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(57)【要約】
【課題】新設、既設を問わず排水部材の排水空間にて左
右に隣接する外装材を接続した外装構造に、持出部材を
介して太陽電池システムや緑化構造等を取り付けること
ができる外設部材の取付構造を提供する。
【解決手段】本発明は、流れ方向に配設した排水部材２
の排水空間２１にて左右に隣接する外装材３Ａ，３Ａを
接続した外装構造に、持出部材１を介して外設部材８を
取り付ける外設部材８の取付構造であって、前記外装材
３Ａは、面板部３１と、その左右側縁を下方へ折り下げ
て形成した成形部３３とを備え、前記持出部材１は、左
右端縁に設けた固定部１１と、該固定部１１の間に設け
られる隆状部１２とからなり、左右に隣接する前記外装
材３Ａ，３Ａに跨るように前記持出部材１の固定部１１
，１１を固定具１ａ，１ａにて上方から固定し、持出部
材１の隆状部１２に支持部材７を固定し、該支持部材７
上に外設部材８を取り付けてなることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流れ方向に配設した排水部材の排水空間にて左右に隣接する外装材を接続した外装構造
に、固定部と隆状部とを備える持出部材を介して外設部材を取り付ける外設部材の取付構
造であって、
　前記外装材は、面板部と、その左右側縁を下方へ折り下げて形成した成形部とを備え、
　左右に隣接する前記外装材に跨るように前記持出部材の固定部を固定具にて上方から固
定し、固定した持出部材の隆状部に支持部材を固定し、該支持部材上に外設部材を取り付
けてなることを特徴とする外設部材の取付構造。
【請求項２】
　左右に隣接する外装材は、排水部材の排水空間にて、その成形部を下地に固定した保持
部材により保持して接続されていることを特徴とする請求項１に記載の外設部材の取付構
造。
【請求項３】
　持出部材を固定する固定具は、保持部材の左右にフランジ状に外方へ延在する被固定部
に固定されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の外設部材の取付構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新設、既設を問わず排水部材の排水空間にて左右に隣接する外装材を接続し
た外装構造に、持出部材を介して太陽電池システムや緑化構造等を取り付けることができ
る外設部材の取付構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、社会的情勢及び政治的情勢が相俟って太陽エネルギー変換モジュールへの期待は
ますます高まっており、既設の構造物や建築物の屋根面への太陽電池パネルの取り付け要
請もまた高まっている。
　他方、二酸化炭素を減少させるために、屋根面を緑化して温度低下や光合成を行わせる
試みも盛んに行われている。
【０００３】
　従来、縦葺き形式の外装構造上に太陽エネルギー変換モジュールや緑化構造等の外設部
材を取り付ける場合は、外装材のハゼ部（縦桟）の外側を金具で挟み、ボルトで締着して
取り付ける方法が知られている。
　また、外装面上に、鋼材を桁状に取り付けする方法では、太陽電池パネルのサイズに応
じた専用の固定金具が用いられいる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、前記外装材のハゼ部（縦桟）の外側を金具で挟み込む方法では、ボルトの締着
強度が十分でないと、ズレ動いたり落下することがあり、締め付けすぎると、ハゼ部や金
具が変形又は破断することがあった。
　また、前記鋼材を桁状に取り付ける方法では、外装面を構築する外装材のサイズも、前
記太陽電池パネルのサイズもそれぞれ多種に及んでいるため、特に既設屋根に対して太陽
電池パネルを組み付ける場合には、特定のサイズのものに限定される不具合があった。
【０００５】
　そこで、本発明は、新設、既設を問わず排水部材の排水空間にて左右に隣接する外装材
を接続した外装構造に、持出部材を介して太陽電池システムや緑化構造等を取り付けるこ
とができる外設部材の取付構造を提案することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　本発明は、上記に鑑み提案されたものであって、流れ方向に配設した排水部材の排水空
間にて左右に隣接する外装材を接続した外装構造に、固定部と隆状部とを備える持出部材
を介して外設部材を取り付ける外設部材の取付構造であって、前記外装材は、面板部と、
その左右側縁を下方へ折り下げて形成した成形部とを備え、左右に隣接する前記外装材に
跨るように前記持出部材の固定部を固定具にて上方から固定し、固定した持出部材の隆状
部に支持部材を固定し、該支持部材上に外設部材を取り付けてなることを特徴とする外設
部材の取付構造に関するものである。
【０００７】
　また、本発明は、前記外設部材の取付構造において、左右に隣接する外装材は、排水部
材の排水空間にて、その成形部を下地に固定した保持部材により保持して接続されている
ことを特徴とする外設部材の取付構造も提案する。
【０００８】
　さらに、本発明は、前記外設部材の取付構造において、持出部材を固定する固定具は、
保持部材の左右にフランジ状に外方へ延在する被固定部に固定されていることを特徴とす
る外設部材の取付構造をも提案するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の外設部材の取付構造は、持出部材を固定具で上方から固定し、固定具は排水部
材の先端（下端）は排水空間に位置しているので、固定具を伝って雨水が持出部材の裏面
側へ浸入したとしても、浸入した雨水は排水空間に導かれて流下させることができる。
　そして、支持部材の任意の位置に太陽電池パネルや緑化パネル等の外設部材を取り付け
ることができる。なお、取り付けた持出部材には、隆状部が形成されているので、支持部
材等の固定に際し、それ以上の外装構造への取付孔の増加をまねくことがない。
ることができる。
【００１０】
　また、左右に隣接する外装材は、排水部材の排水空間にて、その成形部を下地に固定し
た保持部材により保持して接続されている場合、外装材のズレ動きや捲れ上がりが防止さ
れ、外装材の面板部上を伝う雨水などは、その成形部から排水部材の排水空間に導かれて
流下させることができる。
【００１１】
　また、左右に隣接する外装材に跨るようにカバー材が取り付けられ、それを覆うように
持出部材が固定されている場合、隣接する外装材間への水の浸入はカバー材により阻止さ
れるので、持出部材としてはピース材を用いるようにしてもよい。
【００１２】
　さらに、持出部材を固定する固定具が、保持部材の左右にフランジ状に外方へ延在する
被固定部に固定されている場合、保持部材は下地に固定されているものであるから、持出
部材は保持部材を介して下地に固定されるものとなり、取付安定性が極めて高いものとな
る。そのため、例えば高重量の太陽電池システムや緑化構造などの設置にも対応すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】（ａ）本発明の外設部材の取付構造の一実施例を示す流れ方向から見た断面図、
（ｂ）適用した外装構造を構成する排水部材を示す断面図、（ｃ）保持部材を示す断面図
、（ｄ）外装材を示す断面図、（ｅ）カバー材を示す断面図、（ｆ）用いた持出部材を示
す断面図、（ｇ）用いた受部材を示す断面図、（ｈ）用いた支持部材を示す断面図である
。
【図２】図１（ａ）の取付構造を桁行き方向から見た側断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の外設部材の取付構造は、固定部と隆状部とを備える持出部材を、流れ方向に配
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設した排水部材の排水空間にて左右に隣接する外装材を接続した外装構造に設置し、この
設置した持出部材に外設部材を取り付ける構成である。なお、持出部材という名称に関し
、持出金具（もちだしかなぐ）という名称が一般的であるが、金属製に限定されるもので
はなく、例えば硬質の樹脂成型品でもよいため、持出部材とした。
【００１５】
　本発明に用いられる持出部材は、前述のように固定部と隆状部とを備える構成であり、
左右に隣接する外装材に跨るように固定されるものである。
　後述する図示実施例では、この持出部材は、断面略ハット状のピース材であり、極めて
簡易な構成であって、特にその形状構成を限定するものではない。
　また、この持出部材を固定する固定具も、後述する図示実施例では、単なるビス材であ
って、極めて簡易な構成である。
　このように、本発明に用いる持出部材は、極めて簡易な構成であるから、適用する外装
構造が既設や新設にかかわらず、左右に隣接する外装材に跨る寸法（長さ）のものを適宜
に選定して使用すればよく、どのような外装材メーカーの種々の屋根仕様に応じて種々の
寸法にも容易に適用できるものである。具体的には、予め各屋根仕様に応じた長さに形し
ておく方法と、近似する数種類の長さに成形しておく方法と、現場にて長さ調整する方法
などがあり、適宜に選択すればよい。
【００１６】
　本発明が適用される外装構造、即ち流れ方向に配設した排水部材の排水空間にて左右に
隣接する外装材を接続した外装構造についても、特にその構成を限定するものではなく、
排水部材は流れ方向に排水空間を備えるものであればよく、外装材は面板部と、その左右
側縁を下方へ折り下げて形成した成形部とを備えるものであればよく、公知のどのような
寸法や形状などを適用してもよい。
【００１７】
　前述のように外装材は、その構成について特に限定するものではないが、排水部材の排
水空間にて、その成形部を下地に固定した保持部材により保持して接続されていることが
望ましい。この保持部材によって、外装材のズレ動きや捲れ上がりが防止され、外装材の
面板部上を伝う雨水などは、その成形部から排水部材の排水空間に導かれて流下させるこ
とができる。
【００１８】
　また、持出部材を固定する固定具は、保持部材の左右にフランジ状に外方へ延在する被
固定部に固定されていることが望ましい。
　この場合、例えば後述する図示実施例のように保持部材の左右にフランジ状に外方へ延
在する被固定部を設け、このフランジ状の被固定部に対して固定具を留め付けることによ
り、持出部材の取付安定性は極めて高いものとなる。そのため、例えば高重量の太陽電池
システムや緑化構造などの設置にも好適に対応することができる。
　なお、後述する図示実施例のように保持部材自体を排水空間に配設している場合、当然
のことながら、このフランジ状の被固定部も排水空間内に位置するものとなり、排水部材
を固定する固定具は排水空間内にて固定されているものとなる。
　また、後述する図示実施例のようにこのフランジ状の被固定部は、外装材裏面に添設さ
れる構成でもよく、外装材の裏面を支持する役割も果たす。
【００１９】
　また、左右に隣接する外装材に跨るようにカバー材を取り付けるようにしてもよい。
　隣接する外装材間への水の浸入は、カバー材や保持部材により阻止することができるの
で、持出部材が水の浸入を阻止する機能を兼ねる必要はなく、後述する図示実施例のよう
に取付部材としてピース材を用いるようにしてもよい。
【００２０】
　なお、本発明における持出部材を設置する外装構造は、前述のように流れ方向に配設し
た排水部材の排水空間にて左右に隣接する外装材を接続した外装構造であればよく、新築
でも既設でもよいが、特に既設屋根への太陽エネルギー変換モジュールや緑化構造等の各
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種外設部材の取付けに好適である。
【００２１】
　このような本発明に用いる持出部材には、外設部材を取り付ける支持部材を直接的に取
り付けてもよいし、後述する図示実施例のように受部材を介して支持部材を取り付けて外
設部材を取り付けるようにしてもよい。受部材を用いる場合には、持出部材の隆状部に予
め持出部材の取付け以前に受部材を一体的に固定しておいてもよいし、持出部材の取付け
後に受部材を固定してもよい。
【００２２】
　前述のように受部材は必ずしも必要ではなく、前記持出部材に直接的に支持部材を取り
付けるようにしてもよく、特にその形状構成を限定するものではない。
　また、支持部材についても、比較的軽量の外設部材（例えばアンテナや避雷針など）で
あれば、必ずしも必要ではなく、直接的に前記持出部材の隆状部に取り付ければよい。
　一般的に支持部材は、比較的高重量の外設部材（例えば太陽電池パネルや緑化構造）を
任意の位置に取り付ける際に好適であり、桁行き方向に連続する支持部材を容易に配設す
るためには、受部材を取り付け、該複数の受部材に亘って（跨って）、支持部材を取り付
けることが望ましい。すなわち、ピース状の受部材は、汎用のレンチ等の工具を用いて容
易に取り付けることができ、長尺な支持部材の取り付けを容易にする位置規制の役割も果
たす。
【００２３】
　前記支持部材に取り付けられる外設部材としては、太陽電池システムを後述する図示実
施例にて説明するが、それに限定されるものではなく、屋根面に適用される外設部材であ
れば、例えば緑化構造でも、雪止め金具でもよいし、避雷針、アンテナなどでもよい。
　この外設部材の配設位置は、前記支持部材の任意の位置に取り付けることができるので
、屋根面の任意の位置に取り付けることができる。
【実施例】
【００２４】
　図１に示す本発明の外設部材の取付構造は、固定部１１と隆状部１２とを備える持出部
材１を、流れ方向に配設した排水部材２の排水空間２１にて左右に隣接する外装材３Ａ，
３Ａを接続した外装構造に設置し、この設置した持出部材１に外設部材を取り付ける構成
である。
【００２５】
　前記持出部材１は、前述のように固定部１１と隆状部１２とを備える構成であり、左右
に隣接する外装材３Ａ，３Ａに跨るように固定されるものである。
【００２６】
　図示実施例の持出部材１は、図１（ｆ）に示すように断面略ハット状のピース材であっ
て、左右のフランジ状の固定部１１，１１にはビス等の固定具１ａ，１ａを打ち込んで外
装構造（後述する保持部材５の被固定部５１１）に固定するものであり、隆状部１２の略
中央には後述する受部材６を取り付けるための固定ボルト６ａを挿通する孔１２１が設け
られている。
【００２７】
　前記持出部材１が取り付けられる外装構造は、流れ方向に配設した排水部材２の排水空
間２１にて左右に隣接する外装材３Ａ，３Ａを接続した構成である。
【００２８】
　図示実施例の外装構造は、図１（ａ）に示すようにＣ形鋼からなる躯体４Ａ上に木毛セ
メント板４Ｂを敷設して下地とし、その上に、流れ方向に樋状の排水部材２が配され、そ
の排水空間２１内に保持部材５が取り付けられ、この保持部材５に左右に隣接する外装材
３Ａ，３Ａが保持されている。
【００２９】
　前記排水部材２は、図１（ｂ）に示すように排水空間２１の略中央に底面部から隆起す
る隆起部２２が設けられ、この隆起部２２の頂部が、後述する保持部材５の固定具５ａが
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貫通する部分となっている。
　前記保持部材５は、図１（ｃ）に示すように左右の縦片５１，５１を横片５２で連結し
た略Ｈ字状のピース材であって、前記各縦片５１には、その上端を外方へ延在させて前記
持出部材１を固定する固定具１ａの下端が至るフランジ状の被固定部５１１が設けられ、
前記横片５２には、対向する二つの上向きの起立片５３，５３が形成され、各起立片５３
の外側上端に、後述する外装材３Ａの成形部３３（被保持部３３１）を保持する隅部が保
持部５３１として設けられている。
　前記外装材３Ａは、略平坦状の面板部３１と、その左右側縁を下方へ折り下げて形成し
た成形部３３，３３とを備える構成であり、図示実施例の外装材３Ａは、図１（ｄ）に示
すように前記面板部３１の裏面側に裏貼り材３０が添装され、この面板部３１の左右側縁
には、裏面側へ段状に折り下げた段部３２，３２を介して成形部３３，３３が設けられて
いる。この成形部３３は、内側に位置する下方への折り下げ部分とその下端を折り上げた
折り上げ部分とからなる略Ｖ字状であり、外側に位置する折り上げ部分の途中に略Ｚ字状
に形成された被保持部３３１が設けられている。
　そして、図示実施例では、左右の隣接する外装材３Ａ，３Ａに跨るようにカバー材３Ｃ
が取り付けられている。このカバー材３Ｃは、図１（ｅ）に示すように上面部３５の左右
側縁を僅かに下方へ傾斜させて折り返した被覆部３６，３６が設けられ、さらに下方へ延
在させて内側へ折り上げて形成した保持受部３７，３７が設けられている。
【００３０】
　これらの各部材から構成される外装構造は、下地（４Ｂ）上に流れ方向に樋状の排水部
材２が配され、該排水部材２の隆状固定部２２を跨ぐように保持部材５を配設し、その横
片５１に上方から固定具５ａを打ち込んで固定している。この固定具５ａは、排水部材２
の隆状固定部２２から、木毛セメント板４Ｂを貫通し、下端が躯体４Ａに至っているため
、これらの保持部材５や排水部材２は強固に取り付けられる。
　隣接する排水部材２，２間には、バックアップ材として断熱材３Ｂが配設されており、
少なくともその表面（上面）には撥水加工が施されていることが望ましく、その表面が排
水部材２の排水空間２１に臨むように配設されているため、仮に雨水が浸入したり結露水
が生じても排水空間２１に導かれて排水することができる。
　そして、保持部材２には、左右に隣接する外装材３Ａ，３Ａの側縁（成形部３３，３３
）が保持されている。その際、保持部材２の縦片５１と起立片５３との間に、外装材３Ａ
の成形部３３が上方から挿入され、被保持部３３１が保持部５３１に弾性的に嵌合して保
持されている。また、外装材３Ａの面板部３１は、断熱材３Ｂの表面に支持され、段部３
２は、保持部材５のフランジ状の被固定部５１１上に支持されている。
　また、左右に隣接する外装材３Ａ，３Ａに跨るようにカバー材３Ｃが配設され、その保
持受部３７，３７が、既に取り付けられた外装材３Ａ，３Ａの略Ｖ字状の成形部３３，３
３の内側に沿うように取り付けられる。その際、カバー材３Ｃの保持受部３７は、外装材
３Ａの被保持部３３１の裏面側に弾性的に保持される。
【００３１】
　前記外装構造に、前記構成の持出部材１を取り付けるには、前記カバー材３Ｃを覆うよ
うに持出部材１を固定する。
　具体的には、持出部材１の固定部１１を、カバー材３Ｃの被覆部３６と外装材３Ａの面
板部３１に跨るように載置し、上方から固定具１ａを打ち込む。この固定具１ａは、カバ
ー材３Ｃ及び外装材３Ａから保持部材５の被固定部５１１を貫通し、その下端は排水部材
２の排水空間２１に至っている。したがって、固定具１ａを伝って雨水が持出部材１の裏
面側へ浸入したとしても、浸入した雨水は排水空間２１に導かれて流下させることができ
る。また、保持部材５自体が排水空間２１内に配設されているので、雨水が固定具１ａか
ら保持部材５を伝っても何等漏水の原因とはならない。
【００３２】
　図示実施例の持出部材１には、その隆状部１２に受部材６を固定し、さらに流れ方向に
長尺な支持部材７を取り付け、該支持部材７上に外設部材８として太陽電池パネルを取り



(7) JP 2011-132763 A 2011.7.7

10

20

30

40

50

付けた構成である。
【００３３】
　前記受部材６は、図１（ｇ）に示すように上方が解放する略Ｕ字状のピース材であって
、前記持出部材１の隆状部１２の下面側から固定ボルト６ａを上方へ延出させ、この受部
材６の底面部６１を隆状部１２の頂部に沿わせ、ナット６ｂを汎用のレンチ等の工具を用
いて締め付けて固定した。
　なお、この受部材６は、予め持出部材１の取付け以前に一体的に固定しておくようにし
てもよい。
【００３４】
　前記支持部材７は、外設部材８である太陽電池パネルの裏面を支持するものであって、
図１（ｇ）に示すように下方が解放する逆Ｕ字状の長尺材である。また、この支持部材７
は、所定間隔にて配設される複数の受部材６に亘って（跨って）固定されるものであり、
各受部材６は、前述のように上方が解放する形状であるから、上方から落とし込むように
嵌め付けることにより、容易に支持部材７を配設することができる。その後、側方からビ
ス等の取付具７ａを打ち込んで受部材６に固定する。
　このように前記ピース状の受部材６は、汎用のレンチ等の治具を用いて容易に取り付け
ることができ、長尺な支持部材７の取り付けを容易にする位置規制の役割も果たす。
【００３５】
　前記外設部材８として取り付けた太陽電池システム（太陽電池パネル８）は、表面側に
透光材が配された太陽電池８１と、その端縁を保持すると共に裏面側に中空のスペース部
分を備えるフレーム材８２，８２とが一体的に取り付けられた構成である。
　また、流れ方向に隣接する太陽電池パネル８，８間には、逆ハット状の留め金具９が配
設され、前記支持部材７の上面７１に立設された取付ボルト７ｂに挿通させた状態でナッ
ト９ｂを締め付けて固定した。
【００３６】
　このような構成を有する外設部材（太陽電池パネル）８の取付構造は、前述のように排
水空間１２を裏面側に備える外装構造に対して容易に設置した持出部材１に、受部材６を
介して流れ方向に取り付けた支持部材７に対し、外設部材として太陽電池パネル８を取り
付けたものであって、取り付ける太陽電池パネル８の構成について全く制限されるもので
はないため、各種メーカー及び各種寸法、各種仕様の太陽電池パネルを適用することがで
き、極めて実用的価値が高いものである。
【００３７】
　また、図示実施例では、左右に隣接する外装材３Ａ，３Ａが、排水部材２の排水空間２
１にて、保持部材５により保持されているので、外装材３Ａ，３Ａのズレ動きや捲れ上が
りが防止され、外装材３Ａの面板部３１上を伝う雨水などは、その成形部３３から排水部
材２の排水空間２１に導かれて流下させることができる。
【００３８】
　また、左右に隣接する外装材３Ａ，３Ａに跨るようにカバー材３Ｃが取り付けられ、そ
れを覆うように持出部材１が固定したので、隣接する外装材３Ａ，３Ａ間への水の浸入は
カバー材３Ｃにより阻止され、持出部材１としてはピース材を用いることができる。
【００３９】
　さらに、持出部材１を固定する固定具１ａが、保持部材５に設けた被固定部５３１に固
定されているので、保持部材５は下地４Ｂに固定されているものであるから、持出部材１
は保持部材５を介して下地４Ｂに固定されるものとなり、取付安定性が極めて高いものと
なる。そのため、例えば高重量の太陽電池システムや緑化構造などの設置にも対応するこ
とができる。
【符号の説明】
【００４０】
　１　持出部材
　１ａ　固定具
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　１１　固定部
　１２　隆状部
　２　排水部材
　２１　排水空間
　２２　隆状固定部
　３Ａ　外装材
　３１　面板部
　３３　成形部
　３３１　被保持部
　３Ｃ　カバー材
　４Ａ　躯体
　４Ｂ　木毛セメント板又は断熱材
　５　保持部材
　５ａ　固定具
　５１１　被固定部
　５３１　保持部
　６　受部材
　７　支持部材
　７ａ　固定具
　７ｂ　取付ボルト
　８　外設部材（太陽電池システム）
　９　留め金具

【図１】 【図２】
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