレーム部分が周辺部分よりも際立って見える場合がある。この場合、金属部分
が屋根外観の一体感を損なうので、屋根の外観を美しくするという観点から好ましくない
。
　これに対し、フレームレスの太陽電池モジュールでは、縁端部分に金属部分がないので
、すっきりと美しい外観を実現できる。
【０００６】
　そこで、本発明者らは、外観のさらなる向上を図るため、フレームレス型の太陽電池モ
ジュールの太陽電池パネルをさらに薄型化し、屋根上に取り付けることを考えた。しかし
ながら、太陽電池パネルにフレームを装着せず、薄く形成すると、太陽電池モジュールの
強度が弱くなってしまうという問題が考えられる。すなわち、積雪荷重や強風による吹き
上げ荷重によって、太陽電池モジュールが破損してしまうおそれがある。そして、破損し
た場所によっては、発電量が低下してしまったり、発電不能に陥ってしまったりする可能
性がある。
【０００７】
　そこで本発明は、太陽電池パネルを薄型化し、フレームレスの構造とした場合において
も破損の発生及びそれに起因する出力低下を抑制可能な技術を提供することを課題とする
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。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するための請求項１に記載の発明は、複数の屋根部材と、太陽電池モジ
ュールと、建屋の軒先部分に前記太陽電池モジュールを取り付けるための軒先取付具とを
備え、前記太陽電池モジュールは、受光面を有する平板状の太陽電池パネルと、前記太陽
電池パネルの裏面に固定される補強部材を備え、前記太陽電池パネルは、太陽電池セルを
封止するためのセル封止領域が設けられており、前記セル封止領域では、列状に配された
複数の太陽電池セルが封止され、前記補強部材は長尺状の部材であり、前記セル封止領域
の裏面のうち、平面視において前記太陽電池セルの列と重なる位置に前記補強部材が固定
され、前記軒先取付具は、前記太陽電池モジュールの軒側部分を保持するための保持部と
、前記太陽電池モジュールの軒側部分を下方から支持するための支持台部とを有しており
、前記太陽電池モジュールの軒側端部近傍が前記保持部によって保持され、前記太陽電池
モジュールの軒側端部よりも棟側である前記補強部材が固定されている部分が、前記支持
台部によって支持されており、前記軒先取付具は、軒先に位置する前記屋根部材の軒側端
部を挿入するための屋根部材保持凹部をさらに有し、前記保持部と前記支持台部は、前記
屋根部材保持凹部の上側に位置しており、前記支持台部は、棟側へ突出するように片持ち
状に形成され、さらにその突出端部には、脚部が形成されており、前記脚部は、通常時に
おいては前記屋根部材と離間した位置にあり、前記軒先取付具によって固定される前記太
陽電池モジュールに一定以上の荷重がかかった場合、前記屋根部材と接触した状態となる
ことを特徴とする屋根構造である。
　請求項２に記載の発明は、複数の屋根部材と、太陽電池モジュールと、建屋の軒先部分
に前記太陽電池モジュールを取り付けるための軒先取付具とを備え、前記太陽電池モジュ
ールは、受光面を有する平板状の太陽電池パネルと、前記太陽電池パネルの裏面に固定さ
れる補強部材を備え、前記太陽電池パネルは、太陽電池セルを封止するためのセル封止領
域が設けられており、前記セル封止領域では、列状に配された複数の太陽電池セルが封止
され、前記補強部材は長尺状の部材であり、前記太陽電池モジュールは、前記セル封止領
域の裏面のうち、平面視において前記太陽電池セルの列と重なる位置に前記補強部材が固
定され、前記軒先取付具は、前記太陽電池モジュールの軒側部分を保持するための保持部
と、前記太陽電池モジュールの軒側部分を下方から支持するための支持台部とを有してお
り、前記太陽電池モジュールの軒側端部近傍が前記保持部によって保持され、前記太陽電
池モジュールの軒側端部よりも棟側である前記補強部材が固定されている部分が、前記支
持台部によって支持されており、軒棟方向で隣接配置される２つの前記太陽電池モジュー
ルを固定する中間取付具をさらに備え、前記中間取付具は、軒側に位置する前記太陽電池
モジュールの棟側部分を保持する軒側保持凹部と、棟側に位置する前記太陽電池モジュー
ルの軒側部分を保持する棟側保持凹部とを有しており、棟側に位置する前記太陽電池モジ
ュールに一体に固定された前記補強部材が、前記棟側保持凹部よりも棟側に位置すること
を特徴とする屋根構造である。
　請求項３に記載の発明は、前記軒先取付具は、軒先に位置する前記屋根部材の軒側端部
を挿入するための屋根部材保持凹部をさらに有し、前記保持部と前記支持台部は、前記屋
根部材保持凹部の上側に位置しており、前記支持台部は、棟側へ突出するように片持ち状
に形成され、さらにその突出端部には、脚部が形成されており、前記脚部は、通常時にお
いては前記屋根部材と離間した位置にあり、前記軒先取付具によって固定される前記太陽
電池モジュールに一定以上の荷重がかかった場合、前記屋根部材と接触した状態となるこ
とを特徴とする請求項２に記載の屋根構造である。
　請求項４に記載の発明は、前記太陽電池モジュールは、建屋に敷設した状態において、
前記太陽電池パネルの長手方向が建屋の桁行方向に向き、前記太陽電池パネルの短手方向
が建屋の軒棟方向に向くように設置されるものであり、且つ、前記セル封止領域の軒棟方
向における中心位置は、前記太陽電池パネル全体の軒棟方向における中心位置よりも軒側
よりの位置となっていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の屋根構造で
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ある。
　請求項５に記載の発明は、前記補強部材は、前記太陽電池パネルの裏面側から外側へ向
かって凸となる突出部を有しており、前記突出部の突出端面は、前記太陽電池パネルの裏
面と平行な平面となっていることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の屋根構
造である。
　請求項６に記載の発明は、前記支持台部は、一の平板部と、当該平板部よりも下方側に
位置する他の平板部を有しており、前記補強部材の前記突出端面が前記他の平板部に支持
され、前記補強部材において前記突出部よりも軒側の部分が前記一の平板部に支持される
ことを特徴とする請求項５に記載の屋根構造である。
　請求項７に記載の発明は、前記補強部材は、金属製の部材であり、断面形状が逆ハット
状となっていることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の屋根構造である。
　また、本発明に関連する関連発明は、受光面を有する平板状の太陽電池パネルと、前記
太陽電池パネルの裏面に固定される補強部材を備えた太陽電池モジュールであって、前記
太陽電池パネルは、太陽電池セルを封止するためのセル封止領域が設けられており、前記
セル封止領域では、列状に配された複数の太陽電池セルが封止され、前記補強部材は長尺
状の部材であり、前記セル封止領域の裏面のうち、平面視において前記太陽電池セルの列
と重なる位置に前記補強部材が固定されていることを特徴とする太陽電池モジュールであ
る。
【０００９】
　この関連発明の太陽電池モジュールでは、長尺状の補強部材が、太陽電池セルの列と平
面視で重なる位置に取り付けられている。言い換えると、列方向と同方向に延びる補強部
材が、列に属する複数の太陽電池セルのそれぞれと平面視で重なった状態となっている。
このため、太陽電池セルが封止されている部分の強度を向上させ、且つ、それぞれの太陽
電池セルの破損の発生を抑制できる。
　ここで、太陽電池セルが封止されている部分は、比較的強度の低い部分であり、さらに
破損すると出力が低下する（又は出力できなくなる）部分でもある。つまり、本発明では
、太陽電池セルが封止されている部分の強度を向上させ、太陽電池セルの破損の発生を抑
制することで、これに起因する出力の低下を防止できる。
【００１０】
　ところで、本発明者らが先行技術文献に開示した屋根構造を運用し、その運用状況を検
討した結果、太陽電池モジュールの軒側部分が棟側部分に比べて破損しやすいことが判明
した。
　具体的に説明すると、例えば、大量の雪が太陽電池モジュールの上に積もったとき、時
間が経過すると、棟側に積もった雪の塊が太陽電池モジュールの傾斜面を滑り下りていく
ことがある。この場合、雪の塊が軒側部分まで移動することで、太陽電池モジュールの軒
側部分では、棟側部分よりも大きな荷重を受ける。つまり、太陽電池モジュールの軒側部
分は、設置時に大きな荷重を受けやすい部分であることが判明した。
【００１１】
　その反面、太陽電池モジュールの軒側部分は、棟側に隣接する太陽電池モジュールが遠
い位置にあり、比較的影ができにくい部分でもある。すなわち、太陽電池セルを配置した
とき、発電効率が高くなる部分であるともいえる。
【００１２】
　かかる知見に基づいて提供される他の関連発明は、建屋に敷設した状態において、前記
太陽電池パネルの長手方向が建屋の桁行方向に向き、前記太陽電池パネルの短手方向が建
屋の軒棟方向に向くように設置されるものであり、且つ、前記セル封止領域の軒棟方向に
おける中心位置は、前記太陽電池パネル全体の軒棟方向における中心位置よりも軒側より
の位置となっている、上記関連発明の太陽電池モジュールである。
【００１３】
　この関連発明では、より大きな荷重を受ける軒側よりの部分に、セル封止領域を配する
構成となっている。つまり、複数の太陽電池セルを軒側に偏重配置する構成となっている
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。
　すなわち、この関連発明では、太陽電池セルの列と平面視で重なる位置に補強部材を取
り付けており、大きな荷重がかかる軒側端部近傍にも、破損しやすい太陽電池セルを配置
することができる。このことにより、太陽電池パネル（太陽電池セル）の破損を防止しつ
つ、発電効率を高めることができる。
【００１４】
　本発明に関連する他の関連発明は、前記補強部材は、前記太陽電池パネルの裏面側から
外側へ向かって凸となる突出部を有しており、前記突出部の突出端面は、前記太陽電池パ
ネルの裏面と平行な平面となっている、上記関連発明の太陽電池モジュールである。
【００１５】
　この関連発明の補強部材は、裏面側から外側へ向かって凸となる突出部を有しており、
剛性の高い構造となっている。また、突起部の突出端面に裏面と並行な平面を形成するこ
とにより、補強部材の下側にケーブル等が位置した状態で、上側から荷重がかかっても、
ケーブル等の破損を防止することができる。
【００１６】
　本発明に関連する他の関連発明は、金属製の部材であり、断面形状が逆ハット状となっ
ていることを特徴とする、上記関連発明の太陽電池モジュールである。
【００１７】
　かかる構成によると、比較的簡単に剛性の高い補強部材の形成が可能となる。
【００１８】
　本発明では、複数の屋根部材と、太陽電池モジュールと、建屋の軒先部分に前記太陽電
池モジュールを取り付けるための軒先取付具とを備え、前記軒先取付具は、前記太陽電池
モジュールの軒側部分を保持するための保持部と、前記太陽電池モジュールの軒側部分を
下方から支持するための支持台部とを有しており、前記太陽電池モジュールの軒側端部近
傍が前記保持部によって保持され、前記太陽電池モジュールの軒側端部よりも棟側である
前記補強部材が固定されている部分が、前記支持台部によって支持されている。
【００１９】
　本発明の屋根構造では、太陽電池モジュールの補強部材が固定されている部分を、さら
に軒先取付金具の支持台部によって支持している。このことにより、さらに耐荷重性の高
い構造とすることができる。
【００２０】
　請求項１に記載の発明は、前記軒先取付具は、軒先に位置する前記屋根部材の軒側端部
を挿入するための屋根部材保持凹部をさらに有し、前記保持部と前記支持台部は、前記屋
根部材保持凹部の上側に位置しており、前記支持台部は、棟側へ突出するように片持ち状
に形成され、さらにその突出端部には、脚部が形成されており、前記脚部は、通常時にお
いては前記屋根部材と離間した位置にあり、前記軒先取付具によって固定される前記太陽
電池モジュールに一定以上の荷重がかかった場合、前記屋根部材と接触した状態となる。
【００２１】
　本発明の屋根構造では、片持ち状に形成された支持台部の突出端部に脚部が形成されて
いる。そして、通常時においては、脚部が屋根部材と離間した位置にあり、太陽電池モジ
ュールに一定以上の荷重がかかった場合には、屋根部材と接触した状態となる。
　すなわち、通常時においては、脚部が屋根部材と接触せず、屋根部材を傷つけてしまう
ことがない。対して、太陽電池モジュールに一定以上の荷重がかかった場合には、屋根部
材と接触し、支持台部にかかる荷重を屋根部材で受けることが可能となる。つまり、可能
な限り屋根部材の損傷を抑制しつつ、過度に荷重が加わった場合の太陽電池モジュールの
破損を防止できる。
【００２２】
　請求項２に記載の発明は、軒棟方向で隣接配置される２つの前記太陽電池モジュールを
固定する中間取付具をさらに備え、前記中間取付具は、軒側に位置する前記太陽電池モジ
ュールの棟側部分を保持する軒側保持凹部と、棟側に位置する前記太陽電池モジュールの
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軒側部分を保持する棟側保持凹部とを有しており、棟側に位置する前記太陽電池モジュー
ルに一体に固定された前記補強部材が、前記棟側保持凹部よりも棟側に位置する。
【００２３】
　かかる構成によると、補強部材の軒側に棟側保持凹部が位置しており、何らかの理由に
より補強部材が太陽電池パネルから外れてしまっても、軒側に向かって滑り落ちる補強部
材が棟側保持凹部に当接し、それ以上軒側へと移動することがない。このことにより、不
意に補強部材が屋根上から落下してしまうことがなく、安全である。
【００２４】
　本発明に関連する他の関連発明は、建屋の軒先部分に太陽電池モジュールを取り付ける
ための軒先取付具であって、前記建屋は、屋根下地上に複数の屋根部材を並べて形成され
る基礎屋根構造を有するものであり、前記太陽電池モジュールの軒側部分を保持するため
の保持部と、前記太陽電池モジュールの軒側部分を下方から支持するための支持台部と、
軒先に位置する前記屋根部材の軒側端部を挿入するための屋根部材保持凹部を備え、前記
保持部と前記支持台部は、前記屋根部材保持凹部の上側に位置しており、前記支持台部は
、棟側へ突出するように片持ち状に形成され、さらにその突出端部には、脚部が形成され
ており、前記脚部は、通常時においては前記屋根部材と離間した位置にあり、前記太陽電
池モジュールに一定以上の荷重がかかった場合、前記屋根部材と接触した状態となること
を特徴とする太陽電池モジュールの軒先取付具である。
【００２５】
　この関連発明によると、上記したように、太陽電池モジュールの軒側部分を支持台部に
よって支持することが可能であり、耐荷重性の高い構造とすることができる。また、可能
な限り屋根部材の損傷を抑制しつつ、過度に荷重が加わった場合の太陽電池モジュールの
破損を防止できる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によると、太陽電池パネルを薄型化し、フレームレスの構造としても、太陽電池
モジュールの破損の発生及びそれに起因する出力低下を抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施形態に係る屋根構造を示す斜視図である。
【図２】図１の屋根構造で採用するスレート瓦の一例を示す斜視図である。
【図３】図１の太陽電池モジュールを受光面側からみた様子を示す斜視図である。
【図４】図１の太陽電池モジュールを裏面側からみた様子を示す斜視図である。
【図５】図３の太陽電池モジュールに封止されたセル列を示す平面図である。
【図６】図３の太陽電池モジュールを示すＡ－Ａ断面図である。
【図７】図４の太陽電池モジュールに取り付けられた補強部材を示す一部破断斜視図であ
る。
【図８】図３の太陽電池モジュールを示すＢ－Ｂ断面図であり、側端部分を拡大して示す
。
【図９】図１の屋根構造で採用する軒先取付金具を示す斜視図である。
【図１０】図９の軒先取付金具の支持台用部材を示す斜視図である。
【図１１】図９の軒先取付金具の固定用部材を示す斜視図である。
【図１２】図１１の固定用部材を示す正面図である。
【図１３】図９の軒先取付金具の組み立て構造を示す説明図であり、（ａ）～（ｃ）の順
に組み立てていく様子を示す。
【図１４】図９の軒先取付金具を示す側面図である。
【図１５】図９の軒先取付金具を背面側からみた様子を示す斜視図である。
【図１６】図１の屋根構造で採用する中間取付金具を示す斜視図である。
【図１７】図１６の中間取付金具を示す分解斜視図である。
【図１８】図１６の中間取付金具を示す断面図である。
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【図１９】図１６の中間取付金具を背面側からみた様子を示す斜視図である。
【図２０】本実施形態の屋根構造の施工手順を示す斜視図であり、屋根下地の軒先に軒先
取付け金具を取り付けた状態を示す斜視図である。
【図２１】図２０の状態を示す断面図である。
【図２２】図２０、図２１で示される工程に続く工程を示す説明図であり、第１段目下側
のスレート瓦を装着する様子を示す。
【図２３】図２２で示される工程に続く工程を示す説明図であり、第１段目上側のスレー
ト瓦を装着する様子を示す。
【図２４】第１段目下側のスレート瓦と、その上に位置する第１段目上側のスレート瓦と
が取り付けられた様子を示す断面図である。
【図２５】図２３，２４で示される工程に続く工程を示す説明図であり、第２段目のスレ
ート瓦を配置していく様子を示す。
【図２６】図２５で示される工程に続く工程を示す説明図であり、第２段目のスレート瓦
を中間取付金具と共に固定する様子を示す。
【図２７】第２段目のスレート瓦が中間取付金具と共に固定された様子を示す断面図であ
る。
【図２８】図２６，２７の工程に続く工程を示す説明図であり、中間取付金具の第１凹部
に第３段目のスレート瓦を挿入する様子を示す。
【図２９】第３段目のスレート瓦が固定された様子を示す断面図である。
【図３０】基礎屋根構造を示す斜視図である。
【図３１】軒先取付金具の保持部に第１段目の太陽電池モジュールの軒側辺を挿入する様
子を示す説明図である。
【図３２】図３１で示される状態から、第１段目の太陽電池モジュールの軒側辺を保持部
に挿入し、棟側辺を中間取付金具（固定部構成部材）の上に載置した様子を示す断面図で
ある。
【図３３】図３２で示される状態から、第１段目の固定部構成部材に押さえ板部材を装着
し、太陽電池モジュールの棟側辺を押さえた状態を示す断面図である。
【図３４】図３３の状態を示す斜視図である。
【図３５】図３４で示される状態から、第１段目の太陽電池モジュールのケーブル配線を
行った状態を示す斜視図である。
【図３６】図３５で示される状態から、第２段目の太陽電池モジュールの軒側辺を第１段
目の中間取付金具の第３凹部に挿入し、棟側辺を第２段目の中間取付金具（固定部構成部
材）の上に載置した様子を示す断面図である。
【図３７】図３６で示される状態から、第２段目の固定部構成部材に押さえ板部材を装着
し、太陽電池モジュールの棟側辺を押さえた状態を示す断面図である。
【図３８】軒側第１段目の太陽電池モジュールに荷重がかかったときの軒先取付金具の姿
勢の変化を示す説明図であり、（ａ）は通常時を示し、（ｂ）は一定以上の荷重が加わっ
た状態を示す。
【図３９】図３７のＡ部分を拡大して示す断面図である。
【図４０】図１４とは異なる形態の軒先取付金具を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施形態に係る屋根構造１について図面を参照しつつ詳細に説明する。
なお、以下の説明において、前後方向、上下方向、並びに左右方向は、特に断りのない限
り図１で示される通常の設置状態を基準として説明する。
【００２９】
　本実施形態の屋根構造１は、図１で示されるように、スレート瓦２（屋根部材）で葺か
れた基礎屋根構造３の上に、太陽電池モジュール４が軒先取付金具５（軒先取付具）と中
間取付金具６（中間取付具）を介して固定されたものである。また、この屋根構造１の必
要部分には、部分的に雨仕舞板１１が設置されている。
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【００３０】
　スレート瓦２は、図２で示されるように、切り出した天然石やセメント等によって形成
された略長方形平板状の部材である。より詳細には、４隅のうち、設置時に棟側となる２
つの隅部分の近傍を切り落としたような薄板状の部材となっている。
　このスレート瓦２には、短手方向の中心近傍に、予め、取付孔１２が一列に４個設けら
れている。本実施形態では、取付孔１２の間隔は均等ではなく、中央の２個の取付孔１２
，１２の間隔が他の孔同士の間隔よりも広くなっている。
【００３１】
　太陽電池モジュール４は、図３、図４で示されるように、太陽電池パネル１０の裏面に
補強断熱材１３、端子ボックス１４、補強部材１５を取り付けると共に、太陽電池パネル
１０の側端の一部にサイドガスケット１６を取り付けて形成されている。この太陽電池モ
ジュール４は、太陽電池パネル１０の縁端部分にフレームを装着しない構造、すなわち、
フレームレス構造となっている。より詳細には、太陽電池パネル１０の厚さが３．２ｍｍ
程度となる薄型のフレームレス構造となっている。
　そして、端子ボックス１４から、正極側ケーブル１９と負極側ケーブル２０からなる２
本のケーブルが延設されている。この正極側ケーブル１９の延設端には、正極コネクタ２
１が一体に形成されており、負極側ケーブル２０の延設端には、負極コネクタ２２が一体
に形成されている。
【００３２】
　太陽電池パネル１０は、図３で示されるように、正面視した形状が略横長長方形状とな
っており、樹脂製の裏面封止材と、受光面を形成するガラス基板の間に太陽電池セル２５
を複数枚封止して形成されている。
　具体的に説明すると、この太陽電池パネル１０は、セル封止領域２７と、軒側余剰領域
２８と、棟側余剰領域２９に区画されている。これらは、太陽電池パネル１０の短手方向
の一方端側から他方端側に向かって、軒側余剰領域２８、セル封止領域２７、棟側余剰領
域２９の順に並んでいる。これらの領域は、いずれも、太陽電池パネル１０の長手方向に
おける略全域に亘って延びている。そして、このセル封止領域２７が太陽電池セル２５を
封止するための部分となっている。
【００３３】
　太陽電池セル２５は、略正方形板状の部材であり、光エネルギーを電気エネルギーに変
換する光電変換素子を備えたものである。本実施形態では、半導体基板の上に半導体層を
積層させ、光電変換素子を形成したものを採用している。
　この太陽電池セル２５では、表面側にバスバー電極が設けられており、裏面側に裏面側
電極が形成されている。このバスバー電極と裏面側電極は、それぞれ太陽電池セル２５の
正極側電極及び負極側電極を形成する部分である。
【００３４】
　セル封止領域２７は、図３で示されるように、設置時を基準として、太陽電池パネル１
０の軒側端部よりもわずかに棟側に離れた位置から、棟側端部よりも軒側に離れた位置ま
でを占める領域となっている。より詳細には、セル封止領域２７は、太陽電池パネル１０
の短手方向で所定の間隔を空けて対向する２つの長辺のうちの一方であり、設置時に軒端
部分を形成する長辺よりの位置に形成されている。つまり、本実施形態の太陽電池パネル
１０では、太陽電池セル２５が軒側に偏重して配置されている
【００３５】
　このセル封止領域２７では、裏面封止材とガラス基板の間に複数枚の太陽電池セル２５
が行列状に配され、封止された状態となっている。図５で示されるように、この行列状に
配された太陽電池セル２５の外側には、正極形成部材３１、負極形成部材３２、導電部材
３３が位置している。
【００３６】
　すなわち、セル封止領域２７の裏面封止材とガラス基板の間では、太陽電池パネル１０
の長手方向の一端側よりの位置に正極形成部材３１及び負極形成部材３２が配され、他端
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側よりの位置に導電部材３３が配されている。そして、正極形成部材３１及び負極形成部
材３２と、導電部材３３との間で、複数枚の太陽電池セル２５がそれぞれの間に間隔を空
けて行列状に並んだ状態となっている。
【００３７】
　本実施形態では、太陽電池パネル１０の長手方向に沿って延びるセル列３５が２列形成
されており、これらが太陽電池パネル１０の短手方向で所定の間隔を空け、互いに平行に
なるように延びている。そして、各々のセル列３５では、複数枚の太陽電池セル２５が所
定間隔を空けて一直線状に配置されており、隣接する太陽電池セル２５が電気的に接続さ
れた状態となっている。
【００３８】
　具体的に説明すると、セル列３５で隣接配置される２つの太陽電池セル２５は、一方の
表面側に位置するバスバー電極と、他方の裏面側に位置する裏面側電極とが直接又は配線
部材を介して間接的に接続された状態となっている。このことにより、隣接する太陽電池
セル２５は、直列に接続された状態となっている。つまり、それぞれのセル列３５では、
そのセル列３５に属する太陽電池セル２５が直列に接続された状態となっている。
【００３９】
　加えて、一方のセル列３５に属する１の太陽電池セル２５のバスバー電極と、他方のセ
ル列３５に属する１の太陽電池セル２５の裏面側電極とが、いずれも導電部材３３に直接
又は配線部材を介して間接的に接続された状態となっている。このことにより、２つのセ
ル列３５が導電部材３３を介して直列に接続されている。つまり、セル封止領域２７に封
止された全ての太陽電池セル２５は、直列に接続された状態となっている。
【００４０】
　そして、一方のセル列３５に属する１の太陽電池セル２５の正極と、正極形成部材３１
とが接続され、他方のセル列３５に属する１の太陽電池セル２５の負極と、負極形成部材
３２とが接続された状態となっている。すなわち、正極形成部材３１が正極側の出力端を
形成し、負極形成部材３２が負極側の出力端を形成している。
【００４１】
　この正極形成部材３１と負極形成部材３２には、それぞれ別の配線部材（図示しない）
が接続されている。そして、正極形成部材３１から延びる配線部材の延設端と、負極形成
部材３２から延びる配線部材の延設端とが、それぞれ端子ボックス１４の内部に引き込ま
れた状態となっている。引き込まれたそれぞれの配線部材は、一方が正極側ケーブル１９
と電気的に接続され、他方が負極側ケーブル２０と電気的に接続された状態となっている
。
【００４２】
　軒側余剰領域２８は、図３で示されるように、太陽電池パネル１０の間隔を空けて対向
する２つの長辺のうちの一方と、セル封止領域２７の間に位置する部分となっている。対
して、棟側余剰領域２９は、２つの長辺のうちの他方と、セル封止領域２７の間に位置す
る部分となっている。
　この軒側余剰領域２８は、軒棟方向の長さが非常に短くなっており、太陽電池パネル１
０の軒側端部から、この軒側端部よりもやや棟側となる部分までを占める非常に狭い領域
となっている。
　また、棟側余剰領域２９は、軒側余剰領域２８よりも軒棟方向の長さが長く、セル封止
領域２７よりも軒棟方向の長さが短くなっている。そして、この棟側余剰領域２９は、セ
ル封止領域２７の棟側端部から太陽電池パネル１０の棟側端部までを占める領域となって
いる。
【００４３】
　補強断熱材１３は、太陽電池モジュール４の強度と断熱性を確保するために取り付けら
れた発泡樹脂性の部材である。
【００４４】
　この補強断熱材１３は、図４で示されるように、設置時に軒側に位置し、太陽電池パネ
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ル１０の長手方向に沿って延びた軒側部３８と、軒側部３８から棟側（図面の下方側から
上方側）に延びる複数の延設部３９とを備えており、これらが一体に形成されている。
　軒側部３８は、略横長直方体状の部分であり、太陽電池パネル１０の長手方向に沿って
延びている。対して、延設部３９は、略縦長直方体状の部分であり、太陽電池パネル１０
の短手方向に沿って延びている。
【００４５】
　本実施形態では、４つの延設部３９が設けられており、太陽電池パネル１０の長手方向
で所定の間隔を空けて配されている。そして、２つの延設部３９の間には、欠落部４１が
形成されている。この欠落部４１は、３方が補強断熱材１３によって囲まれて棟側（図面
の上方側）が開放された空間となっている。
【００４６】
　本実施形態の太陽電池モジュール４では、裏面側に３つの欠落部４１が形成されている
。詳細には、補強断熱材１３の長手方向における中心近傍に１つ目の欠落部４１が形成さ
れ、１つ目の欠落部４１よりも長手方向における片側端部よりの位置に２つ目の欠落部４
１が形成され、他方端部よりの位置に３つ目の欠落部４１が形成されている。
【００４７】
　軒側部３８のうち、欠落部４１の下方に位置する部分は、厚さが薄くなった薄肉部４２
となっている。この欠落部４１と薄肉部４２が連続して形成される空間が、設置時にケー
ブル（正極側ケーブル１９、負極側ケーブル２０等）を配置するための空間として機能す
る。
【００４８】
　外側に位置する２つの欠落部４１のうちの一方では、軒側部３８の棟側（図面の上方側
）の一部を欠落させ、端子ボックス１４を配置するための空間を形成している。このため
、端子ボックス１４の軒側端部側（図面の下方側に位置する部分）では、周囲の３方が軒
側部３８によって囲まれた状態となっている。
【００４９】
　この端子ボックス１４は、太陽電池パネル１０における長手方向の一端部よりの位置で
あり、欠落部４１において外側よりとなる位置に配されている。そのため、端子ボックス
１４の外側には延設部３９が位置しており、端子ボックス１４と延設部３９が僅かな間隔
を空けて近接配置されている。言い換えると、端子ボックス１４の外側側面と延設部３９
の内側面が僅かに間隔をあけて離間対向した状態となっており、端子ボックス１４の外側
側面の大部分では、その外側に延設部３９が位置する状態となっている。
【００５０】
　端子ボックス１４は、細長い略縦長直方体状の部材であり、内部に正極形成部材３１と
、負極形成部材３２（図５等参照）から延びる配線部材が引き込まれ、ポッティング剤が
充填された状態となっている。
　また、上記したように、この端子ボックス１４には正極側ケーブル１９の一端側と、負
極側ケーブル２０の一端側が引き込まれており、それぞれ正極形成部材３１から延びる配
線部材と、負極形成部材３２から延びる配線部材に電気的に接続された状態となっている
。
【００５１】
　ここで、２つのケーブル（正極側ケーブル１９、負極側ケーブル２０）は、その長さが
異なっており、一方が他方に比べて長くなっている。より詳細には、太陽電池パネル１０
の長手方向における端部のうち、端子ボックス１４の配置位置から比較的遠い位置にある
端部側に向かって延設するケーブル（正極側ケーブル１９）の長さは、端子ボックス１４
の配置位置に近接する端部側に向かって延設するケーブル（負極側ケーブル２０）の長さ
よりも短くなっている。
【００５２】
　補強部材１５は、太陽電池パネル１０の長手方向に延びる長尺状の部材であり、その少
なくとも一部が、セル封止領域２７の裏面側に位置するように取り付けられている。つま
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り、補強部材１５は、図６で示されるように、補強断熱材１３より軒側（図面の左側）に
位置しており、鉛直投影したときに少なくとも一部が太陽電池セル２５と投影面で重なる
ように取付けられている。言い換えると、太陽電池セル２５の下側に補強部材１５の少な
くとも一部が位置した状態となっている。
　なお、ここでいう鉛直投影とは、太陽電池パネル１０の受光面側から裏面側へ向かう方
向に投影するものとする。
【００５３】
　この補強部材１５は、適宜な金属によって形成されており、図７で示されるように、断
面形状が逆ハット状の部材となっている。すなわち、この補強部材１５は、太陽電池パネ
ル１０の受光面側から背面側に向かって凸となる突出部４５を有している。
【００５４】
　より詳細に説明すると、補強部材１５では、軒側から棟側に向かって軒側平板部４６、
第一傾斜板部４７、突端側平板部４８、第二傾斜板部４９、棟側平板部５０が順に並列し
ており、これらが一体に形成されている。
【００５５】
　軒側平板部４６と棟側平板部５０は略長方形平板状の部分であり、軒側平板部４６の短
手方向（軒棟方向）の長さは、棟側平板部５０の短手方向の長さよりも長くなっている。
【００５６】
　第一傾斜板部４７は、軒側平板部４６の棟側端部から棟側下方に向かって突出する部分
であり、下方に向かうにつれて棟側に向かうように傾斜した板状の部分である。対して、
第二傾斜板部４９は、棟側平板部５０の軒側端部から軒側下方に向かって突出する部分で
あり、下方に向かうにつれて軒側に向かうように傾斜した板状の部分である。つまり、第
一傾斜板部４７と第二傾斜板部４９は、それぞれ下方側に向かうにつれて互いに近接する
ように傾斜している。
【００５７】
　突端側平板部４８は、略長方形平板状の部分であり、第一傾斜板部４７の下端部分と、
第二傾斜板部４９の下端部分の間に位置している。この突端側平板部４８の裏面は、補強
部材１５の突端面を形成する部分でもある。
【００５８】
　この補強部材１５は、図６で示されるように、軒棟方向の中心側の部分が下方に向かっ
て僅かに盛り上がっており、この盛り上がった部分の断面形状が略台形状となっている。
　そして、突端側平板部４８の裏面、すなわち、突出部４５の突出端面を形成する面は、
太陽電池パネル１０の裏面と平行な面となっている。
【００５９】
　そして、この補強部材１５が、セル封止領域２７と鉛直方向（上下方向であり、受光面
から裏面に向かう方向）で重なる位置に取り付けられている。つまり、太陽電池セル２５
を平面視したときに重なる位置には、補強断熱材１３と補強部材１５のいずれかが取り付
けられた状態となっている。
【００６０】
　サイドガスケット１６は、太陽電池モジュール４の長手方向における両端部にそれぞれ
取り付ける部材であり、詳細には、側端に位置する短辺の一部を覆うように取付ける部材
である。つまり、図３で示されるように、サイドガスケット１６は、太陽電池パネル１０
の側端部分のうち、太陽電池パネル１０の短手方向の中心近傍に取り付けられた状態とな
っている。
【００６１】
　より詳細には、図８で示されるように、断面形状が略「ヨ」字状で延びる部材であり、
添板部５２と、添板部５２の上端から内側に突出する上側板部５３と、添板部５２の下端
から内側に突出する下側板部５４と、上側板部５３と下側板部５４の間で内側に突出する
中板部５５とを備えている。
　添板部５２は、直立した姿勢をとる略長方形平板状の部分であり、上側板部５３と下側
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板部５４は、太陽電池モジュール４の厚さ方向（図８の上下方向）で離間対向する略長方
形平板状の部分である。
　中板部５５は、屈曲して延びる板体であり、斜め上方に一旦突出した後、太陽電池モジ
ュール４の長手方向に沿って内側へ突出する部分である。詳細には、この中板部５５は、
下側板部５４から上側板部５３側に向かう方向であり、且つ、太陽電池モジュール４の長
手方向における外側から内側に向かう方向に一旦突出している。そして、その突出端側に
位置する部分は、上側板部５３及び下側板部５４の突出方向と同方向に突出した状態とな
っている。
【００６２】
　そして、上側板部５３と中板部５５で太陽電池パネル１０の縁端を挟持し、中板部５５
と下側板部５４で補強断熱材１３の縁端を挟持した状態となっている。
【００６３】
　軒先取付金具５は、図９で示されるように、正面形成部材６０と、支持台用部材６１と
、固定用部材６２とを備えており、これらが一体に組み立てられて形成される部材である
。この軒先取付金具５は、図１４で示されるように、太陽電池パネル１０の軒側端部を保
持するための保持部６３と、太陽電池パネル１０の軒端周辺部分を支持するための支持台
部６４と、スレート瓦２を配置するための屋根部材保持凹部６５と、屋根上に固定するた
めの固定板部６６を備えた構造となっている。
【００６４】
　正面形成部材６０は、図９で示されるように、直立した姿勢をとる略長方形平板状の立
板部７０と、この立板部７０の上端から後方（設置時に棟側となる方向）に突出する上方
板部７１を備えた部材である。ここで、立板部７０と上方板部７１は略垂直に交わってお
り、正面形成部材６０の側面視した形状は、略「Ｌ」字状となっている。言い換えると、
正面形成部材６０は、断面形状が略「Ｌ」字状で延びる長尺状の部材となっている。
【００６５】
　立板部７０には、ネジ、ボルト等の締結要素を挿通するための締結用孔７３が設けられ
ている。この締結用孔７３は、立板部７０を厚さ方向（前後方向）に貫通する貫通孔とな
っており、本実施形態では、上下方向で間隔を空けて形成される２つの締結用孔７３によ
って構成される締結用孔７３の組が３組設けられており、それぞれの組が正面形成部材６
０の長手方向で所定の間隔を空けて並列した状態となっている。
【００６６】
　支持台用部材６１は、図１０で示されるように、金属製の板体を階段状に折り曲げて形
成される部材であり、設置時に軒側端となる部分から棟側端となる部分に向かって、直立
した板状の立板状の部分と、水平板状の部分とが交互に位置している。
　この支持台用部材６１は、大別して、設置時に最も軒側に位置する取付用部７５と、こ
の取付用部７５の棟側に隣接する台形成部７６と、設置時に最も棟側に位置する脚部７７
に区分されている。
【００６７】
　取付用部７５は、最も前端（設置時における軒側端部）に位置する第１立板部８０と、
第１立板部８０の上端を後方（棟側）に折り曲げて形成される第１平板部８１と、第１平
板部８１の後端（棟側端部）を上方に折り曲げて形成される第２立板部８２によって形成
されている。
【００６８】
　ここで、第１平板部８１には、第１平板部８１を厚さ方向（図１０の上下方向）に貫通
する部材挿通孔８３が設けられている。この部材挿通孔８３は、平面視した開口形状が略
四角形状の貫通孔であり、第１平板部８１の前端から後端（軒側端部から棟側端部）まで
延びる孔となっている。本実施形態では、複数の部材挿通孔８３が設けられており、第１
平板部８１の長手方向で所定の間隔を空けて並列している。
【００６９】
　第１立板部８０には、部材挿通孔８３の前方（軒側）となる部分に、締結用孔８４が設
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けられている。この締結用孔８４は、第１立板部８０を厚さ方向（前後方向）に貫通する
貫通孔となっている。
　第２立板部８２には、部材挿通孔８３の後方（棟側）となる部分に、締結用孔８５が設
けられている。この締結用孔８５は、第２立板部８２を厚さ方向（前後方向）に貫通する
貫通孔となっている。
【００７０】
　台形成部７６は、取付用部７５（第２立板部８２）の上端を後方（棟側）に折り曲げて
形成される第２平板部８７と、第２平板部８７の後端（棟側端部）を下方に折り曲げて形
成される第３立板部８８と、第３立板部８８の下端を後方に折り曲げて形成される第３平
板部８９によって形成されている。
【００７１】
　第２平板部８７は、支持台用部材６１のうちで最も高位置となる部分であり、その上面
には、緩衝部材９０が取り付けられている。
　緩衝部材９０は、例えば、ポリウレタンフォームのような衝撃吸収性や軟性の高い適宜
な材料で形成される略直方体状の部材である。この緩衝部材９０は、第２平板部８７（支
持台用部材６１）の長手方向に沿って延びており、より詳細には、第２平板部８７の長手
方向の略全域に亘って延びている。
【００７２】
　第３平板部８９は、第２平板部８７の後方（棟側）に位置しており、第２平板部８７と
段差を介して連続している。ここで、第２平板部８７と第３平板部８９の段差は、他の部
分に形成される段差よりも非常に小さくなっている。すなわち、第３平板部８９は、第２
平板部８７よりやや低い位置に形成されている。
【００７３】
　この第３平板部８９にもまた、緩衝部材９０が取り付けられている。
　この緩衝部材９０もまた、上述の緩衝部材９０の同様の部材であり、第３平板部８９（
支持台用部材６１）の長手方向に沿う方向に延びるものであって、第３平板部８９の長手
方向の略全域に亘って延びた状態となっている。
【００７４】
　脚部７７は、台形成部７６（第３平板部８９）の後端（棟側端部）を下方に折り曲げて
形成される第４立板部９２と、第４立板部９２の下端を後方（棟側）に折り曲げて形成さ
れる第４平板部９３によって形成されている。
　ここで、脚部７７の第４立板部９２には、第４立板部９２を厚さ方向（前後方向）に貫
通する貫通孔（図示しない）が複数個所に設けられている。この貫通孔は、軒先取付金具
５を屋根上に取り付けたとき、第４立板部９２を軒棟方向に貫通し、棟側に向かって開口
する孔となっている。
【００７５】
　固定用部材６２は、図１１で示されるように、下板部１００（固定板部６６）と、下板
部１００の前端（軒側端部）から上側に立ち上げられた第１立上部１０１と、この第１立
上部１０１の上端と連続して下板部１００と離間対向する上板部１０２と、上板部１０２
の後端（棟側端部）から上側に立ち上げられた第２立上部１０３と、この第２立上部１０
３の上端と連続して上板部１０２と離間対向する台形成板部１０４と、台形成板部１０４
の前端から上側に立ち上げられた固定片部１０５とを有している。なお、各部が連続する
部分では、連続する部分が略垂直となるように折り曲げられている。
【００７６】
　ここで、図１２で示されるように、第１立上部１０１、第２立上部１０３、固定片部１
０５には、それぞれ締結用孔１０８が設けられている。この締結用孔１０８は、それぞれ
第１立上部１０１、第２立上部１０３、固定片部１０５を厚さ方向に貫通する貫通孔とな
っている。この３つの締結用孔１０８は、その左右方向における位置が同じ位置となって
おり、上下方向で所定の間隔を空けて並列している。
【００７７】
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　下板部１００は、図１１で示されるように、上板部１０２や台形成板部１０４よりも長
く、より後方（棟側）まで延びた状態となっている。そして、下板部１００の後端（棟側
端部）よりの位置には、固定用孔１１０が設けられている。
　すなわち、固定用孔１１０は、下板部１００のうち、上板部１０２や台形成板部１０４
との重なり位置である部分よりも後方（棟側）に形成されている。言い換えると、固定用
孔１１０は、上板部１０２や台形成板部１０４との重なり位置を外れた位置に形成されて
いる。
【００７８】
　本実施形態では、下板部１００に２つの固定用孔１１０が設けられており、これらの固
定用孔１１０が左右方向で所定の間隔を空けて並列した状態となっている。
【００７９】
　続いて、軒先取付金具５の組み立て構造について説明する。
【００８０】
　図１３（ａ）で示されるように、支持台用部材６１の部材挿通孔８３に固定用部材６２
の下側部分を挿通させた状態とする。そして、図１３（ｂ）で示されるように、固定用部
材６２の上板部１０２よりも上側となる部分が第１平板部８１よりも高位置となり、固定
用部材６２の他の部分が第１平板部８１よりも低位置に配された状態とする。
【００８１】
　このとき、支持台用部材６１の第１立板部８０と固定用部材６２の第１立上部１０１と
が密着した状態となり、支持台用部材６１の第２立板部８２と固定用部材６２の第２立上
部１０３とが密着した状態となる。
　より詳細には、前方（軒側）に位置する第１立板部８０の後端面と、後方（棟側）に位
置する第１立上部１０１の前端面とが密着した状態となる。そして、前方（軒側）に位置
する第２立上部１０３の後端面と、後方（棟側）に位置する第２立板部８２の前端面とが
密着した状態となる。
【００８２】
　この状態では、第１立板部８０に形成された締結用孔８４と、第２立上部１０３に形成
された締結用孔１０８が前後方向（軒棟方向）で重なり、一体の連通孔を形成する。そし
て、連通孔にねじ等の締結要素を挿通し、支持台用部材６１と固定用部材６２を一体に固
定する。
【００８３】
　さらに、図１３（ｃ）で示されるように、一体に固定した支持台用部材６１及び固定用
部材６２に対し、正面形成部材６０を取り付ける。
　すなわち、正面形成部材６０を前方側から近接させ、正面形成部材６０の立板部７０と
固定用部材６２の固定片部１０５を密着させた状態し、且つ、正面形成部材６０の立板部
７０と支持台用部材６１の第１立板部８０を密着させた状態とする。
【００８４】
　そして、立板部７０の締結用孔７３と、固定板部６６の締結用孔１０８とが重なって形
成される連通孔に締結要素を挿通した状態とする。加えて、立板部７０に形成された別の
締結用孔７３と、第１立板部８０の締結用孔８４と、第１立上部１０１の締結用孔１０８
が重なって形成される連通孔に締結要素を挿通した状態とする。このことにより、支持台
用部材６１及び固定用部材６２に対し、正面形成部材６０が取り付けられた状態となる。
【００８５】
　この状態で、２つのパネル保護部材（第１パネル保護部材１１２、第２パネル保護部材
１１３）を取り付けることにより、軒先取付金具５の組み立てが完了する。
【００８６】
　なお、第１パネル保護部材１１２は、断面形状が略「コ」字状で延びる部材であり、上
方板部７１の突出端（棟側端部）に取り付ける。このことにより、上方板部７１の下面の
一部では、第１パネル保護部材１１２によって下方側から覆われた状態となる。
　また、第２パネル保護部材１１３は、断面形状が略「Ｌ」字状で延びる部材であり、上
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方板部７１と台形成板部１０４の間に嵌め込んだ状態とする。このことにより、固定片部
１０５の後方（棟側）の部分と、台形成板部１０４の上側に第２パネル保護部材１１３が
位置した状態となる。
【００８７】
　このことにより、保持部６３に太陽電池モジュール４（太陽電池パネル１０）の軒側端
部を嵌め込んだとき、太陽電池モジュール４の表面とパネル保護部材（第１パネル保護部
材１１２、第２パネル保護部材１１３）が接触することとなる。すなわち、太陽電池パネ
ル１０と軒先取付金具５が直接接触しないため、このような接触に起因する太陽電池パネ
ル１０の表面の損傷を防止できる。
　なお、これらのパネル保護部材は、金具との接触による太陽電池パネル１０の損傷を防
止する保護部材として機能するだけでなく、太陽電池パネル１０と金具の間に雨水等が浸
入することを防止するシール材としても機能する。
【００８８】
　この軒先取付金具５では、図１４で示されるように、上方板部７１、固定片部１０５、
台形成板部１０４によって囲まれた部分が、太陽電池モジュール４（太陽電池パネル１０
）の軒側端部を保持する保持部６３として機能する。
【００８９】
　また、台形成板部１０４、第２平板部８７、第３平板部８９によって形成される部分が
、太陽電池モジュール４（太陽電池パネル１０）の軒側端部を下方側から支持する支持台
部６４として機能する。
　なお、支持台部６４では、台形成板部１０４の上面と、第２平板部８７の上面とが略同
じ高さとなっており、段差なく連続する同一平面を形成した状態となっている。そして、
台形成板部１０４、第２平板部８７の上面よりやや低い位置に第３平板部８９が位置して
おり、この第３平板部８９の上面は、台形成板部１０４、第２平板部８７の各上面によっ
て形成される同一平面と段差を介して連続した状態となっている。また、この第３平板部
８９の後方側（棟側）に脚部７７が位置している。
【００９０】
　さらに、この軒先取付金具５では、上板部１０２の下方であって下板部１００の上側に
位置する空間、言い換えると、その軒側端部が上板部１０２、第１立上部１０１、下板部
１００によって囲まれている空間が、スレート瓦２の軒側部分を挿入する屋根部材保持凹
部６５として機能する。そして、固定用部材６２の下板部１００が、屋根上に軒先取付金
具５を固定するための固定板部６６として機能する。これらについては、詳しくは後述す
る。
【００９１】
　軒先取付金具５では、図１５で示されるように、第４立板部９２の長手方向の端部近傍
に接地部材取付部１１５が設けられている。より詳細には、接地部材取付部１１５は、第
４立板部９２の長手方向における端部近傍に形成されており、接地部材１１６がねじ止め
等の適宜な手段によって固定されている。接地部材１１６は、隣接配置される他の軒先取
付金具５に接触させることで２つの軒先取付金具５を電気的に導通した状態にしたり、直
接又はアース線等を介して間接的に接地するための部材である。
【００９２】
　中間取付金具６は、図１６、図１７で示されるように、固定部構成部材１２０と、中間
板部材１２１と、押さえ板部材１２２によって構成されている。
【００９３】
　固定部構成部材１２０は、図１７で示されるように、一枚板を折り曲げて作られたもの
であり、下板部材１２５と上板部材１２６を有し、両者が立上部１２７で接続された形状
をしている。すなわち、下板部材１２５は平板状であり、その長手方向の前方側端部が１
８０度折り返されて上板部材１２６を形成している。
【００９４】
　下板部材１２５と上板部材１２６は、いずれも軒棟方向（前後方向）に延びており、上
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下方向で僅かに間隔を空けて離間対向している。上板部材１２６の長さは、下板部材１２
５の長さよりも長くなっており、詳細には、２倍から３倍程度長くなっている。
【００９５】
　上板部材１２６は、図１７で示されるように、その一部が上方に凸となっており、比較
的高さが低い低位置部と、比較的高さが高い高位置部とを有する構造となっている。より
詳細には、前端側（軒側）の部分と後端側（棟側）の部分が低位置部となっており、その
間の部分が高位置部となっている。
　高位置部は、上板部材１２６の全体の３分の１から４分の１程度を占める部分であり、
下板部材１２５に面した位置に形成されている。
【００９６】
　また、高位置部よりも後端側に位置する低位置部には、ケーブル（正極側ケーブル１９
、負極側ケーブル２０）を掛止するためのフック部１２８が形成されている。
　このフック部１２８は、上板部材１２６に略「Ｕ」字状の切り込みを入れ、この切り込
みを立ち上げて形成したものであり、いずれも高位置部側（軒側）側を向いている。
【００９７】
　この上板部材１２６には、高位置部に２つの大開口孔１３０と２つの部材固定用孔１３
１からなる４つの孔が形成されている。また、高位置部よりも後側に位置する低位置部に
は、２つの既設用孔１３２と２つの固定用孔１３３からなる４つの孔が形成されている。
【００９８】
　より詳細に説明すると、高位置部では、２つの大開口孔１３０が左右方向で所定の間隔
を並列しており、この２つの大開口孔１３０よりも前側（軒側）に位置する２つの部材固
定用孔１３１もまた、左右方向で所定の間隔を並列している。このとき、２つの大開口孔
１３０は、高位置部の左右方向における中心部分からの距離が等しくなっており、２つの
部材固定用孔１３１もまた、高位置部の左右方向における中心部分からの距離が等しくな
っている。そして、２つの大開口孔１３０の間の距離は、２つの部材固定用孔１３１の間
の距離よりも長くなっている。
【００９９】
　高位置部よりも後側に位置する低位置部では、前端近傍で２つの既設用孔１３２が左右
方向で所定の間隔を並列しており、後端近傍で２つの固定用孔１３３が左右方向で所定の
間隔を並列している。このうち、２つの固定用孔１３３は、いずれも軒棟方向（前後方向
）に延びる長孔となっている。
【０１００】
　ここで、下板部材１２５にもまた、４つの貫通孔１３４が設けられており、これらが２
行２列に並列している。なお、図１８に２つのみ図示し、他の２つについては図示を省略
する。
　これらの貫通孔１３４は、２つの大開口孔１３０の下方にそれぞれ１つずつと、２つの
既設用孔１３２の下方にそれぞれ１つずつ形成されている。大開口孔１３０の下方に位置
する貫通孔１３４は、その開口径が大開口孔１３０よりも小さくなっている。
【０１０１】
　中間板部材１２１は、図１６、図１８、図１９等で示されるように、一枚の板を階段状
に折り曲げて作られたものである。
　すなわち、この中間板部材１２１は、後方側から前方に向かって、第１平面板部１３５
と、第１直立板部１３６と、第２平面板部１３７と、第２直立板部１３８とが順次設けら
れたものである。
【０１０２】
　第１平面板部１３５には、図１９で示されるように、長孔１３９が２個形成されている
。この長孔１３９は、第１直立板部１３６の壁面に至るまで延びており、詳細には、第１
平面板部１３５、第１直立板部１３６に亘って延びる長孔となっている。
　第１直立板部１３６に形成された長孔１３９の一部は、背面視した形状が略長方形であ
り、その幅方向の長さが、同じ長孔１３９の第１平面板部１３５に形成された部分よりも
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長くなっている。
【０１０３】
　より具体的には、長孔１３９の第１直立板部１３６に形成された部分は、ねじ１４０の
頭部が通過可能な大きさである。一方、第１平面板部１３５に形成された部分の幅は、ね
じ１４０の首部分は通過可能であるけれども頭部の通過は不能である寸法に設計されてい
る。
　また、第２直立板部１３８には、図１７で示されるように、２つの締結用孔１４１が設
けられている。
【０１０４】
　押さえ板部材１２２は、断面形状が「Ｌ」字状の部材であり、正面板部１４３と折り返
し部１４４が形成されている。この正面板部１４３には、締結用孔１４５が２個設けられ
ている。
【０１０５】
　続いて、中間取付金具６の組み立て構造について説明する。
【０１０６】
　本実施形態の中間取付金具６は、図１６、図１９で示されるように、中間板部材１２１
が固定部構成部材１２０に載置され、さらに、中間板部材１２１に押さえ板部材１２２が
取り付けられている。
【０１０７】
　すなわち、固定部構成部材１２０の高位置部に、中間板部材１２１の第１平面板部１３
５を載置した状態で、長孔１３９にねじ１４０を挿通し、固定部構成部材１２０と中間板
部材１２１を固定している。
【０１０８】
　なお、本実施形態では、図１６で示されるように、長孔１３９が略垂直に交わる第１平
面板部１３５と第１直立板部１３６に亘って延設されており、第１直立板部１３６に形成
された部分の幅が、第１平面板部１３５に形成された部分の幅よりも広くなっている。そ
して、第１直立板部１３６に形成された部分では、ねじ１４０の頭部が通過可能となって
いる。
　このため、ねじ１４０を緩め、ねじ１４０の頭部を第１平面板部１３５の上面から上方
に離れた状態とすると、ねじ１４０を固定部構成部材１２０の部材固定用孔１３１に係合
させた状態のままで、中間板部材１２１をスライド移動させて着脱することができる。
【０１０９】
　押さえ板部材１２２は、第２直立板部１３８の表面に正面板部１４３の裏面側を当接さ
せ、第２直立板部１３８の締結用孔１４１と正面板部１４３の締結用孔１４５を重ね合わ
せた状態で、ねじ等の締結要素を挿通し、中間板部材１２１に固定した状態とする。
【０１１０】
　本実施形態の中間取付金具６は、図１６、図１８等で示されるように、第１凹部１５０
、第２凹部１５１（棟側保持凹部）、第３凹部１５２（軒側保持凹部）を備えた構造とな
っている。
【０１１１】
　第１凹部１５０は、下板部材１２５と上板部材１２６によって構成され、後方側（棟側
）に開口する凹部である。
　第２凹部１５１は、上板部材１２６の一部とその上に位置する中間板部材１２１の一部
によって構成され、第１凹部１５０とは反対方向に開口する凹部である。
　第３凹部１５２は、中間板部材１２１の一部とその上に位置する押さえ板部材１２２に
よって構成され、第１凹部１５０と同方向に開口する凹部である。
　すなわち、中間取付金具６には、中間取付金具６の一方側に開口する第１凹部１５０と
、この第１凹部１５０と同方向に開口する第３凹部１５２と、この第１凹部１５０と反対
方向に開口する第２凹部１５１とが形成されている。
【０１１２】
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　なお、この中間取付金具６にもまた、太陽電池パネル１０を保持する部分にパネル保護
部材が取り付けられている。すなわち、第２凹部１５１と第３凹部１５２それぞれの立壁
面と天井面をパネル保護部材が覆った状態となっている。
　これらのパネル保護部材もまた、金具との接触による太陽電池パネル１０の損傷を防止
する保護部材として機能するだけでなく、太陽電池パネル１０と金具の間に雨水等が浸入
することを防止するシール材としても機能する。
【０１１３】
　続いて、本実施形態の屋根構造１の施工方法について、図面を参照しつつ詳細に説明す
る。
【０１１４】
　本実施形態の屋根構造１は、屋根下地を形成し、その上にスレート瓦２を列状及び複数
段状に並べていく。すなわち、屋根下地の上で平面的な広がりを持つように複数のスレー
ト瓦２を載置した状態とする。そして、このスレート瓦２を載置する際に、並行して軒先
取付金具５、中間取付金具６を取り付ける。
　つまり、本実施形態では、太陽電池モジュール４の設置に先立って、基礎屋根構造３を
構築する。
【０１１５】
　まず、図２０、図２１で示されるように、屋根下地の軒先に軒先水切１５７を取り付け
、その上に軒先取付金具５を載置する。そして、固定板部６６（下板部１００）の固定用
孔１１０に木ねじ又は釘等の締結要素を挿通し、軒先取付金具５を屋根下地に取り付ける
。
　ここで、本実施形態では、複数の軒先取付金具５を屋根下地に取り付けている。このよ
うに複数の軒先取付金具５を取り付ける場合には、正面側から見たときに隙間ができない
ように、左右方向（並列方向）の間隔を詰めて配置された状態とする。
【０１１６】
　続いて、図２２、図２３、図２４で示されるように、軒側第１段目のスレート瓦２を取
り付ける。本実施形態では、軒側第１段目となる部分に２枚のスレート瓦２（スレート瓦
２ａ－１（屋根部材），２ａ－２）を重ねて取り付けている。
　より詳細に説明すると、まず軒側第１段目の下側のスレート瓦２ａ－１を取り付ける。
この下側に取り付けるスレート瓦２ａ－１は、上記したスレート瓦２よりも軒棟方向の長
さが短くなっている。このとき、スレート瓦２ａ－１の軒側端部を軒先取付金具５の屋根
部材保持凹部６５に位置させる（図２４参照）。そして、このスレート瓦２ａ－１の取付
用孔１５８を固定板部６６（下板部１００）よりも棟側に位置する部分にさせ、釘等の締
結要素を挿通し、スレート瓦２ａ－１を屋根下地に固定する。
【０１１７】
　続いて、下側のスレート瓦２ａ－１の上に上側のスレート瓦２ａ－２を固定する（図２
３参照）。この上側に取り付けるスレート瓦２ａ－２は、上記したスレート瓦２と同じも
のであり、下側のスレート瓦２ａ－１よりも軒棟方向の長さが長くなっている。
　図２４で示されるように、上側のスレート瓦２ａ－２においても、その軒側端部を軒先
取付金具５の屋根部材保持凹部６５に配置する。そして、スレート瓦２ａ－２の取付孔１
２を、下側のスレート瓦２ａ－１の棟側端部よりもさらに棟側に位置する部分に位置させ
、釘等の締結要素を挿通し、スレート瓦２ａ－２を屋根下地に固定する。
【０１１８】
　すなわち、図２４で示されるように、下側のスレート瓦２ａ－１の軒側端部と、上側の
スレート瓦２ａ－２の軒側端部の軒棟方向における位置が同一の位置となっており、いず
れも屋根部材保持凹部６５に位置している。言い換えると、下板部１００と上板部１０２
の間に形成される凹部であり、棟側に開口する凹部に２枚のスレート瓦２（スレート瓦２
ａ－１，２ａ－２）の軒側端部が嵌り込んでいる。そして、この凹部の内部（屋根部材保
持凹部６５）で、２枚のスレート瓦２が重なった状態となっている。
【０１１９】
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　また、下板部１００の上部全域を下側のスレート瓦２ａ－１が覆っており、下側のスレ
ート瓦２ａ－１の上部全域を上側のスレート瓦２ａ－２が覆った状態となっている。この
ため、軒先取付金具５の固定用孔１１０は、２枚のスレート瓦２ａ－１によって覆われた
状態となっている。本実施形態では、複数枚のスレート瓦２で固定用孔１１０を覆うこと
により、固定用孔１１０への雨水の浸入を確実に防止可能な構造となっている。
【０１２０】
　そして、軒先取付金具５の軒側端部と、軒側第１段目に位置する２枚のスレート瓦２は
、屋根下地の軒側端部よりも軒先側に飛び出た状態となっている。そして、軒先取付金具
５は、スレート瓦２よりも軒先側に位置した状態となっている。
【０１２１】
　さらに、図２５で示されるように、軒側第２段目のスレート瓦２ｂを取り付ける。
　このスレート瓦２ｂは、先に敷設した軒側第１段目のスレート瓦２に対し、その一部を
重ねた状態で配置する。そして、このスレート瓦２ｂの取付孔１２に釘等の締結要素を挿
通して屋根下地に固定することとなるが、この工程と並行して中間取付金具６を取り付け
る。
　推奨される手順としては、図２６、図２７で示されるように、中間取付金具６から中間
板部材１２１を外した状態とし（図１７等参照）、固定部構成部材１２０だけを予め固定
することが好ましい。
【０１２２】
　より具体的には、予め載置したスレート瓦２ｂに対して固定部構成部材１２０を載置し
、下板部材１２５の４つの貫通孔１３４（図１８参照）のうちで、上板部材１２６の大開
口孔１３０の下方に位置する２つの貫通孔１３４のうちの一方を利用して取り付ける。す
なわち、この下板部材１２５の貫通孔１３４と、スレート瓦２ｂの４つの取付孔１２のう
ちの一つとを重ね合わせた状態とし、これら２つの孔に釘等の締結要素を挿通する。
【０１２３】
　すなわち、下板部材１２５の上側には上板部材１２６が存在するが、下板部材１２５の
貫通孔１３４の上部に相当する位置に大開口孔１３０が設けられており、この大開口孔１
３０を通過させて締結要素を貫通孔１３４に挿通することができる。さらに大開口孔１３
０は、貫通孔１３４よりも大きいので、ドライバーの回動作業も容易に実施できる。
【０１２４】
　そして、軒側第２段目のスレート瓦２ｂの固定が完了すると、図２８で示されるように
、第３段目のスレート瓦２ｃを取り付ける。
　第３段目のスレート瓦２ｃを取り付けるとき、図２９で示されるように、スレート瓦２
ｃの軒側端部を中間取付金具６の第１凹部１５０に挿入した状態とする。そして、スレー
ト瓦２ｃの軒側端部が、第１凹部１５０の内部に位置する下板部材１２５の貫通孔１３４
を覆った状態となる。つまり、上板部材１２６の下部には、その全域に第３段目のスレー
ト瓦２ｃが存在することとなる。
　このことにより、貫通孔１３４への雨水の浸入を防止することができる。
【０１２５】
　この状態で、中間取付金具６の上板部材１２６の後端よりに設けられた固定用孔１３３
のうちのいずれかと、第３段目のスレート瓦２ｃの取付孔１２とのいずれかを合致させ、
両者にクギ等の締結要素を挿通して中間取付金具６を固定する。
【０１２６】
　この後、図３０で示されるように、４段目以降のスレート瓦２を取り付けていき、上記
の場合と同様に、必要に応じてスレート瓦２と共に中間取付金具６（固定部構成部材１２
０）を固定する。
　このとき、中間取付金具６（固定部構成部材１２０）は、その棟側部分が棟側に位置す
るスレート瓦２に覆われた状態となる。このことにより、上板部材１２６の２つの固定用
孔１３３がスレート瓦２に覆われた状態となり、固定用孔１３３からの雨水の浸入を防止
することができる。また、軒側のスレート瓦２の取付孔１２が棟側のスレート瓦２によっ
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て覆われた状態となる。このことにより、取付孔１２からの雨水の浸入を防止することが
できる。
　そして、軒側から棟に至るまでスレート瓦２を取り付けることで、屋根下地上にスレー
ト瓦２の敷設が完了し、基礎屋根構造３が完成する。
【０１２７】
　続いて、基礎屋根構造３の上に太陽電池モジュール４を設置していく。また、推奨され
る手順として、太陽電池モジュール４を固定していく際に、太陽電池モジュール４の配線
を実施することが望ましい。
【０１２８】
　太陽電池モジュール４の屋根上への固定は、軒側から順に実施される。したがって、ま
ず、軒側第１段目の太陽電池モジュール４ａを固定する。
　すなわち、図３１、図３２で示されるように、軒先取付金具５の保持部６３に太陽電池
モジュール４の軒側端部を嵌め込んだ状態とし、太陽電池モジュール４ａの棟側端部を２
段目のスレート瓦２ｂと共に取り付けられた中間取付金具６ａ（固定部構成部材１２０）
に載置する。より詳細には、この固定部構成部材１２０の高位置部よりも前側（軒側）に
位置する低位置部に、太陽電池モジュール４ａの棟側端部を載置する（図３２参照）。
【０１２９】
　そして、図３３で示されるように、太陽電池モジュール４ａの棟側端部を固定部構成部
材１２０に載置したままの状態で、固定部構成部材１２０に中間板部材１２１と、押さえ
板部材１２２とを取り付ける。
　このことにより、太陽電池モジュール４ａは、軒側の辺が軒先取付金具５の保持部６３
と係合し、棟側の辺が中間取付金具６ａの第２凹部１５１に係合するので、対向する両辺
が保持され、基礎屋根構造３から離脱できない状態となる。
【０１３０】
　軒側第１段目の太陽電池モジュール４ａを取付けると、続いて、隣り合う太陽電池モジ
ュール４ａの間でケーブルの配線を行う。すなわち、図３４、図３５で示されるように、
隣接する太陽電池モジュール４の一方側の正極側ケーブル１９と、他方側の負極側ケーブ
ル２０とを接続する。
　なお、本実施形態では、中間取付金具６のフック部１２８に対し、配線し終えたケーブ
ルを係合させている。このようにすることで、ケーブルの処理が容易となる。
【０１３１】
　続いて、軒側２段目の太陽電池モジュール４ｂを敷設する。
　図３６，３７に示されるように、軒側２段目の太陽電池モジュール４ｂは、その軒側辺
と棟側辺の双方を中間取付金具６によって固定される。つまり、中間取付金具６は、軒側
第３段目のスレート瓦２、軒側第５段目のスレート瓦２・・・といった具合に、段状に並
ぶスレート瓦２のうち、１段おきのスレート瓦２と共に固定された状態となっている。
【０１３２】
　そして、太陽電池モジュール４ｂの軒側辺は、軒側に位置する中間取付金具６ａの第３
凹部１５２に挿入され、太陽電池モジュール４ｂの棟側辺は、棟側に位置する中間取付金
具６ｂの第２凹部１５１と係合した状態となる。このことにより、太陽電池モジュール４
ｂは、軒棟方向で対向する両辺が保持され、基礎屋根構造３から離脱できない状態となる
。
【０１３３】
　このように、軒側２段目の太陽電池モジュール４ｂを全て設置し終えると、軒側第１段
目と場合と同様に、ケーブルを配線してフック部１２８に係合させる。
　また、必要に応じて、軒側１段目の太陽電池モジュール４ａのいずれかから延びるケー
ブル（例えば、列の端に位置する太陽電池モジュール４から延びるケーブル）を棟側に伸
ばし、軒側２段目の太陽電池モジュール４ｂのいずれかから延びるケーブルと接続する。
【０１３４】
　以下同様に、必要に応じて軒側３段目以降の太陽電池モジュール４を設置していく。そ
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して、いずれかの太陽電池モジュール４から延びるケーブルを、必要に応じて引込ケーブ
ル（図示しない）に接続する。
　また、所望の段数の設置を終えると、最も上段部の太陽電池モジュール４の棟側に雨仕
舞板１１を設置する。
　このことにより、本実施形態の屋根構造１が完成する（図１参照）。
【０１３５】
　本実施形態の屋根構造１では、スレート瓦２の一部が隣接するスレート瓦２と重なり、
一部が露出する状態で屋根下地の上に列状及び複数段状に並べられている。このことによ
り、スレート瓦２が平面的な広がりをもって載置された状態となっている（図１、図３０
等参照）。そして、位置によってスレート瓦２の重なり枚数が相違しており、比較的重な
り枚数の少ない小重畳部（例えば、図３３のαで示される部分）と、比較的重なり枚数の
多い大重畳部（例えば、図３３のβで示される部分）とが混在している。
【０１３６】
　ここで、本実施形態の基礎屋根構造３は、上記したように、スレート瓦２の棟側部分に
対し、さらに棟側に位置するスレート瓦２の軒側部分を重ねていく構造となっている。そ
のため、屋根の軒先部分は、必然的にスレート瓦２の重なり枚数が少ない部分となる。
【０１３７】
　本実施形態では、この軒先部分を敢えてスレート瓦２を複数枚（スレート瓦２ａ－１，
２ａ－２の２枚）重ねた構造とし、その上方に軒先取付金具５の脚部７７を位置させてい
る。このことにつき、以下で具体的に説明する。
【０１３８】
　図３８で示されるように、本実施形態の支持台部６４と脚部７７とは片持ち状に形成さ
れており、撓んで姿勢変更することが可能となっている。そのため、積雪等により、太陽
電池モジュール４ａに過度に荷重が加わってしまった場合、太陽電池モジュール４ａによ
って下方側に押圧され、スレート瓦２ａ－２から上方に離れた状態（図３８（ａ）で示さ
れる状態）から、脚部７７がスレート瓦２ａ－２と接触する状態（図３８（ｂ）で示され
る状態）へと移行する。すなわち、第４平板部９３の下面がスレート瓦２ａ－２の上面と
接触した状態となる。
【０１３９】
　このように、脚部７７がスレート瓦２ａ－２と接触した状態では、上方からかかる荷重
を分散することが可能となり、太陽電池モジュール４ａの破損を抑制できる。しかし、そ
の反面、荷重を受けるスレート瓦２ａ－２が傷ついたり、破損したりしてしまう可能性が
考えられる。
【０１４０】
　ここで、本実施形態では、脚部７７の下方側に、スレート瓦２を複数枚（スレート瓦２
ａ－１，２ａ－２の２枚）重ねた構造としている。このため、仮に上側のスレート瓦２ａ
－２が破損してしまったとしても、軒先取付金具５の固定用孔１１０上方には、破損して
いないスレート瓦２ａ－１が位置しており、固定用孔１１０から雨水等が浸入することが
ない。
【０１４１】
　また、軒先部分でスレート瓦２を複数枚（スレート瓦２ａ－１，２ａ－２の２枚）重ね
る際、最も重なり枚数の多い大重畳部（例えば、図３３のβで示される部分）よりも少な
い枚数だけ重ねる構造としている。このため、軒先部分が必要以上に厚ぼったくなってし
まい、見た目が悪くなるということがない。
【０１４２】
　加えて、上記したように、脚部７７の第４立板部９２には、第４立板部９２を厚さ方向
に貫通する貫通孔が設けられている。このため、仮に脚部７７がスレート瓦２ａ－２と接
触する状態（図３８（ｂ）で示される状態）で、太陽電池モジュール４ａの下側に雨水が
流れ込んでしまっても、この雨水が第４立板部９２の棟側に溜まってしまうことがない。
すなわち、流れ込んだ雨水は、棟側から第４立板部９２に向かって流れた後、形成された



(23) JP 6449006 B2 2019.1.9

10

20

30

40

50

貫通孔を通過し、軒側へと流れていく。このことにより、屋根上の水はけを良くすること
が可能となり、屋根上に水が溜まることに起因する問題の発生を防止できる。
　つまり、本実施形態では、脚部７７の第４立板部９２に排水孔として機能する貫通孔を
設け、第４立板部９２の軒側に多量の水が溜まらない構造としている。
【０１４３】
　また、図３９で示されるように、軒側２段目の太陽電池モジュール４ｂを取り付ける際
、太陽電池モジュール４ｂの補強部材１５よりも軒側に離れた位置に、太陽電池モジュー
ル４ｂの軒側辺及びその近傍を保持するための第３凹部１５２が位置する構造となってい
る。
　このため、何らかの理由により、太陽電池パネル１０から補強部材１５が外れてしまっ
たとしても、軒側に向かって滑り落ちる補強部材１５がこの第３凹部１５２の内側面に当
接し、その移動が阻止される。このことにより、誤って補強部材１５が屋根の下に滑り落
ちたりせず、安全である。
【０１４４】
　ここで、図３９で示されるように、太陽電池モジュール４ｂの補強部材１５が、ケーブ
ル（図３９では、正極側ケーブル１９）より軒側に位置している。言い換えると、補強部
材１５とケーブルが軒棟方向で離れた位置にあり、平面視した際に重ならない位置にある
。このことから、太陽電池モジュール４ｂに過度に荷重が加わった場合、補強部材１５が
ケーブルを押圧することがない。つまり、ケーブルが補強部材１５に押されることで破損
してしまうことがない。
【０１４５】
　さらに本実施形態では、上記したように、補強部材１５の突出端面を太陽電池パネル１
０の裏面と平行な面としており、平面的に広がりのある面としている。このため、ケーブ
ルが何らかの理由でフック部１２８から外れてしまい、補強部材１５の下方側に位置して
しまったとしても、補強部材１５がケーブルを傷つけてしまうことがない。
　すなわち、補強部材１５の突出端面が尖っているような形状とは異なり、補強部材１５
が上方からケーブルを押圧したとしても、ケーブルが損傷し難い形状としている。このこ
とにより、ケーブルの損傷をより確実に防止することができる。
【０１４６】
　上記した実施形態では、補強部材１５を断面形状が略ハット状となるように形成し、背
面側に向かって凸となる突出部４５を形成した。しかしながら、強度が低下するため好ま
しくはないが、例えば、長方形平板状としてもよい。
　この場合、図４０で示されるような、軒先取付金具２０５を採用してもよい。すなわち
、上記した実施形態では、段状に連続する第２平板部８７、第３立板部８８、第３平板部
８９を備えた支持台部６４の例を示したが（図１４等参照）、これらに替わって段差なく
平面的な広がりをもつ平板部２８７を備えた支持台部２６４としてもよい。
　しかしながら、より強度を高くするという観点から、図３８等で示されるように、上記
のような補強部材１５と支持台部６４を採用することが好ましい。すなわち、補強部材１
５のうちで最も下方側に位置する突出部４５の突出端面の下方に第３平板部８９を位置さ
せ、突出部４５よりも軒側に位置する部分の下方側に第２平板部８７を位置させることが
好ましい。
【０１４７】
　上記した実施形態では、脚部７７の第４立板部９２に排水孔として機能する貫通孔を複
数設けた例について説明したが、この貫通孔は１つのみ設ける構造であっても構わない。
　また、第４立板部９２だけでなく、第４立板部９２と第４平板部９３に跨って延びる孔
であってもよい。さらに具体的には、第４平板部９３の棟側端部から軒側端部まで延び、
さらに第４平板部９３の軒側端部から第４立板部９２の壁面を上側に向かって延びる長孔
であっても構わない。第４立板部９２の棟側に位置する空間から、第４立板部９２の軒側
に位置する空間へ水が流せる孔（スリット溝）であればよい。
【符号の説明】
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【０１４８】
　１　屋根構造
　２，２ａ－１　スレート瓦（屋根部材）
　４　太陽電池モジュール
　５，２０５　軒先取付金具（軒先取付具）
　６　中間取付金具（中間取付具）
　１０　太陽電池パネル
　１５　補強部材
　２５　太陽電池セル
　２７　セル封止領域
　４５　突出部
　６３　保持部
　６４，２６４　支持台部
　６５　屋根部材保持凹部
　７７　脚部
　１５１　第２凹部（棟側保持凹部）
　１５２　第３凹部（軒側保持凹部）

【図１】 【図２】

【図３】
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