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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下端部に取付下地への第１固定部を設け、
上端部に固定対象の他物を固定する第２固定部を設け、
固定具本体を、前記第１固定部を備えた第１固定具本体と、第２固定部を備えた第２固定
具本体とに上下に分割構成し、
前記第１固定具本体を縦筒形状に形成すると共に、その第１固定具本体の筒内の底板部に
前記第１固定部を形成し、
前記第１固定具本体の筒内の上部に前記第１固定部を覆う天蓋部を設け、
前記天蓋部よりも上方に突出する前記第１固定具本体の上端部と、前記第２固定具本体の
下端部とに、相互にボルトを介して連結自在な連結部を設け、
前記第１固定具本体の前記連結部は、四角筒の４隅部に位置し、夫々平面視で直交する連
結用面部を有し、
前記第２固定具本体の前記連結部は、四角筒の４隅部に位置し、夫々平面視で直交する連
結用面部を有し、その直交する連結用面部間に縦長のスリットを形成し、そのスリットに
より第１固定具本体に対して第２固定具本体を傾斜状態で連結する場合に、前記第２固定
具本体の連結用面部が、前記第１固定具本体の連結用面部になじんで変形を許容できるよ
うに前記第２固定具本体の連結部を靭性のある材料で形成し、
前記第１固定具本体の前記連結用面部と前記第２固定具本体の前記連結用面部の少なくと
もいずれか一方に、上下に沿ったボルト挿通用長孔を形成してある他物固定具。
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【請求項２】
　前記第１固定具本体の連結部における直交する前記連結用面部間に、縦長のスリットを
形成し、
前記第２固定具本体の前記連結部におけるスリットと、前記第１固定具本体の前記連結部
におけるスリットとを、前記連結部同士をボルトとナットで連結するスパナ挿通用の隙間
に形成してある請求項１に記載の他物固定具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、下端部に取付下地への第１固定部を設け、上端部に固定対象の他物を固定す
る第２固定部を設けてある他物固定具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、他物固定具は、図１６に示すように、下端部に取付下地への第１固定部９を設け
、上端部に固定対象の他物３を固定する第２固定部１０を設け、前記第１固定部９を備え
た第１固定具本体１２と、第２固定部１０を備えた第２固定具本体１３とを設け、前記第
１固定具本体１２を縦筒形状に形成すると共に、その第１固定具本体１２の筒内の底板部
に前記第１固定部９を形成し、前記第１固定具本体１２の筒周面部に前記第１固定部９に
対する固定操作用の第１開口部１６を形成し、前記第２固定具本体１３に前記第１固定部
９を覆う天蓋部１５を設けると共に、その天蓋部１５に他物３をボルト１９とナットＮで
連結固定するためのボルト挿通孔を設けて前記第２固定部１０を形成し、前記第１固定具
本体１２の上端部と、前記第２固定具本体１３の下端部とに、相互にボルト２０を介して
連結自在な連結部２１を設けてあった（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１６７７５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した従来の他物固定具では、第１固定具本体１２と第２固定具本体１３との相対位
置が動かないように連結してあり、固定すべき他物３に対する上下高さを微調整できなか
ったり、取付下地の傾斜に対応して他物固定姿勢を調整することは困難であった。
【０００５】
　従って、本発明の目的は、上記問題点を解消し、取付下地に対する他物の固定する相対
高さや相対姿勢を微調整できるようにするところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の特徴構成は、下端部に取付下地への第１固定部を設け、上端部に固定対
象の他物を固定する第２固定部を設け、固定具本体を、前記第１固定部を備えた第１固定
具本体と、第２固定部を備えた第２固定具本体とに上下に分割構成し、前記第１固定具本
体を縦筒形状に形成すると共に、その第１固定具本体の筒内の底板部に前記第１固定部を
形成し、前記第１固定具本体の筒内の上部に前記第１固定部を覆う天蓋部を設け、前記天
蓋部よりも上方に突出する前記第１固定具本体の上端部と、前記第２固定具本体の下端部
とに、相互にボルトを介して連結自在な連結部を設け、前記第１固定具本体の前記連結部
は、四角筒の４隅部に位置し、夫々平面視で直交する連結用面部を有し、前記第２固定具
本体の前記連結部は、四角筒の４隅部に位置し、夫々平面視で直交する連結用面部を有し
、その直交する連結用面部間に縦長のスリットを形成し、そのスリットにより第１固定具
本体に対して第２固定具本体を傾斜状態で連結する場合に、前記第２固定具本体の連結用
面部が、前記第１固定具本体の連結用面部になじんで変形を許容できるように前記第２固
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定具本体の連結部を靭性のある材料で形成し、前記第１固定具本体の前記連結用面部と前
記第２固定具本体の前記連結用面部の少なくともいずれか一方に、上下に沿ったボルト挿
通用長孔を形成したところにある。
【０００７】
　本発明の第１の特徴構成によれば、上端部に固定対象の他物を固定する第２固定部を設
け、固定具本体を、前記第１固定部を備えた第１固定具本体と、第２固定部を備えた第２
固定具本体とに上下に分割構成し、前記第１固定具本体を縦筒形状に形成すると共に、そ
の第１固定具本体の筒内の底板部に前記第１固定部を形成し、前記第１固定具本体の筒内
の上部に前記第１固定部を覆う天蓋部を設け、前記天蓋部よりも上方に突出する前記第１
固定具本体の上端部と、前記第２固定具本体の下端部とに、相互にボルトを介して連結自
在な連結部を設け、前記第１固定具本体の前記連結部は、四角筒の４隅部に位置し、夫々
平面視で直交する連結用面部を有し、前記第２固定具本体の前記連結部は、四角筒の４隅
部に位置し、夫々平面視で直交する連結用面部を有し、その直交する連結用面部間に縦長
のスリットを形成し、そのスリットにより、第１固定具本体に対して第２固定具本体を傾
斜状態で連結する場合に、第２固定具本体の連結用面部が、第１固定具本体の連結用面部
になじんで変形を許容できるように前記第２固定具本体の連結部を靭性のある材料で形成
し、前記第１固定具本体の前記連結用面部と前記第２固定具本体の前記連結用面部の少な
くともいずれか一方に、上下に沿ったボルト挿通用長孔を形成してあるために、他物を取
付下地に固定するには、第１固定部を取付下地に固定し、他物を第２固定具本体の第２固
定部に連結して固定すると共に、第１固定具本体の連結部と第２固定具本体の連結部との
間で、上下に沿ったボルト挿通用長孔とそれに挿通するボルトにより第２固定部の第１固
定部に対する相対高さや、傾きを自在に調整して、他物を取付下地に対して適切な姿勢で
固定できる。つまり、取付下地が傾斜面であっても、他物を水平や任意の傾斜姿勢で固定
したり、あるいは、任意の高さに固定したりできる。
　また、従来装置のように、天蓋部を第２固定具本体に設ける場合には、他物を固定する
第２固定具本体の第２固定部から雨水が浸入しやすくなるのに対し、本発明は、前記第１
固定具本体を縦筒形状に形成すると共に、その第１固定具本体の筒内の底板部に前記第１
固定部を形成し、前記第１固定具本体の筒内の上部に前記第１固定部を覆う天蓋部を設け
、縦筒形状で天蓋部を設けた第１固定具本体内には雨水が入りにくく、第１固定部から取
付下地への雨水の浸入を防止し易くできる。
【０００８】
　本発明の第２の特徴構成は、前記第１固定具本体の連結部における直交する前記連結用
面部間に、縦長のスリットを形成し、前記第２固定具本体の前記連結部におけるスリット
と、前記第１固定具本体の前記連結部におけるスリットとを、前記連結部同士をボルトと
ナットで連結するスパナ挿通用の隙間に形成したところにある。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】固定状態を示す全体斜視図である。
【図２】全体斜視図である。
【図３】分解斜視図である。
【図４】組付け状態の縦断面図である。
【図５】組付け状態の縦断面図である。
【図６】別実施形態の縦断面図である。
【図７】別実施形態の斜視図である。
【図８】要部斜視図である。
【図９】（ａ）、（ｂ）は、別実施形態の斜視図で、（ｃ）は、組付け状態の要部作用図
である。
【図１０】別実施形態の斜視図である。
【図１１】別実施形態の斜視図である。
【図１２】別実施形態の分解斜視図である。
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【図１３】（ａ）、（ｂ）は、別実施形態の斜視図である。
【図１４】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）は、夫々コンクリート床におけるアンカーボ
ルトの配置状況を示す要部平面図である。
【図１５】別実施形態の要部斜視図である。
【図１６】従来例の縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。尚、図面において従来例と同一
の符号で表示した部分は、同一又は相当の部分を示している。
【００１１】
　図１～図４に示すように、本発明の他物固定具の一実施形態品（以後、単に固定台１と
いう）を使用して、屋上のコンクリート床やベランダ等の建築物（取付下地２の一例）の
上に、ソーラーパネル４やその固定枠５等の固定対象部材（他物の一例）３を固定してあ
る状況を示している。
【００１２】
　前記コンクリート床２の上には、防水シート６が敷設してある。
　当該実施形態においては、コンクリート床２の全域に防水シート６が敷設してある状態
で、その上に、当該固定台１を設置して、固定対象部材３を固定台１に固定してある例を
示している。従って、固定台１を設置した後、その周囲に、防水シート６と固定台１の外
周部にわたる状態に立上り防水層７を設置し、その上端部をバンド２９で縛ると共に、シ
ール剤３０を塗布して雨水の浸入を防止して、固定台設置部分から下方への漏水防止を図
っている。
　コンクリート床２における固定台設置箇所には、予め、アンカーボルト８が設置してあ
り、このアンカーボルト８に固定台１が固定されている。
【００１３】
　前記固定対象部材３は、形鋼をトラス構造に組みあげた固定枠５と、固定枠５の上面に
沿って取り付けられたソーラーパネル４とを備えて構成してあり、前記固定枠５が、前記
固定台１にボルト１９とナットＮとで固定されている。
　前記固定枠５は、ソーラーパネル４を傾斜姿勢に支持する構造に形成してあり、ソーラ
ーパネル４が効率よく太陽光を受光できるように構成してある。
【００１４】
　前記固定台１は、図２～図４に示すように構成してある。
　つまり、下端部にコンクリート床２への第１固定部９を設け、上端部に固定対象部材３
の固定枠５を固定する第２固定部１０を設け、固定具本体１１を鉄系材等の金属製で形成
して、第１固定部９を備えた第１固定具本体１２と、第２固定部１０を備えた第２固定具
本体１３とに上下に分割構成し、第１固定具本体１２を横断面略四角形の縦筒形状に形成
すると共に、その第１固定具本体１２の筒内の底板部１４に第１固定部９を形成し、第１
固定具本体１２の筒内の上部に第１固定部９を覆う天蓋部１５を設け、第１固定具本体１
２の４つの筒周面部に第１固定部９に対する固定操作用の第１開口部１６を形成してある
。
【００１５】
　前記第１固定部９には、複数の第１ボルト挿通孔１７を設けてあり、前記第２固定部１
０には、長孔状の３本の第２ボルト挿通孔１８を設けてある（図２参照）。
　前記第１ボルト挿通孔１７には、コンクリート床２に埋設されたアンカーボルト８が下
方から挿通され、そのボルト上端部にナットＮを螺合して締め付けることで固定具本体１
１がコンクリート床２に固定される。
　前記第２ボルト挿通孔１８には、前記固定枠５を固定するためのボルト１９が下方から
挿通され、そのボルト上端部にナットＮを螺合して締め付けることで固定枠５が固定台１
に固定される。
【００１６】
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　第１固定具本体１２の上端部と、第２固定具本体１３の下端部とには、相互にボルト２
０を介して連結自在な連結部２１を設け、第１固定具本体１２の連結部２１と第２固定具
本体１３の連結部２１の少なくともいずれか一方に、上下に沿ったボルト挿通用長孔２２
を形成してある。
【００１７】
　前記第１固定具本体１２の筒周部で第１開口部１６よりも上方に、水切り庇部２３を設
けてあり、立上り防水層７及び第１開口部１６への雨水の浸入を防止してある。その水切
り庇部２３は、前記天蓋部１５と一連の金属板から形成して周縁部を下方に折り曲げてあ
り、その金属板の連結部挿通孔２４に第１固定具本体１２の連結部２１を挿通させて組付
け、溶接により一体にすると共に、雨水が第１固定具本体１２の内側に侵入するのを防止
してある（図３）。
【００１８】
　前記第１固定具本体１２の連結部２１は、四角筒の４隅部に位置し、夫々平面視で直交
する連結用面部２１Ａを有して各連結用面部２１Ａに上下に長いボルト挿通用長孔２２を
形成してある。前記直交する連結用面部２１Ａ間に縦長のスリット２５を形成して、その
スリット２５により、天蓋部１５の上の隅部に溜まる雨水を、外部に排水し易くなるよう
に形成してある（図２矢印）。
【００１９】
　前記第２固定具本体１３は、略四角筒形状の４つの周側部夫々に切欠き部を形成して、
第２固定部１０に対する固定操作用の第２開口部２６を形成してある。
　尚、第２開口部２６は、第２固定具本体１３の周側部に１箇所以上あれば良い。
　前記第２固定具本体１３の連結部２１は、四角筒の４隅部に位置し、夫々平面視で直交
する連結用面部２１Ａを有して各連結用面部２１Ａにボルト挿通用丸孔２７を形成してあ
る。前記直交する連結用面部２１Ａ間に縦長のスリット２５を形成して、そのスリット２
５により、第１固定具本体１２に対して第２固定具本体１３を傾斜状態で連結する場合に
、鉄系材の良好な靭性を利用して、連結用面部２１Ａが相手の連結用面部２１Ａになじむ
ように変形を許容できるようにしてある（図５）。
【００２０】
　また、スリット２５を設けてあるために、図８に示すように、第１固定具本体１２の連
結部２１と、第２固定具本体１３の連結部２１とを、ボルト２０とナットＮで連結する際
に、スパナ３２を挿通させてボルト２０の回転操作用の隙間としてスリット２５を利用で
きる。
【００２１】
　　〔別実施形態〕
　以下に他の実施の形態を説明する。
【００２２】
〈１〉　前記第１固定具本体１２には、図６に示すように、外嵌して上下にスライド自在
なスライド筒部材２８を設け、第１固定部９によるコンクリート床２への固定操作後に、
第１開口部１６を閉じて、立上り防水層７の立上部分を、このスライド筒部材２８の外周
面に固定することで、固定台１周囲の防水を行えるようにしてあっても良い。
〈２〉　前記固定枠５を、Ｈ形鋼の例で示したが、断面コの字形の溝形鋼やチャンネル材
であってもよく、図７に示すように、Ｈ形鋼どうし又は溝形鋼やチャンネル材どうしの連
結部を鋼板からなる平板で連結して、第２固定部１０に固定する場合は、３本の第２ボル
ト挿通孔１８のうちの外側の２本のものに、夫々ボルト１９を挿通して固定する。
〈３〉　前記水切り庇部２３は、天蓋部１５とは別に形成して第１固定具本体１２の周側
部に付設してあっても良い。
〈４〉　第１開口部１６は、図１０に示すように、その下端部が、底板部１４に接する状
態に配置してあってもよい。
〈５〉　第１固定具本体１２は、横断面四角形以外に、図１０に示すように、横断面８角
形のように多角形の筒体であってもよい。
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〈６〉　第１固定具本体１２及び第２固定具本体１３は、図１３に示すように、横断面円
形の筒体であってもよく、この場合、第１固定具本体１２に設けるスライド筒部材２８も
円筒形で、周方向に回転させることで（図１３（ａ）→（ｂ））、第１開口部１６を開閉
できる第３開口部３５を、スライド筒部材２８に設けてある。
〈７〉　前記天蓋部１５には、図１１に示すように、傾斜を設けてあったり、中央部が盛
り上がったムクリ部を形成して（図示せず）、排水性を向上させてあっても良い。
〈８〉　図９（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すように、第１固定具本体１２に対して、第２
固定具本体１３を上下、左右、斜めに相対位置、及び、相対姿勢を変更自在にするために
、一方の連結部２１に、横に長いボルト挿通用長孔２２を形成すると共に（図９では第２
固定具本体１３に形成）、他の連結部２１に、縦に長いボルト挿通用長孔２２を形成して
もよく（図９では第１固定具本体１２に形成）、第１固定具本体１２の連結部２１のコー
ナー部には、排水孔３３を設けてある。また、第２固定具本体１３には、４つの横側面の
内の互いに対向する２側面に連結部２１を形成し、他の互いに対向する２側面に、第１縦
長孔３９を形成した左右一対の第１脚部３７を設け、連結部２１から第１脚部３７の内側
で重なるように横方向に延設した第２脚部３８を設け、その第２脚部３８に、第１縦長孔
３９と一部が重なる第２横長孔４０を形成し、第１縦長孔３９と第２横長孔にボルト２０
を通してナットＮをそのボルト２０に螺合させて締め付けることで、第２固定具本体１３
は、剛体になり補強される。つまり、ボルト２０とナットＮとの締付け操作は、第１固定
具本体１２の連結部２１と第２固定具本体１３の連結部２１とを連結した後に、行うこと
で、図９（ｃ）のように、第１固定具本体１２に対する第２固定具本体１３の姿勢を、自
在に調整した状態（他物を取付下地２に対する高さや相対姿勢を自在に調整して固定する
）で補強される。
〈９〉　図９の実施形態の第２固定具本体１３の別実施形態として、図１５の構造のよう
に、互いに対向する横側面の内、連結部２１を設けた２側面とは別の２側面に第２脚部３
８を設けると共に、補強のための側板４１を別部材として一対設け、その側板４１に第１
脚部３７を設け、第１脚部３７に形成した第１縦長孔３９と第２脚部３８に形成した第２
横長孔４０とにボルト２０を挿通させると共に、上部のボルト挿通孔４２にボルト２０を
挿通させて、夫々のボルト２０にナットＮを締め付けて、第２固定具本体１３の横側面と
側板４１とを一体に連結して補強ができるようにしてあってもよい。
〈１０〉　図１２に示すように、第１開口部１６は、横断面４角形の第１固定具本体１２
の各コーナー部に形成してあっても良く、この第１開口部１６は、第１固定具本体１２の
最下端より少し上に配置してあり、第１固定具本体１２の下端角部に、剛性を維持して強
度を低下させないための立上り淵部３６を形成してある。各第１開口部１６を通して第１
固定部９を、アンカーボルト８とナットＮとで固定するために、第１固定部９に立上り淵
部３６と略同じ高さのナットＮ受け用の筒体３４を配設し、スパナ３２によるナットＮの
回動操作をしやすくしてある。尚、第１固定具本体１２には、底板部１４を形成する金属
板を溶接により一体化させてある。尚、筒体３４は、第１固定部９に予め溶接等により一
体に取り付けてあってもよい。
〈１１〉　第１固定部９に設けた８個の第１ボルト挿通孔１７に対しては、取付下地２の
状態(特にコンクリート床内の配筋との干渉を避けるべく)や、場所によっては、挿通させ
るアンカーボルト８を、図１４（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）のように、配置してあっ
ても良い。
〈１２〉　外気温が下がる冬季には第一固定部９の外周面が冷やされ、第１固定部９の内
面に結露を生じる可能性があるので、これを防水するため、第１固定具本体１２の内部空
間へ、熱伝導率の低い物質や内部の空気の対流を阻害する物質(例：現場発泡のウレタン
系断熱材)を充填するとよい。
〈１３〉　第１固定具９及び第２固定具１０の表面を鍍金仕上げとした場合、ボルトで締
め付ける連結部２１の第１固定具９と第２固定具１０間の摩擦係数が低下するため、両固
定具９，１０が接する面にリン酸亜鉛を塗布するか、又は固くて細かい粒状物を用いたブ
ラスト処理で目荒らしを行うなどして、摩擦係数の向上を図るとよい。
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【００２３】
　尚、上述のように、図面との対照を便利にするために符号を記したが、該記入により本
発明は添付図面の構成に限定されるものではない。また、本発明の要旨を逸脱しない範囲
において、種々なる態様で実施し得ることは勿論である。
【符号の説明】
【００２４】
　２　　　取付下地
　３　　　他物
　９　　　第１固定部
　１０　　第２固定部
　１１　　固定具本体
　１２　　第１固定具本体
　１３　　第２固定具本体
　１４　　底板部
　１５　　天蓋部
　１６　　第１開口部
　２０　　ボルト
　２１　　連結部
　２２　　ボルト挿通用長孔
　２３　　水切り庇部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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