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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上方段差面及び下方段差面を有する段差部分が設けられた既設の第１屋根材と、
　前記第１屋根材を覆うように配置される新設の第２屋根材と、
　前記第２屋根材の上方に配置される太陽光パネルと、
　前記第２屋根材及び前記太陽光パネルを支持する支持部材と、
　前記支持部材が固定される固定台であって、前記第１屋根材の前記段差部分において、
一部分が前記上方段差面上に配置されると共に他部分が前記下方段差面から離間して配置
される固定台と、
　前記固定台と前記下方段差面との間に配置されるスペーサ部材と、
　前記第１屋根材と前記スペーサ部材との間に配置される防水シートと、を備え、
　前記防水シートは、前記段差部分において、前記下方段差面から前記上方段差面に向か
って上り傾斜の上り傾斜面を有しており、
　前記スペーサ部材は、前記上方段差面側の端面の角部が面取りされている太陽光パネル
取付構造。
【請求項２】
　上方段差面及び下方段差面を有する段差部分が設けられた既設の第１屋根材と、
　前記第１屋根材を覆うように配置される新設の第２屋根材と、
　前記第２屋根材の上方に配置される太陽光パネルと、
　前記第２屋根材及び前記太陽光パネルを支持する支持部材と、
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　前記支持部材が固定される固定台であって、前記第１屋根材の前記段差部分において、
一部分が前記上方段差面上に配置されると共に他部分が前記下方段差面から離間して配置
される固定台と、
　前記固定台と前記下方段差面との間に配置されるスペーサ部材と、
　前記固定台における前記第１屋根材の傾斜方向に交差する交差方向の両端部に配置され
、前記固定台の前記交差方向の側方の第１端面と前記下方段差面との間に配置される一対
の第１シール部材と、
　前記固定台における棟側の第２端面と前記上方段差面との間に配置される第２シール部
材と、を備え、
　前記第１シール部材は、前記固定台の前記交差方向の前記第１端面から前記固定台の前
記交差方向の外側に向かうにしたがって前記第１端面から離れるように下り傾斜する第１
傾斜面を有し、
　前記第２シール部材は、棟側から軒側に向かうにしたがって前記第２端面に近づくよう
に上り傾斜する第２傾斜面を有する太陽光パネル取付構造。
【請求項３】
　前記スペーサ部材は、前記固定台における前記第１屋根材の傾斜方向に交差する方向の
両端部よりも内側に配置される請求項１又は２に記載の太陽光パネル取付構造。
【請求項４】
　前記スペーサ部材は、弾性部材により構成される請求項１から３のいずれかに記載の太
陽光パネル取付構造。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれかに記載の太陽光パネル取付構造を用いて施工される太陽光パ
ネル取付方法であって、
　前記第１屋根材の上部に防水シートを配置する防水シート配置工程と、
　前記防水シート配置工程の後に、前記下方段差面の上方における前記防水シートの上部
に前記スペーサ部材を配置するスペーサ部材配置工程と、
　前記スペーサ部材配置工程の後に、前記スペーサ部材と前記上方段差面とに跨るように
、前記固定台を前記スペーサ部材の上部及び前記上方段差面の上部に配置する固定台配置
工程と、
　前記固定台配置工程の後に、前記支持部材を前記固定台の上部に配置する支持部材配置
工程と、
　前記支持部材配置工程の後に、前記支持部材、前記固定台及び前記スペーサ部材を、前
記第１屋根材及び野地板に固定する固定工程と、
　前記固定工程の後に、前記太陽光パネルを前記支持部材に取り付ける太陽光パネル取付
工程と、を備える太陽光パネル取付方法。
【請求項６】
　前記固定工程の後に、前記第２屋根材を前記支持部材に取り付ける第１の第２屋根材取
付工程を備える請求項５に記載の太陽光パネル取付方法。
【請求項７】
　前記固定工程の前に行われる工程であって、前記第２屋根材の端部を前記固定台と前記
支持部材との間に配置する第２の第２屋根材配置工程と、
　前記固定工程において、前記支持部材、前記固定台及び前記スペーサ部材を、前記第１
屋根材及び野地板に固定することに加えて、前記第２屋根材の端部を、前記第１屋根材及
び野地板に固定する請求項５に記載の太陽光パネル取付方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽光パネル取付構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、リフォームなどにより、既設の屋根材の上方に、既設の屋根材を覆うように、新
設の屋根材を配置する屋根構造が知られている（例えば、特許文献１参照）。
　また、平面状の板材で形成された複数のスレートが重ねられて配置された屋根材に、太
陽光パネルが取り付けられた太陽光パネル取付構造が知られている（例えば、特許文献２
参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特公平６－６３３１０号公報
【特許文献２】特開２００８－９５２８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、既設の屋根材を覆うように新設の屋根材を配置する特許文献１に記載のような
屋根構造を有する屋根に、太陽光パネルを取り付けたい場合がある。しかし、後から取り
付けた新設の屋根材に太陽光パネルを固定するための固定台を取り付ける場合には、新設
の屋根材の取り付けの強度を確保しないと、固定台を安定して取り付けることが難しくな
り、太陽光パネルを固定するための固定台の取り付けの強度が弱くなる可能性がある。
【０００５】
　また、新設の屋根材の下方に配置される既設の屋根材に太陽光パネルを固定する固定台
を取り付ける場合に、特許文献２の記載の太陽光パネル取付構造のようにスレートの平面
部分に固定台を取り付ける構造であれば、固定台を安定して取り付けることができる。一
方、複数のスレートの重なり部分の段差部分に、固定台を取り付ける必要性が生じること
がある。複数のスレートの段差部分に固定台を取り付ける場合には、複数のスレートの段
差部分に固定台を安定して取り付けることが難しくなり、太陽光パネルを固定するための
固定台の取り付け強度が弱くなる可能性がある。
　従って、既設の屋根材を覆うように新設の屋根材が配置される屋根構造において、太陽
光パネルを設置する場合に、太陽光パネルを安定して設置できることが望まれる。
【０００６】
　本発明は、既設の屋根材を覆うように新設の屋根材が配置される構造において、太陽光
パネルを安定して設置できる太陽光パネル取付構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上方段差面（例えば、後述する上方段差面１４１）及び下方段差面（例えば
、後述する下方段差面１４２）を有する段差部分（例えば、後述する段差部分１４）が設
けられた既設の第１屋根材（例えば、後述する第１屋根材１３）と、前記第１屋根材を覆
うように配置される新設の第２屋根材（例えば、後述する第２屋根材４、第２屋根材８）
と、前記第２屋根材の上方に配置される太陽光パネル（例えば、後述する太陽光発電パネ
ル５３）と、前記第２屋根材及び前記太陽光パネルを支持する支持部材（例えば、後述す
る第１支持金具３、第２支持金具７）と、前記支持部材が固定される固定台（例えば、後
述する固定台２２）であって、前記第１屋根材の前記段差部分において、一部分が前記上
方段差面上に配置されると共に他部分が前記下方段差面から離間して配置される固定台と
、前記固定台と前記下方段差面との間に配置されるスペーサ部材（例えば、後述するスペ
ーサ部材２３）と、を備える太陽光パネル取付構造（例えば、後述する太陽光パネル取付
構造１）に関する。
【０００８】
　また、前記スペーサ部材は、前記固定台における前記第１屋根材の傾斜方向に交差する
方向の両端部よりも内側に配置されることが好ましい。
【０００９】
　また、前記スペーサ部材は、弾性部材により構成されることが好ましい。
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【００１０】
　また、前記第１屋根材と前記スペーサ部材との間に配置される防水シート（例えば、後
述する第２防水シート２１）を備え、前記防水シートは、前記段差部分において、前記下
方段差面から前記上方段差面に向かって上り傾斜の上り傾斜面（例えば、後述する防水シ
ート上り傾斜面２１ａ）を有しており、前記スペーサ部材は、前記上方段差面側の端面の
角部（例えば、後述する角部２３ａ）が面取りされていることが好ましい。
【００１１】
　また、前記固定台における前記第１屋根材の傾斜方向に交差する交差方向の両端部に配
置され、前記固定台の前記交差方向の側方の第１端面（例えば、後述する第１端面２０１
）と前記下方段差面との間に配置される一対の第１シール部材（例えば、後述する側面シ
ール部材２４１）と、前記固定台における棟側の第２端面（例えば、後述する第２端面２
０２）と前記上方段差面との間に配置される第２シール部材（例えば、後述する棟側端面
シール部材２４２）と、を備え、前記第１シール部材は、前記固定台の前記交差方向の前
記第１端面から前記固定台の前記交差方向の外側に向かうにしたがって前記第１端面から
離れるように下り傾斜する第１傾斜面（例えば、後述する側方傾斜面２４１ａ）を有し、
前記第２シール部材は、棟側から軒側に向かうにしたがって前記第２端面に近づくように
上り傾斜する第２傾斜面（例えば、後述する棟側傾斜面２４２ａ）を有することが好まし
い。
【００１２】
　また、前記太陽光パネル取付構造を用いて施工される太陽光パネル取付方法であって、
前記第１屋根材の上部に防水シート（例えば、後述する第２防水シート２１）を配置する
防水シート配置工程と、前記防水シート配置工程の後に、前記下方段差面の上方における
前記防水シートの上部に前記スペーサ部材を配置するスペーサ部材配置工程と、前記スペ
ーサ部材配置工程の後に、前記スペーサ部材と前記上方段差面とに跨るように、前記固定
台を前記スペーサ部材の上部及び前記上方段差面の上部に配置する固定台配置工程と、前
記固定台配置工程の後に、前記支持部材を前記固定台の上部に配置する支持部材配置工程
と、前記支持部材配置工程の後に、前記支持部材、前記固定台及び前記スペーサ部材を、
前記第１屋根材及び野地板に固定する固定工程と、前記固定工程の後に、前記太陽光パネ
ルを前記支持部材に取り付ける太陽光パネル取付工程と、を備える太陽光パネル取付方法
に関する。
【００１３】
　また、前記固定工程の後に、前記第２屋根材を前記支持部材に取り付ける第１の第２屋
根材取付工程を備えることが好ましい。
【００１４】
　また、前記固定工程の前に行われる工程であって、前記第２屋根材の端部を前記固定台
と前記支持部材との間に配置する第２の第２屋根材配置工程と、前記固定工程において、
前記支持部材、前記固定台及び前記スペーサ部材を、前記第１屋根材及び野地板に固定す
ることに加えて、前記第２屋根材の端部を、前記第１屋根材及び野地板に固定することが
好ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、既設の屋根材を覆うように新設の屋根材が配置される構造において、
太陽光パネルを安定して設置できる太陽光パネル取付構造を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１実施形態に係る太陽光パネル取付構造の縦断面図である。
【図２】第１実施形態に係る太陽光パネル取付構造の横断面図である。
【図３】第１実施形態に係る太陽光パネル取付構造の拡大縦断面図である。
【図４】第１実施形態に係る太陽光パネル取付構造の拡大斜視図である。
【図５】本発明の第２実施形態に係る太陽光パネル取付構造の縦断面図である。
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【図６】第２実施形態に係る太陽光パネル取付構造の斜視図である。
【図７】第２実施形態に係る太陽光パネル取付構造の拡大斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の第１実施形態に係る太陽光パネル取付構造について、図面を参照しなが
ら詳細に説明する。図１は、本発明の第１実施形態に係る太陽光パネル取付構造の縦断面
図である。図２は、第１実施形態に係る太陽光パネル取付構造の横断面図である。図３は
、第１実施形態に係る太陽光パネル取付構造の拡大縦断面図である。図４は、第１実施形
態に係る太陽光パネル取付構造の拡大斜視図である。
【００１８】
　本実施形態の太陽光パネル取付構造１は、図１に示すように、既設の第１屋根材１３の
上方に、新設の第２屋根材４を設置し、新設の第２屋根材４の上方に、太陽光発電パネル
５３を設置する構造である。本実施形態では、既設の第１屋根材１３及び新設の第２屋根
材４は、上方側に配置される棟側（図１参照）から、下方側に配置される軒側（図１参照
）まで下り傾斜で傾斜する。
【００１９】
　太陽光パネル取付構造１は、既設の第１屋根材１３が設置される既設構造１０として、
複数の垂木１１と、下地材１２と、第１屋根材１３を構成する複数のスレート１３１と、
を備える。複数の垂木１１は、それぞれ、第１屋根材１３の傾斜方向に延びる。複数の垂
木１１は、図２に示すように、第１屋根材１３の傾斜方向に直交する方向に離間して配置
される。
【００２０】
　下地材１２は、図１及び図２に示すように、野地板１２１と、第１防水シート１２２と
、を備える。下地材１２は、第１屋根材１３を構成する複数のスレート１３１の下地とな
る。
【００２１】
　野地板１２１は、建物の屋根の骨組みである複数の垂木１１の上に張られて配置される
。野地板１２１は、所定の傾斜角度で傾斜して傾斜方向に延びる。野地板１２１の傾斜角
度は、建物の屋根の傾斜角度となる。本実施形態においては、屋根の傾斜方向は、野地板
１２１の傾斜方向と一致する。野地板１２１としては、合板等の板材が用いられる。
【００２２】
　第１防水シート１２２は、野地板１２１上に配置される。この第１防水シート１２２に
より、既設の第１屋根材１３を備える屋根構造の防水性が高められる。第１防水シート１
２２としては、板紙にアスファルトを含浸させたアスファルトルーフィング等の防水材料
が用いられる。
【００２３】
　下地材１２の上方には、野地板１２１の傾斜角度と同じ傾斜角度になるように、後述す
る既設の第１屋根材１３が配置され、既設の第１屋根材１３の上方には、後述する新設の
第２屋根材４が配置される。
【００２４】
　第１屋根材１３は、複数のスレート１３１を有する。本実施形態においては、スレート
１３１は、平面状の板材により形成される。複数のスレート１３１は、第１防水シート１
２２上において、所定の重なり幅でオーバーラップされて連続して配置されている。複数
のスレート１３１は、スレート１３１の棟側（上方側）の端部側の上面に、別のスレート
１３１の軒側（下方側）の端部側が重なって、連続して配置されている。複数のスレート
１３１は、それぞれ、図１に示すように、ボルト１０１により、野地板１２１及び垂木１
１に固定されている。
【００２５】
　既設の第１屋根材１３における２枚のスレート１３１が重なった部分の境界には、図３
及び図４に示すように、上方側のスレート１３１の下端部と下方側のスレート１３１とに
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より、段差部分１４が形成される。段差部分１４は、第１屋根材１３の傾斜方向における
上方側の棟側に形成される上方段差面１４１と、傾斜方向において上方段差面１４１より
も下方側の軒側に配置される下方段差面１４２と、を有する。
【００２６】
　新設の第２屋根材４及び太陽光発電パネル５３を設置される新設構造２０について説明
する。本実施形態においては、新設の第２屋根材４及び太陽光発電パネル５３を設置する
新設構造２０は、既設の第１屋根材１３の段差部分１４に、第１支持金具３を固定する固
定台２２を設置する場合の構成である。第１支持金具３は、新設の第２屋根材４及び太陽
光発電パネル５３を支持する。
【００２７】
　太陽光パネル取付構造１は、図１に示すように、新設の第２屋根材４及び太陽光発電パ
ネル５３を設置する新設構造２０として、第２防水シート２１（防水シート）と、複数の
固定台２２０と、複数の第１支持金具３（支持部材）と、新設の第２屋根材４と、複数の
架台取付金具５１と、太陽光パネル架台５２と、太陽光発電パネル５３（太陽光パネル）
と、を備える。
【００２８】
　第２防水シート２１は、既設の第１屋根材１３を構成する複数のスレート１３１上に配
置される。この第２防水シート２１により、太陽光パネル取付構造１の防水性が高められ
る。第２防水シート２１としては、板紙にアスファルトを含浸させたアスファルトルーフ
ィング等の防水材料が用いられる。
【００２９】
　第２防水シート２１は、図３に示すように、第１屋根材１３上に配置される。第２防水
シート２１は、第１屋根材１３の段差部分１４（後述）において、防水シート上り傾斜面
２１ａ（上り傾斜面）を有する。防水シート上り傾斜面２１ａは、段差部分１４の下方段
差面１４２から上方段差面１４１に向かって上り傾斜に形成される。
【００３０】
　複数の固定台２２０は、既設の第１屋根材１３に配置され、太陽光発電パネル５３及び
新設の第２屋根材４を支持する第１支持金具３の土台部分を構成する。固定台２２０は、
直方体形状に形成され、第１屋根材１３及び第２屋根材４の傾斜方向に直交（交差）する
方向（交差方向）に延びる。固定台２２０は、例えば、樹脂製の部材により形成される。
本実施形態では、固定台２２０が延びる方向と第１屋根材１３の傾斜方向に直交（交差）
する方向（交差方向）とは一致する。
【００３１】
　複数の固定台２２０は、それぞれ、ボルト１０３により、第１支持金具３が固定される
。第１支持金具３は、太陽光発電パネル５３を支持する共に新設の第２屋根材４を支持す
る。複数の固定台２２０は、屋根の傾斜方向において、第１支持金具３が設置される位置
に対応して複数配置されている。
【００３２】
　本実施形態の太陽光パネル取付構造１において、図３に示すように、複数の固定台２２
０のうちの固定台２２は、第１屋根材１３の段差部分１４に配置される。
　太陽光パネル取付構造１は、固定台２２を第１屋根材１３の段差部分１４に設置する周
辺の構成として、図２及び図３に示すように、固定台２２と、３つのスペーサ部材２３と
、３つのシール部材２４と、第１支持金具３（支持部材）と、新設の第２屋根材４と、複
数の架台取付金具５１と、太陽光パネル架台５２と、太陽光発電パネル５３（太陽光パネ
ル）と、を備える。
【００３３】
　固定台２２は、図２に示すように、ボルト１０２，１０３により野地板１２１に固定さ
れており、ボルト１０２により、固定台２２の長手方向の両端部寄りにおける両端部の内
側において、下方に配置される垂木１１に固定される。なお、本実施形態では、固定台２
２は、垂木１１及び野地板１２１の両方に固定されているが、これに限定されず、例えば



(7) JP 6888192 B2 2021.6.16

10

20

30

40

50

、野地板１２１のみに固定されていてもよい。
【００３４】
　固定台２２は、図３に示すように、第１屋根材１３の段差部分１４において、棟側の一
部分が上方段差面１４１上に配置されると共に、軒側の他部分が下方段差面１４２から離
間して配置される。固定台２２と下方段差面１４２との間には、３つのスペーサ部材２３
が配置されている。つまり、固定台２２は、第２防水シート２１の上部において、３つの
スペーサ部材２３と既設の第１屋根材１３の段差部分１４における上方段差面１４１とに
跨って配置される。
【００３５】
　３つのスペーサ部材２３は、第１屋根材１３の段差部分１４における下方段差面１４２
の上方において第２防水シート２１上に配置される。第２防水シート２１は、第１屋根材
１３とスペーサ部材２３（後述）との間に配置される。３つのスペーサ部材２３は、第２
屋根材４の傾斜方向に直交（交差）する方向に並んで配置される。
【００３６】
　３つのスペーサ部材２３は、固定台２２における第１屋根材１３の傾斜方向に交差する
方向（交差方向）の両端部よりも内側に配置される。つまり、３つのスペーサ部材２３に
おける第１屋根材１３の傾斜方向に交差する方向の端部が、固定台２２における第１屋根
材１３の傾斜方向に交差する方向の両端部から外側にはみ出さない位置及び重ならない位
置に配置された状態で、３つのスペーサ部材２３は、固定台２２における第１屋根材１３
の傾斜方向に交差する方向の両端部よりも内側に配置される。
【００３７】
　３つのスペーサ部材２３は、それぞれ、直方体形状に形成され、第１屋根材１３の段差
部分１４における下方段差面１４２から上方段差面１４１までの高さと同じ程度の厚さで
形成される。スペーサ部材２３は、弾性部材により構成され、例えば、スポンジ部材で構
成される。
【００３８】
　３つのスペーサ部材２３において、第１屋根材１３の段差部分１４の上方段差面１４１
側（棟側）の端面は、第１屋根材１３の段差部分１４における上方段差面１４１と下方段
差面１４２との境界部分において上方段差面１４１と下方段差面１４２とを上下方向に繋
ぐ段差側面から、軒側に離間して配置される。詳細には、第１屋根材１３の段差部分１４
の上部には第２防水シート２１が配置されているため、３つのスペーサ部材２３の棟側の
端面は、第２防水シート２１の防水シート上り傾斜面２１ａ（上り傾斜面）から、所定距
離の空間をあけて、軒側に離間して配置されている。
【００３９】
　３つのスペーサ部材２３における第１屋根材１３の段差部分１４の上方段差面１４１側
（棟側）の端面における上下に一対の角部２３ａは、面取りされている。本実施形態では
、３つのスペーサ部材２３の一対の角部２３ａを、例えば、曲面状に形成することで、面
取りしている。なお、これに限定されず、３つのスペーサ部材２３の一対の角部２３ａを
、例えば、傾斜する平面状に形成することで、面取りしてもよい。また、３つのスペーサ
部材２３の上下に一対の角部２３ａのうち、上側の角部２３ａ又は下側の角部２３ａのい
ずれか一方を面取りしてもよい。
【００４０】
　３つのスペーサ部材２３は、図２に示すように、一対の端部側スペーサ部材２３１，２
３１と、中央側スペーサ部材２３２と、を有する。
　一対の端部側スペーサ部材２３１，２３１は、それぞれ、固定台２２の長手方向（第２
屋根材４の傾斜方向に直交（交差）する左右方向（交差方向））の両端部寄りにおける両
端部の内側において垂木１１の上方に配置される。
　中央側スペーサ部材２３２は、固定台２２の長手方向（第２屋根材４の傾斜方向に直交
（交差）する左右方向（交差方向））における一対の端部側スペーサ部材２３１，２３１
の間（固定台２２の長手方向の中央側）において、第１支持金具３の下方に配置される。
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【００４１】
　３つのシール部材２４は、図２及び図３に示すように、一対の側面シール部材２４１，
２４１（第１シール部材）と、棟側端面シール部材２４２（第２シール部材）と、を有す
る。
【００４２】
　一対の側面シール部材２４１，２４１は、図２に示すように、固定台２２の側方の第１
端面２０１と、既設の第１屋根材１３のスレート１３１の段差部分１４の下方段差面１４
２と、の間において、固定台２２の側方の第１端面２０１と、既設の第１屋根材１３の段
差部分１４の下方段差面１４２上の第２防水シート２１と、に跨って配置される。一対の
側面シール部材２４１，２４１は、固定台２２の側方の第１端面２０１側から固定台２２
の内側に水が浸入しないようにシールする。
【００４３】
　一対の側面シール部材２４１，２４１は、側方傾斜面２４１ａを有する。側方傾斜面２
４１ａは、固定台２２の側方の第１端面２０１から段差部分１４の下方段差面１４２に向
かって下り傾斜して延び、固定台２２における第１屋根材１３の傾斜方向に交差する方向
（固定台２２の長手方向）の第１端面２０１から固定台２２における第１屋根材１３の傾
斜方向に交差する方向（固定台２２の長手方向）の外側に向かうにしたがって、固定台２
２の側方の第１端面２０１から離れるように下り傾斜して形成される。
【００４４】
　棟側端面シール部材２４２は、図３に示すように、固定台２２の棟側の第２端面２０２
と、既設の第１屋根材１３のスレート１３１の段差部分１４の上方段差面１４１と、の間
において、固定台２２の棟側の第２端面２０２と、既設の第１屋根材１３のスレート１３
１の段差部分１４の上方段差面１４１上の第２防水シート２１と、に跨って配置される。
棟側端面シール部材２４２は、固定台２２の棟側の第２端面２０２側から固定台２２の内
側に水が浸入しないようにシールする。
【００４５】
　棟側端面シール部材２４２は、棟側傾斜面２４２ａを有する。棟側傾斜面２４２ａは、
上方段差面１４１から固定台２２の棟側の第２端面２０２に向かって上り傾斜して延び、
棟側から軒側に向うにしたがって、固定台２２の棟側の第２端面２０２に近づくように上
り傾斜して形成される。
【００４６】
　第１支持金具３は、図３に示すように、固定台２２の上面に固定される。第１支持金具
３は、第２屋根材４及び太陽光発電パネル５３を支持する。第１支持金具３は、固定台２
２から軒側に延びるように形成される。第１支持金具３は、金属製の板材により形成され
る。第１支持金具３は、屋根側取付板部３１と、傾斜延在部３２と、平面延在部３３と、
棟側壁部３４と、底面板部３５と、軒側壁部３６と、パネル側取付板部３７と、を備える
。第１支持金具３は、棟側から軒側に向かって、屋根側取付板部３１、傾斜延在部３２、
平面延在部３３、棟側壁部３４、底面板部３５、軒側壁部３６、パネル側取付板部３７の
順に連続して配置される。
【００４７】
　屋根側取付板部３１は、屋根の傾斜方向に略平行に延びて形成され、固定台２２の上面
に固定される。
　傾斜延在部３２は、屋根側取付板部３１の軒側の端部に接続され、屋根の傾斜方向に対
して僅かに上り傾斜して軒側に延びる。
　平面延在部３３は、傾斜延在部３２の軒側の端部に接続され、屋根の傾斜方向に略平行
に軒側に延びる。
【００４８】
　棟側壁部３４、底面板部３５及び軒側壁部３６は、下方側に窪む凹形状の収容凹部３０
を構成し、収容凹部３０には、第２屋根材４の第１ルーフ板４１の軒側端部接続板部４３
（後述）が収容される。
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【００４９】
　棟側壁部３４は、平面延在部３３の軒側の端部に接続され、下方に向かう壁状に形成さ
れる。
　底面板部３５は、棟側壁部３４の下端部に接続され、屋根の傾斜方向に略平行に軒側に
延びる。
　軒側壁部３６は、底面板部３５の軒側の端部に接続され、上方に向かう壁状に形成され
る。
【００５０】
　パネル側取付板部３７は、軒側壁部３６の上端部に接続され、屋根の傾斜方向に略平行
に軒側に延びる。パネル側取付板部３７の上面には、架台取付金具５１が取り付けられる
。
【００５１】
　新設の第２屋根材４は、図１に示すように、複数の第１ルーフ板４１を有する。第１ル
ーフ板４１は、第２屋根材４の傾斜方向に延びる。本実施形態においては、第１ルーフ板
４１は、棟側の端部側において上方側に突出する棟側端部突出接続部４４（図３参照）を
有している。新設の第２屋根材４は、複数の第１ルーフ板４１を傾斜方向に並べて配置す
ることで、例えば、瓦葺屋根における瓦の立体感を表現した形状に形成される。第１ルー
フ板４１は、例えば、表面に天然石を施したガリバリウム鋼板（登録商標）（ＪＩＳ　Ｇ
３３２１に定められる、溶融５５％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板）などにより構成
される。
【００５２】
　第１ルーフ板４１は、図３に示すように、第１ルーフ板本体４２と、第１ルーフ板本体
４２における軒側の端部に形成される軒側端部接続板部４３と、第１ルーフ板本体４２に
おける棟側の端部に形成される棟側端部突出接続部４４と、を有する。
【００５３】
　第１ルーフ板本体４２は、野地板１２１の傾斜角度よりも僅かに小さい傾斜角度で平面
状に延びる。つまり、第１ルーフ板本体４２は、軒側から棟側に向かうにしたがって、野
地板１２１に近づくように傾斜する平面状に形成されている。
【００５４】
　軒側端部接続板部４３は、第１ルーフ板本体４２における軒側の端部から下方に延びる
。軒側端部接続板部４３は、第１支持金具３の収容凹部３０に収容された状態で、第１支
持金具３の棟側壁部３４の軒側に配置され、別の第１ルーフ板４１の立ち上がり受け板部
４４１に、ボルト４０１により共締めされて固定される。
【００５５】
　棟側端部突出接続部４４は、第１ルーフ板４１における棟側の端部側において上方側に
突出する形状に形成される。棟側端部突出接続部４４は、第１ルーフ板本体４２の棟側の
端部に接続されている。棟側端部突出接続部４４は、立ち上がり受け板部４４１と、上面
板部４４２と、傾斜延在部４４３と、棟側端部固定部４４４と、を有する。立ち上がり受
け板部４４１、上面板部４４２、傾斜延在部４４３及び棟側端部固定部４４４は、軒側か
ら棟側に向けて、この順に接続されている。
【００５６】
　立ち上がり受け板部４４１は、第１ルーフ板本体４２の棟側の端部から上方に立ち上が
るように形成されている。立ち上がり受け板部４４１は、第１支持金具３の棟側壁部３４
の棟側において棟側壁部３４に沿って配置される。立ち上がり受け板部４４１は、前述の
ように、第１ルーフ板４１の軒側端部接続板部４３に、ボルト４０１により共締めされて
固定される。
【００５７】
　上面板部４４２は、立ち上がり受け板部４４１の上端部から棟側に延びる。上面板部４
１２は、棟側端部突出接続部４４における突出部分の上面を構成する。
　傾斜延在部４４３は、上面板部４１２から棟側に向かうにしたがって下り傾斜して延び
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る平面状に形成される。
　棟側端部固定部４４４は、傾斜延在部４４３の棟側における下端部に形成され、ボルト
４０２により、第１屋根材１３及び野地板１２１に固定される。
【００５８】
　複数の第１ルーフ板４１は、所定の重なり幅でオーバーラップされて配置されている。
複数の第１ルーフ板４１は、屋根材の傾斜方向の下方側（軒側）から上方側（棟側）に向
けて順に配置され、第１ルーフ板４１の軒側の端部に形成される棟側端部突出接続部４４
の上方に、別の第１ルーフ板４１の軒側の端部がオーバーラップして配置される。複数の
第１ルーフ板４１は、軒側から棟側に向けて、所定の重なり幅でオーバーラップした状態
で、並べて配置される。
【００５９】
　以上のように構成される第２屋根材４は、既設の第１屋根材１３を覆うように、既設の
第１屋根材１３の上方に配置される。新設の第２屋根材４を構成する複数の第１ルーフ板
４１は、棟側の端部側において上方に突出する棟側端部突出接続部４４を有し、軒側の端
部側において下方に延びる軒側端部接続板部４３を有する。
　棟側端部突出接続部４４は、棟側端部固定部４４４において、ボルト４０２により、第
１屋根材１３及び野地板１２１に固定される。
　軒側端部接続板部４３は、第１支持金具３の収容凹部３０に収容された状態で、第１支
持金具３の棟側壁部３４及び別の第１ルーフ板４１の棟側端部突出接続部４４の立ち上が
り受け板部４４１に、ボルト４０１により共締めされて固定される。
【００６０】
　太陽光パネル架台５２は、図１に示すように、第１支持金具３に固定された架台取付金
具５１にビス止めして固定される。また、太陽光パネル架台５２は、太陽光発電パネル５
３を固定支持する。太陽光パネル架台５２は、図１に示すように、格子状に枠組みされた
複数の縦桟５２２と、複数の横桟５２３と、を備える。
【００６１】
　縦桟５２２は、野地板１２１の傾斜方向に沿って延びて形成され、棟から軒先に亘って
通しで設けられる。縦桟５２２は、屋根の傾斜方向に沿うようにして、屋根の傾斜方向に
直交する方向に一定間隔で複数配置されて、第１支持金具３の上方に固定される架台取付
金具５１に、ビス止めされる。
　横桟５２３は、屋根の傾斜方向に直交する方向に延びて設けられ、縦桟５２２上にビス
止めされる。
【００６２】
　複数の太陽光発電パネル５３は、図１に示すように、太陽光パネル架台５２により固定
支持される。太陽光発電パネル５３は、第２屋根材４の上方に配置される。
【００６３】
　以上のように構成される太陽光パネル取付構造１は、固定台２２を、既設の第１屋根材
１３の段差部分１４に設置する場合に適用される。つまり、従来、既設の第１屋根材１３
の段差部分１４においては、固定台２２の棟側が上方段差面１４１上に配置されても、固
定台２２の軒側が下方段差面１４２側に転げてしまうなどして、安定して設置できない場
合があった。これに対し、本発明においては、スペーサ部材２３を、固定台２２と既設の
第１屋根材１３の段差部分１４の下方段差面１４２との間に配置することで、固定台２２
を安定して支持することができる。
【００６４】
　次に、第１実施形態の太陽光パネル取付構造１の施工方法について説明する。本実施形
態では、既設の第１屋根材１３は、既に設置されている状態である。既設の第１屋根材１
３は、ボルト１０１により、野地板１２１及び垂木１１に固定されている。
【００６５】
　まず、図３に示すように、既設の第１屋根材１３の上部に、第２防水シート２１を配置
する（防水シート配置工程）。第２防水シート２１は、第１屋根材１３の段差部分１４に
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おいて、防水シート上り傾斜面２１ａが形成される。
【００６６】
　次に、第２防水シート２１を配置した後に、固定台２２を設置する段差部分１４におい
て、下方段差面１４２の上方における第２防水シート２１の上部に、スペーサ部材２３（
一対の端部側スペーサ部材２３１，２３１、中央側スペーサ部材２３２）を配置する（ス
ペーサ部材配置工程）。
【００６７】
　続けて、スペーサ部材２３を配置した後に、固定台２２を、スペーサ部材２３と上方段
差面１４１とに跨るように、スペーサ部材２３の上部及び上方段差面１４１の上部に配置
する（固定台配置工程）。
【００６８】
　そして、固定台２２を配置した後に、第１支持金具３を固定台２２の上部に配置する（
支持部材配置工程）。
【００６９】
　次に、第１支持金具３を配置した後に、第１支持金具３、固定台２２及びスペーサ部材
２３を、第１屋根材１３、野地板１２１及び垂木１１に固定する（固定工程）。具体的に
は、図２に示すように、固定台２２の長手方向の両端部側における両端部よりも内側にお
いて、ボルト１０２により、固定台２２及び端部側スペーサ部材２３１を、第１屋根材１
３、野地板１２１及び垂木１１に固定する。また、固定台２２の長手方向の中央側におい
て、ボルト１０３により、第１支持金具３、固定台２２及び中央側スペーサ部材２３２を
、第１屋根材１３及び野地板１２１に固定する。
【００７０】
　続けて、第２屋根材４を第１支持金具３に取り付ける（第１の第２屋根材取付工程）。
具体的には、図３に示すように、第２屋根材４の第１ルーフ板４１の軒側端部接続板部４
３を、第１支持金具３の収容凹部３０に収容した状態で、別の第１ルーフ板４１の棟側端
部突出接続部４４の立ち上がり受け板部４４１に重ねて、ボルト４０１により、共締めし
て固定する。ここで、別の第１ルーフ板４１においては、棟側端部突出接続部４４の棟側
端部固定部４４４は、ボルト４０２により、第１屋根材１３及び野地板１２１に固定され
ている。
　これらの作業を繰り返し行い、複数の第１ルーフ板４１を、軒側から棟側に向けて、所
定の重なり幅でオーバーラップした状態で、並べて施工する。
【００７１】
　次に、第１支持金具３のパネル側取付板部３７の上面に固定された架台取付金具５１に
太陽光パネル架台５２（図１参照）を取り付け、太陽光発電パネル５３を、太陽光パネル
架台５２に取り付ける。これにより、太陽光発電パネル５３を、第１支持金具３に取り付
ける（太陽光パネル取付工程）。
【００７２】
　第１実施形態によれば、以下の効果が奏される。
　本実施形態の太陽光パネル取付構造１においては、上方段差面１４１及び下方段差面１
４２を有する段差部分１４が設けられた既設の第１屋根材１３と、第１屋根材１３を覆う
ように配置される新設の第２屋根材４と、第２屋根材４の上方に配置される太陽光発電パ
ネル５３と、第２屋根材４及び太陽光発電パネル５３を支持する支持部材３と、第１支持
金具３が固定される固定台２２であって、第１屋根材１３の段差部分１４において、棟側
の一部分が上方段差面１４１上に配置されると共に軒側の他部分が下方段差面１４２から
離間して配置される固定台２２と、固定台２２と下方段差面１４２との間に配置されるス
ペーサ部材２３と、を備える。
【００７３】
　そのため、既設の第１屋根材１３の段差部分１４において、固定台２２をスペーサ部材
２３により支持できるため、既設の第１屋根材１３に固定台２２を安定して設置すること
ができる。これにより、太陽光発電パネル５３を安定して設置できる。
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【００７４】
　また、本実施形態では、端部側スペーサ部材２３１及び中央側スペーサ部材２３２は、
固定台２２における第１屋根材１３の傾斜方向に交差する方向の両端部よりも内側に配置
される。
【００７５】
　ここで、仮に、第１屋根材１３の傾斜方向に交差する方向において、端部側スペーサ部
材２３１の端部が、固定台２２の第１屋根材１３の両端部よりも外側にはみ出た位置又は
重なった位置に配置された場合には、第１屋根材１３を傾斜方向の下方に流れた水は、端
部側スペーサ部材２３１の端部を伝わって、固定台２２の下（固定台２２と第２防水シー
ト２１との間）へ回り込むことになる。これに対して、本実施形態では、端部側スペーサ
部材２３１及び中央側スペーサ部材２３２を、固定台２２における第１屋根材１３の傾斜
方向に交差する方向の両端部よりも内側に配置する。これにより、第１屋根材１３を傾斜
方向の下方に流れた水は、端部側スペーサ部材２３１の端部を伝わることが抑制され、固
定台２２の下（固定台２２と第２防水シート２１との間）に回り込むことが抑制される。
これにより、水密性を向上できる。
【００７６】
　また、固定台２２を支持する端部側スペーサ部材２３１を垂木１１の上方に配置するこ
とで、固定台２２及び端部側スペーサ部材２３１を、垂木１１に安定して固定できる。
　また、第１支持金具３の下方に固定台２２を支持する中央側スペーサ部材２３２を配置
することで、第１支持金具３を、固定台２２の下方に配置される中央側スペーサ部材２３
２により安定して保持できる。
【００７７】
　また、本実施形態では、スペーサ部材２３は、弾性部材により構成される。これにより
、太陽光発電パネル５３や第２屋根材４が振動しても、固定台２２を保持するスペーサ部
材２３により、振動を吸収できる。これにより、固定台２２を安定して保持できる。
【００７８】
　また、本実施形態では、第１屋根材１３とスペーサ部材２３との間に配置される第２防
水シート２１を備え、第２防水シート２１は、段差部分１４において、下方段差面１４２
から上方段差面１４１に向かって上り傾斜の防水シート上り傾斜面２１ａを有しており、
スペーサ部材２３は、上方段差面１４１側の端面の角部２３ａが面取りされている。これ
により、スペーサ部材２３の角部２３ａが防水シート上り傾斜面２１ａに当接しても、第
２防水シート２１が破損することを抑制できる。よって、水密性を維持できる。
【００７９】
　また、本実施形態では、固定台２２における第１屋根材１３の傾斜方向に交差する方向
（固定台２２の長手方向）の両端部に配置され、固定台２２における第１屋根材１３の傾
斜方向に交差する方向（固定台２２の長手方向）の側方の第１端面２０１と下方段差面１
４２との間に配置される一対の側面シール部材２４１と、固定台２２における棟側の第２
端面２０２と上方段差面１４１との間に配置される棟側端面シール部材２４２と、を備え
、側面シール部材２４１は、固定台２２における第１屋根材１３の傾斜方向に交差する方
向（固定台２２の長手方向）の第１端面２０１から固定台２２における第１屋根材１３の
傾斜方向に交差する方向（固定台２２の長手方向）の外側に向かうにしたがって第１端面
２０１から離れるように下り傾斜する側方傾斜面２４１ａを有し、棟側端面シール部材２
４２は、棟側から軒側に向かうにしたがって第２端面２０２に近づくように上り傾斜する
棟側傾斜面２４２ａを有する。
【００８０】
　そのため、固定台２２における第１屋根材１３の傾斜方向に交差する方向（固定台２２
の長手方向）の両端部において、一対の側面シール部材２４１により、固定台２２におけ
る第１屋根材１３の傾斜方向に交差する方向（固定台２２の長手方向）の両端部の側方の
第１端面２０１と下方段差面１４２との間をシールできる。また、側面シール部材２４１
は、側方傾斜面２４１ａを有するため、固定台２２における第１屋根材１３の傾斜方向に
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交差する方向（固定台２２の長手方向）の両端部の側方の第１端面２０１に水が溜まるこ
とを抑制できる。これにより、防水性能を向上できる。
　また、棟側端面シール部材２４２により、固定台２２における棟側の第２端面２０２と
上方段差面１４１との間をシールできる。また、棟側端面シール部材２４２は、棟側傾斜
面２４２ａを有するため、固定台２２における棟側の第２端面２０２に水が溜まることを
抑制できる。これにより、防水性能を向上できる。
【００８１】
　また、本実施形態の太陽光パネル取付構造を用いて施工される太陽光パネル取付方法は
、第１屋根材１３の上部に第２防水シート２１を配置する防水シート配置工程と、防水シ
ート配置工程の後に、下方段差面１４２の上方における第２防水シート２１の上部にスペ
ーサ部材２３を配置するスペーサ部材配置工程と、スペーサ部材配置工程の後に、スペー
サ部材２３と上方段差面１４１とに跨るように、固定台２２をスペーサ部材２３の上部及
び上方段差面１４１の上部に配置する固定台配置工程と、固定台配置工程の後に、第１支
持金具３を固定台２２の上部に配置する支持部材配置工程と、支持部材配置工程の後に、
第１支持金具３、固定台２２及びスペーサ部材２３を、第１屋根材１３及び野地板１２１
に固定する固定工程と、固定工程の後に、太陽光発電パネル５３を第１支持金具３に取り
付ける太陽光パネル取付工程と、を備える。
【００８２】
　そのため、第１屋根材１３の段差部分１４にスペーサ部材２３を配置することで、固定
台２２を安定して設置できる。また、第１支持金具３、固定台２２及びスペーサ部材２３
を、第１屋根材１３及び野地板１２１に固定できる。これにより、第１支持金具３、固定
台２２及びスペーサ部材２３を、第１屋根材１３及び野地板１２１に強固に固定できる。
【００８３】
　また、本実施形態では、固定工程の後に、第２屋根材４を第１支持金具３に取り付ける
工程（第１の第２屋根材取付工程）を備える。そのため、簡単に、第２屋根材４を第１支
持金具３に安定して設置できる。
【００８４】
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。図５は、本発明の第２実施形態に係る
太陽光パネル取付構造１Ａの縦断面図である。図６は、第２実施形態に係る太陽光パネル
取付構造１Ａの斜視図である。図７は、第２実施形態に係る太陽光パネル取付構造１Ａの
拡大斜視図である。
【００８５】
　第２実施形態は、第１実施形態と比べて、第２屋根材８及び第２支持金具７の構成が主
に異なる。第２実施形態の説明にあたって、第１実施形態の構成と同一の構成については
同一符号を付し、その説明を省略もしくは簡略化する。
【００８６】
　図６に示すように、第２実施形態の太陽光パネル取付構造１Ａは、主に、第１実施形態
の第２屋根材４及び第１支持金具３に代えて、第２屋根材８及び第２支持金具７を備える
。
【００８７】
　第２実施形態に係る太陽光パネル取付構造１Ａは、固定台２２を第１屋根材１３の段差
部分１４に設置する周辺の構成として、図５～図７に示すように、第２防水シート２１（
防水シート）と、固定台２２と、３つのスペーサ部材２３と、３つのシール部材２４と、
第２支持金具７（支持部材）と、新設の第２屋根材８と、架台取付金具５１と、太陽光パ
ネル架台５２と、太陽光発電パネル５３（太陽光パネル）と、第１防水部材９１と、一対
の第２防水部材９２と、を備える。
【００８８】
　第２支持金具７は、図５に示すように、固定台２２の上部に固定される。第２支持金具
７は、第２屋根材８及び太陽光発電パネル５３（図１参照）を支持する。第２支持金具７
は、固定台２２から軒側に延びるように形成される。第２支持金具７は、金属製の板材に
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より形成される。第２支持金具７は、図５に示すように、屋根側取付板部７１と、棟側壁
部７４と、底面板部７５と、軒側壁部７６と、パネル側取付板部７７と、を備える。第２
支持金具７は、棟側から軒側に向かって、屋根側取付板部７１、棟側壁部７４、底面板部
７５、軒側壁部７６、パネル側取付板部７７の順に連続して配置される。
【００８９】
　屋根側取付板部７１は、屋根の傾斜方向に略平行に延びて形成される。屋根側取付板部
７１は、後述する第２屋根材８の第２ルーフ板８１のＬ字状接続部８４の上部に配置され
、固定台２２の上面に固定される。
【００９０】
　棟側壁部７４、底面板部７５及び軒側壁部７６は、下方側に窪む凹形状の収容凹部７０
を構成し、収容凹部７０には、第２屋根材８の第２ルーフ板８１の軒側端部接続板部８３
（後述）が収容される。
【００９１】
　棟側壁部７４は、屋根側取付板部７１の軒側の端部に接続され、下方に向かう壁状に形
成される。
　底面板部７５は、棟側壁部７４の下端部に接続され、屋根の傾斜方向に略平行に軒側に
延びる。
　軒側壁部７６は、底面板部７５の軒側の端部に接続され、上方に向かう壁状に形成され
る。
【００９２】
　パネル側取付板部７７は、軒側壁部７６の下端部に接続され、屋根の傾斜方向に略平行
に軒側に延びる。パネル側取付板部７７の上面には、架台取付金具５１が取り付けられる
。
【００９３】
　新設の第２屋根材８は、図５～図７に示すように、複数の第２ルーフ板８１を有する。
第２ルーフ板８１は、第２屋根材８の傾斜方向に延びる。本実施形態においては、第２ル
ーフ板８１は、棟側の端部側において略Ｌ字状のＬ字状接続部８４を有している。新設の
第２屋根材８は、複数の第２ルーフ板８１を傾斜方向に並べて配置することで、例えば、
平面状の天然石を複数並べた状態を表現した形状に形成される。第２ルーフ板８１は、例
えば、表面に天然石を施したガリバリウム鋼板（登録商標）（ＪＩＳ　Ｇ３３２１に定め
られる、溶融５５％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板）などにより構成される。
【００９４】
　第２ルーフ板８１は、図６に示すように、第２ルーフ板本体８２と、第２ルーフ板本体
８２における軒側の端部に形成される軒側端部接続板部８３と、第１ルーフ板本体４２に
おける棟側の端部に形成されるＬ字状接続部８４と、を有する。
【００９５】
　第２ルーフ板本体８２は、第２屋根材８の傾斜方向に、野地板１２１の傾斜角度よりも
小さい傾斜角度で平面状に延びる。つまり、第２ルーフ板本体８２は、軒側から棟側に向
かうにしたがって、野地板１２１に近づくように傾斜する平面状に形成されている。なお
、第２実施形態の第２ルーフ板本体８２の長さは、例えば、前述の第１実施形態の第１ル
ーフ板本体４２よりも長く形成される。
【００９６】
　軒側端部接続板部８３は、第２ルーフ板本体８２における軒側の端部から斜め下方に延
びる。軒側端部接続板部８３は、図５に示すように、第２支持金具７における棟側壁部７
４、底面板部７５及び軒側壁部７６で構成される収容凹部７０に収容される。軒側端部接
続板部８３は、第２支持金具７の収容凹部７０に収容された状態で、Ｌ字状接続部８４の
立ち上がり板部８４１に、ボルト８０１により共締めされて固定される。
【００９７】
　Ｌ字状接続部８４は、第２ルーフ板本体８２における棟側の端部において、略Ｌ字状に
形成される。Ｌ字状接続部８４は、立ち上がり板部８４１と、上面板部８４２と、を有す
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る。
【００９８】
　立ち上がり板部８４１は、図７に示すように、第２ルーフ板本体８２の棟側の端部から
上方に立ち上がるように形成されている。立ち上がり板部８４１は、ボルト８０１により
、固定台２２の軒側の端面に固定されている。
【００９９】
　上面板部８４２は、立ち上がり板部８４１の上端部から棟側に延びる。上面板部８４２
は、固定台２２の上面と第２支持金具７の屋根側取付板部７１の下面との間に配置され、
図５に示すように、第２支持金具７、第２ルーフ板８１の上面板部８４２及び固定台２２
を貫通したボルト１０３により、第１屋根材１３及び野地板１２１に固定される。
【０１００】
　複数の第２ルーフ板８１は、所定の重なり幅でオーバーラップされて配置されている。
複数の第２ルーフ板８１は、第２屋根材８の傾斜方向の下方側から上方側に向けて順に配
置され、第２ルーフ板８１の軒側の端部に形成されるＬ字状接続部８４の上方に、別の第
１ルーフ板４１の軒側の端部がオーバーラップして配置される。複数の第２ルーフ板８１
は、軒側から棟側に向けて、所定の重なり幅でオーバーラップした状態で、並べて配置さ
れる。
【０１０１】
　第１防水部材９１は、図６及び図７に示すように、固定台２２の長手方向に延びるシー
ト状に形成される。第１防水部材９１は、固定台２２の軒側の端部の上方において、第２
支持金具７の屋根側取付板部７１の上面と、第２ルーフ板８１のＬ字状接続部８４の上面
板部８４２の上面とに跨って貼り付けられている。
【０１０２】
　一対の第２防水部材９２は、屋根の傾斜方向に延びる直方体形状に形成され、第２ルー
フ板８１のＬ字状接続部８４の上面板部８４２の上面において、第２支持金具７における
幅方向の両端部の外側において、屋根の傾斜方向に延びる。
【０１０３】
　次に、第２実施形態の太陽光パネル取付構造１Ａの施工方法について説明する。本実施
形態では、既設の第１屋根材１３は、既に設置されている状態である。
　なお、第１実施形態においては、第２実施形態の太陽光パネル取付構造１の施工方法と
異なる点について、主に説明する。
【０１０４】
　第２実施形態の太陽光パネル取付構造１Ａの施工方法においては、防水シート配置工程
、スペーサ部材配置工程及び固定台配置工程は、第１実施形態と同様であるため、その説
明を省略する。第２実施形態においては、第１実施形態における固定工程の前に、第２屋
根材８の端部を固定台２２と第２支持金具７との間に配置する工程（第２の第２屋根材配
置工程）を行う。
【０１０５】
　前記第１実施形態における防水シート配置工程、スペーサ部材配置工程、固定台配置工
程を順に行い、固定台２２を設置した後に、図５に示すように、第２屋根材８の第２ルー
フ板８１の軒側の端部に形成されるＬ字状接続部８４を、固定台２２の上面及び軒側の端
面に配置する（第２の第２屋根材配置工程）。
【０１０６】
　次に、第２支持金具７、固定台２２及びスペーサ部材２３を、第１屋根材１３、野地板
１２１及び垂木１１に固定すると共に、第２屋根材８の第２ルーフ板８１のＬ字状接続部
８４を、第１屋根材１３、野地板１２１及び垂木１１に固定する（固定工程）。具体的に
は、図２に示すように、固定台２２の長手方向の両端部側における両端部よりも内側にお
いて、ボルト１０２により、固定台２２及び端部側スペーサ部材２３１を、第１屋根材１
３、野地板１２１及び垂木１１に固定する。また、図５に示すように、固定台２２の長手
方向の中央側において、ボルト１０３により、第２支持金具７、第２屋根材８の第２ルー
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フ板８１のＬ字状接続部８４、固定台２２及び中央側スペーサ部材２３２を、野地板１２
１及び第１屋根材１３に固定する。また、図５に示すように、第２ルーフ板８１の軒側端
部接続板部８３を、第２支持金具７の収容凹部７０に収容した状態で、Ｌ字状接続部８４
の立ち上がり板部８４１に重ねて、第２ルーフ板８１の軒側端部接続板部８３及びＬ字状
接続部８４の立ち上がり板部８４１を、ボルト８０１により、固定台２２の軒側の端面に
固定する。
　これらの作業を繰り返し行い、複数の第２ルーフ板８１を、軒側から棟側に向けて、所
定の重なり幅でオーバーラップした状態で、並べて施工する。
【０１０７】
　次に、第２支持金具７のパネル側取付板部７７の上面に固定された架台取付金具５１に
太陽光パネル架台５２（図１参照）を取り付け、太陽光発電パネル５３を、太陽光パネル
架台５２に取り付ける。これにより、太陽光発電パネル５３を、第２支持金具７に取り付
ける（太陽光パネル取付工程）。
【０１０８】
　第２実施形態によれば、前述の第１実施形態と同様の効果が奏される。
【０１０９】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範
囲での変形、改良等は本発明に含まれる。
　例えば、前記実施形態では、スペーサ部材を３つのスペーサ部材で構成したが、これに
限定されない。スペーサ部材を１つ又は２つで構成してもよいし、４つ以上で構成しても
よい。スペーサ部材を１つで構成する場合には、固定台２２の長手方向の全域に亘る長さ
で形成してもよい。
【０１１０】
　前記実施形態では、第１屋根材１３を、複数のスレート１３１を重ねて段差部分を有す
るように構成したが、これに限定されない。例えば、第１屋根材１３を、段差部分を有す
る一体の屋根材により構成してもよい。
【０１１１】
　前記実施形態では、固定台２２を第１屋根材１３の傾斜方向に交差する方向に長く延び
るように形成したが、これに限定されず、固定台２２を第１屋根材１３の傾斜方向に長く
延びるように形成してもよい。
【符号の説明】
【０１１２】
　１　太陽光パネル取付構造
　３　第１支持金具（支持部材）
　４　第２屋根材
　７　第２支持金具（支持部材）
　１１　垂木
　１３　第１屋根材
　１４　段差部分
　２１　第２防水シート（防水シート）
　２１ａ　防水シート上り傾斜面（上り傾斜面）
　２２　固定台
　２３　スペーサ部材
　２３ａ　角部
　２４　シール部材
　５３　太陽光発電パネル（太陽光パネル）
　１４１　上方段差面
　１４２　下方段差面
　２０１　第１端面
　２０２　第２端面
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　２３１　端部側スペーサ部材
　２３２　中央側スペーサ部材
　２４１　側面シール部材（第１シール部材）
　２４１ａ　側方傾斜面（第１傾斜面）
　２４２　棟側端面シール部材（第２シール部材）
　２４２ａ　棟側傾斜面（第２傾斜面）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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