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(57)【要約】
【課題】タイトフレームの頂部より突設する固定ボルト
に、縦材の下辺を直接螺着する施工と異なり、タイトフ
レームに既設のボルトを介して架台を取付ける固定金具
を可動可能にしてボルトの芯ずれを吸収せしめた。
【解決手段】タイトフレームと折版屋根板材ｓの頂部１
１より突設のボルト１０を貫通する貫通孔２付き載置部
１を有し、前記載置部１の左端部と右端部とを上方に折
曲する左立上部３と右立上部４を形成し、前記左右両立
上り部３、４の端部を夫々外側方に延設して孔７ａ付き
左側支承部５と孔７ａ付き右側支承部６とを形成し、前
記左右両側支承部５、６にボルト７、７を突設せしめる
ソーラーパネル取着用架台の固定金具である。　　　　
【選択図】　   図１



(2) JP 2011-106094 A 2011.6.2

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
タイトフレームと折版屋根板材の頂部より突設のボルトを貫通する貫通孔付き載置部を有
し、前記載置部の左端部と右端部とを上方に折曲する左立上部と右立上部を形成し、前記
左右両立上り部の端部を夫々外側方に延設して孔付き左側支承部と孔付き右側支承部とを
形成し、前記左右両側支承部にボルトを突設せしめることを特徴とするソーラーパネル取
着用架台の固定金具。
【請求項２】
ソーラーパネル取着用架台の固定金具が、下方固定体と上方固定体とからなり、前記下方
固定体は、前記折版屋根板材の頂部に重合可能な形状の重合部を有し、且前記重合部の左
端部と右端部とを折版屋根板材に重合可能な形状に折曲して傾斜状の左重合部と右重合部
を夫々延設し、前記重合部の内側部から左右重合部にかけて切欠状の切欠部を形成し、前
記上方固定体は、前記下方固定体の重合部に載置し、切欠部に嵌合する形態であり、折版
屋根板材の頂部より突出するボルトを貫通する貫通孔付き載置部を有し、前記載置部の左
端部と右端部とを上方に折曲する左立上り部と右立上り部を突設し、前記左右両立上り部
の端部を夫々外側方に延設して左側支承部と右側支承部とを形成し、前記左右側支承部に
ボルトを貫通する貫通孔を夫々形成し、前記上方固定体の載置部を下方固定体の切欠部内
に嵌挿し、前記上方固定体の貫通孔に下方固定体のボルトを貫通して上下方固定体を組立
てることを特徴とするソーラーパネル取着用架台の固定金具。
【請求項３】
ソーラーパネル取着用架台の固定金具が、下方固定体と上方固定体とからなり、前記下方
固定体は、中央部の内側に切欠部を有する載置部を形成し、前記載置部の左端部と右端部
を折版屋根板材の傾斜部に重合可能な形状の左傾斜部と右傾斜部とを延設し、前記左右両
傾斜部の下端部を上方向に同じ高さだけ折曲する左立上り部と右立上り部とを形成し、前
記左右両立上り部の高さは前記載置部の高さよりも高く形成し、前記左右両立上り部の端
部を外側方に水平状に折曲して左支承部と右支承部とを夫々形成し、前記下方固定体の切
欠部内に嵌込むことができる幅員を有し、中央にボルトを貫通する貫通孔を有する折版屋
根板材の頂部に載置する載置部を形成し、前記載置部の左端部と右端部を上方向に直角状
に折曲する左折曲部と右折曲部を延設し、前記両折曲部の両端部を外側方に直角状に折曲
して貫通孔付き水平状左側支承部と貫通孔付き水平状右端支承部とを夫々延設し形成し、
前記下方固定体と上方固定体とを組立てることを特徴とするソーラーパネル取着用架台の
固定金具。
【請求項４】
　タイトフレームと折版屋根板材から突出のボルトを貫通する貫通孔を上面部の中央部に
形成し、且前記貫通孔の前方部と後方部の上面部に、別設のボルトが突出可能な凹部を形
成し、前記上面部の左端部と右端部とを外側方に前記折版屋根板材の傾斜部に重合可能な
開放状態に延設する左重合部と右重合部を形成し、折版屋根板材の頂部の長手方向に嵌込
み重合して使用することを特徴とするソーラーパネル取着用架台の固定金具。
【請求項５】
タイトフレームと折版屋根板材の頂部より突設のボルトを貫通する貫通孔付き載置部を有
し、前記載置部の左端部と右端部とを上方に折曲する左立上部と右立上部を形成し、前記
左右両立上り部の端部を夫々外側方に延設して孔付き左側支承部と孔付き右側支承部とを
形成し、前記左右両側支承部にボルトを突設せしめ形成のソーラーパネル取着用架台の固
定金具を、前記タイトフレームと折版屋根板材の頂部より突設のボルトを前記載置部の貫
通孔に貫通し、貫通後前記固定金具の左側支承部と右側支承部が前記頂部の長手方向もし
くは前記頂部の長手方向に対し直角方向にセットし、前記ボルトに対しナットを螺着する
と共に、前記左右両側支承部に突設するボルトに、ソーラーパネル取着用架台を接続せし
めソーラーパネルを固定せしめることを特徴とするソーラーパネル固定方法。
【請求項６】
ソーラーパネル取着用架台の固定金具が、下方固定体と上方固定体とからなり、前記下方
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固定体は、前記折版屋根板材の頂部に重合可能な形状の重合部を有し、且前記重合部の左
端部と右端部とを折版屋根板材に重合可能な形状に折曲して傾斜状の左重合部と右重合部
を夫々延設し、前記重合部の内側部から左右重合部にかけて切欠状の切欠部を形成し、前
記上方固定体は、前記下方固定体の重合部に載置し、切欠部に嵌合する形態であり、折版
屋根板材の頂部より突出するボルトを貫通する貫通孔付き載置部を有し、前記載置部の左
端部と右端部とを上方に折曲する左立上り部と右立上り部を突設し、前記左右両立上り部
の端部を夫々外側方に延設して左側支承部と右側支承部とを形成し、そして前記左右側支
承部にボルトを貫通する貫通孔を夫々形成し、前記上方固定体の載置部を下方固定体の切
欠部内に嵌挿し、前記上方固定体の貫通孔に下方固定体のボルトを貫通して上下方固定体
を組立てるソーラーパネル取着用架台の固定金具を、前記載置部の貫通孔に頂部より突出
のボルトを貫通しながら、前記下方固定体の重合部を折版屋根板材に重合して、前記ボル
トに前記ナットを螺着し固着し、固定後下方固定体の重合部に突設のボルトにソーラーパ
ネル取着用架台の固定金具を接続せしめソーラーパネルを固定することを特徴とするソー
ラーパネル固定方法。
【請求項７】
ソーラーパネル取着用架台の固定金具が、下方固定体と上方固定体とからなり、前記下方
固定体は、中央部の内側に切欠部を有する載置部を形成し、前記載置部の左端部と右端部
を折版屋根板材の傾斜部に重合可能な形状の左傾斜部と右傾斜部とを延設し、前記左右両
傾斜部の下端部を上方向に同じ高さだけ折曲する左立上り部と右立上り部とを形成し、前
記左右両立上り部の高さは前記載置部の高さよりも高く形成し、前記左右両立上り部の端
部を外側方に水平状に折曲して左支承部と右支承部とを夫々形成し、前記下方固定体の切
欠部内に嵌込むことができる幅員を有し、中央にボルトを貫通する貫通孔を有する折版屋
根板材の頂部に載置する載置部を形成し、前記載置部の左端部と右端部を上方向に直角状
に折曲する左折曲部と右折曲部を延設し、前記両折曲部の両端部を外側方に直角状に折曲
して貫通孔付き水平状左側支承部と貫通孔付き水平状右端支承部とを夫々延設する上方固
定体を形成し、前記下方固定体と上方固定体とをボルトをもって組立てソーラーパネル取
着用架台の固定金具を形成し、前記載置部の貫通孔に前記折版屋根板材の頂部より突出の
ボルトを貫通させながら、前記下方固定体の左右両傾斜部を前記折版屋根板材の頂部と傾
斜部に重合せしめ、前記ボルトにナットを螺着し、前記下方固定体と上方固定体を接続す
るボルトに、架台を接続せしめソーラーパネルを固定することを特徴とするソーラーパネ
ル固定方法。
【請求項８】
　タイトフレームと折版屋根板材から突出のボルトを貫通する貫通孔を上面部の中央部に
形成し、且前記貫通孔の前方部と後方部の上面部に、別設のボルトが突出可能な凹部を形
成し、前記上面部の左端部と右端部とを外側方に前記折版屋根板材の傾斜部に重合可能な
開放状態に延設する左重合部と右重合部を形成し、折版屋根板材の頂部の長手方向に嵌込
み重合して使用するソーラーパネル取着用架台の固定金具を、前記タイトフレーム折版屋
根板材から突出のボルトを前記中央部の貫通孔に貫通し、且前記折版屋根板材の頂部の長
手方向に嵌込み重合せしめ、前記ボルトにナットを螺着し、前記前方部と後方部に突設の
ボルトにソーラーパネル取着用架台を接続せしめソーラーパネルを固定せしめることを特
徴とするソーラーパネル固定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ソーラーパネル取着用架台の固定金具及びソーラーパネル固定方法の分野に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、太陽光発電装置付きカーポートが特許第３７３０８４１号特許公報に開示されて
いる。
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【０００３】
　この公開特許公報の発明は、太陽電池モジュール５を取着する機材８を折版屋根３を支
承するタイトフレーム３１の頂部３１ａより突設している固定ボルト３２に、縦材８の下
辺４２を直接固定ナット４８を介して螺着せしめていた。
【０００４】
　そのため、もとになる屋根自体の寸法精度に依存する構成により、施工誤差によって設
置ができない可能性がある。
【０００５】
　さらに、従来太陽電池モジュール取付け装置が特許第３７７９２９６号特許公報に開示
されている。
【０００６】
　この特許公報の発明は、折版屋根１０の頂部１１にベースボール２０を固定するための
ボルト３６を、前記頂部１１の所定個所に穴開けて施工するものであって、既存のタイト
フレームと折版屋根１０の頂部１１より突設するボルトを利用する施工ではない。
【０００７】
　そのため、この発明は、雨漏りのリスクがあり、且施工性が良好ではない。
【０００８】
　また、従来固定装置が特開２００７－２８４９５６公開特許公報に開示されている。
【０００９】
　この公開特許公報の発明は、折版屋根４０に設置架台３を固着するのに、前記折版屋根
４０の一対の傾斜部に前記設置架台３と接続する脚部４ａ、４ｂの下方端部を固定手段３
０、３０を介して固着するものである。
【００１０】
　そのため、前記脚体４ａ、４ｂを固着するための固定手段３０、３０は、折版屋根４０
の傾斜部に穴を開けて施工をするため、雨漏りのリスクを伴い、且施工性が良好でなかっ
た。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特許第３７３０８４１号特許公報
【特許文献２】特許第３７７９２９６号特許公報
【特許文献３】特開２００７－２８４９５６公開特許公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、背景技術の項において列挙した特許第３７３０８４１号特許公報の発明のよ
うに、タイトフレーム３１の頂部３１ａより突設する固定ボルト３２に、縦材８の下辺４
２を直接螺着する施工と異なり、タイトフレームに既設のボルトを介して架台を取付ける
固定金具を可動可能にしてボルトの芯ずれを吸収せしめた。
【００１３】
　さらに、本発明は、前記従来開示の特許第３７７９２９６号特許公報の発明と異なり、
タイトフレームと折版屋根上より突出する既存のボルトを利用することによって、わざわ
ざ穴開け作業を不要にして、雨漏りリスクをなくし、さらに施工性を向上せしめた。
【００１４】
　また、本発明は、前記従来開示の特開２００７－２８４９５６公開特許公報のように、
設置架台３を固着するのに、脚部４ａ、４ｂの固着手段３０、３０を折版屋根４０の傾斜
部に穴を開けて施工することがないので、前記と同様に雨漏りリスクをなくし、さらに施
工性を向上せしめた。
【００１５】
さらに本発明は、既設もしくは新設の折版屋根板材を支持するタイトフレーム及び折版屋



(5) JP 2011-106094 A 2011.6.2

10

20

30

40

50

根板材より突設しているボルトを利用してソーラーパネル取着用架台の固定金具を構成す
る架台を折版屋根板材の頂部の長手方向に載置固定したり、あるいは前記頂部の長手方向
に対し直角状（桁方向）に載置固定して、ソーラーパネル取着用架台の設置をスムーズに
した。
【００１６】
また本発明は、架台の固定金具を構成する載置部の左右両サイドに、水平状に形成した突
き出しボルトを取着せしめた水平状左側支承部と同じく右側支承部の突き出しボルトが、
市販の六角ボルトを使用することができるため、前記ボルトの長さ、材質、サイズが自在
に選択できるようにした。
【００１７】
さらに本発明は、各種タイプの架台や仕様にも対応できる多様性と安価を実現できるよう
にした。
【００１８】
また本発明は、架台の固定金具に金具脚部を重ねて使用するため、左右の荷重に対する支
えが十分であり、さらに逆ハット型が可動し、タイトフレームのボルトが折版屋根板材の
中心に位置することを可能にした。
【００１９】
さらに本発明は、前記説明のフレームより突設のボルト（既設のナットと座金を外す）に
、新規なパッキンを差し込み後、前記パッキンよりも大きい径の孔を開けた大き目のクッ
ションパッキンを前記折版屋根板材の頂部に載置して、止水性を向上せしめると共に、ハ
イセットを逃げるので前記ハイセットを外す必要が全くなく施工性の向上をアップせしめ
るようにした。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
上記課題を解決するための手段として、請求項１に記載の発明は、タイトフレームと折版
屋根板材ｓの頂部１１より突設のボルト１０を貫通する貫通孔２付き載置部１を有し、前
記載置部１の左端部と右端部とを上方に折曲する左立上部３と右立上部４を形成し、前記
左右両立上り部３、４の端部を夫々外側方に延設して孔７ａ付き左側支承部５と孔７ａ付
き右側支承部６とを形成し、前記左右両側支承部５、６にボルト７、７を突設せしめるこ
とを特徴とするソーラーパネル取着用架台の固定金具である。　　　　
【００２１】
上記課題を解決するための手段として、請求項２に記載の発明は、ソーラーパネル取着用
架台の固定金具ｄが、下方固定体２１と上方固定体２２とからなり、前記下方固定体２１
は、前記折版屋根板材ｓの頂部１１に重合可能な形状の重合部２５を有し、且前記重合部
２５の左端部と右端部とを折版屋根板材ｓに重合可能な形状に折曲して傾斜状の左重合部
２６と右重合部２６ａを夫々延設し、前記重合部２５の内側部から左右重合部２６、２６
ａにかけて切欠状の切欠部２３を形成し、前記上方固定体２２は、前記下方固定体２１の
重合部２５に載置し、切欠部２３に嵌合する形態であり、折版屋根板材ｓの頂部１１より
突出するボルト１０を貫通する貫通孔１７a付き載置部２７を有し、前記載置部２７の左
端部と右端部とを上方に折曲する左立上り部２８と右立上り部２９を突設し、前記左右両
立上り部２８、２９の端部を夫々外側方に延設して左側支承部３０と右側支承部３１とを
形成し、前記左右側支承部３０、３１にボルト７、７を貫通する貫通孔７ａ、７ａを夫々
形成し、前記上方固定体２２の載置部２７を下方固定体２１の切欠部２３内に嵌挿し、前
記上方固定体２２の貫通孔７ａ、７ａに下方固定体２１のボルト７、７を貫通して上下方
固定体２２、２１を組立てることを特徴とするソーラーパネル取着用架台の固定金具であ
る。
【００２２】
上記課題を解決するための手段として、請求項３に記載の発明は、ソーラーパネル取着用
架台の固定金具ｅが、下方固定体２１と上方固定体２２とからなり、前記下方固定体２１
は、中央部の内側に切欠部２９を有する載置部２８を形成し、前記載置部２８の左端部と
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右端部を折版屋根板材ｓの傾斜部１２、１２に重合可能な形状の左傾斜部３０と右傾斜部
３１とを延設し、前記左右両傾斜部３０、３１の下端部を上方向に同じ高さだけ折曲する
左立上り部３２と右立上り部３３とを形成し、前記左右両立上り部３２、３３の高さは前
記載置部２８の高さよりも高く形成し、前記左右両立上り部３２、３３の端部を外側方に
水平状に折曲して左支承部３４と右支承部３５とを夫々形成し、前記下方固定体２１の切
欠部２９内に嵌込むことができる幅員を有し、中央にボルト１０を貫通する貫通孔１７ａ
を有する折版屋根板材ｓの頂部１１に載置する載置部３６を形成し、前記載置部３６の左
端部と右端部を上方向に直角状に折曲する左折曲部３７と右折曲部３８を延設し、前記両
折曲部３７、３８の両端部を外側方に直角状に折曲して貫通孔１０ａ付き水平状左側支承
部３９と貫通孔１０ａ付き水平状右端支承部３９ａとを夫々延設し形成し、前記下方固定
体２１と上方固定体２２とを組立てることを特徴とするソーラーパネル取着用架台の固定
金具である。
【００２３】
上記課題を解決するための手段として、請求項４に記載の発明は、タイトフレームと折版
屋根板材ｓから突出のボルト１０を貫通する貫通孔１３を上面部１４の中央部１５に形成
し、且前記貫通孔１３の前方部１６と後方部１７の上面部１４に、別設のボルト７、７が
突出可能な凹部１５ａを形成し、前記上面部１４の左端部と右端部とを外側方に前記折版
屋根板材ｓの傾斜部１２、１２に重合可能な開放状態に延設する左重合部１８と右重合部
１９を形成し、折版屋根板材ｓの頂部１１の長手方向に嵌込み重合して使用することを特
徴とするソーラーパネル取着用架台の固定金具である。
【００２４】
上記課題を解決するための手段として、請求項５に記載の発明は、タイトフレームと折版
屋根板材ｓの頂部１１より突設のボルト１０を貫通する貫通孔２付き載置部１を有し、前
記載置部１の左端部と右端部とを上方に折曲する左立上部３と右立上部４を形成し、前記
左右両立上り部３、４の端部を夫々外側方に延設して孔７ａ付き左側支承部５と孔７ａ付
き右側支承部６とを形成し、前記左右両側支承部５、６にボルト７、７を突設せしめ形成
のソーラーパネル取着用架台の固定金具ａを、前記タイトフレームと折版屋根板材ｓの頂
部１１より突設のボルト１０を前記載置部１の貫通孔２に貫通し、貫通後前記固定金具ａ
の左側支承部５と右側支承部６が前記頂部１１の長手方向もしくは前記頂部１１の長手方
向に対し直角方向にセットし、前記ボルト１０に対しナット１０ｆを螺着すると共に、前
記左右両側支承部５、６に突設するボルト７、７に、ソーラーパネル取着用架台２０を接
続せしめソーラーパネルを固定せしめることを特徴とするソーラーパネル固定方法である
。
【００２５】
上記課題を解決するための手段として、請求項６に記載の発明は、ソーラーパネル取着用
架台の固定金具ｄが、下方固定体２１と上方固定体２２とからなり、前記下方固定体２１
は、前記折版屋根板材ｓの頂部１１に重合可能な形状の重合部２５を有し、且前記重合部
２５の左端部と右端部とを折版屋根板材ｓに重合可能な形状に折曲して傾斜状の左重合部
２６と右重合部２６を夫々延設し、前記重合部２５の内側部から左右重合部２６、２６に
かけて切欠状の切欠部２３を形成し、前記上方固定体２２は、前記下方固定体２１の重合
部２５に載置し、切欠部２３に嵌合する形態であり、折版屋根板材ｓの頂部１１より突出
するボルト１０を貫通する貫通孔１７a付き載置部２７を有し、前記載置部２７の左端部
と右端部とを上方に折曲する左立上り部２８と右立上り部２９を突設し、前記左右両立上
り部２８、２９の端部を夫々外側方に延設して左側支承部３０と右側支承部３１とを形成
し、そして前記左右側支承部３０、３１にボルト７、７を貫通する貫通孔７ａ、７ａを夫
々形成し、前記上方固定体２２の載置部２７を下方固定体２１の切欠部２３内に嵌挿し、
前記上方固定体２２の貫通孔７ａ、７ａに下方固定体２１のボルト７、７を貫通して上下
方固定体２２、２１を組立てるソーラーパネル取着用架台の固定金具ｄを、前記載置部２
７の貫通孔１７ａに頂部１１より突出のボルト１０を貫通しながら、前記下方固定体１５
の重合部２５を折版屋根板材ｓに重合して、前記ボルト１０に前記ナット１０ｆを螺着し
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固着し、固定後下方固定体１５の重合部２５に突設のボルト７、７にソーラーパネル取着
用架台２０の固定金具を接続せしめソーラーパネルｐを固定することを特徴とするソーラ
ーパネル固定方法である。
【００２６】
上記課題を解決するための手段として、請求項７に記載の発明は、ソーラーパネル取着用
架台の固定金具ｅが、下方固定体２１と上方固定体２２とからなり、前記下方固定体２１
は、中央部の内側に切欠部２９を有する載置部２８を形成し、前記載置部２８の左端部と
右端部を折版屋根板材ｓの傾斜部１２、１２に重合可能な形状の左傾斜部３０と右傾斜部
３１とを延設し、前記左右両傾斜部３０、３１の下端部を上方向に同じ高さだけ折曲する
左立上り部３２と右立上り部３３とを形成し、前記左右両立上り部３２、３３の高さは前
記載置部２８の高さよりも高く形成し、前記左右両立上り部３２、３３の端部を外側方に
水平状に折曲して左支承部３４と右支承部３５とを夫々形成し、前記下方固定体２１の切
欠部２９内に嵌込むことができる幅員を有し、中央にボルト１０を貫通する貫通孔７ａを
有する折版屋根板材ｓの頂部１１に載置する載置部３６を形成し、前記載置部３６の左端
部と右端部を上方向に直角状に折曲する左折曲部３７と右折曲部３８を延設し、前記両折
曲部３７、３８の両端部を外側方に直角状に折曲して貫通孔７ａ付き水平状左側支承部３
９と貫通孔１０ａ付き水平状右端支承部３９ａとを夫々延設する上方固定体２２を形成し
、前記下方固定体２１と上方固定体１６とをボルト７、７をもって組立てソーラーパネル
取着用架台の固定金具ｅを形成し、前記載置部３６の貫通孔７ａに前記折版屋根板材ｓの
頂部１１より突出のボルト１０を貫通させながら、前記下方固定体２１の左右両傾斜部３
０、３１を前記折版屋根板材ｓの頂部１１と傾斜部１２、１２に重合せしめ、前記ボルト
１０にナット１０ｆを螺着し、前記下方固定体２１と上方固定体２２を接続するボルト７
、７に、架台２０を接続せしめソーラーパネルｐを固定することを特徴とするソーラーパ
ネル固定方法である。
【００２７】
上記課題を解決するための手段として、請求項８に記載の発明は、タイトフレームと折版
屋根板材ｓから突出のボルト１０を貫通する貫通孔１３を上面部１４の中央部１５に形成
し、且前記貫通孔１３の前方部１６と後方部１７の上面部１４に、別設のボルト７、７が
突出可能な凹部１５ａを形成し、前記上面部１４の左端部と右端部とを外側方に前記折版
屋根板材ｓの傾斜部１２、１２に重合可能な開放状態に延設する左重合部１８と右重合部
１９を形成し、折版屋根板材ｓの頂部１１の長手方向に嵌込み重合して使用するソーラー
パネル取着用架台の固定金具を、前記タイトフレーム折版屋根板材ｓから突出のボルト１
０を前記中央部１５の貫通孔１３に貫通し、且前記折版屋根板材ｓの頂部１１の長手方向
に嵌込み重合せしめ、前記ボルト１０にナット１８を螺着し、前記前方部１６と後方部１
７に突設のボルト７、７にソーラーパネル取着用架台２０を接続せしめソーラーパネルｐ
を固定せしめることを特徴とするソーラーパネル固定方法である。
【発明の効果】
【００２８】
請求項１に記載の発明は、タイトフレームと折版屋根板材ｓの頂部１１より突設のボルト
１０を貫通する貫通孔２付き載置部１を有し、前記載置部１の左端部と右端部とを上方に
折曲する左立上部３と右立上部４を形成し、前記左右両立上り部３、４の端部を夫々外側
方に延設して孔７ａ付き左側支承部５と孔７ａ付き右側支承部６とを形成し、前記左右両
側支承部５、６にボルト７、７を突設せしめるソーラーパネル取着用架台の固定金具なの
で、既設もしくは新設の折版屋根板材を支持するタイトフレーム及び折版屋根板材より突
設しているボルトを利用して固定するソーラーパネル取着用架台の固定金具を、折版屋根
板材の頂部の長手方向に対し直角状（桁方向）に載置固定して、ソーラーパネル取着用架
台の設置をスムーズにする利点を有している。
【００２９】
さらに本発明は、架台の固定金具を構成する載置部の左右両サイドに、水平状に形成した
突き出しボルトを取着せしめた水平状左側支承部と右側支承部の突き出しボルトが、市販
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の六角ボルトを使用することができるため、前記ボルトの長さ、材質、サイズが自在に選
択できるようにした。
【００３０】
また、本発明は各種タイプの架台や仕様にも対応できる多様性と安価を実現できるように
した。
【００３１】
請求項２に記載の発明は、ソーラーパネル取着用架台の固定金具ｄが、下方固定体２１と
上方固定体２２とからなり、前記下方固定体２１は、前記折版屋根板材ｓの頂部１１に重
合可能な形状の重合部２５を有し、且前記重合部２５の左端部と右端部とを折版屋根板材
ｓに重合可能な形状に折曲して傾斜状の左重合部２６と右重合部２６ａを夫々延設し、前
記重合部２５の内側部から左右重合部２６、２６ａにかけて切欠状の切欠部２３を形成し
、前記上方固定体２２は、前記下方固定体２１の重合部２５に載置し、切欠部２３に嵌合
する形態であり、折版屋根板材ｓの頂部１１より突出するボルト１０を貫通する貫通孔１
７a付き載置部２７を有し、前記載置部２７の左端部と右端部とを上方に折曲する左立上
り部２８と右立上り部２９を突設し、前記左右両立上り部２８、２９の端部を夫々外側方
に延設して左側支承部３０と右側支承部３１とを形成し、前記左右側支承部３０、３１に
ボルト７、７を貫通する貫通孔７ａ、７ａを夫々形成し、前記上方固定体２２の載置部２
７を下方固定体２１の切欠部２３内に嵌挿し、前記上方固定体２２の貫通孔７ａ、７ａに
下方固定体２１のボルト７、７を貫通して上下方固定体２２、２１を組立てるソーラーパ
ネル取着用架台の固定金具なので、前記請求項１に記載の発明と同じ効果を有している。
【００３２】
請求項３に記載の発明は、ソーラーパネル取着用架台の固定金具ｅが、下方固定体２１と
上方固定体２２とからなり、前記下方固定体２１は、中央部の内側に切欠部２９を有する
載置部２８を形成し、前記載置部２８の左端部と右端部を折版屋根板材ｓの傾斜部１２、
１２に重合可能な形状の左傾斜部３０と右傾斜部３１とを延設し、前記左右両傾斜部３０
、３１の下端部を上方向に同じ高さだけ折曲する左立上り部３２と右立上り部３３とを形
成し、前記左右両立上り部３２、３３の高さは前記載置部２８の高さよりも高く形成し、
前記左右両立上り部３２、３３の端部を外側方に水平状に折曲して左支承部３４と右支承
部３５とを夫々形成し、前記下方固定体２１の切欠部２９内に嵌込むことができる幅員を
有し、中央にボルト１０を貫通する貫通孔１７ａを有する折版屋根板材ｓの頂部１１に載
置する載置部３６を形成し、前記載置部３６の左端部と右端部を上方向に直角状に折曲す
る左折曲部３７と右折曲部３８を延設し、前記両折曲部３７、３８の両端部を外側方に直
角状に折曲して貫通孔１０ａ付き水平状左側支承部３９と貫通孔１０ａ付き水平状右端支
承部３９ａとを夫々延設し形成し、前記下方固定体２１と上方固定体２２とを組立てるソ
ーラーパネル取着用架台の固定金具なので、前記請求項１に記載の発明と同じ効果を有し
ている。
【００３３】
さらに本発明は、架台の固定金具に金具脚部を重ねて使用するため、左右の荷重に対する
支えが十分である。
【００３４】
請求項４に記載の発明は、タイトフレームと折版屋根板材ｓから突出のボルト１０を貫通
する貫通孔１３を上面部１４の中央部１５に形成し、且前記貫通孔１３の前方部１６と後
方部１７の上面部１４に、別設のボルト７、７が突出可能な凹部１５ａを形成し、前記上
面部１４の左端部と右端部とを外側方に前記折版屋根板材ｓの傾斜部１２、１２に重合可
能な開放状態に延設する左重合部１８と右重合部１９を形成し、折版屋根板材ｓの頂部１
１の長手方向に嵌込み重合して使用するソーラーパネル取着用架台の固定金具なので、前
記請求項１に記載の発明と同じ効果を有している。
【００３５】
請求項５に記載の発明は、タイトフレームと折版屋根板材ｓの頂部１１より突設のボルト
１０を貫通する貫通孔２付き載置部１を有し、前記載置部１の左端部と右端部とを上方に
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折曲する左立上部３と右立上部４を形成し、前記左右両立上り部３、４の端部を夫々外側
方に延設して孔７ａ付き左側支承部５と孔７ａ付き右側支承部６とを形成し、前記左右両
側支承部５、６にボルト７、７を突設せしめ形成のソーラーパネル取着用架台の固定金具
ａを、前記タイトフレームと折版屋根板材ｓの頂部１１より突設のボルト１０を前記載置
部１の貫通孔２に貫通し、貫通後前記固定金具ａの左側支承部５と右側支承部６が前記頂
部１１の長手方向もしくは前記頂部１１の長手方向に対し直角方向にセットし、前記ボル
ト１０に対しナット１０ｆを螺着すると共に、前記左右両側支承部５、６に突設するボル
ト７、７に、ソーラーパネル取着用架台２０を接続せしめソーラーパネルを固定ソーラー
パネル固定方法なので、前記請求項１に記載の発明と同じ効果を有している。
【００３６】
請求項６に記載の発明は、ソーラーパネル取着用架台の固定金具ｄが、下方固定体２１と
上方固定体２２とからなり、前記下方固定体２１は、前記折版屋根板材ｓの頂部１１に重
合可能な形状の重合部２５を有し、且前記重合部２５の左端部と右端部とを折版屋根板材
ｓに重合可能な形状に折曲して傾斜状の左重合部２６と右重合部２６を夫々延設し、前記
重合部２５の内側部から左右重合部２６、２６にかけて切欠状の切欠部２３を形成し、前
記上方固定体２２は、前記下方固定体２１の重合部２５に載置し、切欠部２３に嵌合する
形態であり、折版屋根板材ｓの頂部１１より突出するボルト１０を貫通する貫通孔１７a
付き載置部２７を有し、前記載置部２７の左端部と右端部とを上方に折曲する左立上り部
２８と右立上り部２９を突設し、前記左右両立上り部２８、２９の端部を夫々外側方に延
設して左側支承部３０と右側支承部３１とを形成し、そして前記左右側支承部３０、３１
にボルト７、７を貫通する貫通孔７ａ、７ａを夫々形成し、前記上方固定体２２の載置部
２７を下方固定体２１の切欠部２３内に嵌挿し、前記上方固定体２２の貫通孔７ａ、７ａ
に下方固定体２１のボルト７、７を貫通して上下方固定体２２、２１を組立てるソーラー
パネル取着用架台の固定金具ｄを、前記載置部２７の貫通孔１７ａに頂部１１より突出の
ボルト１０を貫通しながら、前記下方固定体１５の重合部２５を折版屋根板材ｓに重合し
て、前記ボルト１０に前記ナット１０ｆを螺着し固着し、固定後下方固定体１５の重合部
２５に突設のボルト７、７にソーラーパネル取着用架台２０の固定金具を接続せしめソー
ラーパネルｐを固定するソーラーパネル固定方法なので、ソーラーパネル取着用架台の固
定金具を折版屋根板材の長手方向もしくは前記折版屋根板材の長手方向に対し、直角状（
桁方向）に、タイトフレーム等より突設のボルトを介して、極めて簡単にして、且確実に
取着できる利点を有している。
【００３７】
さらに本発明は、折版屋根板材に穴を開けすでに施工ができるし、雨漏りのリスクを著し
く低下できる利点がある。
【００３８】
請求項７に記載の発明は、ソーラーパネル取着用架台の固定金具ｅが、下方固定体２１と
上方固定体２２とからなり、前記下方固定体２１は、中央部の内側に切欠部２９を有する
載置部２８を形成し、前記載置部２８の左端部と右端部を折版屋根板材ｓの傾斜部１２、
１２に重合可能な形状の左傾斜部３０と右傾斜部３１とを延設し、前記左右両傾斜部３０
、３１の下端部を上方向に同じ高さだけ折曲する左立上り部３２と右立上り部３３とを形
成し、前記左右両立上り部３２、３３の高さは前記載置部２８の高さよりも高く形成し、
前記左右両立上り部３２、３３の端部を外側方に水平状に折曲して左支承部３４と右支承
部３５とを夫々形成し、前記下方固定体２１の切欠部２９内に嵌込むことができる幅員を
有し、中央にボルト１０を貫通する貫通孔７ａを有する折版屋根板材ｓの頂部１１に載置
する載置部３６を形成し、前記載置部３６の左端部と右端部を上方向に直角状に折曲する
左折曲部３７と右折曲部３８を延設し、前記両折曲部３７、３８の両端部を外側方に直角
状に折曲して貫通孔７ａ付き水平状左側支承部３９と貫通孔１０ａ付き水平状右端支承部
３９ａとを夫々延設する上方固定体２２を形成し、前記下方固定体２１と上方固定体１６
とをボルト７、７をもって組立てソーラーパネル取着用架台の固定金具ｅを形成し、前記
載置部３６の貫通孔７ａに前記折版屋根板材ｓの頂部１１より突出のボルト１０を貫通さ
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せながら、前記下方固定体２１の左右両傾斜部３０、３１を前記折版屋根板材ｓの頂部１
１と傾斜部１２、１２に重合せしめ、前記ボルト１０にナット１０ｆを螺着し、前記下方
固定体２１と上方固定体２２を接続するボルト７、７に、架台２０を接続せしめソーラー
パネルｐを固定するソーラーパネル固定方法なので、前記請求項６に記載の発明と同じ効
果を有している。
【００３９】
請求項８に記載の発明は、タイトフレームと折版屋根板材ｓから突出のボルト１０を貫通
する貫通孔１３を上面部１４の中央部１５に形成し、且前記貫通孔１３の前方部１６と後
方部１７の上面部１４に、別設のボルト７、７が突出可能な凹部１５ａを形成し、前記上
面部１４の左端部と右端部とを外側方に前記折版屋根板材ｓの傾斜部１２、１２に重合可
能な開放状態に延設する左重合部１８と右重合部１９を形成し、折版屋根板材ｓの頂部１
１の長手方向に嵌込み重合して使用するソーラーパネル取着用架台の固定金具を、前記タ
イトフレーム折版屋根板材ｓから突出のボルト１０を前記中央部１５の貫通孔１３に貫通
し、且前記折版屋根板材ｓの頂部１１の長手方向に嵌込み重合せしめ、前記ボルト１０に
ナット１８を螺着し、前記前方部１６と後方部１７に突設のボルト７、７にソーラーパネ
ル取着用架台２０を接続せしめソーラーパネルｐを固定せしめるソーラーパネル固定方法
なので、ソーラーパネル取着用架台の固定金具を折版屋根板材の長手方向に左右の荷重に
対する支えを十分にして前記タイトフレーム等より突設のボルトを介して、確実且迅速に
重ね式にして取着できる利点を有している。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】折版屋根板材の頂部よりボルトが突出している状態を示す一部切欠斜視図である
。
【００４１】
【図２】同図１の折版屋根板材の頂部に突出のボルトにパッキンを差し込んだ状態の一部
切欠斜視面図である。
【００４２】
【図３】本発明ソーラーパネル取着用架台の固定金具（第１実施例）の使用状態を示す斜
視図である。
【００４３】
【図４】図３の固定金具の組立て前の状態を示す正面図である。
【００４４】
【図５】図４の状態を右側面よりみた一部切欠右側面図である。
【００４５】
【図６】同固定金具を折版屋根板材の頂部に対し直角状に取着した状態を示す斜視図であ
る。
【００４６】
【図７】同固定金具の第１実施例の正面図である。
【００４７】
【図８】同図７の固定金具の平面図である。
【００４８】
【図９】同図７固定金具の右側面図である。
【００４９】
【図１０】第２実施例の同固定金具の組立て前の状態を示す斜視図である。
【００５０】
【図１１】同図１０の固定金具を組立て折版屋根板材に重ねる直前の状態を示す斜視図で
ある。
【００５１】
【図１２】同図１０の固定金具を重ね式にして組立てた状態を示す斜視図である。
【００５２】
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【図１３】同図１１、１２の固定金具の正面図である。
【００５３】
【図１４】同図１３の固定金具平面図である。
【００５４】
【図１５】同図１３の固定金具の右側面図である。
【００５５】
【図１６】図１３、１４、１５の同固定金具の組立て前の状態を示す正面図である。
【００５６】
【図１７】同図１６の固定金具の組立て前の右側面図である。
【００５７】
【図１８】同図１３、１４、１５の固定金具の組立て状態の正面図である。
【００５８】
【図１９】同図１３、１４、１５の固定金具の使用状態を示す一部切欠正面図である。
【００５９】
【図２０】同図１９の固定金具の使用状態を右側方よりみた状態の一部切欠拡大右側面図
である。
【００６０】
【図２１】同図２０の使用状態の平面図である。
【００６１】
【図２２】同図２１の使用状態の一部切欠正面図である。
【００６２】
【図２３】同第３実施例の固定金具の使用状態を示す斜視図である。
【００６３】
【図２４】図２３の固定金具の正面図である。
【００６４】
【図２５】図２４の固定金具の平面図である。
【００６５】
【図２６】折版屋根板材の頂部より突出の既設ボルトを使用するタイプの固定金具の正面
図である。
【００６６】
【図２７】図２６の固定金具の平面図である。
【００６７】
【図２８】図２６の固定金具の右側面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６８】
　本発明のソーラーパネル取着用架台の固定金具及びソーラーパネル固定方法の好適な実
施形態を、以下図面にしたがって説明する。なお、請求項１～８記載の発明に関する実施
の形態は共通しているので、以下のとおり一括して説明する。
【００６９】
　aは、ソーラーパネルｐの取着用架台２０を取着せしめる第１実施例の固定金具である
。
【００７０】
　前記第１実施例の固定金具ａの構成は以下のとおりである。
【００７１】
すなわち、既設もしくは新設のタイトフレームと折版屋根材ｓの頂部１１より突設のボル
ト１０を貫通する貫通孔２付き板状載置部１を中央部に有し、前記載置部１の左端部と右
端部とを上方に折曲する左立上部３と右立上部４を同一高さにて形成し、前記左右両立上
り部３、４の端部を夫々外側方に延設して左側支承部５と板状の孔７ａ付き右側支承部６
とを形成し、前記左右両側支承部５、６にボルト７、７を夫々突設せしめたものである。
【００７２】
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　１２は前記折版屋根板材ｓを構成する頂部１１の両端部より左右対称に折曲形成する傾
斜部である。
【００７３】
　１０ｆは前記頂部１１に前記固定金具ａを載置し、ボルト１０を載置部１の貫通孔２に
貫通後、前記ボルト１０に前記固定金具ａを固定するためのナットである。
【００７４】
　さらに前記固定金具ａには、前記貫通孔２の周囲の膨み部１ａを形成してもよい。
【００７５】
　７ａは前記ボルト７、７を貫通するための孔部である。
【００７６】
　前記第１実施例の固定金具ａは、図１のように、折版屋根板材ｓの長手方向にして頂部
１１上に載置固定して使用するケースと、図６に図示されているように、頂部１１の長手
方向に対し、直角状にいわゆる桁方向に載置固定して使用するケースがある。
【００７７】
　本発明において、ボルト７、７は、市販の六角ボルトを使用するため、長さ、材質、サ
イズが自在なものを使用できる。そのため、様々な架台２０及び仕様に対応できる。
【００７８】
　図２は第１実施例の固定金具ａの組立て前の状態を示す図であるが組立てに使用する各
部材について説明する。
【００７９】
　図において、１０ｂは前記ボルト１０に前記固定金具ａを固定するときのパッキンであ
る。１０ｃはボルト１０を嵌め込み頂部１１から傾斜部１２、１２にかけて載置するクッ
ションパッキンである。
【００８０】
　１０ｆはボルト１０に螺着するナットである。
【００８１】
　７ｂは固定金具ａのボルト７、７と架台２０とを接続するときに使用する平座であり、
７ｃはワッシャー、７ｄはナットである。
【００８２】
　つぎに、前記架台２０にソーラーパネルｐを取着する固定具を取着するための部材につ
いて説明する。
【００８３】
　４０は架台２０に突設する平座４１と共にセットするボルトである。４２は平座、４３
はワッシャー、４４はナットである。
【００８４】
　さらに第２実施例のソーラーパネル取着用架台の固定金具ｄは、下方固定体２１と上方
固定体２２とからなっている。
【００８５】
　前記下方固定体２１は、前記折版屋根板材ｓの頂部１１に重合可能な形状の重合部２５
を有し、且前記重合部２５の左端部と右端部とを折版屋根板材ｓに重合可能な形状に折曲
して左重合部２６と右重合部２６aを夫々延設し、前記重合部２５の内側部から左右重合
部２６、２６ａにかけて切欠状の切欠部２３を形成する。
【００８６】
他方前記上方固定体２２は、前記下方固定体２１の重合部２５に載置し、切欠部２３に嵌
合する形態であり、折版屋根板材ｓの頂部１１より突出するボルト１０を貫通する貫通孔
１７a付き載置部２７を有し、前記載置部２７の左端部と右端部とを上方に折曲する左立
上り部２８と右立上り部２９を突設し、前記左右両立上り部２８、２９の端部を夫々外側
方に延設して左側支承部３０と右側支承部３１とを形成し、前記左右側支承部３０、３１
にボルト７、７を貫通する貫通孔７ａ、７ａを夫々形成し、前記上方固定体２２の載置部
２７を下方固定体２１の切欠部２３内に嵌挿し、前記上方固定体２２の貫通孔７ａ、７ａ



(13) JP 2011-106094 A 2011.6.2

10

20

30

40

50

に下方固定体２１のボルト７、７を貫通して上下方固定体２２、２１を組立てる。
【００８７】
　そして前記固定金具ｄは、図１２、１６、１７、１８、１９、２０に図示されている各
種接続具を介して、折版屋根板材ｓ、架台２０等に接続される。前記各種接続具の内容に
ついては後述する。
【００８８】
　さらに、前記固定金具ｄは、図１２に図示されているように、折版屋根板材ｓの長手方
向に重ね式にて接続使用される。
【００８９】
　つぎに第３実施例のソーラーパネル取着用架台の固定金具ｅは、下方固定体２１と上方
固定体２２とからなる。
【００９０】
　すなわち、前記下方固定体２１は、中央部の内側に切欠部２９を有する載置部２８を形
成し、前記載置部２８の左端部と右端部を折版屋根板材ｓの傾斜部１２、１２に重合可能
な形状の左傾斜部３０と右傾斜部３１とを延設し、前記左右両傾斜部３０、３１の下端部
を上方向に同じ高さだけ折曲する左立上り部３２と右立上り部３３とを形成し、前記左右
両立上り部３２、３３の高さは前記載置部２８の高さよりも高く形成する。さらに前記左
右両立上り部３２、３３の端部を外側方に水平状に折曲して左支承部３４と右支承部３５
とを夫々形成する。
【００９１】
　上記下方固定体２１と組立てる上方固定体２２の実施の形態を説明する。
【００９２】
　前記下方固定体２１の切欠部２９内に嵌込むことができる幅員を有し、中央にボルト１
０を貫通する貫通孔１７ａを有する折版屋根板材ｓの頂部１１に載置する載置部３６を形
成する。そして前記載置部３６の左端部と右端部を上方向に直角状に折曲する左折曲部３
７と右折曲部３８を延設し、前記両折曲部３７、３８の両端部を外側方に直角状に折曲し
て貫通孔１０ａ付き水平状左側支承部３９と貫通孔１０ａ付き水平状右端支承部３９ａと
を夫々延設し形成する。前記の構成からなる前記下方固定体２１と上方固定体２２とを組
立てるとソーラーパネル取着用架台の固定金具ｅが形成される。
【００９３】
　前記の構成からなる固定金具ｅは、図２３のように、折版屋根板材ｓの頂部１１にクッ
ションパッキン１０ｃの貫通孔１０ｄにボルト１０を嵌挿せしめ、頂部１１から傾斜部１
２、１２に重合せしめた後、前記ボルト１０を貫通孔せしめる。その結果前記固定金具ｄ
は、頂部１１の長手方向に対し直角状に、すなわち桁方向に重合状態となって折版屋根板
材ｓに接続固定される。
【００９４】
　前記各固定金具は前記折版屋根板材ｓと接続するのに、中央に貫通孔１０ｄを形成した
クッションパッキン１０ｃを使用する。
【００９５】
　このクッションパッキン１０ｃを頂部１１に敷くと、ボルト１０とパッキン１０ｂより
径が大きい前記貫通孔１０ｄが外側方に位置する。
【００９６】
　また、本発明は、頂部１１より突設のボルト１０に螺着する既設のナットと古いパッキ
ンを取り除くか、もしくはそのままにして使用するケースもある。
【００９７】
　さらに、前記のように既設のナットとパッキンを除去後、新規のパッキン１０ｃを前記
ボルト１０に差し込み使用するケースもある。
【００９８】
　つぎに第４実施例の固定金具ｃの構成につき説明する。
【００９９】
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この発明の固定金具ｃは、図２６、２７、２８に図示されている。すなわちタイトフレー
ムと折版屋根板材ｓから突出のボルト１０を貫通する貫通孔１３を上面部１４の中央部１
５に形成し、且前記貫通孔１３の前方部１６と後方部１７の上面部１４に、別設のボルト
７、７が突出可能な凹部１５ａを形成する。そして前記上面部１４の左端部と右端部とを
外側方に前記折版屋根板材ｓの傾斜部１２、１２に重合可能な開放状態に延設する左重合
部１８と右重合部１９を形成し、折版屋根板材ｓの頂部１１の長手方向に嵌込み重合して
使用するものである。
【０１００】
　この固定金具ｃを折版屋根板材ｓのボルト１０を介して、頂部１１に載置固定する手法
は、前記ボルト１０を前記貫通孔１３に貫通し、左重合部１８と右重合部１９を折版屋根
板材ｓの傾斜部１２、１２に重合させる。
【０１０１】
　そして前記ボルト１０にナット１０ｆを螺着すれば、前記固定金具ｃを前記折版屋根板
材ｓの頂部１１の長手方向に重合接着できる。
【０１０２】
　そのとき、中央部１５を図２６に図示のように膨らみ状の膨出部１５ｂを形成して、パ
ッキン１０ｂとボルト１０とを重合時に嵌挿させる。
【０１０３】
　前記のように固定金具ｃが前記折版屋根板材ｓの頂部１１と傾斜部１２に重合すると、
前記別設のボルト７、７が頂部１１の長手方向に沿って位置する。
【０１０４】
　前記のように組立てられた固定金具ｃに対し、前記第１、２実施例の固定金具ａ、ｄに
対し架台２０を各種部材を使用して接続せしめる手段と同じようにして、前記固定金具ｃ
と架台２０とを接続せしめる。
【０１０５】
　さらに、本発明は、ソーラーパネル取着用架台の固定金具を使用してソーラーパネルを
固定する固定方法につき説明すると以下のとおりである。
【０１０６】
　第１のソーラーパネル固定方法は以下のとおりである。
【０１０７】
　すなわち、タイトフレームと折版屋根板材ｓの頂部１１より突設のボルト１０を貫通す
る貫通孔２付き載置部１を有し、前記載置部１の左端部と右端部とを上方に折曲する左立
上部３と右立上部４を形成し、前記左右両立上り部３、４の端部を夫々外側方に延設して
孔７ａ付き左側支承部５と孔７ａ付き右側支承部６とを形成し、前記左右両側支承部５、
６にボルト７、７を突設せしめ形成のソーラーパネル取着用架台の固定金具ａを、前記タ
イトフレームと折版屋根板材ｓの頂部１１より突設のボルト１０を前記載置部１の貫通孔
２に貫通し、貫通後前記固定金具ａの左側支承部５と右側支承部６が前記頂部１１の長手
方向もしくは前記頂部１１の長手方向に対し直角方向にセットし、前記ボルト１０に対し
ナット１０ｆを螺着すると共に、前記左右両側支承部５、６に突設するボルト７、７に、
ソーラーパネル固定具ｆの取着用架台２０を接続せしめソーラーパネルを固定せしめるソ
ーラーパネル固定方法である。
【０１０８】
さらに第２の同ソーラーパネル固定方法は以下のとおりである。
【０１０９】
　すなわち、タイトフレームと折版屋根板材ｓから突出のボルト１０を貫通する貫通孔１
３を上面部１４の中央部１５に形成し、且前記貫通孔１３の前方部１６と後方部１７の上
面部１４に、別設のボルト７、７が突出可能な凹部１５ａを形成し、前記上面部１４の左
端部と右端部とを外側方に前記折版屋根板材ｓの傾斜部１２、１２に重合可能な開放状態
に延設する左重合部１８と右重合部１９を形成し、折版屋根板材ｓの頂部１１の長手方向
に嵌込み重合して使用するソーラーパネル取着用架台の固定金具を、前記タイトフレーム
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と折版屋根板材ｓから突出のボルト１０を前記中央部１５の貫通孔１３に貫通し、且前記
折版屋根板材ｓの頂部１１の長手方向に嵌込み重合せしめ、前記ボルト１０にナット１０
ｆを螺着し、前記前方部１６と後方部１７に突設のボルト７、７にソーラーパネル固定具
ｆの取着用架台２０を接続せしめソーラーパネルｐを固定せしめるソーラーパネル固定方
法である。
【０１１０】
さらに、本発明の第２のソーラーパネル固定方法について説明する。
【０１１１】
すなわち、ソーラーパネル取着用架台の固定金具ｄが、下方固定体２１と上方固定体２２
とからなり、前記下方固定体１５は、前記折版屋根板材ｓの頂部１１に重合可能な形状の
重合部２５を有し、且前記重合部２５の左端部と右端部とを折版屋根板材ｓに重合可能な
形状に折曲して傾斜状の左重合部２６と右重合部２６を夫々延設し、前記重合部２５の内
側部から左右重合部２６、２６にかけて切欠状の切欠部２３を形成し、前記上方固定体２
２は、前記下方固定体２１の重合部２５に載置し、切欠部２３に嵌合する形態であり、折
版屋根板材ｓの頂部１１より突出するボルト１０を貫通する貫通孔１７a付き載置部２７
を有し、前記載置部２７の左端部と右端部とを上方に折曲する左立上り部２８と右立上り
部２９を突設し、前記左右両立上り部２８、２９の端部を夫々外側方に延設して左側支承
部３０と右側支承部３１とを形成し、前記左右側支承部３０、３１にボルト７、７を貫通
する貫通孔７ａ、７ａを夫々形成し、前記上方固定体１６の載置部２７を下方固定体１５
の切欠部２３内に嵌挿し、前記上方固定体１６の貫通孔７ａ、７ａに下方固定体１５のボ
ルト７、７を貫通して上下方固定体１５、１６を組立てるソーラーパネル取着用架台の固
定金具を、前記載置部２７の貫通孔１７ａに頂部１１より突出のボルト１０を貫通しなが
ら、前記下方固定体１５の重合部２５を折版屋根板材ｓに重合して、前記ナット１０ｆを
螺着し固着し、固定後下方固定体１５の重合部２５に突設のボルト７、７にソーラーパネ
ル固定具ｆの取着用架台２０を接続せしめソーラーパネルｐを固定するソーラーパネル固
定方法である。
【０１１２】
さらに、本発明の第３のソーラーパネル固定方法について説明すると以下のとおりである
。
【０１１３】
すなわち、ソーラーパネル取着用架台の固定金具ｅが、下方固定体２１と上方固定体２２
とからなり、前記下方固定体２１は、中央部の内側に切欠部２９を有する載置部２８を形
成し、前記載置部２８の左端部と右端部を折版屋根板材ｓの傾斜部１２、１２に重合可能
な形状の左傾斜部３０と右傾斜部３１とを延設し、前記左右両傾斜部３０、３１の下端部
を上方向に同じ高さだけ折曲する左立上り部３２と右立上り部３３とを形成し、前記左右
両立上り部３２、３３の高さは前記載置部２８の高さよりも高く形成し、前記左右両立上
り部３２、３３の端部を外側方に水平状に折曲して左支承部３４と右支承部３５とを夫々
形成し、前記下方固定体２１の切欠部２９内に嵌込むことができる幅員を有し、中央にボ
ルト１０を貫通する貫通孔７ａを有する折版屋根板材ｓの頂部１１に載置する載置部３６
を形成し、前記載置部３６の左端部と右端部を上方向に直角状に折曲する左折曲部３７と
右折曲部３８を延設し、前記両折曲部３７、３８の両端部を外側方に直角状に折曲して貫
通孔１０ａ付き水平状左側支承部３９と貫通孔１０ａ付き水平状右端支承部３９ａとを夫
々延設する上方固定体２２を形成し、前記下方固定体２１と上方固定体２２とをボルト７
、７をもって組立てソーラーパネル固定具ｆの取着用架台の固定金具ｅを形成し、前記載
置部３６の貫通孔７ａに前記折版屋根板材ｓの頂部１１より突出のボルト１０を貫通させ
ながら、前記下方固定体１５の左右両傾斜部３０、３１を前記折版屋根板材ｓの頂部１１
と傾斜部１２、１２に重合せしめ、前記ボルト１０にナット１０ｆを螺着し、前記下方固
定体２１と上方固定体２２を接続するボルト７、７に、架台２０を接続せしめソーラーパ
ネルｐを固定するソーラーパネル固定方法である。
【符号の説明】
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【０１１４】
ａ　　　固定具
ｃ　　　固定金具
ｄ　　　固定金具
ｅ　　　固定金具
ｆ　　　固定具
ｐ　　　ソーラーパネル
ｓ　　　折版屋根板材
１　　　載置部
１ａ　　膨み部
２　　　貫通孔
３　　　左立上部
４　　　右立上部
５　　　左側支承部
６　　　右側支承部
７　　　ボルト
７ａ　　孔部
７ｂ　　平座
７ｃ　　ワッシャー
７ｄ　　ナット
１０　　ボルト
１０ａ　貫通孔
１０ｂ　パッキン
１０ｃ　クッションパッキン
１０ｄ　貫通孔
１０ｆ　ナット
１１　　頂部
１２　　傾斜部
１３　　貫通孔
１４　　上面部
１５　　中央部
１５ａ　凹部
１５ｂ　膨出部
１６　　前方部
１７　　後方部
１７ａ　貫通孔
１８　　左重合部
１９　　右重合部
２０　　架台
２１　　下方固定体
２２　　上方固定体
２３　　切欠部
２５　　重合部
２６　　左重合部
２６ａ　右重合部
２７　　載置部
２８　　左立上り部
２９　　右立上り部
３０　　左側支承部
３１　　右側支承部
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３２　　左立上り部
３３　　右立上り部
３４　　左支承部
３５　　右支承部
３６　　載置部
３７　　左折曲部
３８　　右折曲部
３９　　左側支承部
３９ａ　右側支承部
４０　　ボルト
４１　　平座
４２　　平座
４３　　ワッシャー
４４　　ナット
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