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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
建物の屋根に敷設されるルーフ材の内側に設けられる固定金具から成る内設金具と、
ルーフ材の外側に設けられて差し込み自在に組み立てられて設けられる連結金具と基台金
具と狭持金具と立設締付金具と、
から成る外設金具で構成される屋根上モジュール架台取付金具であって、
前記固定金具は、屋根下地材の上面に施設されるルーフ材の軒側連結部に内設され、
棟側に平板状の基板部と、
軒側に断面略コの字状の折曲部を有し、
前記基板部は、ルーフ材の押さえ金具間において、前記外設金具を横方向に位置調整を可
能とする長さを有し、該基盤部には屋根下地材に螺合部材を用いて固定するための取付穴
が前記位置調整が可能な長さに対応して少なくとも３以上の複数個穿設され、前記コの字
状の折曲部のうち棟側ルーフ材の軒側端部底面受け部は平坦な平面部を有する構成に形成
されて成り、
前記連結金具は、
ルーフ材の棟側端部上面に配設され、
全体形状は断面略Ｊの字状に形成され、
棟側の端部には前記ルーフ材の連結部を挟持するための下側挟持用突出部が形成され、
軒側Ｎの端部には前記基台金具及び前記挟持金具と連設するための連設締結部が形成され
、
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底面部は、前記ルーフ材の上面に設置可能な略平板形状に形成されて成り、
前記狭持金具は、
前記連結金具の上方に配設され、
全体形状は略Ｌの字状に形成され、
棟側の端部には前記ルーフ材の連結部を挟持するための上側挟持用突出部が形成され、
軒側の端部には前記連結金具及び前記基台金具と連設するための縦方向に長穴形状の連設
締結部が形成されて成り、
立設締付金具は、
ルーフ材の連結部と前記固定金具を、螺合により前記挟持金具の上側挟持用突出部と前記
連結金具の下側挟持用突出部とで挟持して固定するための締付軸から成り、
前記基台金具は、
ルーフ材の棟側端部上面に配設され、
全体形状は下方に向いて開口する断面略コの字状に形成され、
棟側の端部には前記連結金具と前記狭持金具を連設するための連設締結部が形成され、
軒側の端部にはルーフ材の上面から所定高さ位置に屋根上モジュール架台を設置可能とす
るための脚部が形成され、
棟側の端部と軒側の端部を架け渡す略平面状の上面部には屋根上モジュール架台取付部を
有して成り、
前記連結金具と前記挟持金具と前記基台金具は、連設締結具で連設され、
前記立設締付金具を締め付けることによって、
連設される棟側ルーフ材の軒側連結部に内設された前記連結部を固定し、屋根上モジュー
ル架台を複数の前記基台金具の上面部に載架することにより、
屋根上モジュール架台を建物の屋根に安全に設置可能となることを特徴とする屋根上モジ
ュール架台取付金具。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物の屋根上に載置されるソーラーパネルなどの屋根上モジュール架台を載
架する取付金具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の地球温暖化現象の要因とされる二酸化炭素の排出量削減が叫ばれる中、二酸化炭
素を排出しない自然エネルギーの有効利用の観点から、建物の屋根上の空間を利用した太
陽光利用システムが注目を集めている。その具体的な例としては、建築構造物などの屋根
上に載置されるソーラーパネルによる自家発電装置や、集熱器とタンク等から構成される
太陽熱温水装置であり、これらは一般住宅まで広く普及している。
【０００３】
　ソーラーパネルによる自家発電装置は、一般的には導入時の初期費用が高額となるが、
メーカー間の競争によって、性能向上と低価格化や施工技術の普及も進み、運用と保守の
経費は安価であるため、世界的に需要が拡大している現状にある。
【０００４】
　また、太陽熱温水装置は、太陽光に含まれる赤外線を熱として利用することで水を温め
る装置であり、パッシブソーラー（建築のデザインの工夫で太陽光エネルギーを利用して
いくもの）の一種で、太陽光の50%以上を熱として利用でき、既存の再生可能エネルギー
利用機器の中ではエネルギー変換効率や費用対効果が最も高く、20年程度の耐久性も確認
されている。
【０００５】
　しかし、ソーラーパネルによる自家発電装置において大きな発電量を確保するためには
、多数のソーラーモジュールを屋根上に設置しなければならず、また、太陽熱温水装置で



(3) JP 4780810 B1 2011.9.28

10

20

30

40

50

は大きな水タンクや集熱器を屋根上に配置しなければならない。これらは規模の拡張性を
考慮してモジュール化されていることが多く、モジュールの構成に応じた架台に載置され
、係る架台が屋根上に取付金具を介して取り付けられる。
【０００６】
　従って、係る屋根上モジュール架台取付金具には、自家発電装置や太陽熱湯沸し装置を
住宅等の建築物の屋根上に取り付け、これらの重量に対する強度と、地震や風圧による安
全性と、太陽の日射熱による耐久性と、風雨による防水性、或いは施工性や美観等まで求
められることになる。
【０００７】
　そこで、従来より、これらの特性を満たそうとする種々の技術が提案されている。例え
ば、屋根に配置された瓦の上部にその一部を重ね合わせて配列されるソーラーパネル取付
瓦であって、上側に重ね合わされる前記ソーラーパネル取付瓦の一部に切欠部を備え、こ
の切欠部は下側に配置される前記瓦の端部位置より深く形成されることを特徴とする「ソ
ーラーパネル取付瓦とソーラーパネル支持装置」（特許文献１参照）が提案されている。
【０００８】
　しかしながら、上記の「ソーラーパネル取付瓦とソーラーパネル支持装置」（特許文献
１）は、取付瓦の一部に切欠部を設ける施工を必要とするもので、さらに防水カバーを取
り付ける穴の隙間から雨漏りが発生する可能性があるものであった。
【０００９】
　また、屋根下地材にプレート部とネジ孔とを有するベースプレートが固定され、ベース
プレート上に挿通孔が形成された孔あき瓦が敷設され、支持ボルトが挿通孔に挿通される
とともにネジ孔に螺着され、支持ボルトにラックへ延出するように固定され、支持ボルト
の軸線とプレート部上面との第１交点を通る鉛直線とラック取付部上面又はその延長面と
の第２交点と、支持ボルトの軸線とラック取付部上面又はその延長面との第３交点との距
離より、ラック取付部に固定される縦ラックの固定位置と前記第２交点との距離を小さく
した「屋根上積載置物用ラック取付構造、ラック取付金具及びラック取付方法」（特許文
献２参照）が提案されている。
【００１０】
　しかしながら、上記の「屋根上積載置物用ラック取付構造、ラック取付金具及びラック
取付方法」（特許文献２参照）は、瓦の孔開け作業を必要とするとともに、孔あき瓦の孔
部がシーリング材で防水加工されているものの、その孔あき瓦の孔の部分から雨漏りが発
生する可能性があるものであった。
【００１１】
　また、下地材と、該下地材の上面に配設され、該下地材の上面に外囲面を形成する外囲
板と、前記外囲面に固定又は係止され、差し込み口を有する取付金具と、前記外囲面上に
複数配置されたソーラーパネルなどのパネル状構造物と、前記パネル状構造物の縁部を保
持するための係止部と前記差し込み口に挿入される取付水平部とを有する押え板とを備え
た「外囲体及び外囲面上にパネル状構造物を取り付ける装置」（特許文献３参照）が提案
されている。
【００１２】
　しかしながら、上記の「外囲体及び外囲面上にパネル状構造物を取り付ける装置」（特
許文献３参照）は、取付金具が止着具によって外囲板に直接取り付けられるため、強度性
と安全性に問題があると共に、取付金具の取り付け孔から雨漏りが発生する可能性がある
ものであった。
【００１３】
　また、下地材と、該下地材の上面に敷設され、該下地材の上面に外囲面を形成する外囲
板と、前記外囲面に上方にこれに対して水平に複数並列播位置された長尺状の架台と、前
記外囲面に固定又は係止され、長尺状の前記架台を支持するための受部を有する取付金具
と、前記架台上に複数配置されたソーラーパネルなどのパネル状構造物と、前記パネル状
構造物の縁部を係止する押え部を有し前記架台に保持された押え板とを備えた「外囲体及
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び外囲面上にパネル状構造物を取り付ける装置」（特許文献４参照）が提案されている。
【００１４】
　しかしながら、上記の「外囲体及び外囲面上にパネル状構造物を取り付ける装置」（特
許文献４参照）は、取り付け金具が止着具によって下地材に直接取り付けられるため、該
取付金具の取り付け孔から雨漏りが発生する可能性があるものであった。
【００１５】
　また、所定勾配の屋根下地材にルーフィング材が敷設され、該ルーフィング材上に桟木
が勾配方向と直交する方向に延びて所定間隔で固定された屋根に太陽電池モジュールを取
り付ける取付金具であって、締着具挿通孔が形成され、前記ルーフィング材上面に固定さ
れる屋根当接片と、該屋根当接片の勾配下流端部から該屋根当接片に対して垂直上方に突
設された垂直片と、該垂直片の上端部から勾配下流側に突設された押え板と、該押え板の
勾配下流端部から前記屋根当接片に対して垂直上方に突設されるとともに、略Ｌ字形状に
勾配上流側に折り返され、且つ、略Ｌ字形状の入隅側に弾性部材が配設された係止片と、
具備する「太陽電池モジュール取付金具、設置構造、及び設置方法」（特許文献５参照）
が提案されている。
【００１６】
　しかしながら、上記の太陽電池モジュール取付金具、設置構造、及び設置方法」（特許
文献５参照）は、押え片が締着具によって下地材に直接取り付けられるため、該取付金具
の取り付け孔から雨漏りが発生する可能性があるものであった。
【００１７】
　以上のように従来の屋根上載置物を取付金具のいずれも、瓦やルーフ材に孔や切欠部が
設けられてネジや釘などで屋根の下地材に直接取り付けられるため、その孔や切欠部の部
分から雨漏りがする可能性があるもので、重量に耐える強度性と、地震や風圧などに耐え
る安全性と、太陽の日射熱に耐える耐久性と、雨風に耐える防水性を備え、さらにそれら
を活用した屋根上載置物の取り付け手段が施工されるものではなかった。
【００１８】
　そこで、本願出願人は、重量による強度性と、地震や風圧による安全性と、太陽の日射
熱による耐久性と、風雨による防水性を備えると共に、建物の屋根の下地材にネジや釘な
どで取り付けることなく、施工性や美観にも勝れた屋根上モジュールの取付手段はないも
のかとの着想の下、内設金具と外設金具で構成される屋根上モジュール架台取付金具の立
設締付金具を締め付けることによって屋根上モジュール架台を建物の屋根に安全に設置す
ることができる屋根上モジュールの取付金具を開発し、本発明に係る屋根上モジュール架
台取付金具の提案に至ったものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１９】
【特許文献１】特開２００５-２７７２号公報
【特許文献２】特開２００５-３１５０１８号公報
【特許文献３】特開２０００-１２９８６９号公報
【特許文献４】特開２０００-１２９８６８号公報
【特許文献５】特開２００６-３２８８８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　本発明は、上記問題点に鑑み、建物の屋根上に載置されるソーラーパネルなどの屋根上
モジュール架台を載架する取付金具の提供を図る。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明の屋根上モジュール架台取付金具は、建物の屋根に敷設されるルーフ材の内側に
設けられる固定金具から成る内設金具と、ルーフ材の外側に設けられて差し込み自在に組
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み立てられて設けられる連結金具と基台金具と狭持金具と立設締付金具と、から成る外設
金具で構成される屋根上モジュール架台取付金具であって、前記固定金具は、屋根下地材
の上面に施設されるルーフ材の軒側連結部に内設され、棟側に平板状の基板部と、軒側に
断面略コの字状の折曲部を有し、前記基板部は、ルーフ材の押さえ金具間において、前記
外設金具を横方向に位置調整を可能とする長さを有し、該基盤部には屋根下地材に螺合部
材を用いて固定するための取付穴が前記位置調整が可能な長さに対応して少なくとも３以
上の複数個穿設され、前記コの字状の折曲部のうち棟側ルーフ材の軒側端部底面受け部は
平坦な平面部を有する構成に形成されて成り、前記連結金具は、ルーフ材の棟側端部上面
に配設され、全体形状は断面略Ｊの字状に形成され、棟側の端部には前記ルーフ材の連結
部を挟持するための下側挟持用突出部が形成され、軒側Ｎの端部には前記基台金具及び前
記挟持金具と連設するための連設締結部が形成され、底面部は、前記ルーフ材の上面に設
置可能な略平板形状に形成されて成り、前記狭持金具は、前記連結金具の上方に配設され
、
全体形状は略Ｌの字状に形成され、棟側の端部には前記ルーフ材の連結部を挟持するため
の上側挟持用突出部が形成され、軒側の端部には前記連結金具及び前記基台金具と連設す
るための縦方向に長穴形状の連設締結部が形成されて成り、立設締付金具は、ルーフ材の
連結部と前記固定金具を、螺合により前記挟持金具の上側挟持用突出部と前記連結金具の
下側挟持用突出部とで挟持して固定するための締付軸から成り、前記基台金具は、ルーフ
材の棟側端部上面に配設され、全体形状は下方に向いて開口する断面略コの字状に形成さ
れ、棟側の端部には前記連結金具と前記狭持金具を連設するための連設締結部が形成され
、軒側の端部にはルーフ材の上面から所定高さ位置に屋根上モジュール架台を設置可能と
するための脚部が形成され、棟側の端部と軒側の端部を架け渡す略平面状の上面部には屋
根上モジュール架台取付部を有して成り、前記連結金具と前記挟持金具と前記基台金具は
、連設締結具で連設され、前記立設締付金具を締め付けることによって、連設される棟側
ルーフ材の軒側連結部に内設された前記連結部を固定し、屋根上モジュール架台を複数の
前記基台金具の上面部に載架することにより、屋根上モジュール架台を建物の屋根に安全
に設置可能となる手段を採る。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明に係る屋根上モジュール架台取付金具によれば、建物の屋根下地材に取り付けら
れる固定金具がルーフ材に取付穴を形成していないことから、接続部や隙間に防水シール
などのシーリング材を必要としていないため、耐久性や防水性を長期的に維持できる優れ
た効果を奏するものである。
【００２３】
　また、本発明に係る屋根上モジュール架台取付金具によれば、ルーフ材の内側に設けら
れる内設金具と、ルーフ材の外側に設けられる外設金具によって間接的に強固に取り付け
られるため、強度性と安全性を備えた優れた効果を奏するものである。特に、ルーフ材の
内側に設けられる内設金具が屋根下地材に直接木ネジ等で固定される構成を採用している
ため、屋根上載置物の自重によって屋根材が軒方向へ引き抜かれるように屋根の傾斜面方
向に働く応力に対しても強く、また、屋根上載置物の自重によって屋根の傾斜面と垂直方
向に働く荷重については強固な基台金具の底面部で受けるため安全である。
【００２４】
　また、本発明に係る屋根上モジュール架台取付金具によれば、建物の新築時にルーフ材
の下に平板金具を取り付けておけば、リフォーム時やソーラーパネルなどの後付け工事が
容易であると共に、交換や取付け・取り外しの施工性が高い優れた効果を奏するものであ
る。
【００２５】
　また、本発明に係る屋根上モジュール架台取付金具によれば、固定金具がルーフ材の内
側に設けられて露出していないため、屋根の美観性を維持すると共に、錆や雨水の溜まり
を防ぐことできる優れた効果を奏するものである。
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【００２６】
　また、本発明に係る屋根上モジュール架台取付金具によれば、本実施例のソーラーパネ
ルの取付金具として使用する以外に、建物の屋根上に設けられる太陽熱交換湯沸し装置や
、屋上看板、屋上テラスなどのエクステリアの取付金具としても使用できるという優れた
効果を奏するものである。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の屋根上モジュール架台取付金具の実施形態を示す拡散分解図である。（
実施例１）
【図２】本発明の屋根上モジュール架台取付金具の施工状態を示す説明図である。（実施
例２）
【図３】本発明の屋根上モジュール架台取付金具の施工状態を示す断面説明図である。（
実施例３）
【図４】本発明の屋根上モジュール架台取付金具の施工完成状態を示す断面説明図である
。（実施例４）
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明の屋根上モジュール架台取付金具は、ルーフ材に取付穴を設けることなく、ルー
フ材の内側に設けられる内設金具と、ルーフ材の外側に設けられて差し込み自在に組み立
てられて設けられる外設金具で構成される屋根上モジュール架台取付金具の立設締付金具
を締め付けることによって、屋根上モジュール架台を建物の屋根に安全に設置可能とする
手段を採ったことを最大の特徴とするもので、以下、実施例を図面を基に説明する。
【実施例１】
【００２９】
　図１は、本発明の屋根上モジュール架台取付金具における実施形態を示す拡散分解図で
ある。図（a）は全体斜視図を示し、図（ｂ）は分解斜視図を示す。本発明の屋根上モジ
ュール架台取付金具１は、建物Ｔの屋根に敷設されるルーフ材Ｒの内側に設けられる固定
金具１０から成る内設金具２と、ルーフ材Ｒの外側に設けられて差し込み自在に組み立て
られて設けられる連結金具２０と基台金具４０と狭持金具３０と立設締付金具５０と、か
ら成る外設金具３で構成される。
【００３０】
　固定金具１０は、屋根下地材Ｓの上面に施設されるルーフ材Ｒの軒側連結部Ｒaに内設
され、外設金具３の位置調整を可能とする長さを有し、棟側Ｍに平板状の基板部１１と、
軒側Ｎに断面略コの字状の折曲部１２を有し、該基板部１１には屋根下地材Ｓに螺合部材
１３を用いて固定するための取付穴１４が、外設金具３の位置調整を可能とする長さに対
応して、少なくとも３以上の複数個穿設され、前記略コの字状の折曲部１２のうち棟側ル
ーフ材の軒側端部底面受け部は平坦な平面部を有する構成に形成されている。
【００３１】
固定金具１０が果たす役割は、螺合部材１３を用いて屋根下地材Ｓに直接固定され、ルー
フ材Ｒに取付穴１４が設けられないことによって、強度性と防水性が維持されるものであ
る。また、前記略コの字状の折曲部１２のうち棟側ルーフ材Ｒの軒側端部底面受け部は平
坦な平面部を有する構成に形成されているので、狭持金具３０の上側挟持用突出部３１を
立設締付金具５０で締め付けても、ルーフ材Ｒの軒側端部に凹み等の変形を生じさせない
構成となっている。従って、外設金具３の位置変更や取外し後においてもルーフ材Ｒの美
観を損ねることもなく、凹み部に雨水がたまって腐食するという問題も生じない。
【００３２】
　連結金具２０は、ルーフ材Ｒの棟側端部Ｒｂ上面に配設され、全体形状は断面略Ｊの字
状に形成され、棟側Ｍの端部にはルーフ材Ｒの連結部を挟持するための下側挟持用突出部
２１が形成され、軒側Ｎの端部には基台金具４０及び挟持金具３０と連設するための連設
締結部２２が形成され、底面部２３は、ルーフ材Ｒの上面に設置可能な略平板形状に形成
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されている。
【００３３】
　連結金具２０が果たす役割は、ルーフ材Ｒの軒側連結部Ｒaと棟側端部Ｒbと、固定金具
１０の断面略コの字状の折曲部１２を狭持金具３０とで狭持するもので、ビスやボルトな
どによって挟持しないため、強度性が維持されるものである。
【００３４】
　狭持金具３０は、連結金具２０の上方に配設され、全体形状は略Ｌの字状に形成され、
棟側Ｍの端部にはルーフ材Ｒの連結部を挟持するための上側挟持用突出部３１が形成され
、軒側Ｎの端部には連結金具２０及び基台金具４０と連設するための縦方向に長穴形状の
連設締結部３２が形成され、立設締付金具５０を締め付けに合わせて、連結金具２０の連
設締結部２２に対して連結具６０を仮締めの状態で上下にスライドできるようにするもの
である。
 
【００３５】
　狭持金具３０が果たす役割は、ルーフ材Ｒの軒側連結部Ｒaと棟側端部Ｒbと、固定金具
１０の断面略コの字状の折曲部１２とを、狭持金具３０の上側挟持用突出部３１と連結金
具２０の下側挟持用突出部２１とで挟み、連設締結部３２を貫通している立設締付金具５
０を締め付けることによって狭持・固定するものである。そして、その後に仮止めしてい
た締結具６０を締めるという順序を踏むことにより、挟持金具３０等の各金具やルーフ材
Ｒに不要な応力や変形を与えない効果を発揮する。
 
【００３６】
　基台金具４０は、ルーフ材Ｒの棟側端部Ｒb上面に配設され、全体形状は下方に向いて
開口する断面略コの字状に形成され、棟側Ｍの端部には連結金具２０と狭持金具３０を連
設するための連設締結部４１が形成され、軒側Ｎの端部にはルーフ材Ｒの上面から所定高
さ位置に屋根上モジュール架台Ｐを設置可能とするための脚部４２が形成され、棟側Ｎの
端部と軒側の端部を架け渡す略平面状の上面部４３には屋根上モジュール架台取付部４４
を有して形成されている。
【００３７】
　基台金具４０が果たす役割は、連結金具２０と狭持金具３０を基台金具４０の連設締結
部４１で連結して外設金具３を形成し、ルーフ材Ｒの軒側連結部Ｒa方向から差し込んで
固定するもので、ルーフ材Ｒに取付穴１４を設けることなくルーフ材Ｒ上に載置すると共
に、上面部４３に屋根上モジュール架台取付部４４を設けて屋根上モジュール架台Ｖを備
えた屋根上モジュールＰを連結・固定することができるものである。
【００３８】
　立設締付金具５０は、締付軸５１立設締付金具５０は、ルーフ材Ｒの連結部Ｒa、Ｒｂ
と固定金具１０を、螺合により挟持金具３０の上側挟持用突出部３１と連結金具２０の下
側挟持用突出部２１とで挟持して固定するための締付軸５１から成り、連結金具２０と挟
持金具３０と基台金具４０は、連設締結具４１で連設され、立設締付金具５０を締め付け
ることによって、連設される棟側ルーフ材Ｒの軒側連結部Ｒaに内設された連結部を固定
し、屋根上モジュール架台４４を複数の基台金具４０の上面部４３に載架することにより
、屋根上モジュール架台４４を建物Ｔの屋根に安全に設置可能に形成されている。
【００３９】
　ルーフ材Ｒは、軒側Ｎが軒側連結部Ｒa、棟側Ｍが棟側端部Ｒbで形成され、建物Ｔの屋
根下地材Ｓに固定金具１０並びに押さえ金具１５によって固定される。
【００４０】
屋根上モジュールＰは、底面部にモジュール架台Ｖを複数設けて、基台金具４０の上面部
４３の屋根上モジュール架台取付部４４に取り付けられる。
【実施例２】
【００４１】
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　図２は、本発明の屋根上モジュール架台取付金具における施工状態を示す説明図である
。
本発明の屋根上モジュール架台取付金具１は、ルーフ材Ｒの内側に設けられる内設金具２
と、ルーフ材Ｒの外側に設けられて差し込み自在に組み立てられて設けられる外設金具３
で構成される屋根上モジュール架台取付金具１の外設金具３に設けられている立設締付金
具５０を締め付けることによって、屋根上モジュール架台Ｖを建物Ｔの屋根に安全に設置
可能とするものである。
【実施例３】
【００４２】
　図３は、本発明の屋根上モジュール架台取付金具における施工状態を示す断面説明図で
ある。下記に建物の屋根に載置する屋根上モジュール架台取付金具１の取り付け手順を述
べる。
（その１）
（1）押え金具１５を屋根下地材Ｓの軒側Ｎ先端部に螺合部材１３を用いて固定する。
（2）押え金具１５の折曲部にルーフ材Ｒの軒側連結部Ｒaを引っ掛けて、ルーフ材Ｒを屋
根上に敷設する。
（3）ルーフ材Ｒの棟側端部Ｒbと上に重なるルーフ材Ｒの軒側連結部Ｒaを重ねて固定金
具１０の断面略コの字状の折曲部１２に引っ掛け、螺合部材１３を用いて固定金具１０を
屋根下地材Ｓに固定する。
（4）押え金具１５でルーフ材Ｒ全体を抑え込んで固定する。（図２参照）
（5）連結金具２０と狭持金具３０と基台金具４０とを組み合わせた外設金具３を準備し
、狭持金具３０の連設締結部３２をやや緩めた状態にしておく。
（6）（2）で施工されたルーフ材Ｒの軒側連結部Ｒaの下側に（5）で準備した外設金具３
を差し込む。
【実施例４】
【００４３】
　図４は、本発明の屋根上モジュール架台取付金具における施工の完成状態を示す断面説
明図である。
（その２）
（7）立設締付金具５０のナットを締め込み狭持金具３０の上側挟持用突出部３１と連結
金具２０の下側挟持用突出部２１とで固定金具１０の折曲部１２とルーフ材Ｒの軒側連結
部Ｒaと棟側端部Ｒbを挟み込んで固定する。
（8）狭持金具３０の連設締結部３２を固定する。
（9）基台金具４０の上に屋根上モジュールＰの屋根上モジュール架台Ｖを架設し、基台
金具４０の屋根上モジュール架台取付部４４で固定する。
（10）屋根上モジュール架台Ｖに屋根上モジュールＰを連結・固定する。
【００４４】
　以上のように本発明の屋根上モジュール架台取付金１は、ルーフ材Ｒに取付穴１４を設
けることがない上、施工手段も内設金具２に外設金具３を単に差し込んで締め付けるだけ
で屋根上モジュール架台取付金具を屋根上に設置することができるものである。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明の屋根上モジュール架台取付金具は、建物の屋根に敷設されるルーフ材の内側に
設けられる内設金具と、ルーフ材の外側に設けられて差し込み自在に組み立てられて設け
られる外設金具で構成される屋根上モジュール架台取付金具の外設金具に設けられている
立設締付金具を締め付けることによって、屋根上モジュール架台を建物の屋根に安全に設
置することができることから、ソーラーパネル等の熱交換モジュールパネル以外の広告看
板などの重量載置物を建物の屋根上に載置することができるもので、本発明における屋根
上モジュール架台取付金具の産業上の利用可能性は大とするものと解する。
【符号の説明】
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１　　屋根上モジュール架台取付金具
２　　内設金具
３　　外設金具
１０　固定金具、
１１　基板部
１２　折曲部、
１３　螺合部材
１４　取付穴
１５　押え金具
２０　連結金具
２１　下側挟持用突出部
２２　連設締結部
２３　底面部
３０　狭持金具
３１　上側挟持用突出部
３２　連設締結部
４０　基台金具
４１　連設締結部
４２　脚部
４３　上面部
４４　架台取付部
５０　立設締付金具
５１　締付軸
６０　締結具
Ｔ　　建物
Ｍ　　棟側
Ｎ　　軒側
Ｓ　　屋根下地材
Ｒ　　ルーフ材
Ｒa　 軒側連結部
Ｒb　 棟側端部
Ｐ　　屋根上モジュール
Ｖ　　屋根上モジュール架台
【要約】　　　（修正有）
【課題】建物の屋根上に載置されるソーラーパネルなどの重量に耐える強度性と、地震や
風圧などに耐える安全性と、太陽の日射熱に耐える耐久性と、雨風に耐える防水性を備え
た屋根上モジュール架台を載架する取付金具の提供する。
【解決手段】建物Ｔの屋根に敷設されるルーフ材Ｒの内側に設けられる内設金具と、ルー
フ材の外側に設けられて差し込み自在に組み立てられて設けられる外設金具で構成される
屋根上モジュール架台取付金具の外設金具に設けられている立設締付金具５０を締め付け
ることによって、屋根上モジュール架台Ｖを建物の屋根に安全に設置可能とする手段を採
る。
【選択図】図４
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【図４】
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【図３】
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