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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋根に設置される配線引込具であって、屋根材の上に設置されるベース体と、このベー
ス体を覆うカバー体とを有し、配線が挿通される中空部と、この中空部と屋内とを連通す
る導出孔と、前記中空部と屋外とを連通する導入孔とが形成され、前記中空部が前記ベー
ス体と前記カバー体との間に形成され、前記カバー体が棟側へ向けて突出する水切り片を
備え、
　前記水切り片は、前記配線引込具が屋根上に設置された状態において、該水切り片の上
に、前記カバー体の直ぐ棟側に設置される屋根材が重ねて設置されるように構成されてい
る配線引込具。
【請求項２】
　前記ベース体と前記カバー体とで構成されて屋根材の上に設置される本体部材と、防風
部材とを備え、前記本体部材に前記中空部、前記導出孔、及び前記導入孔が形成され、前
記防風部材は、前記本体部材の前記導入孔に対向する防風片を有する請求項１に記載の配
線引込具。
【請求項３】
　前記ベース体と前記カバー体とで構成されて屋根材の上に設置される本体部材と、前記
本体部材が設置される屋根材の軒側端部に設置される防風部材を備え、前記本体部材に前
記中空部、前記導出孔、及び前記導入孔が形成され、前記導入孔が軒側に向けて開口し、
前記防風部材は、前記本体部材の前記導入孔に対向する防風片を有する請求項１に記載の
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配線引込具。
【請求項４】
　前記中空部内における前記導入孔の近傍に、少なくとも前記配線が前記導入孔を通過す
るように配置された状態で前記導入孔を閉塞するシール材が設けられている請求項１乃至
３のいずれか一項に記載の配線引込具。
【請求項５】
　前記中空部内に設けられる押さえ部材を有し、前記押さえ部材が前記ベース体と共に前
記配線を挟んで保持する請求項１乃至４のいずれか一項に記載の配線引込具。
【請求項６】
　屋根下地、この屋根下地上に設置されている屋根材、配線、及び配線引込具を備える屋
根構造であって、
　前記配線引込具は、屋根材の上に設置されているベース体と、このベース体を覆うカバ
ー体とを有し、配線が挿通される中空部と、この中空部と屋内とを連通する導出孔と、前
記中空部と屋外とを連通する導入孔とが形成され、前記中空部が前記ベース体と前記カバ
ー体との間に形成され、前記カバー体が棟側へ向けて突出する水切り片を備え、
　前記配線引込具の直ぐ棟側に設置されている屋根材が、前記水切り片の上に重ねて設置
され、
　複数本の前記配線が、前記屋根下地の下からこの屋根下地の通孔、及び前記導出孔を介
して、前記中空部内に引き入れられ、更に前記導入孔を通じて屋外に引き出されている屋
根構造。
【請求項７】
　前記配線引込具は、屋根材の上に設置されている本体部材と、前記屋根下地上に設置さ
れている下部材と、前記本体部材が設置されている屋根材の軒側端部に設置される防風部
材とを備え、
　前記本体部材には前記中空部と、前記導出孔と、前記導入孔とが形成され、
　前記本体部材は、前記ベース体と、前記カバー体とを有し、前記中空部は前記ベース体
と前記カバー体との間に形成され、
　前記本体部材の直ぐ棟側に設置されている屋根材が、前記水切り片の上に重ねて設置さ
れ、
　前記下部材には前記導出孔に通じる連通孔が形成されると共に、この連通孔の周縁から
突出する筒状のリブが形成され、このリブが前記下部材上の屋根材を貫通して前記導出孔
に挿通され、
　前記本体部材の前記導入孔が軒側に向けて開口し、前記防風部材が、前記本体部材の前
記導入孔に対向する防風片を有する請求項６に記載の屋根構造。
【請求項８】
　前記配線引込具は、前記配線が前記導入孔を通過するように配置された状態で前記中空
部内における前記導入孔の近傍で前記導入孔を閉塞するシール材と、前記中空部内に設け
られている押さえ部材とを有し、前記配線が前記ベース体と前記押さえ部材とに挟まれる
ことで保持されている請求項６又は７に記載の屋根構造。
【請求項９】
　前記配線引込具は、前記屋根下地上に設置されている下部材を備え、
　前記下部材が平板部を備え、前記平板部が屋根下地上に固定され、前記平板部に前記導
出孔に通じる連通孔が形成されると共に、この連通孔の周縁から突出する筒状のリブが形
成され、このリブが前記下部材上の屋根材を貫通して前記導出孔に挿通されて前記中空部
内に突出している請求項６乃至８のいずれか一項に記載の屋根構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、屋根において配線を屋外から屋内へ引き込むために用いられる配線引込具、
及び配線引込具を備える屋根構造に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　屋根に太陽電池モジュール等の屋上設備機器が設置される場合、屋上設備機器に接続さ
れている配線を屋根下地から屋内へ引き込む必要がある。
【０００３】
　このような配線の引き込みのためには、例えば特許文献１に記載されているような引込
用の部材が採用されている。特許文献１に記載の構造では、屋根下地上に、この屋根下地
に形成された通孔の軒側に水返し材が設置され、この通孔及び水返し材を覆うカバー材が
設置されている。配線は、屋上設備機器から、カバー材と水返し材との間を通り、更に屋
根下地の通孔を通って、屋内へ引き込まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３８０５１６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、配線は屋根下地に形成された通孔を通って屋内へ引き込まれるため、通孔を介
して雨水等の水が屋内へ浸入しやすくなる。このため、屋内への水の浸入が充分に抑制さ
れるべきであるが、特許文献１に記載のような従来技術では、水の浸入の抑制は充分では
なかった。
【０００６】
　本発明は上記事由に鑑みてなされたものであり、屋根において配線を屋外から屋内へ引
き込む施工がされるにあたり、屋内への水の浸入が充分に抑制されるような、配線引込具
、並びに屋根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】
　本発明に係る配線引込具は、屋根に設置される配線引込具であって、屋根材の上に設置
されるベース体と、このベース体を覆うカバー体とを有し、配線が挿通される中空部と、
この中空部と屋内とを連通する導出孔と、前記中空部と屋外とを連通する導入孔とが形成
され、前記中空部が前記ベース体と前記カバー体との間に形成され、前記カバー体が棟側
へ向けて突出する水切り片を備え、前記水切り片は、前記配線引込具が屋根上に設置され
た状態において、該水切り片の上に、前記カバー体の直ぐ棟側に設置される屋根材が重ね
て設置されるように構成されている。
【０００８】
　本発明に係る配線引込具は、前記ベース体と前記カバー体とで構成されて屋根材の上に
設置される本体部材と、屋根下地上に設置される下部材とを備え、前記本体部材に前記中
空部、前記導出孔、及び前記導入孔が形成され、前記下部材が屋根下地上に固定される平
板部を備え、前記平板部には前記導出孔に通じる連通孔が形成されると共に、この連通孔
の周縁から突出して前記導出孔に挿通されて前記中空部内に突出する筒状のリブが形成さ
れている。
【０００９】
　本発明に係る配線引込具は、前記ベース体と前記カバー体とで構成されて屋根材の上に
設置される本体部材と、防風部材とを備え、前記本体部材に前記中空部、前記導出孔、及
び前記導入孔が形成され、前記防風部材は、前記本体部材の前記導入孔に対向する防風片
を有してもよい。
【００１０】
　本発明に係る配線引込具は、前記ベース体と前記カバー体とで構成されて屋根材の上に
設置される本体部材と、前記本体部材が設置される屋根材の軒側端部に設置される防風部
材を備え、前記本体部材に前記中空部、前記導出孔、及び前記導入孔が形成され、前記導
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入孔が軒側に向けて開口し、前記防風部材は、前記本体部材の前記導入孔に対向する防風
片を有してもよい。
【００１１】
　本発明に係る配線引込具では、前記中空部内における前記導入孔の近傍に、少なくとも
配線が導入孔を通過するように配置された状態で前記導入孔を閉塞するシール材が設けら
れていてもよい。
【００１２】
　本発明に係る配線引込具は、前記中空部内に設けられる押さえ部材を有し、前記押さえ
部材が前記ベース体と共に前記配線を挟んで保持してもよい。
【００１３】
　本発明に係る屋根構造は、屋根下地、この屋根下地上に設置されている屋根材、配線、
及び配線引込具を備える屋根構造であって、
　前記配線引込具は、屋根材の上に設置されているベース体と、このベース体を覆うカバ
ー体とを有し、配線が挿通される中空部と、この中空部と屋内とを連通する導出孔と、前
記中空部と屋外とを連通する導入孔とが形成され、前記中空部が前記ベース体と前記カバ
ー体との間に形成され、前記カバー体が棟側へ向けて突出する水切り片を備え、
　前記配線引込具の直ぐ棟側に設置されている屋根材が、前記水切り片の上に重ねて設置
され、
　複数本の前記配線が、前記屋根下地の下からこの屋根下地の通孔、及び前記導出孔を介
して、前記中空部内に引き入れられ、更に前記導入孔を通じて屋外に引き出されている。
【００１４】
　本発明に係る屋根構造は、屋根下地、この屋根下地上に設置されている屋根材、配線、
及び配線引込具を備える屋根構造であって、
　前記配線引込具は、屋根材の上に設置されている本体部材と、前記屋根下地上に設置さ
れている下部材と、前記本体部材が設置されている屋根材の軒側端部に設置される防風部
材とを備え、
　前記本体部材には複数本の前記配線が挿通される中空部と、この中空部と屋内とを連通
する導出孔と、前記中空部と屋外とを連通する導入孔とが形成され、
　前記本体部材は、屋根材の上に設置されているベース体と、このベース体を覆うカバー
体とを有し、前記中空部は前記ベース体と前記カバー体との間に形成され、前記カバー体
が棟側へ向けて突出する水切り片を備え、
　前記本体部材の直ぐ棟側に設置されている屋根材が、前記水切り片の上に重ねて設置さ
れ、
　前記下部材には前記導出孔に通じる連通孔が形成されると共に、この連通孔の周縁から
突出する筒状のリブが形成され、このリブが下部材上の屋根材を貫通して前記導出孔に挿
通され、
　前記本体部材の前記導入孔が軒側に向けて開口し、前記防風部材が、前記本体部材の前
記導入孔に対向する防風片を有し、
　複数本の前記配線が、前記屋根下地の下からこの屋根下地の通孔、前記下部材の連通孔
、及び前記本体部材の導出孔を介して、前記中空部内に引き入れられ、更に前記導入孔を
通じて屋外に引き出されていてもよい。
【００１５】
　本発明に係る屋根構造では、前記配線引込具は、前記配線が前記導入孔を通過するよう
に配置された状態で前記中空部内における前記導入孔の近傍で前記導入孔を閉塞するシー
ル材と、前記中空部内に設けられている押さえ部材とを有し、前記配線が前記ベース体と
前記押さえ部材とに挟まれることで保持されていてもよい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、配線引込具が用いられて屋根において配線を屋外から屋内へ引き込む
施工がされるにあたり、屋内への水の浸入が抑制される。
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【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第一の実施形態を示す平面透視図である。
【図２】第一の実施形態を示す断面図である。
【図３】前記第一の実施形態におけるベース体を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図
、（ｃ）は背面図、（ｄ）は側面図である。
【図４】第一の実施形態におけるカバー体を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図、（
ｃ）は背面図、（ｄ）は側面図である。
【図５】第一の実施形態におけるカバー体を示す斜視図である。
【図６】第一の実施形態における押さえ部材を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図で
ある。
【図７】第一の実施形態における下部材を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は側面図である
。
【図８】（ａ）及び（ｂ）は第一の実施形態における下部材の他の形態を示す断面図であ
る。
【図９】第一の実施形態における防風部材を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図、（
ｃ）は側面図である。
【図１０】屋根に太陽電池モジュールが取り付けられる様子を示す斜視図である。
【図１１】本発明の第二の実施形態を示す断面図である。
【図１２】第二の実施形態におけるベース体を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図、
（ｃ）は背面図、（ｄ）は側面図、（ｅ）は（ａ）におけるＡ－Ａ’断面図、（ｆ）は一
部の断面図である。
【図１３】第二の実施形態におけるベース体を示す斜視図である。
【図１４】第二の実施形態におけるカバー体を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図、
（ｃ）は背面図、（ｄ）は側面図である。
【図１５】第二の実施形態における押さえ部材を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図
、（ｃ）は背面図、（ｄ）は側面図である。
【図１６】第二の実施形態における下部材を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図であ
る。
【図１７】第二の実施形態における導入孔のシール材の一例を示し、（ａ）は平面図、（
ｂ）は正面図である。
【図１８】第二の実施形態における導入孔のシール材の他の例を示し、（ａ）は平面図、
（ｂ）は正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、配線引込具１が屋根に設置されている状態を基準にして、配線引込具１の構造を
説明する。尚、以下の説明においては、実際の屋根における軒及び棟の位置にかかわらず
、屋根の傾斜方向を軒棟方向といい、軒棟方向に沿った斜め上側を棟側、軒棟方向に沿っ
た斜め下側を軒側という。
【００１９】
　［第一の実施形態］
　配線引込具１は、本体部材２、下部材３、及び防風部材６５を備える。本体部材２は、
ベース体４と、ベース体４を覆うカバー体５と、押さえ部材４７とを備える。図１及び図
２は屋根に設置されている配線引込具１を示し、図３はベース体４を、図４及び図５はカ
バー体５を、図６は押さえ部材４７を、図７は下部材３を、図９は防風部材６５を、それ
ぞれ示す。
【００２０】
　ベース体４は樹脂材料等の適宜の材料から形成される。ベース体４は平板状且つ平面視
矩形状に形成されている。このベース体４には、上下に貫通する導出孔２１が形成されて
いる。ベース体４の上面には、上方に突出する枠部４５が、導出孔２１を取り囲むように
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形成されている。但し、導出孔２１に対して軒側の位置には、外枠部４５が形成されてい
ない部位が存在する。この部位を切欠き部４３という。更に、ベース体４には上下に貫通
する複数の固定用孔４４が形成されている。
【００２１】
　導出孔２１の開口縁には、上方に向けて突出するリブ（外囲リブ４１５）が形成されて
おり、この外囲リブ４１５により導出孔２１が全周に亘って囲まれている。外囲リブ４１
５における導出孔２１よりも棟側に位置する部位（軒側部位４１６という）では、上方へ
の突出高さが他の部分よりも低くなっている。この軒側部位４１６の上面は、棟側から軒
側へ向けて下方へ凸状に湾曲する曲面となっている。この軒側部位４１６の曲面は、配線
８が軒側部位４１６上に配置される場合に配線８が軒側部位４１６によって傷付かないよ
うにするために形成されている。
【００２２】
　更に、ベース体４には、その上面から上方に突出する複数条のガイドリブ２２が形成さ
れている。複数条のガイドリブ２２は導出孔２１の軒側の位置から切欠き部４３の近傍位
置まで、軒棟方向い直線状に伸びるように形成されている。隣合うガイドリブ２２間の間
隔は、このガイドリブ２２間に配線８が配置可能な程度の適宜の幅となっている。
【００２３】
　複数のガイドリブ２２のうち、両側の最外部の位置する二つのガイドリブ２２と、中央
部に位置するガイドリブ２２には、押さえ部材４７を固定するための固定用孔４６がそれ
ぞれ形成されている。
【００２４】
　カバー体５は、金属板材等の適宜の材料から形成される。カバー体５は、天板５１、棟
片５２、軒片５３、側片５４，５４、下片５５，５５、及び水切り片５７を備える。天板
５１は平板状且つ平面視矩形状であり、その形状はベース体４の平面視形状と合致する。
棟片５２は天板５１の棟側の辺から、軒片５３は天板５１の棟側の辺から、側片５４，５
４は天板５１の軒棟方向と直交する方向の両側の各辺から、それぞれ下方に突出している
。下片５５，５５は、各側片５４，５４の下端から、軒棟方向と直交する外側方向へ突出
している。水切り片５７は、棟片５２の下端及び各側片５４，５４の棟側端部から、棟側
へ向けて突出している。軒片５３には、カバー体５の内側と外側とを軒棟方向に連通する
切欠き部５６が形成されている。
【００２５】
　尚、棟片５２は、天板５１の棟側の辺から棟側斜め下方に向けて傾斜するように突出し
てもよい。この場合、屋根上を流れる雨水等の水が配線引込具１まで到達しても、この水
が棟片５２の傾斜に沿って配線引込具１を容易に乗り越えて、配線引込具１よりも軒側へ
と流れる。このため、配線引込具１の周りに水が溜まりにくくなり、配線引込具１の設置
位置からの屋内への水の浸入が抑制される。
【００２６】
　ベース体４が上方からカバー体５で覆われることで、本体部材２が構成される。ベース
体４は、カバー体５の天板５１、棟片５２、軒片５３及び側片５４，５４で囲まれた内側
に配置される。本体部材２の内部には、ベース体４とカバー体５との間に、中空部２３が
形成されている。中空部２３は、ベース体４と、カバー体５の天板５１、棟片５２、軒片
５３及び側片５４，５４とで囲まれた空間である。ベース体４の導出孔２１は、中空部２
３とその下方の外側とを上下に連通している。
【００２７】
　押さえ部材４７は、軒棟方向と直交する方向に長い平板状に形成され、その両側の端部
には下方へ突出する脚部４８が形成されている。
【００２８】
　このように構成される本体部材２においては、ベース体４に形成されている切欠き部４
３の外側に、カバー体５の軒片５３に形成されている切欠き部５６が重ねられている。こ
れにより、中空部２３と外部とを連通する導入孔２４が形成されている。導入孔２４は、
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本体部材２の軒側端部に形成され、中空部２３とその外側とを、軒棟方向に連通している
。
【００２９】
　更に、中空部２３内において、ベース体４の複数条のガイドリブ２２は導出孔２１の軒
側の位置から導入孔２４の近傍位置まで、軒棟方向に直線状に伸びるように形成されてい
る。
【００３０】
　下部材３は、平板部３１と、筒状のリブ３２とを備える。平板部３１は、平板状且つ平
面視矩形状に形成されている。平板部３１には上下に貫通する連通孔３３が形成されてい
る。連通孔３３は、導出孔２１と合致する形状に形成されている。筒状のリブ３２は、平
板部３１の連通孔３３の周縁から上方に突出するように形成されている。このリブ３２は
、導出孔２１に挿通され得る形状に形成されている。また平板部３１には、ビスや釘等の
固定具が挿通する複数の固定用孔３６が形成されている。
【００３１】
　防風部材６５は、固定部６６と防風片６９とを備える。固定部６６は屋根材の軒側端部
に固定される。防風片６９は固定部６６の軒側端部から上方に突出している。防風部材６
５は例えば金属板に折り曲げ加工が施されることで形成される。防風部材６５の固定部６
６は、屋根材の軒側端部に固定されている状態でこの屋根材の上面に重ねて配置される上
片６７と、この屋根材の下面に重ねて配置される下片６８とで構成される。防風片６９は
上片６７の軒側端部から下片６８の軒側端部に亘って形成されており、上片６７よりも上
方に突出するように形成されている。
【００３２】
　この配線引込具１を備える屋根構造について説明する。
【００３３】
　屋根下地６は野地板などで構成される。野地板上には更にアスファルトルーフィング等
の防水シートが設置されていてもよい。屋根下地６には、導出孔２１及び連通孔３３と合
致する形状の通孔６１が形成される。
【００３４】
　この屋根下地６の上に、下部材３及び複数の屋根材７が設置される。屋根材７は平板状
であり、例えばスレート材から形成される。
【００３５】
　屋根下地６上の、通孔６１よりも軒側に、複数の屋根材７（便宜上、一列目の屋根材７
１という）が軒棟方向と直交する方向に並んで設置される。野地板上の、通孔６１が形成
されている位置には、下部材３が設置される。下部材３は、平板部３１が屋根下地６にビ
スや釘などの固定具で固定されることで、設置される。下部材３は、その連通孔３３と屋
根下地６の通孔６１とが重なる位置に設置される。
【００３６】
　屋根下地６上には、前記設置された一列目の屋根材７１の棟側部分に重ねて、更に複数
の屋根材７（便宜上、二列目の屋根材７２という）が設置される。二列目の屋根材７２も
、軒棟方向と直交する方向に並んで設置される。これらの二列目の屋根材７２のうち、下
部材３と重なる屋根材７２には、筒状のリブ３２と重なる位置に、切り欠き又は開口（図
示せず）が形成されている。この切り欠き又は開口を通して、筒状のリブ３２が二列目の
屋根材７２よりも上方に突出する。
【００３７】
　屋根下地６上には、二列目の屋根材７２の棟側部分に重ねて、更に複数の屋根材７（便
宜上、三列目の屋根材７３という）が設置される。三列目の屋根材７３も、軒棟方向と直
交する方向に並んで設置される。これらの三列目の屋根材７３のうち、下部材３と重なる
屋根材７３には、筒状のリブ３２と重なる位置に、切り欠き又は開口（図示せず）が形成
されている。この切り欠き又は開口を通して、筒状のリブ３２が三列目の屋根材７３より
も上方に突出する。
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【００３８】
　三列目の屋根材７３上に、ベース体４が設置される。ベース体４は、その固定用孔４４
を通じてビスや釘などの固定具が三列目の屋根材７３に打ち込まれるなどして、設置され
る。ベース体４は、その導出孔２１と、下部材３の連通孔３３とが重なる位置に設置され
、導出孔２１に筒状のリブ３２が挿通される。
【００３９】
　カバー体５は、ベース体４を覆うように設置される。これにより、上述の通り、カバー
体５とベース体４とで本体部材２が構成される。下部材３の筒状のリブ３２は導出孔２１
に挿通されて、中空部２３内に突出する。カバー体５は、ビスや釘等の固定具９によりベ
ース体４に固定される。固定具９は、例えばカバー体５の棟片５２、軒片５３、側片５４
，５４などと、ベース体４の外枠部４５とが重なる位置を貫通するように打ち込まれる。
【００４０】
　特に固定具９は、図１に示すように、ベース体４とカバー体５とを、屋根下地６の表面
に沿って、軒棟方向と直交する方向に貫通することが好ましい。すなわち固定具９は、カ
バー体５の側片５４，５４とベース体４の外枠部４５とが重なる位置において、この側片
５４，５４と外枠部４５とを、軒棟方向と直交する方向に貫通するように打ち込まれるこ
とが好ましい。
【００４１】
　屋根下地６上には、三列目の屋根材７３の棟側部分に重ねて、更に複数の屋根材７（便
宜上、四列目の屋根材７４という）が設置される。四列目の屋根材７４も、軒棟方向と直
交する方向に並んで設置される。これらの四列目の屋根材７４のうち、本体部材２の直ぐ
棟側に設置される屋根材７４は、カバー体５の水切り片５７上に重なるように設置される
。尚、カバー体５は、四列目の屋根材７４が設置される前に設置されてもよいが、四列目
の屋根材７４が設置された後に設置されてもよい。四列目の屋根材７４が設置された後に
カバー体５が設置される場合には、カバー体５の水切り片５７が三列目の屋根材７３と四
列目の屋根材７４との間に差し入れられる。
【００４２】
　防風部材６５は、本体部材２が設置されている三列目の屋根材７３の軒側端部に設置さ
れる。防風部材６５は、固定部６６の上片６７と下片６８とで屋根材７３の軒側端部が挟
まれることで、設置される。防風部材６５は本体部材２よりも軒側の位置に配置され、防
風部材６５の防風片６９は、屋根材７３の上面よりも上方に突出する。この防風片６９は
本体部材２並びにこの本体部材２の導入口４と、軒棟方向に間隔をあけて対向する位置に
配置される。
【００４３】
　このように配線引込具１が屋根に設置されている状態では、導入孔２４は中空部２３と
屋外とを連通し、導出孔２１は連通孔３３及び屋根下地６の通孔６１を介して、中空部２
３と屋内とを連通している。
【００４４】
　複数の配線８は、屋外から、配線引込具１の導入孔２４、中空部２３、導出孔２１、連
通孔３３を順次通過し、更に屋根下地６の通孔６１を通過して、屋内へ引き込まれる。複
数の配線８は、導入孔２４から中空部２３内に導入され、ガイドリブ２２の間に一本ずつ
配置されることで、中空部２３内で位置決めされて固定される。
【００４５】
　中空部２３内へ導入された複数の配線８は、更に中空部２３から、導出孔２１、連通孔
３３及び屋根下地６の通孔６１を通じて屋内へ導出される。
【００４６】
　配線８の引き込み作業は、例えばベース体４が屋根材７上に設置され、且つこのベース
体４がカバー体５で覆われていない状態でなされる。この場合、導出孔２１及びガイドリ
ブ２２が屋外に露出した状態で配線８の引き込みがされるため、作業性が良好となる。
【００４７】
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　配線８がガイドリブ２２間に挟まれて固定されている状態で、図１に示されるように更
にこの配線８が押さえ部材４７によってガイドリブ２２の間に押さえつけられると、ガイ
ドリブ２２の間から配線８が更に脱落しにくくなる。押さえ部材４７は、ガイドリブ２２
の上方に、ガイドリブ２２間の隙間を閉塞するように配置され、この押さえ部材４７の各
脚部４７は、両側の最外部に位置する二つのガイドリブ２２の更に外側にそれぞれ配置さ
れる。この押さえ部材４７に釘やビス等の固定具が打ち込まれ、この固定具が更にガイド
リブ２２の固定用孔４６へ打ち込まれることで、押さえ部材４７が固定される。
【００４８】
　このような屋根構造は、屋根に太陽電池モジュール１０１等の屋上設備機器１０が設置
される場合において、この屋上設備機器１０に接続されている配線８が屋内に引き込まれ
る場合に、設けられる。
【００４９】
　図１０は、屋根に太陽電池モジュール１０１が設置される様子を示す。屋根材７上には
、軒棟方向に長い複数のフレーム材１０２が、軒棟方向と直交する方向に並んで設置され
る。このフレーム材１０２に対して、複数の太陽電池モジュール１０１が、軒棟方向、並
びに軒棟方向と直交する方向にマトリックス状に並んで、設置される。これにより、太陽
電池モジュール１０１が、屋根材７の上方に、この太陽電池モジュール１０１と屋根材７
との間に間隔があくように設置される。太陽電池モジュール１０１に接続されている配線
８は、この太陽電池モジュール１０１と屋根材７との間で引き回され、配線引込具１から
屋内へ引き込まれる。
【００５０】
　このように太陽電池モジュール１０１が設置される場合に、一定個数の複数個の太陽電
池モジュール１０１ごとに、一個の配線引込具１が設けられ、この一定個数の太陽電池モ
ジュール１０１に接続される配線８が一個の配線引込具１から屋内へ引き込まれてもよい
。このように別々の位置から引き回される複数の配線８が一個の配線引込具１から屋内へ
引き込まれる場合であっても、本実施形態では配線８が中空部２３内でガイドリブ２２に
よって位置決めされて固定されるため、複数の配線８が中空部２３内に容易に収められる
。
【００５１】
　また複数の配線８は中空部２３内に整理されて配置されるため、複数の配線８から配線
引込具１への応力が集中しにくくなり、このため配線８や配線引込具１が破損しにくくな
る。更に、太陽電池モジュール１０１が設置された後のメンテナンス時などには、配線８
とこの配線８が接続されている太陽電池モジュール１０１との対応関係が容易に認識され
やすくなり、このためメンテナンス作業が容易となる。
【００５２】
　屋根上にはしばしば複数個の屋内設備機器１０が設置され、このような場合、複数本の
配線８が同時に配線引込具１から屋内へ引き込まれることになる。そのため、施工時にお
ける配線８の引き込み作業が繁雑になったり、施工後のメンテナンス時に複数の配線８の
判別が困難になったりする。また、複数の配線８から配線引込具１へかかる応力が一点に
集中してしまうことで、配線引込具１に破損等が生じるおそれもある。しかし、本実施形
態では、中空部２３内に、前記複数の配線８を前記導入孔２４から前記導出孔２１へ一本
ずつガイドするガイドリブ２２が形成されているため、配線引込具１が用いられて屋根に
おいて複数本の配線８を屋外から屋内へ引き込む施工がされるにあたり、配線８の引き込
み作業が容易になると共に、施工後のメンテナンスも容易となり、且つ複数の配線８から
の配線引込具１への応力が集中しにくくなる。
【００５３】
　また、本実施形態においては、雨水等の水が配線引込具１の棟側から屋根下地６の通孔
６１を通じて屋内に浸入するためには、水がまず水切り片５７と四列目の屋根材７４との
間を棟側に向けて移動し、更に水切り片５７と三列目の屋根材７３との間を軒側へ向けて
移動することで配線引込具１の内側に入り込まなければならない。このため水切り片５７
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によって屋根下地６の通孔６１への水の移動が阻害されて、屋内への水の浸入が抑制され
る。
【００５４】
　また、屋根下地６上には下部材３が設置されているため、屋根下地６上における水の通
孔６１への移動が下部材３によって阻まれる。水が下部材３上を通孔６１に向けて移動し
ても、この水の移動は筒状のリブ３２によって阻まれる。中空部２３内に水が浸入した場
合も、この水の通孔６１への移動は筒状のリブ３２によって阻まれる。これにより、屋内
への水の浸入が更に抑制されている。
【００５５】
　図８（ａ）に示すように、下部材３の平板部３１の下面に重ねてシール材３４が設けら
れてもよい。このシール材３４は連通孔３３の全周囲を囲むように形成されている。この
場合、下部材３と屋根下地６との間を通って通孔６１へ至る水の流れがシール材３４で阻
害され、屋内への水の浸入が更に抑制される。また、下部材３の上面に重ねてシール材３
５が設けられてもよい。このシール材３５は筒状のリブ３２の全周囲を囲むように形成さ
れている。この場合、下部材３上を流れる水が筒状のリブ３２を乗り越えて通孔６１へ浸
入することがシール材３５によって抑制され、屋内への水の浸入が更に抑制される。
【００５６】
　更に、図８（ｂ）に示すように、シール材３４が、平板部３１の下面全体に重ねられて
いてもよい。この場合、下部材３が固定具によって屋根下地６に固定される際に、固定具
が打ち込まれる位置にシール材３４が設けられるため、この固定具が打ち込まれている位
置から水が屋内へ浸入することが、更に抑制される。尚、シール材３４が平板部３１の下
面において少なくとも連通孔３３の全周囲を囲む位置と固定具が打ち込まれる位置とに重
ねられていれば、シール材３４が平板部３１の下面全体に重ねられていなくてもよい。
【００５７】
　また、本体部材２における固定具９がベース体４とカバー体５を、屋根下地６の表面に
沿って軒棟方向と直交する方向に貫通していると、配線引込具１が設置されている第三の
屋根材７上で水が屋根の傾斜に沿って軒側へ流れたり、或いは第三の屋根材７上で水が風
などで吹き上げられて屋根の傾斜に沿って棟側へ流れたりしても、この水がベース体４や
カバー体５における固定具９が貫通している位置を通じて中空部２３へ浸入しにくくなる
。これにより屋内への水の浸入が更に抑制される。
【００５８】
　また、配線引込具１の中空部２３は導入孔２４を通じて屋外に開放されているが、この
導入孔２４は配線引込具１の軒側の端面で開口している。このため、屋根材７上で水が屋
根の傾斜に沿って軒側へ流れても、この水が導入孔２４を通じて中空部２３へ浸入しにく
くなる。また、屋根材７上で水が風などで吹き上げられて屋根の傾斜に沿って棟側へ流れ
たりしても、風雨が防風部材６５の防風片６９によって妨げられて、本体部材２に水が吹
き付けられにくくなる。更に、防風片６９は導入口２４と軒棟方向に対向しているため、
導入口２４への風雨の吹き込みが防風片によって妨げられる。これにより屋内への水の浸
入が更に抑制される。
【００５９】
　また、ベース体４上における導出孔２１の近傍に水が浸入したとしても、導出孔２１は
外囲リブ４１５によって囲まれているため、導出孔２１への水の浸入が抑制され、水が屋
内に浸入することが抑制される。
【００６０】
　配線引込具１には、中空部２３内における導入孔２４の近傍に、発泡材等からなるシー
ル材９０（９１，９２）が設けられてもよい（第二の実施形態、図１７，１８参照）。例
えばシール材９１，９２がカバー体５とベース体４にそれぞれ設けられ、導入孔２４の内
側で二つのシール材９１，９２が上下に対向し、このシール材９１，９２の間に配線８が
挟まれる。この場合、導入孔２４を通じた中空部２３への水の浸入が更に抑制される。シ
ール材９０は、少なくとも配線８が導入孔２４を通過するように配置された状態で前記導
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入孔２１を閉塞すればよい。これにより、配線８を伝って水が中空部２３に浸入すること
が効果的に抑制される。なお、例えば配線８が配置されていない状態では二つのシール材
９１，９２の間に隙間が形成され、配線８が配置された場合はこの配線８によって隙間が
閉塞されてもよいが、好ましくは、配線８が配置されていない状態でも二つのシール材９
１、９２の間に隙間が生じないように設計されることが望ましい。
【００６１】
　［第二の実施形態］
　配線引込具１は、本体部材２及び下部材３を備える。本体部材２は、ベース体４と、ベ
ース体４を覆うカバー体５と、押さえ部材４７と、シール材９０とを備える。図１１は屋
根に設置されている配線引込具１を示し、図１２及び図１３はベース体４を、図１４はカ
バー体５を、図１５は押さえ部材４７を、図１６は下部材３を、図１７はシール材９０を
、それぞれ示す。
【００６２】
　図１２及び図１３に示されるベース体４は樹脂材料等の適宜の材料から形成される。ベ
ース体４は平板状且つ平面視矩形状に形成されている。
【００６３】
　このベース体４には、上下に貫通する導出孔２１が形成されている。この導出孔２１の
開口縁には、上方に向けて突出するリブ（外囲リブ４１５）が形成されており、この外囲
リブ４１５により導出孔２１が全周に亘って囲まれている。外囲リブ４１５における導出
孔２１よりも軒側に位置する部位（軒側部位４１６という）では、上方への突出高さが他
の部分よりも低くなっている。この軒側部位４１６の上面は、棟側から軒側へ向けて下方
へ凸状に湾曲する曲面となっている。この軒側部位４１６の曲面は、配線８が軒側部位４
１６上に配置される場合に配線８が軒側部位４１６によって傷付かないようにするために
形成されている。更にこの軒側部位４１６の上面上には、弾性部材９５（図１２（ａ）参
照）が接着されるなどして取り付けられている。この弾性部材９５は平板状であり、軒側
部位４１６の曲面に沿って湾曲するように取り付けられる。この弾性部材９５は弾性を有
する。この弾性部材９５はＥＰＤＭゴムなどの適宜のゴムやエラストマーから形成される
ことが好ましく、或いは更に独立気泡や半独立気泡を有する多孔質の部材であることが好
ましい。但し、弾性部材９５の材質はこれに限定されない。
【００６４】
　ベース体４の上面には、上方に突出する外枠部４５が、導出孔２１を取り囲むように形
成されている。但し、導出孔２１に対して軒側の位置には、外枠部４５が形成されていな
い部位が存在する。この部位を切欠き部４３という。外枠部４５の一部は、水流制御部４
１２を構成している。この水流制御部４１２は導出孔２１よりも棟側にあり、軒棟方向と
交差する方向に長い二つのリブ４１０，４１１で構成されている。この二つのリブ４１０
，４１１は軒棟方向に間隔をあけて並んでいる。二つのリブ４１０，４１１にはそれぞれ
軒棟方向に貫通すると共に上方に開放されている複数の水抜き用入口孔４１３が形成され
ている。各リブ４１０，４１１に形成されている水抜き用入口孔４１３は、軒棟方向に並
ばないように位置をずらして配置されている。水抜き用入口孔４１３の位置は適宜設定さ
れるが、本実施形態では、棟側のリブ４１０の中央部に水抜き用入口孔４１３が形成され
ている。更に棟側のリブ４１０と軒側のリブ４１１には、導出孔２１よりも外側方におけ
る両側の端部にも水抜き用入口孔４１３が形成され、且つ棟側のリブ４１０における水抜
き用入口孔４１３は、軒側のリブ４１１における水抜き用入口孔４１３よりも外側方にず
れた位置に形成されている。尚、水流制御部４１２を構成するリブの個数は２個に限られ
ず、水流制御部４１２が軒棟方向に並ぶ３個以上の複数のリブで構成されてもよい。また
、外枠部４５には、軒棟方向と直交する方向の両側部における軒側端部に、それぞれ軒棟
方向と交差する方向に貫通すると共に上方に開放されている水抜き用出口孔４１４が形成
されている。更に、ベース体４には上下に貫通する複数の固定用孔４４が形成されている
。この固定用孔４４は、ベース体４の上面に形成されている上方に突出する凸部４１７で
開口している（図１２（ｆ）参照）。
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【００６５】
　更に、ベース体４には、その上面から上方に突出する複数条のガイドリブ２２が形成さ
れている。複数条のガイドリブ２２は導出孔２１よりも軒側の位置から切欠き部４３へ向
けて軒棟方向に直線状に伸びるように形成されている。隣合うガイドリブ２２間の間隔は
、このガイドリブ２２間に配線８が配置可能な程度の適宜の幅となっている。
【００６６】
　複数のガイドリブ２２のうち、両側の最外部に位置する二つのガイドリブ２２には、押
さえ部材４７を固定するための固定用孔４６がそれぞれ形成されている。
【００６７】
　ガイドリブ２２には、図１３に示されるように、配線８固定用の凸部２５が形成されて
いてもよい。この凸部２５は、隣合うガイドリブ２２同士の対向面に形成される。図１３
に示される例では、凸部２５は上下方向に延びる一つの凸条であるが、凸部２５の形状は
特に制限されない。このような凸部２５が形成される場合には、配線８が隣合うガイドリ
ブ２２の間に一本ずつ配置される際に、凸部２５が配線８を押圧することで配線８の位置
決めがしっかりとなされる。
【００６８】
　ベース体４には、隣合うガイドリブ２２間の隙間やガイドリブ２２の上などの適宜の位
置に、ガイドリブ２２間に配置される配線８の指標となるマーキング４１８，４１９，４
２０が形成されていてもよい。この場合、複数種類の配線８を所定のガイドリブ２２間の
隙間に配置することが容易になる。マーキング４１８，４１９，４２０は例えば印字によ
り形成され，或いはベース体２２の表面の凹凸加工などにより形成される。図１３に示す
例では、隣合うガイドリブ２２間の隙間に配線８の指標となる数字を表すマーキング４１
８が形成されている。またアース線が配置される隙間の両側のガイドリブ２２上に、アー
スの記号を表すマーキング４１９とアースの文字を表すマーキング４２０がそれぞれ形成
されている。勿論、マーキング４１８，４１９，４２０の形成位置、形状などは、図１３
に示される以外の態様であってもよい。
【００６９】
　図１４に示されるカバー体５は、金属板材等の適宜の材料から形成される。カバー体５
は、天板５１、棟片５２、軒片５３、側片５４，５４、下片５５，５５、上片５８及び水
切り片５７を備える。天板５１は平板状且つ平面視矩形状である。棟片５２は天板５１の
棟側の辺から棟側へ向けて斜め下方へ突出している。このように棟片５２が斜め下方へ突
出していると、屋根上を流れる雨水等の水が配線引込具１まで到達しても、この水が棟片
５２の傾斜に沿って配線引込具１を容易に乗り越えて、配線引込具１よりも軒側へと流れ
る。このため、配線引込具１の周りに水が溜まりにくくなり、配線引込具１の設置位置か
らの屋内への水の浸入が抑制される。尚、棟片５２は、天板５１の棟側の辺から下方へ突
出してもよい。軒片５３は天板５１の棟側の辺から、側片５４，５４は天板５１及び棟片
５２の軒棟方向と直交する方向の両側の各辺から、それぞれ下方に突出している。上片５
８は、天板５１の軒棟方向と直交する方向の両側の各辺から、それぞれ軒棟方向と直交す
る外側方向へ突出している。この上片５８は、カバー体５の上面を流れる水がカバー体５
の側部へ回り込みにくくなるようにするために形成されている。このような水の回り込み
が抑制されると、カバー体５の側部からカバー体５へ水が浸入することが抑制される。更
に、たとえばカバー体５が金属板の折り曲げ成形により作製される場合などには側片５４
の棟側端部や側片５４における天板５１と棟片５２との境目付近にピンホール状の孔があ
いてしまうことがあるが、このような孔があいてしまっても、この孔からカバー体５内へ
水が浸入してしまうことが抑制される。下片５５，５５は、各側片５４，５４の下端から
、軒棟方向と直交する外側方向へ突出している。水切り片５７は、棟片５２の下端及び各
側片５４，５４の棟側端部から、棟側へ向けて突出している。軒片５３には、カバー体５
の内側と外側とを軒棟方向に連通する切欠き部５６が形成されている。
【００７０】
　更に、配線引込具１には、中空部２３内における導入孔２４の近傍に、発泡材等からな
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るシール材９０（９１，９２）（図１７及び図１８参照）が設けられている。シール材９
０（９１，９２）はカバー体５とベース体４にそれぞれ設けられ、導入孔２４の内側で二
つのシール材９１，９２が上下に対向し、このシール材９１，９２の間に配線８が挟まれ
る。この場合、導入孔２４を通じた中空部２３への水の浸入が更に抑制される。シール材
９０は、少なくとも配線８が導入孔２４を通過するように配置された状態で前記導入孔２
１を閉塞すればよい。これにより、配線８を伝って水が中空部２３に浸入することが効果
的に抑制される。なお、例えば配線８が配置されていない状態では二つのシール材９１，
９２の間に隙間が形成され、配線８が配置された場合はこの配線８によって隙間が閉塞さ
れてもよいが、好ましくは、配線８が配置されていない状態でも二つのシール材９１、９
２の間に隙間が生じないように設計されることが望ましい。このシール材９０（９１，９
２）は弾性を有する。更にシール材９０（９１，９２）は水を透過させにくいことが好ま
しい。このためシール材９０（９１，９２）はＥＰＤＭゴムなどの適宜のゴムやエラスト
マーから形成されることが好ましく、或いは更に独立気泡や半独立気泡を有する多孔質の
部材であることが好ましい。但し、シール材９０（９１，９２）の材質はこれに限定され
ない。
【００７１】
　ベース体４に設けられるシール材９１は、ベース体４上の、ガイドリブ２２と切欠き部
４３との間において、切欠き部４３を臨む位置に接着されるなどして取り付けられる（図
１２（ａ）参照）。このシール材９１の上面には、凹条９３が軒棟方向に伸びるように形
成される。凹条９３は複数形成され、この複数の凹条９３は軒棟方向と直交する方向に並
んでいる。この複数の凹条９３は、隣合うガイドリブ２２同士の間の隙間と合致する位置
に形成される。凹条９３の断面形状は、図１７に示されるように半円形状であっても、図
１８に示されるように軒棟方向に長い半楕円形状であってもよく、その他適宜の形状であ
ってもよい。カバー体５に設けられるシール材９２は、カバー体５の天井板５１の下面に
、ベース体４に設けられたシール材と合致する位置に接着されるなどして取り付けられる
（図１４（ａ）参照）。このシール材９２の下面には、凹条９４が軒棟方向に伸びるよう
に形成される。凹条９４は複数形成され、この複数の凹条９４は軒棟方向と直交する方向
に並んでいる。カバー体５に設けられるシール材９２の凹条９４は、ベース体４に設けら
れるシール材９１の凹条９３と合致する位置に形成される。カバー体５に設けられるシー
ル材９２の凹条９４の断面形状も、図１７に示されるように半円形状であっても、図１８
に示されるように軒棟方向に長い半楕円形状であってもよく、その他適宜の形状であって
もよい。
【００７２】
　図１５に示される押さえ部材４７は、平板状に形成され、その両側の端部と棟側の端部
には下方へ突出する脚部４８が形成されている。この脚部４８は後述するように、ベース
体４の外囲リブ４１５（軒側部位４１６を除く）の外側、並びに複数のガイドリブ２２の
うち両側の最外部に位置する二つのガイドリブ２２の更に外側に配置される。更に押さえ
部材４７の下面には弾性部材９６が取り付けられている（図１５（ａ）参照）。弾性部材
は弾性を有し、例えばベース体４の外囲リブ４１５における軒側部位４１６に取り付けら
れている弾性部材と同様の材質から形成される。この押さえ部材４７における弾性部材は
、ベース体４の軒側部位４１６に取り付けられている弾性部材と合致する位置に取り付け
られる。また、押さえ部材４７には、ベース体４における固定用孔４６と合致する位置に
固定用孔４９が形成されている。
【００７３】
　シール材９１がベース体４に、シール材９２がカバー体５にそれぞれ取り付けられ、ベ
ース体４に押さえ部材４７が取り付けられ、更にベース体４が上方からカバー体５で覆わ
れることで、本体部材２が構成される。
【００７４】
　ベース体４に押さえ部材４７が取り付けられると、押さえ部材４７の脚部４８はベース
体４の外囲リブ４１５（軒側部位４１６を除く）の外側、並びに複数のガイドリブ２２の
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うち両側の最外部に位置する二つのガイドリブ２２の更に外側に配置され、押さえ部材４
７の固定用孔４９がベース体４における固定用孔４６と合致する位置に配置される。この
状態で、釘やビス等の固定具が固定用孔４９及び固定用孔４６に打ち込まれることで、押
さえ部材４７がベース体４に固定される。これにより押さえ部材４７は外囲リブ４１５の
上方に配され、押さえ部材４７が外囲リブ４１５における軒側部位４１６を除く部位の上
端に接し、押さえ部材４７と軒側部位４１６との間に生じる隙間が導出孔２１に連通する
。更に押さえ部材４７は、ガイドリブ２２の上方に、ガイドリブ２２間の隙間を閉塞する
ように配置される。
【００７５】
　ベース体４が上方からカバー体５で覆われると、ベース体４は、カバー体５の天板５１
、棟片５２、軒片５３及び側片５４，５４で囲まれた内側に配置される。本体部材２の内
部には、ベース体４とカバー体５との間に、中空部２３が形成されている。中空部２３は
、ベース体４と、カバー体５の天板５１、棟片５２、軒片５３及び側片５４，５４とで囲
まれた空間である。この状態で、ベース体４の導出孔２１は、外囲リブ４１５の内側並び
に押さえ部材４７と軒側部位４１６との間の隙間を通じて、中空部２３とその下方の外側
とを連通している。
【００７６】
　このように構成される本体部材２においては、ベース体４に形成されている切欠き部４
３の外側に、カバー体５の軒片５３に形成されている切欠き部５６が重ねられている。こ
れにより、中空部２３と外部とを連通する導入孔２４が形成されている。導入孔２４は、
本体部材２の軒側端部に形成され、中空部２３とその外側とを、軒棟方向に連通している
。
【００７７】
　また、中空部２３内において、ベース体４の複数条のガイドリブ２２は導出孔２１の軒
側の位置から導入孔２４の近傍位置まで、軒棟方向に直線状に伸びるように形成されてい
る。
【００７８】
　更に、中空部２３内には、ガイドリブ２２と導入孔２４との間に、シール材９０（９１
，９２）が配される。二つのシール材９１，９２は上下に重なりあって互いに弾性的に接
触しており、カバー体５に設けられたシール材９２の凹条９４とベース体４に設けられた
シール材９１の凹条９３とが対向することで中空部２３内と外部とを連通する複数の孔が
形成される。この孔を除き、シール材９０（９１，９２）により導入孔２４が閉塞される
。　より好ましくは、二つのシール材９１，９２が互いに押圧されて弾性圧縮されること
により、カバー体５に設けられたシール材９２の凹条９４とベース体４に設けられたシー
ル材９１の凹条９３も互いに弾性的に接触する。この場合、二つのシール材９１，９２の
間には前記のような孔は形成されず、シール材９０（９１，９２）のみで導入孔２４全体
が閉塞される。
【００７９】
　図１６に示される下部材３は、平板部３１と、筒状のリブ３２とを備える。平板部３１
は、平板状且つ平面視矩形状に形成されている。平板部３１には上下に貫通する連通孔３
３が形成されている。連通孔３３は、導出孔２１と合致する形状に形成されている。筒状
のリブ３２は、平板部３１の連通孔３３の周縁から上方に突出するように形成されている
。このリブ３２は、導出孔２１に挿通され得る形状に形成されている。また平板部３１に
は、ビスや釘等の固定具が挿通する複数の固定用孔３６が形成されている。
【００８０】
　下部材３の平板部３１には、軒棟方向の両側の端縁にそれぞれ切り欠き状の指標３７が
形成されており、この二つの指標３７は軒棟方向に並んでいる。平板部３１には、軒棟方
向と直交する方向の両側の端縁にもそれぞれ切り欠き状の指標３７が形成されており、こ
の二つの指標３７は軒棟方向と直交する方向に並んでいる。このような指標３７は、下部
材３が屋根に設置される際の下部材３の位置合わせに利用され得る。例えば下部材３を屋
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根下地６上に設置する作業者が、指標３７を屋根材７の突き合わせ位置にあわせたり、予
め描かれたけがき線にあわせたりするなどして、下部材３を容易に位置合わせすることが
できるようになる。指標３７の形状や位置は図１６に示される形態に制限されず、適宜設
計される。
【００８１】
　この配線引込具１を備える屋根構造について説明する。
【００８２】
　屋根下地６は野地板などで構成される。野地板上には更にアスファルトルーフィング等
の防水シートが設置されていてもよい。屋根下地６には、導出孔２１及び連通孔３３と合
致する形状の通孔６１が形成される。
【００８３】
　この屋根下地６の上に、下部材３及び複数の屋根材７が設置される。屋根材７は平板状
であり、例えばスレート材から形成される。
【００８４】
　屋根下地６上の、通孔６１よりも軒側に、複数の屋根材７（便宜上、一列目の屋根材７
１という）が軒棟方向と直交する方向に並んで設置される。野地板上の、通孔６１が形成
されている位置には、下部材３が設置される。下部材３は、平板部３１が屋根下地６にビ
スや釘などの固定具で固定されることで、設置される。下部材３は、その連通孔３３と屋
根下地６の通孔６１とが重なる位置に設置される。
【００８５】
　屋根下地６上には、前記設置された一列目の屋根材７１の棟側部分に重ねて、更に複数
の屋根材７（便宜上、二列目の屋根材７２という）が設置される。二列目の屋根材７２も
、軒棟方向と直交する方向に並んで設置される。これらの二列目の屋根材７２のうち、下
部材３と重なる屋根材７２には、筒状のリブ３２と重なる位置に、切り欠き又は開口（図
示せず）が形成されている。この切り欠き又は開口を通して、筒状のリブ３２が二列目の
屋根材７２よりも上方に突出する。
【００８６】
　屋根下地６上には、二列目の屋根材７２の棟側部分に重ねて、更に複数の屋根材７（便
宜上、三列目の屋根材７３という）が設置される。三列目の屋根材７３も、軒棟方向と直
交する方向に並んで設置される。これらの三列目の屋根材７３のうち、下部材３と重なる
屋根材７３には、筒状のリブ３２と重なる位置に、切り欠き又は開口（図示せず）が形成
されている。この切り欠き又は開口を通して、筒状のリブ３２が三列目の屋根材７３より
も上方に突出する。
【００８７】
　屋根下地６上には、三列目の屋根材７３の棟側部分に重ねて、更に複数の屋根材７（便
宜上、四列目の屋根材７４という）が設置される。四列目の屋根材７４も、軒棟方向と直
交する方向に並んで設置される。
【００８８】
　ベース体４は三列目の屋根材７３上に設置される。ベース体４は、その固定用孔４４を
通じてビスや釘などの固定具が三列目の屋根材７３に打ち込まれるなどして、設置される
。ベース体４は、その導出孔２１と、下部材３の連通孔３３とが重なる位置に設置され、
導出孔２１に筒状のリブ３２が挿通される。
【００８９】
　この状態で、複数の配線８が、屋外から導出孔２１、連通孔３３を順次通過し、更に屋
根下地６の通孔６１を通過して、屋内へ引き込まれるように設けられる。更にこの複数の
配線８は、ガイドリブ２２の間に一本ずつ配置されることで、位置決めされて固定される
。
【００９０】
　続いて、ベース体４に押さえ部材４７が取り付けられる。これにより複数の配線８がベ
ース体４と押さえ部材４７との間に挟まれることで保持され、配線８の配置位置の移動が
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拘束され、複数の配線８が縺れたりしないようになる。このとき外囲リブ４１５の軒側部
位４１６と押さえ部材４７との間では、この軒側部位４１６と押さえ部材４７が配線８と
接するようにしてこの配線８を挟むことが好ましく、この場合、配線８の移動が充分に拘
束される。このとき軒側部位４１６と押さえ部材４７にそれぞれ弾性部材９５，９６が取
り付けられていると、配線８には軒側部位４１６と押さえ部材４７は直接には接せずに、
弾性部材９５，９６が弾性接触することになり、これにより配線８の破損が抑制される。
更に、押さえ部材４７は、ガイドリブ２２の上方に、ガイドリブ２２間の隙間を閉塞する
ように配置されるため、押さえ部材４７は配線８をガイドリブ２２の間に押さえつけるこ
とになり、これによりガイドリブ２２の間から配線８が更に脱落しにくくなる。また、押
さえ部材４７は導出孔２１の上方を覆うため、導出孔２１から屋内への水の浸入が抑制さ
れる。
【００９１】
　続いて、カバー体５が、ベース体４を覆うように設置される。このときカバー体５の水
切り片５７は三列目の屋根材７３と四列目の屋根材７４との間に差し入れられる。これに
より本体部材２が構成される。
【００９２】
　カバー体５は、ビスや釘等の固定具９によりベース体４に固定される。固定具９は、例
えばカバー体５の棟片５２、軒片５３、側片５４，５４などと、ベース体４の外枠部４５
とが重なる位置を貫通するように打ち込まれる。特に固定具９は、図１１に示すように、
ベース体４とカバー体５とを、屋根下地６の表面に沿って、軒棟方向と直交する方向に貫
通することが好ましい。すなわち固定具９は、カバー体５の側片５４，５４とベース体４
の外枠部４５とが重なる位置において、この側片５４，５４と外枠部４５とを、軒棟方向
と直交する方向に貫通するように打ち込まれることが好ましい。
【００９３】
　このようにして配線８取付具が設置されると、複数の配線８は、屋外から、配線引込具
１の導入孔２４、中空部２３、押さえ部材４７と軒側部位４１６との間の隙間、導出孔２
１、連通孔３３を順次通過し、更に屋根下地６の通孔６１を通過して、屋内へ引き込まれ
るように配置される。
【００９４】
　また、配線８はシール材９０（９１，９２）に挟まれることでも位置移動が拘束される
。このとき、シール材９２の凹条９４とベース体４に設けられたシール材９１の凹条９３
との間に孔が形成されている場合は、この孔に配線８が配置される。二つのシール材９１
，９２は前記凹条９３，９４で配線８に弾性接触し、そのため前記孔は配線８によって埋
められる。このため、シール材９０（９１，９２）と配線８によって導入孔２４の全体が
閉塞され、これにより導入孔２４から配線引込具１内への水の浸入が抑制される。また、
カバー体５に設けられたシール材９２の凹条９４とベース体４に設けられたシール材９１
の凹条９３が互いに弾性的に接触して前記のような孔が形成されてない場合、配線８は二
つの凹条９３，９４の間に挟まれることでシール材９０（９１，９２）と弾性接触するよ
うに配置される。この場合、配線８は二つの凹条９３，９４によって位置決めされて位置
移動が効果的に抑制されると共に、二つの凹条９３，９４の間に配線８が配置されていな
い箇所があったとしても導入孔２４が全体的に閉塞されて導入孔２４から配線引込具１内
への水の浸入が効果的に抑制される。
【００９５】
　このような屋根構造は、第一の実施形態の場合と同様に、屋根に太陽電池モジュール１
０１等の屋上設備機器１０が設置される場合において、この屋上設備機器１０に接続され
ている配線８が屋内に引き込まれる場合に、設けられる。
【００９６】
　太陽電池モジュール１０１が設置される場合に、一定個数の複数個の太陽電池モジュー
ル１０１ごとに、一個の配線引込具１が設けられ、この一定個数の太陽電池モジュール１
０１に接続される配線８が一個の配線引込具１から屋内へ引き込まれてもよい。このよう
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に別々の位置から引き回される複数の配線８が一個の配線引込具１から屋内へ引き込まれ
る場合であっても、本実施形態では配線８が中空部２３内でガイドリブ２２によって位置
決めされて固定されるため、複数の配線８が中空部２３内に容易に収められる。更に配線
８が中空部２３内でベース体４と押さえ部材４７によって挟まれることで配置位置の移動
が更に拘束されているため、複数の配線８が中空部２３内に更に容易に収められる。
【００９７】
　また複数の配線８は中空部２３内に整理されて配置されるため、複数の配線８から配線
引込具１への応力が集中しにくくなり、このため配線８や配線引込具１が破損しにくくな
る。更に、太陽電池モジュール１０１が設置された後のメンテナンス時などには、配線８
とこの配線８が接続されている太陽電池モジュール１０１との対応関係が容易に認識され
やすくなり、このためメンテナンス作業が容易となる。
【００９８】
　屋根上にはしばしば複数個の屋内設備機器１０が設置され、このような場合、複数本の
配線８が同時に配線引込具１から屋内へ引き込まれることになる。そのため、施工時にお
ける配線８の引き込み作業が繁雑になったり、施工後のメンテナンス時に複数の配線８の
判別が困難になったりする。また、複数の配線８から配線引込具１へかかる応力が一点に
集中してしまうことで、配線引込具１に破損等が生じるおそれもある。しかし、本実施形
態では、中空部２３内に、前記複数の配線８を前記導入孔２４から前記導出孔２１へ一本
ずつガイドするガイドリブ２２が形成されているため、配線引込具１が用いられて屋根に
おいて複数本の配線８を屋外から屋内へ引き込む施工がされるにあたり、配線８の引き込
み作業が容易になると共に、施工後のメンテナンスも容易となり、且つ複数の配線８から
の配線引込具１への応力が集中しにくくなる。
【００９９】
　更に、ベース体４にマーキング４１８，４１９，４２０が形成されていれば、配線引込
具の設置時には作業者が複数の配線８を所定の位置に配置することが容易となって配線８
の引き込み作業が更に容易になると共に、施工後のメンテナンス時などに配線８の種類を
容易に判別することができるようになってメンテナンスも更に容易になる。
【０１００】
　また、第一の実施形態と同様、本実施形態でも、水切り片５７によって屋根下地６の通
孔６１への水の移動が阻害されて、屋内への水の浸入が抑制される。
【０１０１】
　また、屋根下地６上には下部材３が設置されているため、屋根下地６上における水の通
孔６１への移動が下部材３によって阻まれる。水が下部材３上を通孔６１に向けて移動し
ても、この水の移動は筒状のリブ３２によって阻まれる。中空部２３内に水が浸入した場
合も、この水の通孔６１への移動は筒状のリブ３２によって阻まれる。これにより、屋内
への水の浸入が更に抑制されている。
【０１０２】
　本実施形態でも第一の実施形態の場合と同様に、図８（ａ）や図８（ｂ）に示すように
、下部材３にシール材３４やシール材３５が設けられてもよい。この場合、第一の実施形
態の場合と同様に、シール材３４、シール材３５によって、屋内への水の浸入が更に抑制
される。
【０１０３】
　また、配線引込具１の中空部２３は導入孔２４を通じて屋外に開放されているが、この
導入孔２４は配線引込具１の軒側の端面で開口している。このため、屋根材７上で水が屋
根の傾斜に沿って軒側へ流れても、この水が導入孔２４を通じて中空部２３へ浸入しにく
くなる。しかも、上記のとおり導入孔２４はシール材９０（９１，９２）及び配線８によ
って閉塞されているため、この導入孔２４からの水の浸入が更に確実に抑制される。たと
え屋根材７上で水が風などで吹き上げられて屋根の傾斜に沿って棟側へ流れたりしても、
導入孔２４は前記のように閉塞されているため、導入口２４への風雨の吹き込みは妨げら
れる。これにより屋内への水の浸入が更に抑制される。
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【０１０４】
　また、棟側の外部から配線引込具１内のベース体４上に水が浸入しても、この水はまず
水流制御部４１２の棟側のリブ４１０で堰き止められてから、この棟側のリブ４１０の水
抜き用入口孔４１３を通じて軒側へ流れる。この水は更に軒側のリブ４１１で堰き止めら
れてから、この軒側のリブ４１１の水抜き用入口孔４１３を通じて更に軒側へ流れる。こ
のように水が一気に流入しないように水流が水流制御部４１２によって制御される。また
、このとき軒側のリブ４１１の水抜き用入口孔４１３からは水が少しずつ流れ、またこの
水は導出孔２１を避けて流れることになり、しかも導出孔２１は外囲リブ４１５によって
囲まれているため、導出孔２１への水の浸入が抑制される。この水は更にベース体４の軒
側端部へ到達し、水抜き用出口孔４１４から外部へ流出する。これにより屋内への水の浸
入が更に抑制される。更に、固定用孔４４は、ベース体４の上面に形成されている上方に
突出する凸部４１７で開口しているため、ベース体４上を水が流れてもこの水が固定用孔
４４から屋内に浸入することが抑制される。
【０１０５】
　尚、本発明に係る配線引込具１の構成は、本発明の範囲及び目的を逸脱しない限り上記
の各実施形態に制限されるものではなく、例えば各実施形態の構成が部分的に取り除かれ
たり、各実施形態間で部分的に構成が転用されたり、その他の適宜の設計変更がされても
よい。
【０１０６】
　また、本発明に係る屋根構造も上記の各実施形態に制限されるものではなく、屋根に太
陽電池モジュール１０１等の屋上設備機器１０が設置される場合以外の適宜の目的のため
に、屋根において配線８を屋外から屋内へ引き込むために適用され得る。また、本発明に
係る屋根構造は、屋根に太陽電池モジュール１０１等の屋上設備機器１０が設置される場
合においても、上記各実施形態以外の適宜の方式で屋根に屋上設備機器が設置される場合
に適用され得る。
【符号の説明】
【０１０７】
　１　　配線引込具
　２　　本体部材
　２１　導出孔
　２２　ガイドリブ
　２３　中空部
　２４　導入孔
　３　　下部材
　３２　リブ
　３３　連通孔
　４　　ベース体
　４７　押さえ部材
　５　　カバー体
　５７　水切り片
　６　　屋根下地
　６１　通孔
　６５　防風部材
　６９　防風片
　７　　屋根材
　８　　配線
　９　　固定具
　９０　シール材
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