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(57)【要約】
【課題】太陽電池パネルの発電効率を損なうことなく、
簡単な施工方法により支持構造体に太陽電池パネルをよ
り確実に固定することである。
【解決手段】取り付け器具１４は、隣り合う太陽電池パ
ネル１０ａ，１０ｂ同士を重ねることなく受光面１１ａ
，１１ｂに垂直な上下方向に段差を設けて各パネルを支
持構造体である屋根１００に固定する。取り付け器具１
４は、屋根１００に固定される固定部材２０と、段差部
分において隣り合う各パネル同士を固定する接続部材３
０と、を備える。接続部材３０は、上下方向及び受光面
に沿った横方向に対して傾いた斜面を含み、隣り合う各
パネル間に跨って設けられるパネル押え部３１、及び該
押え部の斜面に取り付けられ該押え部を固定部材２０に
締結するための締結部材であるネジ４８を有する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　隣り合う太陽電池パネル同士を重ねることなくパネル受光面に垂直な上下方向に段差を
設けて前記各太陽電池パネルを支持構造体に固定する取り付け器具であって、
　前記支持構造体に固定される固定部材と、
　前記段差部分において隣り合う前記太陽電池パネル同士を固定する接続部材であって、
前記上下方向及び前記パネル受光面に沿った横方向に対して傾いた斜面を含み、隣り合う
前記太陽電池パネルに跨って設けられるパネル押え部、及び前記パネル押え部の前記斜面
に取り付けられ前記パネル押え部を前記固定部材に締結するための締結部材を有する接続
部材と、
　を備える太陽電池パネルの取り付け器具。
【請求項２】
　請求項１に記載の取り付け器具において、
　前記接続部材は、隣り合う前記太陽電池パネルの端部がそれぞれ差し込まれる少なくと
も２つの凹部を有する太陽電池パネルの取り付け器具。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の取り付け器具において、
　前記支持構造体は、野地板と、該野地板に結合部材で固定された複数の平板状の瓦とを
備える屋根であって、
　前記固定部材は、隣接配置される前記各瓦の端部にそれぞれ引っ掛けられる少なくとも
２つの引っ掛け部を有する太陽電池パネルの取り付け器具。
【請求項４】
　請求項３に記載の取り付け器具において、
　前記固定部材は、前記結合部材を挿通可能な貫通孔を有し、前記結合部材により前記瓦
と共に前記野地板に固定される太陽電池パネルの取り付け器具。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の取り付け器具において、
　前記太陽電池パネルのパネル裏面側に設けられ、該パネルの変形を抑制する補強部材を
さらに備え、
　前記補強部材が前記固定部材に締結されている太陽電池パネルの取り付け器具。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の取り付け器具と、
　前記取り付け器具を用いて前記支持構造体に固定された太陽電池パネルと、
　を備える太陽電池装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽電池パネルの取り付け器具及び太陽電池装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　太陽電池パネルの取り付け器具として、締結要素が挿入される孔が形成された板状の固
定部を備え、固定部の一部又は全部が屋根部材同士の重なり部分に挟まれて設けられる器
具が提案されている（特許文献１参照）。なお、特許文献１には、太陽電池パネルがＡ領
域とＢ領域とに分断され、Ｂ領域は棟側の太陽電池パネルに覆われて陰になる部分である
と記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１６３０５８号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示された取り付け器具を用いて太陽電池パネルを屋根に敷設した場合、
上記のように、隣り合う太陽電池パネル同士が重なって配置されるため、パネルの単位面
積当たりの発電量が低下するという問題がある。また、取り付け器具には、簡単な施工方
法により支持構造体に太陽電池パネルをより確実に固定できることが求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る太陽電池パネルの取り付け器具は、隣り合う太陽電池パネル同士を重ねる
ことなくパネル受光面に垂直な上下方向に段差を設けて各太陽電池パネルを支持構造体に
固定する取り付け器具であって、支持構造体に固定される固定部材と、段差部分において
隣り合う太陽電池パネル同士を固定する接続部材であって、上下方向及びパネル受光面に
沿った横方向に対して傾いた斜面を含み、隣り合う太陽電池パネル間に跨って設けられる
パネル押え部、及びパネル押え部の斜面に取り付けられパネル押え部を固定部材に締結す
るための締結部材を有する接続部材と、を備える。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明に係る太陽電池パネルの取り付け器具によれば、太陽電池パネルの発電効率を損
なうことなく、簡単な施工方法により支持構造体に太陽電池パネルをより確実に固定する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施形態の一例である取り付け器具を用いて太陽電池パネルを屋根に取
り付けた状態（太陽電池装置）を示す図である。
【図２】図１において、太陽電池パネルを取り外した状態を示す図である。
【図３】図２において、補強部材を取り外した状態を示す図である。
【図４】図１のＡＡ線断面図である。
【図５】図４のＢ部拡大図である。
【図６】本発明の実施形態の一例である取り付け器具を構成する固定部材の平面図である
。
【図７】図６のＣＣ線断面図である。
【図８】本発明の実施形態の一例である取り付け器具を構成する接続部材の断面図である
。
【図９】本発明の実施形態の他の一例である取り付け器具を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照しながら、本発明に係る実施形態について詳細に説明する。
　実施形態において参照する図面は、模式的に記載されたものであり、図面に描画された
構成要素の寸法比率などは、現物と異なる場合がある。具体的な寸法比率等は、以下の説
明を参酌して判断されるべきである。
【０００９】
　本明細書において、「略＊＊」とは、「略同一」を例に挙げて説明すると、全く同一は
もとより、実質的に同一と認められるものを含む意図である。また、説明の便宜上、方向
を示す用語を使用するが、当該方向は特に断らない限り、取り付け器具により太陽電池パ
ネルが支持構造体に固定された状態における方向を意味する。以下、太陽電池パネルの受
光面に垂直な方向を「上下方向（パネル受光面側が上、パネル裏面側が下）」とし、受光
面に沿った方向を「横方向」とする。
【００１０】
　以下では、本発明の実施形態の一例である取り付け器具１４を用いて、屋根材であるス
レート瓦１０２が敷き詰められた屋根１００に、太陽電池パネル１０を固定する構造を例
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示する。但し、取り付け器具１４により太陽電池パネル１０が固定される屋根材は、スレ
ート瓦１０２に限定されない。取り付け器具１４が適用可能な屋根材としては、例えばア
スファルトシングル、粘土瓦、プレスセメント瓦等の平板状の瓦が挙げられる。
【００１１】
　図１は、屋根１００に取り付けられた太陽電池装置、即ち取り付け器具１４を用いて太
陽電池パネル１０を屋根１００に取り付けた状態を示す。図２は、太陽電池パネル１０を
取り外した状態を、図３は、太陽電池パネル１０及び補強部材５０を取り外した状態をそ
れぞれ示す。各図の矢印は、野地板１０１の傾斜方向を示している（矢印先端側が軒）。
【００１２】
　図１～図３に示すように、屋根１００に取り付けられた太陽電池装置は、複数の太陽電
池パネル１０と、取り付け器具１４とで構成される。太陽電池装置の支持構造体である屋
根１００は、野地板１０１（図４参照）と、該野地板に結合部材である施工ビス１０３を
用いて固定された複数のスレート瓦１０２とを備える。複数のスレート瓦１０２は、平面
視において略矩形形状を有する薄板であって、その短手方向が野地板１０１の傾斜する棟
軒方向に沿うように設けられている。ここで、「平面視における形状」とは、スレート瓦
１０２の表面に対し垂直方向から見た際の平面形状を意味する。
【００１３】
　スレート瓦１０２は、隣接する各瓦の一部が互いに重なるようにして野地板１０１上の
略全域に設けられている。具体的には、軒側のスレート瓦１０２の短手方向長さの半分強
～７割程度を覆うように棟側のスレート瓦１０２が配置され、一部では３枚のスレート瓦
１０２が重なる。なお、隣接するスレート瓦１０２同士は、棟軒方向に直交する方向に対
して瓦の長手方向長さの略半分だけずらして配置される。即ち、棟軒方向に沿って１枚目
と３枚目のスレート瓦１０２同士が、棟軒方向に並んで配置される。
【００１４】
　スレート瓦１０２には、例えば短手方向中央近傍に４つのビス孔１０４が一列に並んで
形成されている。ビス孔１０４は、施工ビス１０３が挿通可能な貫通孔である。本実施形
態では、長手方向中央の２個のビス孔１０４の間隔が他の孔同士の間隔よりも広く設定さ
れている。詳しくは後述するように、取り付け器具１４の固定部材２０は、施工ビス１０
３を利用して野地板１０１に固定される。
【００１５】
　太陽電池パネル１０は、複数の太陽電池素子がガラス板等の保護部材で挟持されたパネ
ルであって、取り付け器具１４を用いてスレート瓦１０２上に設置される。本実施形態で
は、所謂フレームレスパネルを例示しているが、パネル周縁部にフレームが設置された形
態であってもよい。太陽電池パネル１０は、例えば平面視において略矩形形状（受光面１
１に対し垂直方向から見た際の平面形状）を有する。
【００１６】
　太陽電池パネル１０は、スレート瓦１０２と同様に、その短手方向が棟軒方向に沿うよ
うに取り付けられることが好適である。各太陽電池パネル１０は、隣り合うパネル間で長
辺同士、短辺同士がそれぞれ互いに略平行となるように配置される。太陽電池パネル１０
の寸法は、例えば長手方向長さがスレート瓦１０２の長手方向長さの１．５倍～２倍程度
、同様に短手方向長さがスレート瓦１０２の短手方向長さの１倍～４倍程度である。
【００１７】
　取り付け器具１４は、隣り合う太陽電池パネル１０同士を重ねることなく上下方向に段
差を設けて固定する（図４等参照）。また、取り付け器具１４は、各太陽電池パネル１０
の受光面１１を互いに略平行な状態として屋根１００に固定することが好適である。ここ
で、「受光面１１」とは、太陽電池パネル１０の外部から太陽光（５０％超過～１００％
）が主に入射する面を意味する。なお、「裏面１２」とは、受光面１１と反対側の面、即
ち屋根１００と対向する面を意味する。本実施形態では、太陽光の略１００％が受光面１
１から入射する。
【００１８】
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　取り付け器具１４は、屋根１００に固定される固定部材２０と、段差において隣り合う
太陽電池パネル１０同士を固定する接続部材３０とを備える。固定部材２０は、その長手
方向が棟軒方向、即ち太陽電池パネル１０の短手方向に沿うように配置される。接続部材
３０は、その長手方向が固定部材２０の長手方向に直交する方向、即ち太陽電池パネル１
０の長手方向に沿うように配置される。接続部材３０の長さは、固定部材２０の幅よりも
長く、固定部材２０の幅方向両側から接続部材３０が張り出している。なお、取り付け器
具１４は、２枚の太陽電池パネル１０の境界位置以外に設けることもできる。例えば、太
陽電池パネル１０群の端部に取り付け器具１４を設けて、当該器具に化粧カバー１３を取
り付けてもよい。
【００１９】
　取り付け器具１４は、太陽電池パネル１０の変形を抑制する補強部材５０をさらに備え
ることが好適である。固定部材２０は、棟軒方向、即ち太陽電池パネル１０の短手方向に
並んで複数設けられ、補強部材５０は、棟側の固定部材２０から軒側の固定部材２０に亘
って、その長手方向がパネルの短手方向と略平行となるように設けられている。補強部材
５０の幅は、例えば固定部材２０の幅と略同等である。
【００２０】
　本実施形態では、１枚の太陽電池パネル１０が４つの取り付け器具１４を用いて屋根１
００に固定される。隣り合う太陽電池パネル１０が存在する場合、例えば、２つの取り付
け器具１４が隣の太陽電池パネル１０と共有される。各取り付け器具１４は、太陽電池パ
ネル１０の長手方向両端からやや中央側に寄った位置にそれぞれ取り付けられ、上記のよ
うに、太陽電池パネル１０の短手方向に並んで取り付けられている。
【００２１】
　以下、図４～図８を参照して、取り付け器具１４の構成をさらに詳説する。
　図４は図１のＡＡ線断面図、図５は図４のＢ部拡大図である。図６，７は固定部材２０
を抜き出して示す図であり、図８は接続部材３０を抜き出して示す図である。図７は、図
６のＣＣ線断面、即ち固定部材２０を長手方向に沿って切断した断面を示す。
【００２２】
　図４，５に示すように、取り付け器具１４は、棟側の太陽電池パネル１０ａと、軒側の
太陽電池パネル１０ｂとの境界位置に設けられる。当該境界位置には段差が形成され、か
かる段差に接続部材３０が設けられる。換言すると、接続部材３０により太陽電池パネル
１０ａ，１０ｂの間に段差が形成された状態で各パネルが固定される。段差では、上下方
向だけでなく横方向に対しても、各パネルの端部間に隙間が存在することが好適である。
即ち、隣り合う各パネルは、受光面１１ａ，１１ｂ側から平面視したときに互いに重なり
合わないことが好適である。
【００２３】
　取り付け器具１４は、屋根１００に固定された固定部材２０に、接続部材３０及び補強
部材５０が締結された構造を有する。１つの固定部材２０に対して、１つの接続部材３０
と、太陽電池パネル１０ａ用の補強部材５０ａ及び太陽電池パネル１０ｂ用の補強部材５
０ｂとがそれぞれ締結される。なお、各補強部材５０ａ，５０ｂは、各パネルの裏面１２
ａ，１２ｂに接して配置されてもよいし、各裏面との間に隙間をあけて配置されてもよい
。固定部材２０は、施工ビス１０３によりスレート瓦１０２と共に野地板１０１に固定さ
れ、またスレート瓦１０２に引っ掛けられることで、屋根１００に固定されている。
【００２４】
　固定部材２０は、基部２１と、隣接配置されるスレート瓦１０２の端部にそれぞれ引っ
掛けられる引っ掛け部２２，２３とを有することが好適である。なお、基部２１とは、引
っ掛け部２２，２３以外の部分である。基部２１は、接続部材３０等が締結される部分で
ある締結部２１ｚと、スレート瓦１０２を野地板１０１に固定するための施工ビス１０３
が挿入される貫通孔であるビス孔２４とを有する。固定部材２０は、複数の部材を溶接等
により結合して構成されてもよいが、本実施形態では、１枚の金属板を曲げ加工等して構
成されている。基部２１は、幅方向両側に長手方向に沿って延びる補強板２５ａ，２５ｂ
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を有することが好適である。
【００２５】
　図６に示すように、基部２１は、例えば平面視において略矩形形状（基部２１の表面に
対し垂直方向から見た際の平面形状）を有する。基部２１は、長手方向一端側に締結部２
１ｚを有し、長手方向他端側にビス孔２４を有する。本実施形態では、基部２１の長手方
向他端近傍において、幅方向両側に２つのビス孔２４が形成されている。固定部材２０は
、ビス孔２４をスレート瓦１０２のビス孔１０４に重ねて各孔に施工ビス１０３を挿入し
、該ビスを野地板１０１に打ち込むことで固定される。
【００２６】
　図７に示すように、締結部２１ｚは、基部２１の一部が金属板の厚み方向一方側（上方
）に突出した形状を有することが好適である。締結部２１ｚは、頂部が略平坦で２つの斜
面が略均等な長さ及び傾斜角度を有する山型に形成されている。締結部２１ｚの各斜面に
は、接続部材３０及び補強部材５０を締結するためのネジ２７ａ，２７ｂが挿入されるネ
ジ孔２６ａ，２６ｂが設けられている。
【００２７】
　固定部材２０は、締結部２１ｚの近傍である基部２１の長手方向一端側に引っ掛け部２
２を有し、ビス孔２４の近傍である基部２１の長手方向他端側に引っ掛け部２３を有する
。そして、引っ掛け部２２は、軒側のスレート瓦１０２ｂの端部に、引っ掛け部２３は、
スレート瓦１０２ｂの上に重なる棟側のスレート瓦１０２ａの端部にそれぞれ引っ掛けら
れることが好適である。これにより、固定部材２０の浮き上がりが抑制され、太陽電池パ
ネル１０を確実に固定することが可能となる。なお、固定部材２０は、スレート瓦１０２
ｂ用の施工ビス１０３を利用して野地板１０１に固定される。
【００２８】
　引っ掛け部２２は、基部２１の裏面側に形成された略Ｌ字形状を有する部分である。な
お、略Ｌ字形状とは、固定部材２０を断面視又は側面視したときの形状である（引っ掛け
部２３についても同様）。本実施形態では、固定部材２０を構成する金属板の長手方向一
端側を締結部２１ｚの突出方向と反対側に折り返すことで引っ掛け部２２が形成されてい
る。引っ掛け部２２の先端は、締結部２１ｚの下方まで延びている。引っ掛け部２２と基
部２１との間には、スレート瓦１０２ｂを差し込み可能な隙間（凹部）が形成されており
、スレート瓦１０２ｂの端部を当該隙間に差し込むことができる。これにより、引っ掛け
部２２がスレート瓦１０２ｂの端部に引っ掛けられる。スレート瓦１０２ｂの端部は、例
えば、引っ掛け部２２と基部２１とにより厚み方向両側から挟持される。
【００２９】
　引っ掛け部２３は、基部２１の上面側に形成された略Ｌ字形状を有する部分である。即
ち、引っ掛け部２３は、締結部２１ｚと同じ方向に突出している。本実施形態では、固定
部材２０を構成する金属板に略コの字状の切り込みを形成し、該切り込みで囲まれた部分
をＬ字状に曲げ加工して形成されている。引っ掛け部２３は、ビス孔２４よりも締結部２
１ｚ側に形成されている。引っ掛け部２３と基部２１との間には、スレート瓦１０２ａを
差し込み可能な隙間（凹部）が形成されており、スレート瓦１０２ａの端部を当該隙間に
差し込むことができる。これにより、引っ掛け部２３がスレート瓦１０２ａの端部に引っ
掛けられる。スレート瓦１０２ａの端部は、例えば、引っ掛け部２３と基部２１とにより
厚み方向両側から挟持される。
【００３０】
　接続部材３０は、上記のように、段差に設けられて隣り合う２枚の太陽電池パネル１０
ａ，１０ｂを接続する部材である。接続部材３０は、太陽電池パネル１０ａ，１０ｂに跨
って設けられるパネル押え部３１と、該押え部を固定部材２０に締結するための締結部材
であるネジ４８とを有する。接続部材３０は、さらに台座部３２を有することが好適であ
る。台座部３２は、ネジ４８によりパネル押え部３１と締結される本体部４０と、ネジ２
７ａ，２７ｂにより固定部材２０の締結部２１ｚにそれぞれ締結される２つの脚部４１ａ
，４１ｂとを含む。
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【００３１】
　パネル押え部３１は、太陽電池パネル１０ａ，１０ｂ上に配置され、固定部材２０に締
結される金具である。パネル押え部３１は、太陽電池パネル１０ａ，１０ｂの配列方向に
傾いた斜面部３３を有する。また、パネル押え部３１は、太陽電池パネル１０ａの端部が
差し込まれる凹部３４と、台座部３２に押し付けられる押圧部３５とを有することが好適
である。凹部３４は、パネル押え部３１の上端に、押圧部３５は、パネル押え部３１の下
端にそれぞれ設けられている。即ち、斜面部３３の両側に凹部３４及び押圧部３５がそれ
ぞれ設けられている。
【００３２】
　斜面部３３は、太陽電池パネル１０ａ側を上、太陽電池パネル１０ｂ側を下として傾斜
した斜面を有する。斜面部３３の傾斜角度は、例えば横方向対して、即ち受光面１１ａ，
１１ｂに対して２０°～５０°程度（棟側に対する角度）であることが好ましい。斜面部
３３には、ネジ４８が挿入されるネジ孔３９が形成される。ネジ孔３９は、ネジ４８の軸
方向が斜面部３３の斜面に対して略垂直となるように形成されることが好適である。これ
により、ネジ４８の締結が容易になり、良好な施工性が得られるだけでなく、受光面１１
ａ、１１ｂに対して略平行な荷重及び略垂直な荷重の両方に締結力を発揮することができ
る。
【００３３】
　凹部３４は、太陽電池パネル１０ａの受光面１１ａ及び側面を覆う爪部３６と、太陽電
池パネル１０ａを裏面１２ａ側から支える支持部３７とにより形成されている。ここで、
「側面」とは、太陽電池パネル１０ａの厚み方向に沿った面である。爪部３６は棟側に延
びる略Ｌ字形状を有しており、支持部３７と共に略コの字形状の凹部３４を形成している
。なお、かかる凹部３４等の形状は、これらを断面視又は側面視したときの形状である（
凹部４２についても同様）。凹部３４に差し込まれた太陽電池パネル１０ａの端部は、爪
部３６及び支持部３７により厚み方向の両側から挟まれて支持される。凹部３４には、パ
ネル端部の損傷を防止するために緩衝材４７ａを設けることが好適である。
【００３４】
　凹部３４を形成する支持部３７には、係合部３８を設けることができる。係合部３８は
、台座部３２の本体部４０に設けられた凸状部である係合部４４が嵌合する凹状部である
。係合部３８，４４を設けることにより、例えば、パネル押え部３１と台座部３２との位
置合わせが容易になり、また両部材の位置ずれを防止することができる。なお、係合部３
８，４４は、互いに嵌合等する形状であればよく、係合部３８が凸状部で係合部４４が凹
状部であってもよい。
【００３５】
　押圧部３５は、斜面部３３の下端から軒側に延びた部分であって、ネジ４８を締め付け
ることで台座部３２の本体部４０に押し付けられる。後述するように、太陽電池パネル１
０ｂの端部は、本体部４０に設けられた凹部４２に差し込まれる。押圧部３５は、凹部４
２を形成する爪部４３の上面に押し付けられる。
【００３６】
　台座部３２は、上記のように、本体部４０及び２つの脚部４１ａ，４１ｂを有し、ネジ
４８によりパネル押え部３１が締結され、且つネジ２７ａ，２７ｂにより固定部材２０に
締結される金具である。即ち、パネル押え部３１は、台座部３２を介して固定部材２０に
締結される。
【００３７】
　本体部４０には、太陽電池パネル１０ｂの受光面１１ｂ及び側面を覆い、脚部４１ｂの
上面と共に凹部４２を形成する爪部４３が設けられている。爪部４３は、爪部３６と同様
に略Ｌ字形状を有するが、爪部４３が延びる方向は爪部３６と逆の軒側である。爪部４３
と脚部４１ｂの上面との間には、太陽電池パネル１０ｂの端部が差し込み可能な隙間が形
成されており、当該隙間が凹部４２となる。凹部４２に差し込まれた太陽電池パネル１０
ｂの端部は、爪部４３及び脚部４１ｂにより厚み方向の両側から挟まれて支持される。凹
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部４２には、凹部３４の場合と同様に緩衝材４７ｂを設けることが好適である。
【００３８】
　本体部４０には、ネジ４８が挿入されるネジ孔４５が形成されている。パネル押え部３
１と台座部３２は、ネジ４８がネジ孔４５に挿入されて締め付けられることで互いに連結
される。ネジ４８は、１つであってもよいが、好ましくは接続部材３０の長手方向に沿っ
て複数（例えば、２つ又は３つ）設けられる。本体部４０には、ネジ４８が挿入される部
分を挟んで爪部４３と反対側に上記の係合部４４が設けられている。
【００３９】
　脚部４１ａ，４１ｂは、固定部材２０の締結部２１ｚに対応した形状を有する。脚部４
１ａ，４１ｂは、本体部４０の両側から延びて、締結部２１ｚの頂部及び各斜面に沿った
形状をそれぞれ有する。そして、脚部４１ａ，４１ｂには、固定部材２０のネジ孔２６ａ
，２６ｂと重なる位置にネジ孔４６ａ，４６ｂがそれぞれ形成されている。
【００４０】
　補強部材５０ａ，５０ｂは、太陽電池パネル１０ａ，１０ｂの裏面１２ａ，１２ｂ側に
配置され、それぞれ太陽電池パネル１０ａ，１０ｂの変形を抑制するための部材である。
これにより、例えば太陽電池パネルに荷重が加わった場合にパネルの撓みや損傷を抑制す
ることができ、また取り付け器具１４の変形や浮き上がりをさらに抑制できる。また、補
強部材５０ａ，５０ｂは、２つの固定部材に締結されているので、例えばパネル同士の距
離を一定に保つ機能を有する。補強部材５０ａは、太陽電池パネル１０ａの裏面１２ａに
当接するバー材５１ａと、バー材５１ａを固定部材２０に締結するための連結部材５２ａ
とを有する。補強部材５０ｂは、補強部材５０ａと同様に、バー材５１ｂ及び連結部材５
２ｂを有する。以下、補強部材５０ａを例に挙げて、具体的な構成を説明する。
【００４１】
　バー材５１ａには、例えば金属製の角管又はその上面の一部を切除したものを用いるこ
とができる。バー材５１ａは、太陽電池パネル１０ａの短手方向に沿って設けられ、その
長手方向端部がそれぞれ別の固定部材２０に締結されている。バー材５１ａには、連結部
材５２ａとの締結に用いられるネジ５６ａが挿入されるネジ孔５３ａが形成されている。
なお、バー材５１ａは、太陽電池パネル１０ａの損傷を防止するため、パネルと接する恐
れがある部分に緩衝材５７ａを有することが好適である。
【００４２】
　連結部材５２ａは、所謂ジョイント金具である。バー材５１ａには、固定部材２０のネ
ジ孔２６ａ及び接続部材３０のネジ孔４６ａに対応する位置にネジ孔５４ａが、バー材５
１ａのネジ孔５３ａに対応する位置にネジ孔５５ａがそれぞれ形成されている。そして、
ネジ２７ａ及びネジ５６ａにより、連結部材５２ａを介してバー材５１ａが固定部材２０
に締結される。
【００４３】
　上記構成を備える取り付け器具１４、及び太陽電池パネル１０ａ，１０ｂは、例えば、
以下の手順で屋根１００に取り付けることができる。
【００４４】
　まず初めに、固定部材２０をスレート瓦１０２ａ，１０２ｂの端部に引っ掛け、スレー
ト瓦１０２ｂ用の施工ビス１０３を利用して野地板１０１に固定する。具体的には、固定
部材２０の引っ掛け部２２をスレート瓦１０２ｂの端部に引っ掛け、次にビス孔２４に施
工ビス１０３を挿入してスレート瓦と共に固定部材２０を野地板１０１に固定する。そし
て、スレート瓦１０２ｂの上に配置されるスレート瓦１０２ａの端部を引っ掛け部２３と
基部２１との間に差し込む。これにより、固定部材２０は、２枚のスレート瓦１０２ａ，
１０２ｂに引っ掛けられた状態となる。
【００４５】
　続いて、接続部材３０の台座部３２を固定部材２０の基部２１に締結する。このとき、
補強部材５０の連結部材５２ａ，５２ｂも基部２１に締結する。具体的には、台座部３２
の脚部４１ａ，４１ｂを基部２１の締結部２１ｚの上に配置し、さらに連結部材５２ａ，
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５２ｂを脚部４１ａ，４１ｂの上にそれぞれ配置して、ネジ孔２６ａ，２６ｂの位置にネ
ジ孔４６ａ，４６ｂ及びネジ孔５４ａ，５４ｂをそれぞれ重ねる。そして、ネジ２６ａ，
２６ｂを用いて脚部４１ａ，４１ｂ及び連結部材５２ａ，５２ｂを締結部２１ｚに締結す
る。連結部材５２ａ，５２ｂには、ネジ５６ａ，５６ｂを用いてバー材５１ａ，５１ｂを
それぞれ締結する。
【００４６】
　続いて、太陽電池パネル１０ｂをバー材５１ｂの上に配置し、台座部３２の凹部４２に
該パネルの端部を差し込む。次に、太陽電池パネル１０ａをバー材５１ａの上に配置して
、接続部材３０のパネル押え部３１の凹部４２に該パネルの端部を差し込み、この状態で
ネジ４８を用いてパネル押え部３１を台座部３２に締結する。ネジ４８は、斜面部３３の
斜面に対して略垂直に取り付けられるため、良好な施工性が得られる。こうして、隣り合
う太陽電池パネル１０ａ，１０ｂは、互いに重なり合うことなく接続部材３０により固定
され、接続部材３０を介して固定部材２０に固定される。なお、隣り合う太陽電池パネル
１０ａ，１０ｂの間には、段差が形成される。
【００４７】
　以上のように、取り付け器具１４によれば、太陽電池パネル１０の発電効率を損なうこ
となく、簡単な施工方法により屋根１００に対して太陽電池パネル１０をより確実に固定
することができる。取り付け器具１４は、低床で意匠性に優れた取り付け構造を実現でき
る。
【００４８】
　上記実施形態は、本発明の目的を損なわない範囲で適宜設計変更できる。
　例えば、図９に例示するように、補強部材５０を設けない構成とすることもできる。こ
の場合、基部２１の締結部２１ｚには、ネジ２６ａ，２６ｂにより接続部材３０の台座部
３２のみが締結される。
【符号の説明】
【００４９】
　１０，１０ａ，１０ｂ　太陽電池パネル、１１，１１ａ，１１ｂ　受光面、１２，１２
ａ，１２ｂ　裏面、１３　化粧カバー、１４　取り付け器具、２０　固定部材、２１　基
部、２１ｚ　締結部、２２，２３　引っ掛け部、２４，１０４　ビス孔、２５ａ，２５ｂ
　補強板、２６ａ，２６ｂ，３９，４５，４６ａ，４６ｂ，５３ａ，５３ｂ，５４ａ，５
４ｂ，５５ａ，５５ｂ　ネジ孔、２７ａ，２７ｂ，４８，５６ａ，５６ｂ　ネジ、３０　
接続部材、３１　パネル押え部、３２　台座部、３３　斜面部、３４，４２　凹部、３５
　押圧部、３６，４３　爪部、３７　支持部、３８，４４　係合部、４０　本体部、４１
ａ，４１ｂ　脚部、４７ａ，４７ｂ，５７ａ，５７ｂ　緩衝材、５０，５０ａ，５０ｂ　
補強部材、５１ａ，５１ｂ　バー材、５２ａ，５２ｂ　連結部材、１００　屋根、１０１
　野地板、１０２，１０２ａ，１０２ｂ，１０２ｃ　スレート瓦、１０３　施工ビス
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