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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タイトフレームと既設折板屋根とを固定する既設ボルトと既設ナットとに固定される既
設折板屋根用固定金具であって、下面に前記既設ナットが嵌め込まれる凹部が形成され、
上面にすり鉢状の凹陥部が形成され、中心部に前記既設ボルトの貫通孔が形成された締付
け金具と、前記凹陥部の中央部に前記締付け金具と一体に形成された、軸心部に前記既設
ボルトが螺合する雌ねじが形成された新設ボルトと、前記新設ボルトに螺合する新設ナッ
トとからなり、前記凹部の内面には、前記既設ナットに食い込む突起が形成され、前記締
付け金具と前記新設ボルトの上端を除く部分には、高さ方向に亘って少なくとも１本のス
リットが形成されていることを特徴とする既設折板屋根用固定金具。
【請求項２】
　前記突起は、雌ねじによって形成されていることを特徴とする、請求項１に記載の既設
折板屋根用固定金具。
【請求項３】
　前記スリットは、対向して２本形成されていることを特徴とする、請求項１または２に
記載の既設折板屋根用固定金具。
【請求項４】
　前記スリットは、逆Ｖ字状に形成されていることを特徴とする、請求項１から３の何れ
か１つに記載の既設折板屋根用固定金具。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　この発明は、既設折板屋根用固定金具、特に、タイトフレームに取り付けられた既設折
板屋根上に新設の折板屋根を固定して屋根を改修したり、あるいは、既設折板屋根に太陽
光パネル等の設備を設置する際に使用される既設折板屋根用固定金具に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　タイトフレームに取り付けられた既設折板屋根上に新設の折板屋根を固定して屋根を改
修する場合に使用される既設折板屋根用固定金具の一例が特許文献１に開示されている。
以下、この固定金具を従来固定金具といい、図面を参照しながら説明する。
【０００３】
　図４は、従来固定金具を示す斜視図である。
【０００４】
　図４に示すように、従来固定金具Ａは、先端が鋭角に形成されたボルト部２１と、ボル
ト部２１の下部に形成された、新設の折板屋根の受け部２２と、受け部２２の下方部に形
成されたナット部２３とからなっている。
【０００５】
　従来固定金具Ａにより既設折板屋根上に新設の折板屋根を固定する方法を、図面を参照
しながら説明する。
【０００６】
　図５（ａ）は、既設折板屋根から突出した固定ボルトに従来固定金具Ａをねじ込む状態
を示す部分断面図、図５（ｂ）は、従来固定金具Ａのボルト部に新設の折板屋根を打ち込
んだ状態を示す部分断面図、図５（ｃ）は、従来固定金具Ａにより新設の折板屋根を固定
した状態を示す部分断面図である。
【０００７】
　なお、図５（ａ）から（ｃ）に示すように、既設折板屋根２４は、折板屋根２４と同一
形状に波状に湾曲したタイトフレーム２５に既設ボルト２６と既設ナット２７により固定
されている。既設ボルト２６の上端部は、タイトフレーム２５および既設折板屋根２４を
貫通して折板屋根２４上に突出し、突出した既設ボルト２６に止水パッキン２８と座金２
９を介して既設ナット２７がねじ込まれ、これにより既設折板屋根２４がタイトフレーム
２５に固定されている。
【０００８】
　従来固定金具Ａによって既設折板屋根２４上に新設の折板屋根３０を固定するには、図
５（ａ）に示すように、既設折板屋根２４から突出した既設ボルト２６に従来固定金具Ａ
のナット部２３をねじ込んで、従来固定金具Ａを既設ボルト２６に固定する。
【０００９】
　次いで、図５（ｂ）に示すように、従来固定金具Ａのボルト部２１に新設の折板屋根３
０をあてがい、ハンマー等の工具により新設の折板屋根３０に打撃を与えて新設の折板屋
根３０を打ち抜く。打ち抜かれた新設の折板屋根３０は、従来固定金具Ａの受け部３２の
位置まで落とし込まれる。
【００１０】
　次いで、同図に示すように、新設の折板屋根３０から突出した従来固定金具Ａのボルト
部２１に止水パッキン３１と座金３２を介して新設ナット３３をねじ込む。
【００１１】
　このようにして、図２（ｃ）に示すように、従来固定金具Ａにより既設折板屋根２４上
に新設の折板屋根３０が固定され、屋根が改修される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
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【特許文献１】特開２００１－７３５０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　上記従来固定金具Ａによれば、既設折板屋根２４上に新設の折板屋根３０を固定するこ
とはできるが、以下のような問題があった。
【００１４】
　既設折板屋根２４と新設の折板屋根３０とは、既設ボルト２６と従来固定金具Ａのナッ
ト部２３との螺合のみによって固定されているので、既設ボルト２６の強度が錆等によっ
て低下している場合には、新設の折板屋根３０の十分に高い固定強度が得られないおそれ
があった。
【００１５】
　従って、この発明の目的は、既設ボルトと新設ボルトとの螺合と、新設ナットの締め付
けによる、既設ナットへの締付け金具の突起の食い込みとの相乗効果によって、既設折板
屋根に強固に固定することができる既設折板屋根用固定金具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　この発明は、上記目的を達成するためになされたものであって、下記を特徴とするもの
である。
【００１７】
　請求項１記載の発明は、タイトフレームと既設折板屋根とを固定する既設ボルトと既設
ナットとに固定される既設折板屋根用固定金具であって、下面に前記既設ナットが嵌め込
まれる凹部が形成され、上面にすり鉢状の凹陥部が形成され、中心部に前記既設ボルトの
貫通孔が形成された締付け金具と、前記凹陥部の中央部に前記締付け金具と一体に形成さ
れた、軸心部に前記既設ボルトが螺合する雌ねじが形成された新設ボルトと、前記新設ボ
ルトに螺合する新設ナットとからなり、前記凹部の内面には、前記既設ナットに食い込む
突起が形成され、前記締付け金具と前記新設ボルトの上端を除く部分には、高さ方向に亘
って少なくとも１本のスリットが形成されていることに特徴を有するものである。
【００１８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１記載の発明において、前記突起は、雌ねじによって
形成されていることに特徴を有するものである。
【００１９】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の発明において、前記スリットは、
対向して２本形成されていることに特徴を有するものである。
【００２０】
　請求項４に記載の発明は、請求項１から３の何れか１つに記載の発明において、前記ス
リットは、逆Ｖ字状に形成されていることに特徴を有するものである。
【発明の効果】
【００２１】
　この発明によれば、既設ボルトと新設ボルトとの螺合と、新設ナットの締め付けによる
、既設ナットへの締付け金具の突起の食い込みとの相乗効果によって、既設折板屋根に強
固に固定することができる既設折板屋根用固定金具を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】この発明の既設折板屋根用固定金具Ｂを既設ボルトおよび既設ナットに固定した
状態を示す断面図である。
【図２】既設ボルトと既設ナットとによりタイトフレームに固定された既設折板屋根を示
す断面図である。
【図３】この発明の既設折板屋根用固定金具Ｂの締付け金具に既設ナットを嵌め込んだ状
態を示す断面図である。
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【図４】従来固定金具を示す斜視図である。
【図５】（ａ）は従来固定金具Ａによって既設折板屋根上に新設の折板屋根を固定する状
態を示す部分断面図であり、（ｂ）は従来固定金具Ａのボルト部に新設の折板屋根を打ち
込んだ状態を示す部分断面図であり、（ｃ）は従来固定金具Ａにより新設の折板屋根を固
定した状態を示す部分断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　この発明の既設折板屋根用固定金具Ｂ（以下、単に、この発明の固定金具Ｂという場合
もある。）の一実施態様を、図面を参照しながら説明する。
【００２４】
　図１は、この発明の固定金具Ｂを既設ボルトおよび既設ナットに固定した状態を示す断
面図、図２は、既設ボルトと既設ナットとによりタイトフレームに固定された既設折板屋
根を示す断面図、図３は、この発明の固定金具Ｂの締付け金具に既設ナットを嵌め込んだ
状態を示す断面図である。
【００２５】
　図１から図３に示すように、この発明の固定金具Ｂは、締付け金具１と新設ボルト２と
新設ナット３とからなっている。この発明の固定金具Ｂは、既設ボルト４と既設ナット５
とにより既設折板屋根６に固定されている。なお、既設折板屋根６は、既設ボルト４と既
設ナット５とにより座金１３を介してタイトフレーム７に固定されている（図２参照）。
【００２６】
　締付け金具１は、平面形状が、例えば円形状に形成され、下面には、既設ナット５が嵌
め込まれる凹部８が形成され、上面には、すり鉢状の凹陥部９が形成され、中心部には、
既設ボルト４の貫通孔１０が形成されている。凹部８の内面には、既設ナット３に食い込
む突起８ａが形成されている。突起８ａは、凹部８の内面を歯状に突出させて形成する以
外に、雌ねじによって形成しても良い。
【００２７】
　新設ボルト２は、凹陥部９の中央部に締付け金具１と一体に形成され、軸心部に既設ボ
ルト４が螺合する雌ねじ１１が形成されている。既設ボルト４は、雌ねじ１１と螺合して
、新設ボルト２と既設ボルト４とが強固に連結する。
【００２８】
　締付け金具１と新設ボルト２の上端を除く部分とには、その高さ方向に亘ってスリット
１２が逆Ｖ字状に形成されている。スリット１２は、新設ナット３を締め付けたときに、
締付け金具１を内側に変形させ、凹部８の内面に形成された突起８ａを既設ナット５に食
い込ませる機能を有している。スリット１２は、１本、または、対向して２本、あるいは
、それ以上、形成しても良い。
【００２９】
　新設ナット３は、これを新設ボルト２に螺合させ、締め付けると、新設ナット３の下面
は、締付け金具１の上面と接触するが、締付け金具１の上面には、すり鉢状の凹陥部９が
形成されているので、新設ナット３の下面は、締付け金具１の上面両端部と点接触する。
この結果、新設ナット３をさらに締め付けると、締付け金具１は、その突起８ａが既設ナ
ット５に食い込む方向に内側に変形する。これによって、既設ナット５に錆等が生じてい
ても、締付け金具１は、既設ナット５に強固に固定される。
【００３０】
　このように構成されている、この発明の固定金具Ｂは、以下のようにして、既設折板屋
根６に固定される。
【００３１】
　図３に示すように、締付け金具１の凹部８内に既設ナット５を回転させながら嵌め込む
。これによって、締付け金具１の貫通孔１０から突出した既設ボルト４の上部は、新設ボ
ルト２の雌ねじ１１にねじ込まれる。この結果、新設ボルト２は、既設ボルト４と螺合し
て、新設ボルト２は、既設ボルト４に固定される。
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【００３２】
　次いで、新設ナット３を新設ボルト２に螺合させてねじ込む。これによって、新設ナッ
ト３の下面と締付け金具１の上面両端部とが点接触する。さらに新設ナット３を締め付け
ると、締付け金具１は、スリット１２が形成されているので、内側に変形して、突起８ａ
が既設ナット３に食い込む。この結果、締付け金具１は、既設ナット５に固定される。
【００３３】
　以上のようにして、この発明の固定金具Ｂは、既設ボルト４と新設ボルト２との螺合と
、新設ナット３の締め付けによる、既設ナット５への締付け金具１の突起８ａの食い込み
との相乗効果によって、既設折板屋根６に強固に固定される。
【００３４】
　従って、新設ボルト２を利用して、既設折板屋根６上に新設の折板屋根を固定したり、
既設折板屋根６への太陽光パネル等を設備すれば、屋根の改修や、種々の設備の設置が容
易に確実かつ安全に行える。
【符号の説明】
【００３５】
　Ａ：従来固定金具
　Ｂ：この発明の固定金具
　１：締付け金具
　２：新設ボルト
　３：新設ナット
　４：既設ボルト
　５：既設ナット
　６：既設折板屋根
　７：タイトフレーム
　８：凹部
　８ａ：突起
　９：凹陥部
１０：貫通孔
１１：雌ねじ
１２：スリット
１３：座金
２１：ボルト部
２２：受け部
２３：ナット部
２４：既設折板屋根
２５：タイトフレーム
２６：既設ボルト
２７：既設ナット
２８：止水パッキン
２９：座金
３０：新設折板屋根
３１：止水パッキン
３２：座金
３３：新設ナット
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