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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の太陽電池モジュールと、カバーとを有する太陽光発電装置と、
　第１屋根材と、前記第１屋根材より軒側に配置される少なくとも１枚の第２屋根材とで
構成される屋根材と、
　を備え、
　複数の前記太陽電池モジュールには、軒棟方向に隣接配置される第１太陽電池モジュー
ル及び第２太陽電池モジュールが含まれ、前記第１太陽電池モジュールと前記第２太陽電
池モジュールの間に、前記屋根材の段葺き形状に対応する段差が形成され、
　前記カバーは、前記第１太陽電池モジュールと前記第２太陽電池モジュールの隙間を塞
ぐように、前記第２太陽電池モジュールの軒側端部に取り付けられ、
　前記屋根材は、前記太陽光発電装置の周囲の少なくとも一部に敷設され、
　前記第２屋根材は、前記第１屋根材の表面と前記第２屋根材の表面とが略同一平面上に
位置するように前記第１屋根材の軒側部分を支持する受け部を有し、
　前記第１屋根材の働き長さと、１枚又は複数の前記第２屋根材の働き長さとを足した長
さは、前記太陽電池モジュールの軒棟方向長さと前記カバーの軒棟方向長さとを足した長
さと略同一であり、
　前記太陽光発電装置は、前記第１太陽電池モジュールと前記第２太陽電池モジュールと
に跨って設置され、前記第１太陽電池モジュールと前記第２太陽電池モジュールを支持す
るベース金具を有し、
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　前記ベース金具は、
　前記第１太陽電池モジュールの棟側端部を支持する第１支持部と、
　前記第１支持部よりも高く形成され、前記第２太陽電池モジュールの軒側端部を支持す
る第２支持部と、
　を含み、
　前記第１太陽電池モジュールは、第１太陽電池パネルと、前記第１太陽電池パネルの端
縁部に設置された第１フレームとを有し、
　前記第２太陽電池モジュールは、第２太陽電池パネルと、前記第２太陽電池パネルの端
縁部に設置された第２フレームとを有し、
　前記第２支持部の前記第２フレームが載せられる部分の高さは、前記第１支持部の前記
第１フレームが載せられる部分の高さより高く、その高さの差は、前記第２屋根材の前垂
れの高さと略同一である、屋根。
【請求項２】
　前記ベース金具に固定される押え金具を備え、
　前記押え金具は、前記第１フレームの上端部を押える第１押え金具と、前記第２フレー
ムの下部を押える第２押え金具とを含み、
　前記カバーは、前記第２押え金具を介して前記ベース金具に固定され、
　前記第２フレームの下部には、外側に向かって開口した外溝が形成され、
　前記第２押え金具の押え部は、前記第２フレームの前記外溝に挿し込まれている、請求
項１に記載の屋根。
【請求項３】
　前記カバーは、前記太陽電池モジュールと桁方向に隣接配置される前記第２屋根材の前
垂れの位置に合わせて取り付けられる、請求項１または２に記載の屋根。
【請求項４】
　前記太陽光発電装置は、野地板上に敷設された複数のベースプレートを有し、
　前記ベース金具は、前記ベースプレートの各々の上に配置される、請求項１～３のいず
れか１項に記載の屋根。
【請求項５】
　前記ベースプレートの各々には、桁方向に引かれた桟木用墨を利用して前記ベースプレ
ートの各々の位置合わせを行うための横マークが形成されている、請求項４に記載の屋根
。
【請求項６】
　前記ベースプレートの各々の桁方向の中央部には、軒棟方向に引かれた縦墨を利用して
前記ベースプレートの各々の位置合わせを行うための縦マークが形成され、
　前記ベースプレートの各々の少なくとも一部は、前記縦マークが前記縦墨と一致し、千
鳥状に配置される、請求項４に記載の屋根。
【請求項７】
　前記ベースプレートの各々の桁方向の端部には、軒棟方向に引かれた縦墨を利用して前
記ベースプレートの各々の位置合わせを行うための縦マークが形成され、
　前記ベースプレートの各々の少なくとも一部は、前記縦墨と前記ベースプレートの各々
の端及び前記縦マークとが一致し、軒棟方向に真っ直ぐ並んで配置される、請求項４に記
載の屋根。
【請求項８】
　前記ベースプレートの各々には、前記ベース金具を野地板に固定するためのネジが挿通
される貫通孔が形成されている、請求項４～７のいずれか１項に記載の屋根。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、太陽光発電装置が取り付けられる屋根に敷設される屋根材、及び太陽光発電
装置が取り付けられ当該屋根材が敷設された屋根に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、太陽光発電装置が取り付けられた屋根を構築するための種々の方法が知られてい
る。例えば、特許文献１には、複数のフックを備えた固定具を用いて太陽電池モジュール
を化粧スレート瓦が敷設された屋根に取り付ける方法が開示されている。また、特許文献
１には、化粧スレート瓦のサイズに関連したサイズの太陽電池モジュールを使用すること
が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－２１４８７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、太陽光発電装置が取り付けられる屋根は、太陽光発電装置とその周囲に敷設
される屋根材との一体感があり、意匠性に優れることが望ましい。但し、屋根材及び太陽
光発電装置の施工性、強度の低下、製造コストの増加等の不具合を招くことなく、屋根の
意匠性を改善する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示の一態様である屋根材は、複数の太陽電池モジュールを有する太陽光発電装置が
取り付けられる屋根に敷設される屋根材であって、第１屋根材と、第１屋根材より屋根の
軒側に配置される少なくとも１枚の第２屋根材とで構成され、第２屋根材は、第１屋根材
の表面と第２屋根材の表面とが略同一平面上に位置するように第１屋根材の軒側部分を支
持する受け部を有し、第１屋根材の働き長さと第２屋根材の働き長さとを足した長さは、
太陽電池モジュールの軒棟方向長さと略同一である。
【０００６】
　本開示の他の一態様である屋根材は、複数の太陽電池モジュールと、当該各モジュール
の軒側端部に取り付けられたカバーとを有する太陽光発電装置が取り付けられる屋根に敷
設される屋根材であって、第１屋根材と、第１屋根材より屋根の軒側に配置される少なく
とも１枚の第２屋根材とで構成され、第２屋根材は、第１屋根材の表面と第２屋根材の表
面とが略同一平面上に位置するように第１屋根材の軒側部分を支持する受け部を有し、第
１屋根材の働き長さと第２屋根材の働き長さとを足した長さは、太陽電池モジュールの軒
棟方向長さとカバーの軒棟方向長さとを足した長さと略同一である。
【０００７】
　本開示の一態様である屋根は、複数の太陽電池モジュールを有する太陽光発電装置と、
第１屋根材と、第１屋根材より軒側に配置される少なくとも１枚の第２屋根材とで構成さ
れる屋根材とを備え、屋根材は、太陽光発電装置の周囲の少なくとも一部に敷設され、第
２屋根材は、第１屋根材の表面と第２屋根材の表面とが略同一平面上に位置するように第
１屋根材の軒側部分を支持する受け部を有し、第１屋根材の働き長さと第２屋根材の働き
長さとを足した長さは、太陽電池モジュールの軒棟方向長さと略同一である。
【０００８】
　本開示の他の一態様である屋根は、複数の太陽電池モジュールと、当該各モジュールの
軒側端部に取り付けられたカバーとを有する太陽光発電装置と、第１屋根材と、第１屋根
材より軒側に配置される少なくとも１枚の第２屋根材とで構成される屋根材とを備え、屋
根材は、太陽光発電装置の周囲の少なくとも一部に敷設され、第２屋根材は、第１屋根材
の表面と第２屋根材の表面とが略同一平面上に位置するように第１屋根材の軒側部分を支
持する受け部を有し、第１屋根材の働き長さと第２屋根材の働き長さとを足した長さは、
太陽電池モジュールの軒棟方向長さとカバーの軒棟方向長さとを足した長さと略同一であ
る。



(4) JP 6857866 B2 2021.4.14

10

20

30

40

50

【発明の効果】
【０００９】
　本開示に係る屋根材によれば、太陽光発電装置との一体感があり、意匠性に優れた屋根
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施形態の一例である太陽光発電装置を示す平面図である。
【図２】実施形態の一例である太陽光発電装置を示す斜視図である。
【図３】図１中のＡＡ線断面図である。
【図４】実施形態の一例である太陽電池モジュールの断面図である。
【図５】実施形態の一例である太陽電池モジュールの取り付け器具を示す図である。
【図６】実施形態の一例であるベースプレートの構成、及びベースプレートを野地板上に
設置する方法を説明するための図である。
【図７】実施形態の一例であるベースプレートの構成、及びベースプレートを野地板上に
設置する方法を説明するための図である。
【図８】図５中のＢＢ線断面図である。
【図９】図８において、各金具を分離した状態を示す図である。
【図１０】実施形態の一例であるベース金具、押え金具、及びカバーを示す分解斜視図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本開示に係る屋根は、屋根材と太陽光発電装置との一体感があり、意匠性に優れる。太
陽光発電装置は、屋根材の段葺き形状に合わせて太陽電池モジュールが段葺き状に配置さ
れた構造を有する。屋根材の働き長さは、例えば太陽電池モジュールの軒棟方向長さとカ
バーの軒棟方向長さとを足した長さと略同一であるから、本開示に係る屋根では、屋根材
と太陽光発電装置の軒棟方向ピッチが略一致し、段差の位置が揃っている。このため、屋
根材と太陽光発電装置との高い一体感が得られる。
【００１２】
　本開示に係る屋根材は、第１屋根材と第２屋根材とで構成されるが、第２屋根材の受け
部によって第１屋根材の表面が第２屋根材の表面と略同一平面上に配置され、各表面の間
に高低差が形成されない。このため、本開示に係る屋根材は１枚の屋根材のように見える
。そして、屋根材と太陽光発電装置の段差の位置を合せることができる。他方、本開示に
係る屋根材は、２枚に分割されているため、大型の屋根材と比べて取り扱いが容易であり
施工性が良い。
【００１３】
　屋根材と太陽光発電装置の軒棟方向ピッチを一致させる方法としては、軒棟方向長さが
太陽電池モジュールより長い大型の屋根材を用いる方法が考えられる。しかし、大型の屋
根材の取り扱いは容易ではなく施工面で問題がある。加えて、屋根材の強度が低下するこ
とが想定される。また、一般的な屋根材の働き長さに合せた小型の太陽電池モジュールを
用いる方法も考えられるが、この場合は、太陽電池モジュールの製造コスト増が想定され
る。本開示に係る屋根材を用いることで、このような問題がなく、意匠性に優れた屋根を
提供することができる。
【００１４】
　以下、図面を参照しながら、実施形態の一例について詳細に説明する。実施形態におい
て参照する図面は、模式的に記載されたものであるから、図面に描画された構成要素の寸
法比率などは、以下の説明を参酌して判断されるべきである。本明細書において、「略～
」との記載は、略同一を例に挙げて説明すると、完全に同一はもとより、実質的に同一と
認められる場合を含む意図である。
【００１５】
　以下では、屋根の桁方向（屋根の軒棟方向に垂直な方向）に沿う屋根材等の方向を「横
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方向」、屋根の野地板に垂直な方向に沿う屋根材等の方向を「上下方向」という。また、
軒棟方向に沿う屋根材等の方向を「縦方向」という場合がある。図面には、屋根の軒棟方
向・縦方向を矢印α、桁方向・横方向を矢印β、上下方向を矢印γで示す。
【００１６】
　以下で説明する実施形態では、各太陽電池モジュール１１の軒側端部にカバー７０が取
り付けられた太陽光発電装置１０を例示するが、太陽光発電装置はカバーを有していなく
てもよい。この場合、第１屋根材の働き長さと第２屋根材の働き長さとを足した長さは、
太陽電池モジュールの軒棟方向長さと略同一になる。
【００１７】
　図１及び図２は、実施形態の一例である屋根１を示す図である。図１及び図２に例示す
るように、屋根１は、太陽光発電装置１０と、屋根材２とを備える。太陽光発電装置１０
は、複数の太陽電池モジュール１１と、当該各モジュールの軒側端部に取り付けられたカ
バー７０とを有する。屋根材２は、第１屋根材４と、第１屋根材４より軒側に配置される
第２屋根材９０とで構成され、太陽光発電装置１０の周囲の少なくとも一部に敷設されて
いる。
【００１８】
　屋根材２を構成する第１屋根材４は、軒側部分が第２屋根材９０の棟側部分に重ねられ
る。第１屋根材４と第２屋根材９０、及び各屋根材２は互いにオーバーラップする。詳し
くは後述するが、第２屋根材９０は、第１屋根材４の表面Ｓｘと第２屋根材９０の表面Ｓ
ｙとが略同一平面上に位置するように第１屋根材４の軒側部分を支持する受け部９２（図
３参照）を有する。ここで、表面Ｓｘ，Ｓｙとは、第１屋根材４及び第２屋根材９０（屋
根材２）の表面のうち、屋根材２が段葺きされた状態で他の屋根材２に隠れることなく露
出する部分を意味する。
【００１９】
　本実施形態では、屋根材２が第１屋根材４及び第２屋根材９０を１枚ずつ含む。即ち、
１枚の屋根材２は、１枚の第１屋根材４と、１枚の第２屋根材９０とで構成されている。
そして、第１屋根材４の働き長さＬｘと、第２屋根材９０の働き長さＬｙとを足した長さ
（Ｌｘ＋Ｌｙ）が、太陽電池モジュール１１の軒棟方向長さとカバー７０の軒棟方向長さ
とを足した長さＬｚと略同一である。
【００２０】
　屋根１には、桁方向に沿った太陽電池モジュール１１の列が複数形成されるように太陽
光発電装置１０が取り付けられている。太陽電池モジュール１１は、例えば平面視略矩形
形状を呈する。本実施形態では、各太陽電池モジュール１１の短辺が軒棟方向に略平行で
あり、各列を構成する複数の太陽電池モジュール１１の短辺同士が略接触した状態で各モ
ジュールが配置されている。桁方向に延びる列を構成する太陽電池モジュール１１の数は
、屋根１の軒側に位置する列で多くなり、また軒棟方向に隣り合う一部の列で同数である
。但し、太陽光発電装置１０を構成する太陽電池モジュール１１の数、配列等は特に限定
されない。
【００２１】
　太陽光発電装置１０は、屋根材２の段葺き形状に合わせて太陽電池モジュール１１が段
葺き状に配置された構造を有する。即ち、太陽電池モジュール１１Ａ，１１Ｂの間には、
太陽電池モジュール１１Ｂの軒側端部が太陽電池モジュール１１Ａの棟側端部より高くな
った段差が形成されている。太陽光発電装置１０は、屋根１に対して太陽電池モジュール
１１を段葺き状に固定する取り付け器具２０を有する。ここで、太陽電池モジュール１１
Ａ，１１Ｂ（第１、第２太陽電池モジュール）の用語は、２枚の太陽電池モジュールの相
対的な位置関係を示すものである。軒棟方向に隣り合う任意の２枚の太陽電池モジュール
１１において、軒側に配置される方が太陽電池モジュール１１Ａ、棟側に配置される方が
太陽電池モジュール１１Ｂである。
【００２２】
　太陽光発電装置１０では、太陽電池モジュール１１Ａ，１１Ｂの間（以下、「中間部」
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という場合がある）に、屋根材２の段葺き形状に対応する段差が形成される。カバー７０
は、屋根材の前垂れを模擬した外観形状を呈することが好ましく、例えば太陽電池モジュ
ール１１と桁方向に隣接配置される第２屋根材９０の前垂れ９５（図３参照）の位置に合
わせて取り付けられる。カバー７０は、例えば取り付け器具２０によって太陽電池モジュ
ール１１の軒側端部に設置される。
【００２３】
　屋根１には、上述の通り、太陽光発電装置１０の周囲の少なくとも一部に屋根材２が配
置される。一方、太陽光発電装置１０の下に屋根材２は配置されていない。屋根材２は、
例えば平板瓦（平板陶器瓦）であるが、屋根材２はこれに限定されない。図１に示す例で
は、寄棟屋根である屋根１の台形部分に太陽光発電装置１０が取り付けられ、太陽光発電
装置１０の軒側を除く三方を囲むように複数の屋根材が敷設されている。なお、太陽光発
電装置１０は屋根１の三角形部分に設置されてもよく、方形屋根、切妻屋根等に設置され
てもよい。
【００２４】
　屋根材２は、例えば太陽光発電装置１０の下以外の部分に敷設される。屋根材２を構成
する第１屋根材４は、屋根１の桁方向に一列に並んで配置される。また、第２屋根材９０
も屋根１の桁方向に一列に並んで配置される。そして、第１屋根材４の列と第２屋根材９
０の列が軒棟方向に交互に設けられる。第１屋根材４と第２屋根材９０を軒棟方向に交互
に設けることで、屋根材２が構成されると共に、第１屋根材４とその棟側に配置される第
２屋根材９０との間に段差が形成される。即ち、屋根材２が段葺きされる。
【００２５】
　第１屋根材４は、例えば桁方向に沿った列の両端に配置されるものを除き、平面視略矩
形形状を有する。第２屋根材９０についても、桁方向に沿った列の両端に配置されるもの
を除き、平面視略矩形形状を有する。当該列の両端に配置される各屋根材は、例えば平面
視略三角形状又は五角形状を有する。第１屋根材４と第２屋根材９０は、横方向長さが互
いに略同一であり、軒棟方向に並んで配置されている。但し、第１屋根材４と第２屋根材
９０は千鳥状に配置されてもよい。また、第１屋根材４と第２屋根材９０の横方向長さは
互いに異なっていてもよい。
【００２６】
　第１屋根材４と第２屋根材９０は、上述のように軒棟方向に隣接配置されるが、例えば
第１屋根材４が単独で使用されてもよい。図１に示す例では、屋根１の最も棟側において
第１屋根材４の列が軒棟方向に２つ連続して配置されている。太陽光発電装置１０の棟側
には、第２屋根材９０は配置されず第１屋根材４だけが配置されている。
【００２７】
　図３は、図１中のＡＡ線断面図である（なお、第２屋根材９０を抜き出して示す）。図
１～図３に例示するように、屋根材２を構成する第１屋根材４の表面Ｓｘと第２屋根材９
０の表面Ｓｙは、略同一平面上に位置している。第２屋根材９０の棟側部分には第１屋根
材４の軒側部分が重ねられるが、第２屋根材９０には、表面Ｓｘを表面Ｓｙと同じ高さで
支持する受け部９２が形成されている。受け部９２の表面Ｓｒの高さは表面Ｓｙよりも低
く、第２屋根材９０の棟側部分には凹部９３が形成される。そして、凹部９３に第１屋根
材４の軒側部分が収容されることで表面Ｓｘ，Ｓｙの高低差をなくすことができる。第１
屋根材４の表面Ｓｘと第２屋根材９０の表面Ｓｙの境界位置には、例えば小さな溝が形成
されるが、一般的な屋根材を重ねた場合のように大きな段差は形成されない。
【００２８】
　一方、第１屋根材４の棟側端部には凹部９３のような凹部（段差）が存在しないため、
第２屋根材９０の軒側部分を、その軒側に配置される第１屋根材４の棟側部分に重ねると
、表面Ｓｘ，Ｓｙの間に高低差が形成される。即ち、当該第１屋根材４と当該第２屋根材
９０の間に大きな段差が形成される。なお、当該第１屋根材４と当該第２屋根材９０は１
枚の屋根材２を構成するものではない。
【００２９】
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　第１屋根材４には、軒側端部に前垂れ５が、棟側端部に上突起６、下突起７がそれぞれ
形成された従来公知の屋根材を用いることができる。また、第１屋根材４の裏面にはリブ
９が形成されている。上突起６は、上方に突出した突起であって、雨水等が第１屋根材４
の裏側に浸入することを防止する。上突起６は、一般的に水返しと呼ばれる。下突起７は
、下方に突出した突起であって、桁方向に沿う桟木８に引っ掛けられる。桟木８は、軒棟
方向に略等間隔で、互いに略平行に設けられる。下突起７は、一般的に引っ掛けと呼ばれ
る。第１屋根材４の棟側端部には、図示しない貫通孔が形成されている。第１屋根材４は
、当該貫通孔に挿通される釘によって桟木８及び野地板３に固定される。
【００３０】
　第２屋根材９０には、第１屋根材４と同様に、軒側端部に前垂れ９５が、棟側端部に上
突起９６、下突起９７がそれぞれ形成されている。また、第２屋根材９０の裏面にはリブ
９８が形成されている。上突起９６は上方に突出した水返しであり、下突起９７は下方に
突出した引っ掛けである。上突起９６と下突起９７は、受け部９２の棟側端部に形成され
ている。また、受け部９２には、図示しない貫通孔が形成されている。第２屋根材９０は
、当該貫通孔に挿通される釘によって桟木８及び野地板３に固定される。
【００３１】
　第２屋根材９０は、本体部９１と、本体部９１の棟側端部から棟側に張り出した受け部
９２とを有する。受け部９２は、本体部９１の下部から棟側に延び、第２屋根材９０の棟
側端部に凹部９３（段差）を形成する。受け部９２の表面Ｓｒは本体部９１の表面Ｓｙよ
り低く、表面Ｓｒ，Ｓｙの間に高低差が形成される。表面Ｓｒ，Ｓｙの高低差、即ち凹部
９３の深さは、第１屋根材４の軒側端部の厚みに相当する。受け部９２の表面Ｓｒを本体
部９１の表面Ｓｙより第１屋根材４の厚み分低く形成することで、上述のように第１屋根
材４の表面Ｓｘと本体部９１の表面Ｓｙとの高低差をなくすことができる。
【００３２】
　第１屋根材４の軒側部分は、凹部９３に収容され、受け部９２によって支持される。第
１屋根材４と第２屋根材９０は、第１屋根材４の前垂れ５が第２屋根材９０の本体部９１
に当接し、表面Ｓｘ，Ｓｙが連続するように設けられることが好適である。第１屋根材４
には、一般的な屋根材を使用できるが、例えば軒側の端まで表面Ｓｘが真っ直ぐに形成さ
れた屋根材２の専用品を用いてもよい。この場合、第１屋根材４の表面Ｓｘと第２屋根材
９０の表面Ｓｙの境界位置に形成され得る溝をなくすことができる。
【００３３】
　第１屋根材４の働き長さＬｘと、第２屋根材９０の働き長さＬｙとを足した長さ（Ｌｘ
＋Ｌｙ）は、上述の通り、太陽電池モジュール１１の軒棟方向長さとカバー７０の軒棟方
向長さとを足した長さＬｚと略同一である。即ち、屋根材２と太陽光発電装置１０の軒棟
方向ピッチが略一致して段差の位置が揃うため、屋根材２と太陽光発電装置１０との高い
一体感が得られる。なお、長さ（Ｌｘ＋Ｌｙ）は屋根材２の働き長さであり、本体部９１
の軒棟方向長さは第２屋根材９０の働き長さＬｙである。
【００３４】
　長さ（Ｌｘ＋Ｌｙ）≒長さＬｚであれば、Ｌｘ，Ｌｙは互いに異なっていてもよい。Ｌ
ｘ≠Ｌｙであっても、屋根材２と太陽光発電装置１０の段差の位置を揃えることは可能で
ある。但し、屋根１の意匠性、屋根材２の施工性、強度等を考慮すると、Ｌｘ，Ｌｙは互
いに略同一であることが好ましい。つまり、第２屋根材９０の働き長さＬｙは長さＬｚの
略１／２であることが好ましい。
【００３５】
　本体部９１と受け部９２の軒棟方向長さの比率は特に限定されないが、本体部９１の軒
棟方向長さは、Ｌｘ≒Ｌｙとなる長さであることが好ましい。受け部９２の軒棟方向長さ
は、受け部９２の棟側端部に形成される下突起９７が桟木８に引っ掛かる長さとすること
が好ましい。受け部９２の軒棟方向長さは、例えば屋根材２同士がオーバーラップする部
分の長さと略同一である。
【００３６】
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　なお、１枚の第１屋根材４と、複数の第２屋根材９０とで、１枚の屋根材２を構成する
こともできる。例えば、棟側から順に第１屋根材４、１枚目の第２屋根材９０、及び２枚
目の第２屋根材９０を配置して、３枚に分割された屋根材２を構成してもよい。この場合
、これらの働き長さを足した長さ（Ｌｘ＋２×Ｌｙ）が長さＬｚと略同一になる。軒側に
配置される２枚目の第２屋根材９０の受け部９２には、棟側に配置される１枚目の第２屋
根材９０の軒側部分が載せられ、各屋根材の表面は略同一平面上に位置する。
【００３７】
　図４は、太陽電池モジュール１１の断面図である。図４に例示するように、太陽電池モ
ジュール１１は、太陽電池パネル１２と、当該パネルの端縁部に設置されたモジュールフ
レーム１３とを有する。モジュールフレーム１３は、例えば平面視略矩形形状の太陽電池
パネル１２の各長辺及び各短辺に沿って設置される複数のフレームからなり、コーナーピ
ース等により互いに接続されて太陽電池パネル１２の四方を囲む。本実施形態では、太陽
電池モジュール１１の棟側端部に設置されるフレーム１３Ａと、軒側端部に設置されるフ
レーム１３Ｂとで、フレーム下部の形状が異なっている。
【００３８】
　フレーム１３Ａは、太陽電池パネル１２の裏側に配置される断面略Ｃ字状の本体部１４
Ａと、本体部１４Ａの上部から外側に張り出した断面略Ｕ字状の鉤部１５Ａと、本体部１
４Ａの下部から下方に延出した断面略Ｌ字状の鉤部１７Ａとを有する。即ち、フレーム１
３Ａは上部が下部よりもモジュールの外側に張り出した形状を有する。断面略Ｕ字状の鉤
部１５Ａは、フレーム１３Ａの上部に太陽電池パネル１２の端縁部を挿入可能な内溝１６
Ａを形成する。
【００３９】
　フレーム１３Ｂは、本体部１４Ｂ、鉤部１５Ｂ，１７Ｂを有し、フレーム１３Ｂの上部
が下部よりもモジュールの外側に張り出している点で、フレーム１３Ａと共通する。一方
、フレーム１３Ａ，１３Ｂでは、本体部１４Ａ，１４Ｂに対する鉤部１７Ａ，１７Ｂの向
きが互いに異なっている。鉤部１７Ａは、本体部１４Ｂの外側から下方に延び、途中でモ
ジュールの内側に折れ曲がって断面略Ｌ字状に形成される。他方、鉤部１７Ｂは、本体部
１４Ｂの内側から下方に延び、途中でモジュールの外側に折れ曲がって断面略Ｌ字状に形
成される。このため、フレーム１３Ａの下部には内側に向かって開口した内溝１８Ａが形
成され、フレーム１３Ｂの下部には外側に向かって開口した外溝１８Ｂが形成される。
【００４０】
　図５は、取り付け器具２０の全体構成を示す図である。図５に例示するように、取り付
け器具２０は、太陽電池モジュール１１Ａ，１１Ｂを含む複数の太陽電池モジュール１１
を屋根１に取り付ける器具であって、野地板３上に敷設されたベースプレート２１，２２
を有する。図５に示す例では、１枚の太陽電池モジュール１１に対して１枚のベースプレ
ートが設けられている。
【００４１】
　ベースプレート２１，２２は、例えば金属製の板状部材であって、野地板３に直接固定
される。ベースプレート２１，２２は略矩形形状を有し、長辺方向が屋根１の桁方向に沿
うように野地板３上に配置される。ベースプレート２１は、複数のベースプレートのうち
最も軒側に配置され、棟側端部にベース金具３０が、軒側端部に軒端ベース金具２００が
それぞれ設置される板金である。ベースプレート２２は、棟側端部にベース金具３０又は
棟端ベース金具１００が設置される板金である。
【００４２】
　取り付け器具２０は、太陽電池モジュール１１Ａ，１１Ｂに跨って設置され、当該各モ
ジュールを支持するベース金具３０を有する。また、取り付け器具２０は、太陽電池モジ
ュール１１Ａ，１１Ｂをベース金具３０に固定する押え金具５０を有する。ベース金具３
０は、例えば太陽電池モジュール１１Ａの下に配置されるベースプレート２１の棟側端部
又はその近傍において、屋根１の桁方向に間隔をあけて２つ設置される。押え金具５０は
、太陽電池モジュール１１Ａ，１１Ｂの長辺方向に延びた長尺状の部材であって、２つの
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ベース金具３０に跨って設置される。押え金具５０は、第１押え金具５１と第２押え金具
５２とで構成されている。カバー７０は、第２押え金具５２によって太陽電池モジュール
１１Ｂの軒側端部に設置される。
【００４３】
　取り付け器具２０は、太陽電池モジュール１１Ｂの棟側端部を支持する棟端ベース金具
１００と、当該モジュールの棟側端部を棟端ベース金具１００に固定する棟端押え金具１
２０とを有する。棟端ベース金具１００は、太陽光発電装置１０を構成する太陽電池モジ
ュール１１の棟側端部のうち、その棟側にモジュールが配置されない部分を支持する。
【００４４】
　棟端ベース金具１００は、例えば太陽電池モジュール１１Ｂの下に配置されるベースプ
レート２２の棟側端部又はその近傍において、屋根１の桁方向に間隔をあけて２つ設置さ
れる。棟端押え金具１２０は、太陽電池モジュール１１Ｂの長辺方向に延びた長尺状の部
材であって、２つの棟端ベース金具１００に跨って設置される。
【００４５】
　取り付け器具２０は、太陽電池モジュール１１Ａの軒側端部を支持する軒端ベース金具
２００と、当該モジュールの軒側端部を軒端ベース金具２００に固定する第２押え金具５
２とを有する。軒端ベース金具２００は、太陽光発電装置１０を構成する太陽電池モジュ
ール１１の軒側端部のうち、その軒側にモジュールが配置されない部分を支持する。軒端
ベース金具２００には専用の押え金具を用いてもよいが、第２押え金具５２を用いること
で、例えば部品の共通化を図り製造コストを削減することができる。
【００４６】
　軒端ベース金具２００は、例えば太陽電池モジュール１１Ａの下に配置されるベースプ
レート２１の軒側端部又はその近傍において、屋根１の桁方向に間隔をあけて２つ設置さ
れる。第２押え金具５２は、２つの軒端ベース金具２００に跨って設置される。本実施形
態では、１枚の太陽電池モジュール１１Ａが２つのベース金具３０と２つの軒端ベース金
具２００によって支持され、また１枚の太陽電池モジュール１１Ｂが２つのベース金具３
０と２つの棟端ベース金具１００によって支持されている。カバー７０は、中間部の場合
と同様に、第２押え金具５２を介して軒端ベース金具２００に固定される。また、カバー
７０の下には軒カバー２２０が設けられる。
【００４７】
　図６及び図７は、ベースプレート２１，２２の構成、及びベースプレート２１，２２を
野地板３上に設置する方法を説明するための図である。図６及び図７に例示するように、
太陽電池モジュール１１の下には複数のベースプレート２１，２２が配置され、各ベース
プレート２１，２２上に上述のベース金具がそれぞれ設けられる。各ベース金具は野地板
３上に直接固定することも可能であるが、ベースプレート２１，２２を用いることで各ベ
ース金具の位置合わせが容易になり施工性が向上する。
【００４８】
　野地板３の上には、一般的に防水シートが設けられるが、図６及び図７では図示を省略
している。防水シートが設けられる場合、後述する桟木用墨１７０及び縦墨１７１は防水
シート上に形成される。また、ベースプレート２１，２２の縁部等には、防水テープ（図
示せず）を貼着することが好ましい。
【００４９】
　ベースプレート２１，２２は、屋根１の軒側の桁方向一方側（以下、「左側」とする）
から野地板３上に配置される。左側に配置されるベースプレート２１ａ上には、桁方向他
方側（以下、「右側」とする）に隣接配置されるベースプレート２１ｂの一部が重ねられ
る。また、ベースプレート２１ａ上には、棟側に隣接配置されるベースプレート２２ｃの
一部が重ねられる。このようにして、ベースプレート２１，２２は軒側の左から棟側の右
に向かって順に設置される。ベースプレート２１，２２の設置は、簡便で精度良く行うこ
とができる。
【００５０】
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　ベースプレート２１，２２には、浮き止め２３，２４が設けられている。浮き止め２３
，２４はいずれもベースプレート２１，２２の棟側端部において、浮き止め２３がベース
プレート２１，２２の横方向中央部に、浮き止め２４が横方向端部（右側）にそれぞれ設
置される。ベースプレート２１には、３つ目の浮き止め２５が設けられている。浮き止め
２５は、ベースプレート２１の軒側端部において横方向端部（右側）に設置される。
【００５１】
　各浮き止めは、ベースプレート２１，２２との間に、当該プレートの上に重ねられるベ
ースプレート２１，２２を挿し込み可能な隙間を有する。例えば、ベースプレート２１ａ
上に重ねられるベースプレート２１ｂの端部は浮き止め２４，２５によって、またベース
プレート２２ｃの端部は浮き止め２３，２４によって、それぞれ上方に浮き上がらないよ
うに押えられる。なお、浮き止めの位置を変えることで、例えば屋根１の右側から順にベ
ースプレート２１，２２を配置することもできる、この場合、右側のベースプレート２１
上に左側に隣接配置されるベースプレート２１の一部が重ねられる。
【００５２】
　以下、ベースプレート２１を例に挙げて、当該プレートに形成される位置合わせ用マー
クについて説明する。当該位置合わせ用マークについて、ベースプレート２２は、軒端ベ
ース金具用マーク１６２及び貫通孔１６３が形成されない点を除き、ベースプレート２１
と共通する。
【００５３】
　ベースプレート２１には、桁方向に引かれた桟木用墨１７０を利用して当該プレートの
位置合わせを行うためのマークである横マーク１５０，１５１，１５２が形成されている
。桟木用墨１７０は、屋根材２を支持する桟木８の位置を示すマークである。また、ベー
スプレート２１には、縦墨１７１との位置合わせに用いられるマークである縦マーク１５
３，１５４が形成されている。縦墨１７１は、専らベースプレート２１の位置合わせに使
用されるマークであって、ベースプレート２１の左端の位置を示す。ベースプレート２１
の棟側に、軒棟方向に真っ直ぐ並んでベースプレート２２が配置される所謂格子配置の場
合、縦墨１７１は各ベースプレート２２の左端の位置を示す。他方、図６に示すように、
ベースプレート２１，２２が千鳥状に配置される場合、左側のベースプレート２２につい
て縦墨１７１は、、右側のベースプレート２２が上に載せられた状態で当該プレートに隠
れない部分の横方向中央の位置を示す。
【００５４】
　桟木用墨１７０及び縦墨１７１は、ベースプレート２１を配置する前に野地板３上に形
成される。屋根１では、屋根材２と太陽光発電装置１０の軒棟方向ピッチが略一致し、か
つベースプレート２１に横マーク１５０，１５１，１５２が形成されているため、桟木用
墨１７０を利用してベースプレート２１を配置することが可能である。
【００５５】
　桟木用墨１７０は、桟木８が取り付けられる位置に形成されるが、一般的にはベースプ
レート２１を敷設する部分を含む野地板３の全体に形成される。桟木用墨１７０は、屋根
１の桁方向に沿って略直線状に複数形成される。各桟木用墨１７０は、軒棟方向に略等間
隔で、互いに略平行に形成される。縦墨１７１は、屋根１の軒棟方向に沿って略直線状に
複数形成される。各縦墨１７１は、桁方向に略等間隔で、互いに略平行に形成される。各
縦墨１７１の間隔は、例えばベースプレート２２の横方向長さからプレート同士の重なり
幅を引いた長さに対応する。ベースプレート２１，２２が千鳥配置される場合、ベースプ
レート２２はベースプレート２１に対して桁方向に当該間隔だけずらして配置される。　
【００５６】
　横マーク１５０，１５１は、ベースプレート２１の縦方向中央部（縦方向中央よりやや
軒側）において、ベースプレート２１の端から横方向に沿って略直線状にそれぞれ形成さ
れる。横マーク１５０はベースプレート２１の左側端部に形成され、横マーク１５１はベ
ースプレート２１の右側端部に形成される。横マーク１５２は、横マーク１５１より左側
であって、右側のベースプレート２１が重ねられたときに隠れない位置に形成される。横



(11) JP 6857866 B2 2021.4.14

10

20

30

40

50

マーク１５２は、例えば略Ｔ字状に形成され、当該マークの横方向に延びる部分が、上に
重ねられるベースプレート２１の左端に対応する位置に形成される。
【００５７】
　横マーク１５０，１５１は、互いに略同一直線上に形成される。また、横マーク１５２
の横方向に延びる部分も、横マーク１５０，１５１と略同一直線上に形成される。そして
、ベースプレート２１が野地板３上の正しい位置に配置されたときに、横マーク１５０，
１５１，１５２と、桟木用墨１７０とが略同一直線上に位置する。なお、横マーク１５０
，１５１，１５２は、ベースプレート２１の縦方向端部に形成されてもよい。
【００５８】
　縦マーク１５３は、ベースプレート２１の横方向中央部（横方向中央よりやや左側）に
おいて、ベースプレート２１の棟側の端から縦方向に沿って略直線状に形成される。縦マ
ーク１５４は、ベースプレート２１の横方向端部（右側端部）において、ベースプレート
２１の棟側の端から縦方向に沿って略直線状に形成される。縦マーク１５３は、上に重ね
られる棟側のベースプレート２２の左端に対応する位置に形成される。ベースプレート２
１に対して千鳥状に配置されるベースプレート２２は、縦マーク１５３が縦墨１７１と一
致するように配置される。また、縦マーク１５４は、上に重ねられるベースプレート２１
の左端に対応する位置に形成される。ベースプレート２２の縦マーク１５３、及びベース
プレート２１の縦マーク１５４は、ベースプレート２１，２２が野地板３上の正しい位置
に配置されたときに、それぞれ縦墨１７１と略同一直線上に位置する。
【００５９】
　ベースプレート２１は、上述の各マークに加えて、ベース金具用マーク１６０を有する
ことが好適である。ベースプレート２１上には、さらに、軒端ベース金具用マーク１６２
も形成されている。ベース金具用マーク１６０は、ベースプレート２１の棟側端部におい
て左右両側に１つずつ形成される。軒端ベース金具用マーク１６２は、ベースプレート２
１の軒側端部において左右両側に１つずつ形成される。ベース金具用マーク１６０と軒端
ベース金具用マーク１６２は、軒棟方向に並んで形成される。
【００６０】
　ベースプレート２１には、ベース金具３０を野地板３に固定するためのネジ４２が挿通
される貫通孔１６１が形成されている。貫通孔１６１を設けることで、ネジ４２の取り付
けが容易になり施工性が向上する。ベースプレート２１には、さらに、軒端ベース金具２
００用の貫通孔１６３も形成される。ベースプレート２１に形成される上述の各マークは
、例えばＮＣ加工により形成されるため、マークを形成する際に貫通孔１６１，１６３を
形成することができる。
【００６１】
　太陽光発電装置１０の取り付け及び屋根材２の敷設は、例えば下記の手順で行われる。
（１）野地板３上に桟木用墨１７０及び縦墨１７１を形成する。
（２）桟木用墨１７０とベースプレート２１の横マーク１５０，１５１が一致するように
、かつ縦墨１７１が縦マーク１５４と一致するように、ベースプレート２１を野地板３上
に配置する。
（３）ベースプレート２１上に両面テープで固定された浮き止め２３，２４，２５をネジ
止めする。
（４）野地板３に形成された桟木用墨１７０、縦墨１７１、及びベースプレート２１に形
成された各マークを用いて、屋根１の軒側の左から棟側の右に向かって順にベースプレー
ト２１を配置する。例えば、ベースプレート２１ａにベースプレート２１ｂを重ねるとき
には、ベースプレート２１ａの横マーク１５２を用いて、ベースプレート２１ｂの横マー
ク１５１が当該横マーク１５２と一致するように配置する。また、ベースプレート２２ｃ
をベースプレート２１に対して千鳥状に配置する場合は、ベースプレート２２ｃの縦マー
ク１５３が縦墨１７１と一致するように当該パネルを配置する。
（５）ベースプレート２１，２２のベース金具用マーク１６０、軒端ベース金具用マーク
１６２に合わせて、ベース金具３０、軒端ベース金具２００をそれぞれ配置し、貫通孔１
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６１，１６３にネジ４２を挿通して各ベース金具を野地板３にネジ止めする。
（６）ベースプレート２１，２２上に設置した各ベース金具上に太陽電池モジュール１１
を固定して、太陽光発電装置１０を構築する。
（７）桟木用墨１７０上に桟木８を設置する。
（８）桟木８に屋根材２を構成する第１屋根材４と第２屋根材９０を引っ掛け、各屋根材
を釘打ちして野地板３に固定することで、屋根材２を段葺きする。
【００６２】
　図８～図１０は、太陽電池モジュール１１Ａの棟側端部及び太陽電池モジュール１１Ｂ
の軒側端部の取り付け構造（中間部の取り付け構造）を示す図である。図８～図１０に例
示するように、ベース金具３０は、太陽電池モジュール１１Ａの棟側端部を支持する第１
支持部３４と、第１支持部３４よりも高く形成され、太陽電池モジュール１１Ｂの軒側端
部を支持する第２支持部３５とを含む。第１支持部３４と第２支持部３５によってベース
金具３０の軒棟方向に段差を設けることで、太陽電池モジュール１１Ａ，１１Ｂを段葺き
状に配置することが可能となる。
【００６３】
　ベース金具３０は、ベースプレート２１に当接し、野地板３に固定される一対の脚部３
１と、各脚部３１上に立設した第１支持部３４及び第２支持部３５をそれぞれ含む一対の
立壁部３２とを有する。さらに、ベース金具３０は、各立壁部３２を連結する連結部３３
を有する。
【００６４】
　脚部３１は、例えば軒棟方向に長い平坦な板状の部分であって、ベースプレート２１上
に密接した状態で配置される。各脚部３１には、ネジ４２が挿通される貫通孔４１が形成
されている。ネジ４２には、例えばタッピンネジが用いられる。ネジ４２は、貫通孔４１
及びベースプレート２１の貫通孔１６１に挿通されて野地板３に固定される。これにより
、ベース金具３０は、野地板３との間にベースプレート２１を介在させた状態で野地板３
に直接固定される。
【００６５】
　立壁部３２は、脚部３１に対して略垂直に形成されることが好適である。この場合、立
壁部３２が野地板３に対して略垂直に配置されるため、立壁部３２にかかる太陽電池モジ
ュール１１Ａ，１１Ｂの荷重が野地板３に対して略垂直に伝わり、ベース金具３０の耐荷
重性が向上する。立壁部３２は、高さが異なる２つの壁部（第１支持部３４及び第２支持
部３５）を含む。第１支持部３４には、太陽電池モジュール１１Ａの棟側端部に設置され
たフレーム１３Ａが載せられ、第１支持部３４はフレーム１３Ａを支持する。第２支持部
３５には太陽電池モジュール１１Ｂの軒側端部に設置されたフレーム１３Ｂが載せられ、
第２支持部３５はフレーム１３Ｂを支持する。
【００６６】
　第１支持部３４と第２支持部３５の高さの差は、第１支持部３４に載せられるフレーム
１３Ａの高さ以上であることが好ましい。この場合、太陽電池モジュール１１Ａ，１１Ｂ
の段差が明確に形成され、段葺きされた屋根材２との一体感が高まる。より詳しくは、第
２支持部３５のフレーム１３Ｂが載せられる部分の高さ（ｈ３５）が、第１支持部３４の
フレーム１３Ａが載せられる部分の高さ（ｈ３４）より、少なくともフレーム１３Ａの高
さの分だけ高いことが好ましい（図９参照）。
【００６７】
　高さ（ｈ３４）と高さ（ｈ３５）の差は、例えば第２屋根材９０の前垂れ９５の高さと
略同一である。ここで、高さ（ｈ３４）とは、ベース金具３０の下端から第１支持部３４
のフレーム１３Ａが載せられる部分の最も高い位置までの長さを意味する。高さ（ｈ３５

）とは、ベース金具３０の下端から第２支持部３５のフレーム１３Ｂが載せられる部分の
最も高い位置までの長さを意味する。
【００６８】
　第１支持部３４は、フレーム１３Ａが嵌る凹部３６を有する。凹部３６の底にあたる部
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分には、複数の突起３７が形成されている。フレーム１３Ａは凹部３６に嵌め込まれ、突
起３７上に載せられる。突起３７は、例えばフレーム１３Ａの底に当接し、太陽電池モジ
ュール１１Ａからベースプレート２１につながる導通経路を形成する。即ち、突起３７は
アース端子として機能する。また、第２支持部３５のフレーム１３Ｂが載せられる部分に
も複数の突起３８が形成されている。
【００６９】
　連結部３３は、各第２支持部３５の上端部同士を連結する。連結部３３は、一対の脚部
３１及び一対の立壁部３２を有するベース金具３０を一体化し、ベース金具３０の耐荷重
性、施工性を向上させる。また、連結部３３は、押え金具５０が締結される部分として機
能する。本実施形態では、各第２支持部３５の軒側部分の高さが、軒側端部に近づくほど
次第に低くなっている。そして、連結部３３は棟側から軒側に向かって下方に傾斜してい
る。連結部３３を傾斜させることで、例えば太陽電池モジュール１１を取り外す必要が生
じた場合に後述するボルト４３の取り外しが容易になる。
【００７０】
　取り付け器具２０は、押え金具５０をベース金具３０に固定するボルト４３を有する。
押え金具５０の第１押え金具５１及び第２押え金具５２には、ボルト４３が挿通される貫
通孔５５，６０がそれぞれ形成されている。また、連結部３３にもボルト４３が挿通され
る貫通孔が形成されている。連結部３３の貫通孔は、バーリング加工により形成されるこ
とが好ましく、また施工性向上等の観点からボルト４３を固定可能なネジ孔３９であるこ
とが好ましい。
【００７１】
　押え金具５０は、上述の通り、ベース金具３０に太陽電池モジュール１１Ａ，１１Ｂを
固定するための金具であって、太陽電池モジュール１１Ａのフレーム１３Ａ及び太陽電池
モジュール１１Ｂのフレーム１３Ｂをそれぞれ押える。押え金具５０は、カバー７０と共
に、太陽電池モジュール１１Ａ，１１Ｂの間からベース金具３０等が見えることを防止し
、太陽光発電装置１０の意匠性を高める役割も果たす。
【００７２】
　押え金具５０は、フレーム１３Ａの上端部を押える押え部５４と、フレーム１３Ｂの下
部を押える押え部５８とを有する。本実施形態では、押え部５４を含む第１押え金具５１
と、押え部５８を含む第２押え金具５２とにより押え金具５０が構成されている。第２押
え金具５２は、長さが第１押え金具５１よりも短く、例えば１つの第１押え金具５１に対
して２つ設けられ、各ベース金具３０にそれぞれ固定される。
【００７３】
　第１押え金具５１は、連結部３３上に設置されるベース部５３と、ベース部５３の軒側
端部から軒側に延出した押え部５４とを有する。ボルト４３が挿通される貫通孔５５は、
ベース部５３に形成される。押え部５４は、ベース部５３が連結部３３に固定された状態
でフレーム１３Ａをベース金具３０の第１支持部３４に押え付ける。第１押え金具５１は
、ベース部５３の棟側端部から下方に延出し、フレーム１３ａの外側に張り出した鉤部１
５Ａに引っ掛かる断面略Ｌ字状の鉤部６１を有する。
【００７４】
　第２押え金具５２は、連結部３３との間に第１押え金具５１を介在させた状態で連結部
３３上に配置されるベース部５７と、ベース部５７の棟側端部から棟側に延出した押え部
５８とを有する。ボルト４３が挿通される貫通孔６０は、ベース部５７に形成される。押
え部５８は、フレーム１３Ｂの外溝１８Ｂに挿し込まれ、ベース部５７が連結部３３に固
定された状態でフレーム１３Ｂの底板をベース金具３０の第２支持部３５に押え付ける。
【００７５】
　第２押え金具５２は、ベース部５７の棟側端部から上方に延出した断面略Ｔ字状のレー
ル部５９を有する。レール部５９には、カバー７０を構成するジョイント金具８０の爪部
８２が引っ掛けられて係合する。カバー７０は、爪部８２がレール部５９に係合した状態
で桁方向にスライド可能である。カバー７０は、第２押え金具５２を介してベース金具３
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０に固定される。
【００７６】
　カバー７０は、カバー本体７１と、カバー本体７１の裏側に設けられたジョイント金具
８０とを有する。カバー本体７１は、例えば屋根材２の前垂れ９５を模擬した外観形状を
呈するベース部７２と、ベース部７２の棟側端部から下方に延出した断面略Ｌ字状の鉤部
７３とを含む。カバー本体７１は、第１押え金具５１と略同一の長さを有する長尺状の部
材であることが好ましい。他方、ジョイント金具８０は、長さがカバー本体７１よりも短
く、１つのカバー本体７１に対して２つ設けられ、各第２押え金具５２にそれぞれ固定さ
れることが好ましい。
【００７７】
　ベース部７２は、フレーム１３Ｂの上端部と略同じ高さからフレーム１３Ａに当接する
押え部５４の近傍に亘って設けられることが好適である。ベース部７２は、棟側端部から
ベース金具３０の連結部３３と略同じ角度で下方に向かって傾斜し、途中で折れ曲がって
押え部５４の近傍まで略真っ直ぐに延びた断面略Ｌ字形状を有する。鉤部７３は、ジョイ
ント金具８０の後述する鉤部８３と係合する。鉤部７３は、例えばフレーム１３Ｂの上端
部から鉤部１５Ｂを超えて下方に延び、先端部の近傍で棟側に折れ曲がっている。
【００７８】
　ジョイント金具８０は、断面略Ｌ字状のベース部８１と、ベース部８１の棟側端部に設
けられた鉤部８３とを有する。ベース部８１は、棟側部分が軒棟方向に延び、軒側部分が
カバー本体７１のベース部７２の裏面に沿って下方に延びている。鉤部８３は、ベース部
８１の棟側端部から上方に突出している。鉤部８３は、ベース部８１との間にカバー本体
７１の鉤部７３の先端部を挿入可能な隙間をあけて断面略Ｌ字状に形成されている。カバ
ー本体７１とジョイント金具８０は、鉤部７３，８３によって互いに係合され、さらにネ
ジ８４を用いて互いに固定されることが好適である。
【００７９】
　ジョイント金具８０は、ベース部８１の棟側端部に設けられた一対の爪部８２を有する
。爪部８２は、ベース部８１の棟側端部から下方に突出し、ベース部８１との間にレール
部５９を挿通可能な隙間をあけて断面略Ｌ字状に形成されている。カバー７０は、第２押
え金具５２の長手方向端部（桁方向端部）からレール部５９をベース部８１と爪部８２の
間に挿通させることで第２押え金具５２に取り付けることができる。
【００８０】
　以上のように、太陽光発電装置１０が取り付けられ、その周囲に屋根材２が敷設された
屋根１は、屋根材２と太陽光発電装置１０との一体感があり、意匠性に優れている。太陽
光発電装置１０は、上述の通り、屋根材２の段葺き形状に合わせて太陽電池モジュール１
１が段葺き状（階段状）に配置された構造を有する。そして、屋根材２と太陽光発電装置
１０の軒棟方向ピッチが略一致し、段差の位置が揃っているため、屋根材２と太陽光発電
装置１０との高い一体感が得られる。また、屋根材２は第１屋根材４と第２屋根材９０と
で構成されるため、取り扱いが容易であり施工性が良い。
【符号の説明】
【００８１】
　１　屋根、２　屋根材、３　野地板、４　第１屋根材、５　前垂れ、６　上突起、７　
下突起、８　桟木、９　リブ、１０　太陽光発電装置、１１，１１Ａ，１１Ｂ　太陽電池
モジュール、１２　太陽電池パネル、１３　モジュールフレーム、１３Ａ，１３Ｂ　フレ
ーム、１４Ａ，１４Ｂ　本体部、１５Ａ，１５Ｂ，１７Ａ，１７Ｂ　鉤部、１６Ａ，１６
Ｂ，１８Ａ　内溝、１８Ｂ　外溝、２０　取り付け器具、２１，２１ａ，２１ｂ，２２，
２２ｃ　ベースプレート、２３，２４，２５　浮き止め、３０　ベース金具、３１　脚部
、３２　立壁部、３３　連結部、３４　第１支持部、３５　第２支持部、３６　凹部、３
７，３８　突起、３９　ネジ孔、４１　貫通孔、４２　ネジ、４３　ボルト、５０　押え
金具、５１　第１押え金具、５２　第２押え金具、５３，５７　ベース部、５４，５８　
押え部、５５，６０　貫通孔、５９　レール部、６１　鉤部、７０　カバー、７１　カバ
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ー本体、７２　ベース部、７３，８３　鉤部、８０　ジョイント金具、８１　ベース部、
８２　爪部、８４　ネジ、９０　第２屋根材、９１　本体部、９２　受け部、９３　凹部
、９５　前垂れ、９６　上突起、９７　下突起、９８　リブ、１００　棟端ベース金具、
１２０　棟端押え金具、１５０，１５１，１５２　横マーク、１５３，１５４　縦マーク
、１６０　ベース金具用マーク、１６１，１６３　貫通孔、１６２　軒端ベース金具用マ
ーク、１７０　桟木用墨、１７１　縦墨、２００　軒端ベース金具、２２０　軒カバー、
Ｓｘ，Ｓｙ　表面

【図１】 【図２】
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