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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋根の構造材に取付けられる固定部材と、
　該固定部材に対して上方から被せられている板状の板金屋根と、
　該板金屋根における前記固定部材の直上の部位に載置されている受部材と、
　前記固定部材と前記板金屋根と前記受部材とを締結している締結部材と
を具備している屋根材であり、
　前記固定部材は、
　平板状のベース部と、
　該ベース部から互いに間隔をあけて上方へ延出している一対の立壁部と、
　一対の該立壁部の夫々の上端から互いに接近する方向へ延出しており、先端同士の間に
一定の間隔の開口部を形成している一対の天壁部と
を備え、断面形状が単一の押出型材からなり、
　前記板金屋根は、
　下端から上方へ向かうに従って互いに離隔しており、上端辺同士の間隔が前記開口部の
間隔よりも広い案内部と、
　該案内部の夫々の上端辺から上方へ延出しており、上辺同士の間隔が前記開口部の間隔
よりも狭い一対の変形部と、
　一対の該変形部の夫々の上辺から互いに離隔する方向へ水平に延びている一対の天部と
、
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　一対の該天部の夫々の先端辺から下方へ延出している一対の側部と、
　一対の該側部の夫々の下端辺から互いに離隔する方向へ水平に延びている一対の平面部
と
を備え、断面形状が単一で金属板を屈曲させて形成されており、前記案内部及び一対の前
記変形部が、弾性変形させられて上方から前記開口部を通して一対の前記立壁部の間に挿
入されていると共に、一対の前記天部が、一対の前記天壁部の上面に夫々当接しており、
　前記受部材は、
　前記開口部と対応する位置において、上下に貫通している挿通孔を、備えており、
　前記締結部材は、
　平行な二辺の長さが、前記開口部の間隔よりも長く前記案内部の上端辺同士の間隔より
も短い四角形で平板状に水平に延びている基板部、及び該基板部の中央において、上方へ
突出している雄ネジ部、又は、上下に貫通している雌ネジ部、を有している下締結部材と
、
　該下締結部材が前記雄ネジ部を有する場合は、該雄ネジ部に螺合されるナットからなり
、前記下締結部材が前記雌ネジ部を有する場合は、該雌ネジ部に螺合されるボルト部を有
する頭付ボルトからなる上締結部材と
を備え、
　前記基板部が、前記平行な二辺が延びている長手方向を、一対の前記立壁部が対向して
いる方向へ向けて、前記案内部と一対の前記変形部とで囲まれている空間内に、挿入され
ている状態で、一対の前記変形部の間と前記受部材の前記挿通孔とを通って上方に突出し
ている前記雄ネジ部に螺合されている前記ナット、又は、上方から前記挿通孔を通って前
記ボルト部が前記雌ネジ部に螺合されている前記頭付ボルト、の何れかの締付けによる前
記基板部の上昇によって、一対の前記変形部が変形させられて一対の前記天壁部の夫々の
下面に当接していることにより、前記固定部材と前記板金屋根と前記受部材とを前記締結
部材が締結している
ことを特徴とする屋根材。
【請求項２】
　前記板金屋根は、
　一対の前記変形部の夫々に、折返されて屈曲している係止部を有していることを特徴と
する請求項１に記載の屋根材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属板を屈曲させて形成された板金屋根を備えている屋根材に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　屋根材として、金属板を屈曲させて形成された板金屋根を備えている瓦棒屋根材が知ら
れている。瓦棒屋根材は、金属板の両端を上方へ屈曲させた板金屋根と、上方へ開放され
ている断面コ字形に形成されており、板金屋根同士の間において屋根の構造材（ここでは
野地板）に取付けられる吊子と、吊子を間にした屋根材の端部同士を上方から覆うキャッ
プと、を備えている。この瓦棒屋根材は、板金屋根、吊子、及びキャップの夫々の端部同
士を重ね合わせた状態で、巻き込むように屈曲させてカシメることで、板金屋根同士を連
結している。この板金屋根同士を連結している部位は、屋根の傾斜方向へ棒状に延びてい
ることから、瓦棒と呼ばれている。
【０００３】
　しかしながら、従来の瓦棒屋根材は、各瓦棒毎に、板金屋根の全長に亘ってカシメ作業
を行う必要があり、手間がかかる問題があった。また、板金屋根、吊子、及びキャップが
、夫々薄い金属板で形成されていると共に、瓦棒の内部が中空となっているため、作業者
が誤って瓦棒の上に乗った場合、瓦棒が潰れてしまう恐れがあった。
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【０００４】
　ところで、上記のような従来の瓦棒屋根材が葺かれた屋根上に、太陽電池モジュールや
太陽熱温水器等のような屋根上設置物を設置する場合、瓦棒の部位に、屋根上設置物を取
付けるための取付金具を取付けている。この取付金具として、瓦棒の上面に載置された状
態で、一対の側板部により瓦棒を両側から挟むと共に、一対の側板部の夫々の下端を瓦棒
の屈曲させた部位に引掛けるようにしたものが提案されている（特許文献１）。
【０００５】
　しかしながら、従来の瓦棒屋根材では、板金屋根、吊子、及びキャップが、夫々薄い金
属板で形成されていると共に、瓦棒の内部が中空となっているため、特許文献１の技術の
ような取付金具が取付けられた場合、取付金具に取付けられる屋根上設置物の重量によっ
ては、瓦棒が潰れてしまい、雨漏りの発生原因となったり、屋根上設置物の取付けに不具
合が生じたりする恐れがあった。また、特許文献１の技術では、側板部の下端を、瓦棒に
引掛けているだけであるため、強風や台風等により屋根上設置物に対して上方へ持ち上げ
ようとする力が強く作用した場合、瓦棒が変形して取付金具が外れてしまう恐れがあった
。
【０００６】
　一方、屋根上設置物を設置することを想定した屋根材として、上方が開放された断面コ
字形の吊子に、一対の上端から斜め下外方へ夫々折り曲げられた一対の曲折舌片を備える
と共に、金属板からなる板金屋根に、一対の曲折舌片に夫々係止される一対の段部と、吊
子内へ突出している一対の舌片と、を備えたものが提案されている（特許文献２）。この
特許文献２の技術は、野地板に取付けられた吊子の曲折舌片に、板金屋根の段部を係止さ
せることで、野地板に板金屋根を取付けている。そして、板金屋根の一対の舌片に、屋根
上設置物を取付けるための取付金具を取付けている。
【０００７】
　しかしながら、特許文献２の技術では、板金屋根を吊子に対して係止させているだけで
あるため、強風や台風等により屋根上設置物に対して上方へ持ち上げようとする力が強く
作用した場合、屋根上設置物と一緒に板金屋根が吊子から外れてしまう恐れがあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１３－２２７７３２号公報
【特許文献２】特開２０１３－０２８９４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで、本発明は、上記の実情に鑑み、金属板からなる板金屋根を、潰れ難くすると共
に容易に屋根の構造材に取付けることができる屋根材の提供を課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題を解決するために、本発明に係る屋根材は、「屋根の構造材に取付けられる
固定部材と、該固定部材に対して上方から被せられている板状の板金屋根と、該板金屋根
における前記固定部材の直上の部位に載置されている受部材と、前記固定部材と前記板金
屋根と前記受部材とを締結している締結部材とを具備している屋根材であり、前記固定部
材は、平板状のベース部と、該ベース部から互いに間隔をあけて上方へ延出している一対
の立壁部と、一対の該立壁部の夫々の上端から互いに接近する方向へ延出しており、先端
同士の間に一定の間隔の開口部を形成している一対の天壁部とを備え、断面形状が単一の
押出型材からなり、前記板金屋根は、下端から上方へ向かうに従って互いに離隔しており
、上端辺同士の間隔が前記開口部の間隔よりも広い案内部と、該案内部の夫々の上端辺か
ら上方へ延出しており、上辺同士の間隔が前記開口部の間隔よりも狭い一対の変形部と、
一対の該変形部の夫々の上辺から互いに離隔する方向へ水平に延びている一対の天部と、
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一対の該天部の夫々の先端辺から下方へ延出している一対の側部と、一対の該側部の夫々
の下端辺から互いに離隔する方向へ水平に延びている一対の平面部とを備え、断面形状が
単一で金属板を屈曲させて形成されており、前記案内部及び一対の前記変形部が、弾性変
形させられて上方から前記開口部を通して一対の前記立壁部の間に挿入されていると共に
、一対の前記天部が、一対の前記天壁部の上面に夫々当接しており、前記受部材は、前記
開口部と対応する位置において、上下に貫通している挿通孔を、備えており、前記締結部
材は、平行な二辺の長さが、前記開口部の間隔よりも長く前記案内部の上端辺同士の間隔
よりも短い四角形で平板状に水平に延びている基板部、及び該基板部の中央において、上
方へ突出している雄ネジ部、又は、上下に貫通している雌ネジ部、を有している下締結部
材と、該下締結部材が前記雄ネジ部を有する場合は、該雄ネジ部に螺合されるナットから
なり、前記下締結部材が前記雌ネジ部を有する場合は、該雌ネジ部に螺合されるボルト部
を有する頭付ボルトからなる上締結部材とを備え、前記基板部が、前記平行な二辺が延び
ている長手方向を、一対の前記立壁部が対向している方向へ向けて、前記案内部と一対の
前記変形部とで囲まれている空間内に、挿入されている状態で、一対の前記変形部の間と
前記受部材の前記挿通孔とを通って上方に突出している前記雄ネジ部に螺合されている前
記ナット、又は、上方から前記挿通孔を通って前記ボルト部が前記雌ネジ部に螺合されて
いる前記頭付ボルト、の何れかの締付けによる前記基板部の上昇によって、一対の前記変
形部が変形させられて一対の前記天壁部の夫々の下面に当接していることにより、前記固
定部材と前記板金屋根と前記受部材とを前記締結部材が締結している」ことを特徴とする
。
【００１１】
　ここで、「固定部材」としては、「ベース部の平行な二辺よりも内側の部位から一対の
立壁部が上方へ延出しているもの」、「ベース部の平行な二辺から一対の立壁部が上方へ
延出しているもの」、を例示することができる。また、固定部材の長さとしては、「一つ
の板金屋根を複数で固定する短いもの」、「一つの板金屋根の長さと同じもの」、「一つ
の板金屋根の長さよりも長いもの」、「板金屋根が葺かれる部位の傾斜方向の長さと同じ
もの」、を例示することができる。更に、固定部材の材質としては、アルミニウム合金、
炭素鋼、ステンレス鋼等の合金鋼、マグネシウム合金、チタン合金、合成樹脂、繊維強化
樹脂、等を例示することができる。
【００１２】
　板金屋根を形成している「金属板」としては、トタン板、アルミニウム亜鉛合金めっき
鋼板、ステンレス鋼板、銅板、チタン合金板、を例示することができる。
【００１３】
　「ナット」としては、六角ナット、四角ナット、を例示することができる。「頭付ボル
ト」としては、六角ボルト、六角穴付きボルト、四角ボルト、鍋頭ボルト、皿頭ボルト、
を例示することができる。
【００１４】
　本構成の屋根材は、まず、固定部材のベース部を屋根の構造材に固定した状態で、一対
の天壁部同士の間の開口部に、上方から板金屋根の案内部の下端を挿入すると共に、下方
へ押圧することにより、案内部の上端辺同士を互いに接近させる方向へ弾性変形させて、
案内部と一対の変形部とを一対の天壁部の下方の空間に挿入させる。この状態では、案内
部が、天壁部の下方において変形前の形状に復帰していると共に、天部が、天壁部の上面
に当接している。次に、締結部材における下締結部材の基板部を、案内部と一対の変形部
とで囲まれている空間に挿入する。この際に、下締結部材として、雄ネジ部を備えている
ものを用いる場合は、その雄ネジ部を、一対の変形部の間を通って天部よりも上方へ突出
させた状態とする。
【００１５】
　そして、板金屋根の一対の天部の上面における固定部材の直上となる部位に、受部材を
載置する。この際に、下締結部材として、雄ネジ部を備えているものを用いる場合は、雄
ネジ部を受部材の挿通孔に挿通させる。続いて、受部材よりも上方へ突出している雄ネジ
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部に、上締結部材としてのナットを螺合させる。或いは、下締結部材として、雌ネジ部を
備えているものを用いる場合は、雌ネジ部と受部材の挿通孔とを同軸上に位置させる。続
いて、受部材の上方から、挿通孔を通して上締結部材としての頭付ボルトのボルト部を下
締結部材の雌ネジ部に螺合させる。
【００１６】
　その後、上締結部材（ナット、或いは、頭付ボルトの頭部）を締付けることにより、上
締結部材と当接している受部材が、板金屋根の天部を固定部材の天壁部へ押圧すると共に
、基板部の上昇により板金屋根の変形部が変形して天壁部の下面に当接し、基板部が変形
部を天壁部へ押圧することとなる。これにより、板金屋根の天部と変形部とで、固定部材
の天壁部を上下から挟んでいる状態となり、締結部材によって、固定部材と板金屋根と受
部材とが締結された状態となる。つまり、屋根材が、屋根の構造材に取付けられている状
態となる。
【００１７】
　このように、本構成によれば、屋根の構造材に固定した固定部材の一対の天壁部の間の
開口部に、板金屋根の案内部と一対の変形部とを挿入すると共に、案内部と一対の変形部
とで囲まれている空間内に下締結部材の基板部を挿入し、下締結部材と螺合している上締
結部材を締付けることで、固定部材と板金屋根と受部材とを締結しているため、従来の瓦
棒屋根材と比較して、カシメ作業を行う必要がなく、板金屋根を容易に屋根構造材に取付
けることができる。また、板金屋根において、平面部よりも上方に突出している一対の天
部の下面には、固定部材が当接しており、固定部材は押出型材からなることから、従来の
技術における金属板を屈曲させた吊子と比較して強度・剛性が高いため、作業者が誤って
乗った場合でも、潰れ難くいものとすることができる。
【００１８】
　また、押出型材からなる固定部材を、屋根の構造材に固定し、その固定部材に、金属板
からなる板金屋根を受部材と一緒に締結部材により締結しているため、金属板からなる板
金屋根を従来の技術（瓦棒）よりも高い強度で屋根の構造材に取付けることができる。ま
た、固定部材と板金屋根とを締結する際に、板金屋根に孔をあけていないため、雨漏りの
発生する恐れがない。
【００１９】
　また、板金屋根を取付けている固定部材を、押出型材としているため、従来の技術にお
ける金属板を屈曲させた吊子と比較して、強度・剛性が高い。そのため、板金屋根におけ
る固定部材の部位に、屋根上設置物を設置するための取付金具を取付けたり、屋根上設置
物を載置したりしても、固定部材が潰れることはない。そして、固定部材と板金屋根とを
締結している締結部材に、屋根上設置物を取付けるための取付金具を取付けるようにした
場合、取付金具が固定部材等に締結されることとなるため、強風や台風等により屋根上設
置物に対して上方へ持ち上げようとする力が強く作用しても、取付金具を外れ難くするこ
とができる。
【００２０】
　本発明に係る屋根材は、上記の構成に加えて、「前記板金屋根は、一対の前記変形部の
夫々に、折返されて屈曲している係止部を有している」ものとすることができる。
【００２１】
　ここで、「係止部」としては、「部分的に下方又は水平に延びる部位が形成されるよう
にクランク状に屈曲しているもの」、「少なくとも一つの凸条に形成されているもの」、
「少なくとも一つの凹条に形成されているもの」、を例示することができる。
【００２２】
　ところで、変形部が平らに形成されている場合、締結部材の締付けによる下締結部材の
基板部の上昇によって変形部が、固定部材の天壁部側へ押圧された時に、基板部と変形部
との間で滑りが生じ易くなると共に、変形の切っ掛けとなる部位が区々になり易くなる。
このようなことから、固定部材と板金屋根とを締結する際に、板金屋根において、受部材
を介して上締結部材が当接している部位と下締結部材が当接している部位との間が、寄せ
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られたり引っ張られたりして、板金屋根に無理な力が作用する恐れがある。
【００２３】
　これに対して、本構成では、変形部に屈曲している係止部を有しているため、係止部に
基板部が当接することで、基板部との間の滑りを生じ難くすることができると共に、係止
部を変形の切っ掛けとして予め設定した部位が変形するようにすることができる。これに
より、固定部材と板金屋根とを締結する際に、板金屋根に無理な力が作用することを抑制
させることができ、無理な力の作用による不具合の発生を抑制させることができる。
【発明の効果】
【００２４】
　以上のように、本発明の効果として、金属板からなる板金屋根を、潰れ難くすると共に
容易に屋根の構造材に取付けることができる屋根材を、提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施形態である屋根材を屋根の構造材に取付けた状態で示す斜視図で
ある。
【図２】図１の屋根材を屋根の構造材に取付けている構成を部分的に分解して示す分解斜
視図である。
【図３】（ａ）は図１の屋根材を構成している固定部材の正面図であり、（ｂ）は固定部
材の斜視図である。
【図４】（ａ）は図１の屋根材を構成している板金屋根の正面図であり、（ｂ）は（ａ）
の中央部分を拡大して示す正面図であり、（ｃ）は板金屋根の一部を示す斜視図である。
【図５】図１の屋根材を構成している受部材と締結部材とを示す斜視図である。
【図６】（ａ）及び（ｂ）は屋根材の屋根の構造材への取付手順を示す説明図である。
【図７】（ｃ）及び（ｄ）は図６に続く取付手順を示す説明図である。
【図８】（ｅ）は図７に続く取付手順を示す説明図である。
【図９】（ａ）及び（ｂ）は板金屋根における係合部と被係合部との係合を示す説明図で
ある。
【図１０】図１の屋根材に屋根上設置物が取付けられている状態を部分的に拡大して示す
斜視図である。
【図１１】図１の屋根材における固定部材とは異なる形態の固定部材の一部を示す斜視図
である。
【図１２】図１の屋根材における固定部材及び板金屋根とは異なる形態の固定部材及び板
金屋根を示す正面図である。
【図１３】図１の屋根材における受部材及び締結部材とは異なる形態の受部材及び固定部
材を用いて屋根の構造材に取付けられている状態を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明の一実施形態である屋根材１について、図１乃至図１０を参照して詳細に説明す
る。本実施形態の屋根材１は、屋根の構造材２に取付けられる固定部材１０と、固定部材
１０に対して上方から被せられている板状の板金屋根２０と、板金屋根２０における固定
部材の直上の部位に載置されている受部材３０と、固定部材１０と板金屋根２０と受部材
３０とを締結している締結部材４０と、を備えている。
【００２７】
　固定部材１０は、図３に示すように、平板状のベース部１１と、ベース部１１から互い
に間隔をあけて上方へ延出している一対の立壁部１２と、一対の立壁部の夫々の上端から
互いに接近する方向へ延出している一対の天壁部１３と、一対の天壁部１３の夫々の先端
から下方へ突出している一対の突出部１４と、を備えている。固定部材１０は、一対の天
壁部１３の先端同士の間（一対の突出部１４同士の間）に、一定の間隔の開口部１５が形
成されている。固定部材１０は、長手方向に直交する断面形状が単一である。
【００２８】
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　ベース部１１は、平面視の形状が長方形に形成されている。一対の立壁部１２は、ベー
ス部１１の上面において、平行な二つの長辺よりも内側の位置から夫々上方へ延出してい
る。固定部材１０は、ベース部１１における一対の立壁部１２よりも外側の部位で貫通し
ている複数の取付孔１６（図３（ｂ）を参照）を、備えている。
【００２９】
　固定部材１０は、アルミニウム合金の押出型材を、１００ｍｍ～２００ｍｍの長さで切
断した後に、打抜加工又は切削加工により取付孔１６を形成したものである。
【００３０】
　板金屋根２０は、図４に示すように、下端から上方へ向かうに従って互いに離隔してお
り、断面Ｖ字形の案内部２１と、案内部２１の夫々の上端辺から上方へ延出しており上辺
同士の間隔が案内部２１の上端辺同士の間隔よりも狭い一対の変形部２２と、一対の変形
部２２の夫々の上辺から互いに離隔する方向へ水平に延びている一対の天部２３と、一対
の天部２３の夫々の先端辺から互いに離隔するように傾斜しつつ下方へ延出している一対
の側部２４と、一対の側部２４の夫々の下端辺から互いに離隔する方向へ水平に延びてい
る一対の平面部２５と、を備えている。
【００３１】
　また、板金屋根２０は、一方（図４において右側）の平面部２５の先端辺から上方に突
出している係合部２６と、他方（図４において左側）の平面部２５の先端辺から上方に突
出しており、係合部２６を上方から覆うように係合する被係合部２７と、を備えている。
また、板金屋根２０は、係合部２６から平面部２５と同一面上で外方へ延出している固定
部２８を、備えている。
【００３２】
　案内部２１は、上端辺同士の間隔が、固定部材１０の開口部１５の間隔よりも広く、一
対の立壁部１２同士の間隔よりも狭い。一対の変形部２２は、上辺同士の間隔が開口部１
５の間隔よりも狭い。また、変形部２２は、途中に、下方へ折返された後に上方へ延びる
ようにクランク状に屈曲されている係止部２２ａを有している。変形部２２は、クランク
状の係止部２２ａの傾斜している上端側が、垂直方向へ上方に屈曲されて天部２３に接続
されている。
【００３３】
　係合部２６は、図９に示すように、上方を向いた矢印状に形成されている。具体的には
、係合部２６は、矢印の上端から下方へ互いに離隔するように斜めに延びている一対の傾
斜部２６ａと、一対の傾斜部２６ａの下端から互いに接近する方向へ夫々水平に延びてい
る一対の水平部２６ｂと、一対の水平部２６ｂの互いに接近している内側端から夫々下方
へ垂直に延びている一対の軸部２６ｃと、を備えている。一対の軸部２６ｃのうち、一方
の軸部２６ｃは下端が平面部２５の先端に接続されており、他方の軸部２６ｃは下端から
固定部２８が延出している。また、被係合部２７は、係合部２６よりも大きい上方を向い
た矢印状に形成されており、矢印の上端から下方へ互いに離隔するように斜めに延びてい
る一対の傾斜部２７ａと、一対の傾斜部２７ａの下端から互いに接近する方向へ夫々水平
に延びている一対の水平部２７ｂと、一対の水平部２７ｂの互いに接近している内側端か
ら夫々下方へ互いに離隔するように斜めに延びている一対の案内部２７ｃと、を備えてい
る。一対の案内部２７ｃのうち、一方の案内部２７ｃは下端が平面部２５の先端に接続さ
れており、他方の案内部２７ｃは下端が自由端とされている。
【００３４】
　係合部２６と被係合部２７との係合は、係合部２６に対して上から被せるように被係合
部２７を下降させると、係合部２６の一対の傾斜部２６ａに被係合部２７の一対の案内部
２７ｃが当接することで、一対の案内部２７ｃや一対の水平部２７ｂ等が互いに離隔する
方向へ被係合部２７が弾性変形する。そして、被係合部２７の水平部２７ｂが、係合部２
６の水平部２６ｂよりも下方となると、被係合部２７が変形前の状態に復帰し、被係合部
２７の内部に係合部２６が挿入された状態となる。この状態では、係合部２６の水平部２
６ｂの下面に、被係合部２７の水平部２７ｂの上面が当接しており、被係合部２７の上方
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への移動が規制されている。本実施形態の板金屋根材２０は、板金屋根材２０の係合部２
６に、別の板金屋根材２０の被係合部２７を係合させることで、長手方向に対して直角方
向に隣接している二つの板金屋根材２０を、連結させることができる。
【００３５】
　板金屋根２０は、長手方向に直交する断面形状が単一である。板金屋根２０は、厚さが
０．３５ｍｍのアルミニウム亜鉛合金めっき鋼板である。
【００３６】
　受部材３０は、図５に示すように、外形が長方形で平板状の受部本体３１と、受部本体
３１の中央を貫通している挿通孔３２と、を備えている。受部本体３１は、長辺の長さが
、固定部材１０の一対の立壁部１２同士の間隔よりも長い。受部材３０は、ステンレス鋼
板や、アルミニウム合金板、等の金属板によって形成されている。
【００３７】
　締結部材４０は、図５に示すように、下締結部材４１と上締結部材５０とで構成されて
いる。下締結部材４１は、外形が長方形で平板状の基板部４２と、基板部４２の中央にお
いて上方へ突出している雄ネジ部４３と、基板部４２の上面に形成されており、凹んでい
ると共に長辺に沿って延びている一対のガイド凹部４４と、基板部４２における下面と二
つの長辺側の側面とが交わる一対の角部が夫々Ｃ面取りされた一対の面取部４５と、を備
えている。
【００３８】
　基板部４２は、平行な二つの短辺の長さが、固定部材１０の開口部１５の間隔よりも長
く、板金屋根２０の案内部２１の上端辺同士の間隔よりも短い。一対のガイド凹部４４は
、固定部材１０の一対の突出部１４と対応する間隔で形成されている。基板部４２は、長
手方向に直交する断面形状が単一である。この基板部４２は、アルミニウム合金の押出型
材によって形成されている。雄ネジ部４３は、ステンレス鋼によって形成されている。上
締結部材５０は、ステンレス鋼からなるナットである。
【００３９】
　次に、本実施形態の屋根材１を、屋根の構造材２への取付けについて説明する。初めに
、屋根材１が取付けられる屋根の構造材２は、図１及び図２に示すように、屋根の傾斜方
向へ延びる長棒状で、屋根の傾斜方向に対して直角方向（横方向とも称す）へ一定の間隔
で並べられている複数の垂木２ａと、複数の垂木２ａに上方から取付けられている平板状
の野地板２ｂとから構成されている。
【００４０】
　まず、複数の固定部材１０を、長手方向を屋根の傾斜方向へ向けた状態とする。そして
、複数の固定部材１０を、屋根の傾斜方向と、横方向に、夫々間隔をあけて、構造材２（
ここでは野地板２ｂ）に載置する。屋根の横方向の間隔は、板金屋根２０の幅と対応させ
る。屋根の傾斜方向の間隔は、任意であるが、太陽電池モジュールや太陽熱温水器等の屋
根上設置物５の取付けを考慮する場合、屋根上設置物５の大きさに対応させる。
【００４１】
　そして、夫々の固定部材１０を、ベース部１１の取付孔１６を通して、ビス３により構
造材２に固定する。この際に、一部のビス３が、野地板２ｂを貫通して垂木２ａにねじ込
まれるようにすることが好ましい。これにより、固定部材１０の構造材２への固定強度を
高くすることができる。
【００４２】
　次に、屋根の軒側から見て最も左側に取付けられている複数の固定部材１０に対して、
板金屋根２０を取付ける。まず、板金屋根２０を、長手方向を屋根の傾斜方向へ向けた後
に、傾斜方向に並んでいる複数の固定部材１０の上方に位置させる（図６（ａ）を参照）
。そして、各固定部材１０の一対の天壁部１３同士の間の開口部１５に、上方から板金屋
根２０の案内部２１の下端を挿入させると共に、案内部２１の一対の側面を、一対の天壁
部１３の夫々の先端辺に当接させる。この状態で、板金屋根２０を下方へ押圧すると、下
方へ移動しようとする案内部２１の一対の側面に対して、天壁部１３の先端辺側から反力
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が作用し、図６（ｂ）において破線で示すように、一対の上端辺同士が接近する方向へ案
内部２１が弾性変形する。
【００４３】
　そして、下方へ押圧された板金屋根２０の案内部２１と一対の変形部２２とが、一対の
天壁部１３の下方の空間に挿入されると、案内部２１の弾性力により、案内部２１と一対
の変形部２２とが、天壁部１３の下方において変形前の形状に復帰した状態となる。この
状態では、板金屋根２０の一対の天部２３が、一対の天壁部１３の上面に夫々当接してい
ると共に、一対の平面部２５が野地板２ｂの上面に夫々当接している。
【００４４】
　次に、下締結部材４１を、雄ネジ部４３が基板部４２から上方へ突出するように向ける
と共に、長手方向を屋根の傾斜方向へ向けた状態とする。そして、図７（ｃ）に示すよう
に、基板部４２を斜めにした状態で、一対の天部２３同士の間から、案内部２１と一対の
変形部２２とで囲まれている空間内に基板部４２を挿入する。この状態では、雄ネジ部４
３が、一対の変形部２２同士の間から一対の天部２３の上面よりも上方へ突出している。
【００４５】
　そして、受部材３０の受部本体３１を貫通している挿通孔３２に、雄ネジ部４３を挿通
させた上で、受部本体３１の長手方向を屋根の横方向へ向けた状態にして、板金屋根２０
の一対の天部２３上に載置する。
【００４６】
　その後、挿通孔３２を通って上方へ突出している雄ネジ部４３に、ナットからなる上締
結部材５０を螺合して締付ける。上締結部材５０を締付けることで、下締結部材４１の基
板部４２が上昇し、基板部４２のガイド凹部４４よりも外側の端部が、板金屋根２０の変
形部２２に下方から当接することとなる。受部材３０の下面に当接している天部２３に、
変形部２２が上辺で連結しているため、変形部２２は、そのままの形で全体が上方へ移動
することができない。従って、基板部４２が更に上昇すると、変形部２２の下辺側が上方
へ移動するように、変形部２２が変形することとなる（図７（ｄ）を参照）。
【００４７】
　また、変形部２２には、途中に、下方へ折返されて屈曲しているクランク状の係止部２
２ａが形成されているため、基板部４２の上昇によりその端部が係止部２２ａに引っ掛か
る。これにより、変形部２２に対して基板部４２が滑り難くなると共に、係止部２２ａを
切っ掛けとして所望の位置（ここでは、係止部２２ａの傾斜している上端側において、垂
直方向へ上方に屈曲する部位）で、変形部２２を変形させることができる。
【００４８】
　上締結部材５０を完全に締付けた状態にすると、変形部２２の下辺が天壁部１３の下面
に当接した状態となる。この状態では、天壁部１３と基板部４２との間に変形部２２が挟
まれていると共に、天壁部１３と受部材３０の受部本体３１との間に天部２３が挟まれて
いる。つまり、天壁部１３を間にした変形部２２と天部２３とが、下締結部材４１の基板
部４２と受部材３０を介した上締結部材５０とで挟まれている。これにより、固定部材１
０と板金屋根２０と受部材３０とが、締結部材４０（下締結部材４１と上締結部材５０）
によって締結されることとなる。
【００４９】
　また、固定部材１０と板金屋根２０とを締結した状態では、固定部材１０の突出部１４
が、下締結部材４１のガイド凹部４４内に挿入されている。また、板金屋根２０における
変形部２２のクランク状の係止部２２ａの一部が、ガイド凹部４４内に挿入されている。
【００５０】
　なお、上締結部材５０を完全に締付ける前に、下締結部材４１を屋根の傾斜方向（固定
部材１０の長手方向）へスライドさせて、雄ネジ部４３が、屋根上において所望の位置で
突出している状態とする。また、板金屋根２０を締結した後に、固定部２８を、釘４（図
９を参照）やビスを用いて野地板２ｂに固定しておくことが望ましい。
【００５１】
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　屋根の傾斜方向に並んでいる複数の固定部材１０に、下締結部材４１と上締結部材５０
とによって、板金屋根２０を締結したら、その隣（軒側から見て右隣り）の列の固定部材
１０に、上記と同様の手順で板金屋根２０を締結する。なお、隣の列の複数の固定部材１
０に板金屋根２０を締結する際に、図９に示すように、先に固定されている板金屋根２０
の係合部２６に、次に固定される板金屋根２０の被係合部２７を上方から被せて係合させ
ておく。
【００５２】
　上記のような作業を繰り返して、全ての板金屋根２０を固定部材１０に締結することで
、屋根上への屋根材１の取付けが完了する。
【００５３】
　続いて、屋根上に取付けられた屋根材１への、屋根上設置物５の取付けについて説明す
る。ここでは、屋根上設置物５を、外形が長方形で平板状の太陽電池モジュールとしてい
る。屋根材１上に屋根上設置物５を取付ける場合は、下締結部材４１を、屋根上設置物５
の取付けに対応しているものを用いる。具体的には、下締結部材４１として、板金屋根２
０の天部２３に屋根上設置物５を載置した時に、雄ネジ部４３の上端が、屋根上設置物５
の上面と略同じ高さとなる長さの雄ネジ部４３を備えているものを用いる（図１０を参照
）。
【００５４】
　屋根上設置物５の取付けに対応している下締結部材４１は、予め屋根の構造材２に屋根
材１を取付ける際に用いていても良いし、既に締結している締結部材４０を取外して交換
しても良いし、既に締結している締結部材４０と隣接するように案内部２１と一対の変形
部２２とで囲まれている空間内に基板部４２を挿入するようにして用いても良い。
【００５５】
　屋根上設置物５の取付けは、まず、長辺が横方向に延びるように向けられた屋根上設置
物５を、最も軒側において上方へ突出している複数の雄ネジ部４３よりも棟側で、板金屋
根２０を介して固定部材１０に載置する。続いて、屋根上設置物５の軒側を、取付金具６
を用いて板金屋根材２０上に取付ける。取付金具６は、詳細な図示は省略するが、平板状
で中央に雄ネジ部４３が通過する貫通孔を有した基部と、基部の一辺から上方へ延出して
いる腕部と、腕部の上端から基部に平行で基部とは反対方向へ延出している当接部と、基
部から下方へ延出している脚部と、を備えている。
【００５６】
　そして、屋根上設置物５の軒側で上方へ突出している複数の雄ネジ部４３の夫々に、取
付金具６の貫通孔を挿通させると共に、取付金具６の当接部を屋根上設置物５の軒側の上
面端部に当接させる。その後、雄ネジ部４３にナット７を螺合させて締付けることで、屋
根上設置物５の軒側の上面端部を、取付金具６により固定部材１０へ押圧する。これによ
り、屋根上設置物５の軒側が、固定部材１０及び板金屋根２０を介して、構造材２に取付
けられた状態となる。
【００５７】
　続いて、図示は省略するが、屋根上設置物５の棟側においても、上記と同様に、取付金
具６を用いて取付ける。この際に、屋根上設置物５の棟側において上方へ突出している雄
ネジ部４３が、屋根上設置物５に対して、近すぎる又は遠すぎる場合は、上締結部材５０
を緩めて、下締結部材４１が軒側又は棟側へスライドできるようにする。そして、下締結
部材４１を軒側又は棟側へスライドさせて、屋根上設置物５に対して、雄ネジ部４３を適
正な位置とした後に、上締結部材５０を締付ける。その後、雄ネジ部４３に、取付金具６
の貫通孔を挿通させると共に、取付金具６の当接部を屋根上設置物５の棟側の上面端部に
当接させた上で、雄ネジ部４３にナット７を螺合させて締付ける。これにより、屋根上設
置物５の棟側の上面端部を、取付金具６により固定部材１０へ押圧することで、屋根上設
置物５の棟側が、屋根材１上に取付けられている状態となる。
【００５８】
　なお、屋根上設置物５を取付ける場合、複数の固定部材１０に板金屋根２０を締結する
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際に、最も軒側の固定部材１０を除いて、固定部材１０と板金屋根２０とを完全に締結せ
ずに、上締結部材５０が緩んでいる状態として、下締結部材４１が屋根の傾斜方向へスラ
イドできるようにしても良い。これにより、上締結部材５０を緩める作業を省くことがで
きる。
【００５９】
　また、図示は省略するが、上記のように屋根上に取付けられた屋根上設置物５の周囲の
屋根材１又は屋根の構造材２に、瓦やスレート等の屋根材を葺いても良い。或いは、屋根
上設置物５の周囲の屋根材１又は屋根の構造材２に、金属板により形成された公知の役物
を、取付けても良い。
【００６０】
　このように、本実施形態によれば、屋根の構造材２に固定した固定部材１０の一対の天
壁部１３の間の開口部１５に、板金屋根２０の案内部２１と一対の変形部２２とを挿入す
ると共に、案内部２１と一対の変形部２２とで囲まれている空間内に下締結部材４１の基
板部４２を挿入し、下締結部材４１の雄ネジ部４３と螺合している上締結部材５０を締付
けることで、固定部材１０と板金屋根２０と受部材３０とを締結しているため、従来の瓦
棒屋根材と比較して、カシメ作業を行う必要がなく、板金屋根２０を容易に屋根の構造材
２に取付けることができる。また、板金屋根２０において、平面部２５よりも上方に突出
している一対の天部２３の下面には、固定部材１０が当接しており、この固定部材１０は
押出型材からなることから、従来の技術における金属板を屈曲させた吊子と比較して強度
・剛性が高いため、作業者が誤って乗った場合でも、潰れ難くいものとすることができる
。
【００６１】
　また、押出型材からなる固定部材１０を、屋根の構造材２に固定し、その固定部材１０
に、金属板からなる板金屋根２０を受部材３０と一緒に締結しているため、金属板からな
る板金屋根２０を従来の技術（瓦棒）よりも高い強度で屋根の構造材２に取付けることが
できる。また、固定部材１０と板金屋根２０とを締結する際に、板金屋根２０に孔をあけ
ていないため、雨漏りの発生する恐れがない。
【００６２】
　また、板金屋根２０を取付けている固定部材１０を、押出型材としているため、従来の
技術における金属板を屈曲させた吊子と比較して、強度・剛性が高い。そのため、板金屋
根２０における固定部材１０の部位に、屋根上設置物５を取付けるための取付金具６を取
付けたり、屋根上設置物５を載置したりしても、固定部材１０が潰れることはない。
【００６３】
　また、固定部材１０と板金屋根２０とを締結している締結部材４０の雄ネジ部４３に、
屋根上設置物５を取付けるための取付金具６を取付けているため、従来のように係止させ
る場合と比較して、取付金具６を外れ難くすることができる。また、上述したように、固
定部材１０の強度・剛性が高いため、強風や台風等により屋根上設置物に対して上方へ持
ち上げようとする力が強く作用しても、固定部材１０を介して屋根の構造材２により抗う
ことができ、屋根上に対して屋根上設置物５を高い強度で取付けることができる。
【００６４】
　更に、板金屋根２０の変形部２２に屈曲している係止部２２ａを有しているため、係止
部２２ａに基板部４２が当接することで、基板部４２との間の滑りを生じ難くすることが
できると共に、係止部２２ａを変形の切っ掛けとして予め設定した部位が変形するように
することができる。これにより、固定部材１０と板金屋根２０とを締結する際に、板金屋
根２０に無理な力が作用することを抑制させることができ、無理な力の作用による不具合
の発生を抑制させることができる。
【００６５】
　また、雄ネジ部４３に螺合されている上締結部材５０を締付ける際に、ガイド凹部４４
に突出部１４が挿入されている状態とすることで、上締結部材５０と一緒に基板部４２が
回転してしまうことを防止することができ、締付作業を行い易いものとすることができる
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。
【００６６】
　ところで、特許文献１の技術では、屋根上設置物を取付けるための取付金具において、
瓦棒を挟み込むためのボルト・ナットが、瓦棒よりも上方に位置していことから、取付金
具における屋根上設置物が載置される載置面が、瓦棒の上面よりも高くなっている。従っ
て、特許文献１の技術では、屋根上設置物が、取付金具の分だけ高い位置に取付けられる
こととなる。これに対して、本実施形態の屋根材１では、構造材２（ここでは野地板２ｂ
）に取付けられている固定部材１０の天壁部１３に、板金屋根２０の天部２３を挟むよう
に屋根上設置物５を載置して、屋根上に屋根上設置物５を取付けることができる。このこ
とから、野地板３ｂから固定部材１０の上面（天部２３の上面）までの高さを、従来の瓦
棒の上面までの高さと同じにした場合、太陽電池モジュール２の高さを瓦棒の上面に載置
した時と同じ高さとすることができ、屋根上設置物５の取付け高さを従来よりも低くする
ことができる。従って、屋根の構造材２の上面に対して、屋根上設置物５を低い位置に取
付けることができるため、屋根上設置物５を屋根一体型のように見せることができ、屋根
上設置物５を目立ち難くして屋根上の見栄えを良くすることができる。
【００６７】
　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。なお、以下では、構成が同じ部位については同一の符号を付し、詳
細な説明は省略する。
【００６８】
　例えば、上記の実施形態では、一つの板金屋根２０を固定する際に、複数の短い固定部
材１０を用いるものを示したが、これに限定するものではなく、図１１に示すような固定
部材１０Ａを用いても良い。この固定部材１０Ａは、一つの板金屋根２０と同じ長さとし
ても良いし、一つの板金屋根２０よりも長いものとしても良い。なお、図１１では、取付
孔１６の記載を省略している。
【００６９】
　また、上記の実施形態では、固定部材１０として、一対の立壁部１２が、ベース部１１
の上面において平行な二つの長辺よりも内側の位置から夫々上方へ延出しているものを示
したが、これに限定するものではなく、図１２に示すような固定部材１０Ｂとしても良い
。この固定部材１０Ｂは、ベース部１１の短辺の長さを、一対の立壁部１２同士の間隔と
同じ長さにしたものであり、一対の立壁部１２が、ベース部１１の二つの長辺から夫々上
方へ延出している。この固定部材１０Ｂでは、取付孔１６が、ベース部１１における一対
の立壁部１２の間の部位に形成されている。
【００７０】
　更に、上記の実施形態では、板金屋根２０として、一対の側部２４が、下方へ向かうに
従って天部２３から遠ざかるように傾斜しているものを示したが、これに限定するもので
はなく、図１２に示すような板金屋根２０Ａとしても良い。この板金屋根２０Ａは、一対
の側部２４が、一対の天部２３の夫々の先端辺から下方へ垂直に延出している。この板金
屋根２０Ａを用いる場合は、固定部材１０Ｂを用いる。この板金屋根２０Ａを用いること
で、従来の棒瓦を用いた板金屋根と同じような外観とすることができる。
【００７１】
　また、上記の実施形態では、板金屋根２０に、係合部２６と被係合部２７とを備えたも
のを示したが、これに限定するものではなく、一対の平面部２５の夫々の先端辺から上方
へ突出した平板状の突出片部を備えるようにし、隣接している板金屋根２０の突出片部同
士を、公知の瓦棒の技術を用いて連結するようにしても良い。
【００７２】
　また、上記の実施形態では、板金屋根２０の案内部２１として、断面Ｖ字形のものを示
したが、これに限定するものではなく、下端から一対の上端辺へ向かうに従って上端辺同
士の間隔が広くなるようなものであれば良く、断面Ｖ字形の下端がＲ面取りされていても
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良いし、上側が広がった断面Ｕ字形としても良い。
【００７３】
　更に、上記の実施形態では、板金屋根２０の変形部２２の係止部２２ａを、クランク状
に折返されて屈曲しているものを示したが、これに限定するものではなく、少なくとも一
つの凸条に形成されているものや、少なくとも一つの凹条に形成されているもの等として
も良い。
【００７４】
　また、上記の実施形態では、固定部材１０に、一対の突出部１４を備えたものを示した
が、これに限定するものではなく、一対の突出部１４を備えていない固定部材１０として
も良い。また、上記の実施形態では、下締結部材４１に、ガイド凹部４４を備えたものを
示したが、これに限定するものではなく、ガイド凹部４４を備えていない下締結部材４１
としても良い。
【００７５】
　更に、上記の実施形態では、受部材３０として、全体が平板状のものを示したが、これ
に限定するものではなく、図１３に示すような受部材３０Ａとしても良い。この受部材３
０Ａは、屋根材１に組立てた状態で、受部本体３１の横方向両端の二辺から、板金屋根２
０の側部２４と沿うように夫々下方へ斜めに延出した延出部３３を、備えている。この受
部材３０Ａは、締結する際に、延出部３３を側部２４に当接させた状態とすることで、上
締結部材５０と一緒に回転してしまうことを防止することができる。
【００７６】
　また、上記の実施形態では、受部材３０の長手方向と直交する長さが、板金屋根２０の
長さよりも短いものを示したが、これに限定するものではなく、板金屋根２０と同じ長さ
としても良い。これにより、一対の天部２３同士の間で上方へ開口している部位を、受部
材３０によって閉鎖することができる。
【００７７】
　更に、上記の実施形態では、締結部材４０として、下締結部材４１に雄ネジ部４３を備
えると共に、上締結部材５０をナットとしたものを示したが、これに限定するものではな
く、図１３に示すような締結部材４０Ａとしても良い。この締結部材４０Ａは、下締結部
材４１Ａを、基板部４２の中央において上下に貫通している雌ネジ部４６を有するものと
すると共に、上締結部材５０Ａを、ボルト部５１を有する頭付ボルトとしている。これに
より、屋根材１の上面から雄ネジ部４３が上方へ突出していない状態となるため、屋根上
の見栄えを良くすることができる。
【００７８】
　また、上記の実施形態では、屋根上設置物５として太陽電池モジュールを示したが、こ
れに限定するものではなく、屋根上設置物５として、太陽熱温水器、空調装置の室外機、
ルーフバルコニー、これら太陽電池モジュール等を取付けるための桟部材、等としても良
い。
【００７９】
　また、上記の実施形態では、屋根材１に屋根上設置物５を取付けた例を示したが、これ
に限定するものではなく、屋根上設置物５を取付けることなく、屋根材１のみを屋根の構
造材２に取付けたものとしても良い。
【符号の説明】
【００８０】
１　屋根材
２　屋根の構造材
２ａ　垂木
２ｂ　野地板
１０　固定部材
１０Ａ　固定部材
１０Ｂ　固定部材
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１１　ベース部
１２　立壁部
１３　天壁部
１４　突出部
１５　開口部
１６　取付孔
２０　板金屋根
２０Ａ　板金屋根
２１　案内部
２２　変形部
２２ａ　係止部
２３　天部
２４　側部
２５　平面部
２６　係合部
２７　被係合部
２８　固定部
３０　受部材
３０Ａ　受部材
３１　受部本体
３２　挿通孔
３３　延出部
４０　締結部材
４０Ａ　締結部材
４１　下締結部材
４１Ａ　下締結部材
４２　基板部
４３　雄ネジ部
４４　ガイド凹部
４６　雌ネジ部
５０　上締結部材
５０Ａ　上締結部材
５１　ボルト部
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