
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
屋根勾配に沿う方向に波山が延びる波形の折板と、この折板の側縁の波山における折板中
央側の側面の上端に取付けられた内樋と、前記折板の各波山にわたって載せられて両側縁
が両側の内樋に各々取付けられた板状の太陽電池と、前記折板の下面に横幅方向に延びて
取付けられたパネル固定金物とを備えた太陽電池付き屋根パネル。
【請求項２】
前記折板は、台形の波形であって、両側縁が波山の上端平面部まで広がった幅のものとし
た太陽電池付き屋根パネル。
【請求項３】
請求項２記載の太陽電池付き屋根パネルを、母屋上に一般屋根パネルと桁方向に並べて設
置し、前記一般屋根パネルは、側縁に内樋を有し、この内樋の幅方向の一部に前記太陽電
池付き屋根パネルの前記上端平面部が被さるものとし、前記太陽電池付き屋根パネルの内
樋は、折板屋根への取付側の側板部とは反対側の側板部の上縁に内側突出片を有するもの
とし、前記折板の側縁の波山上端平面部に被さって両側縁が各々一般屋根パネルの内樋の
内部と、太陽電池付き屋根パネルの内樋の前記内側突出片の下面とに係合するジョイント
部カバーを設けた太陽電池付き屋根構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】

10

20

JP 3846654 B2 2006.11.15



この発明は、戸建て住宅やその他各種の建物における太陽電池付き屋根パネルおよび屋根
構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の太陽電池付き屋根構造では、ボルトまたはビスにより太陽電池支持架台を屋根面に
固定し、その支持架台に平板状の太陽電池を載せてボルトまたはビスにより固定している
。太陽電池の配線は、屋根面に形成した貫通孔や外壁面を貫通して屋内に引き込まれる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、このような屋根構造では、ボルトやビスが野地，ルーフィング，屋根葺材などの
屋根材を貫通することになるので、防水性能が悪いという問題点が有る。配線の引込部も
防水上の欠点になりやすい。また、屋根材の上に太陽電池支持架台を設置して、その支持
架台の上に太陽電池を固定するため、一般の屋根面よりも太陽電池設置部が盛り上がった
状態となり、外観が良くないという問題点もある。さらに、一般屋根の上に太陽電池を設
置するため、施工が煩雑になり、コストアップを招くという問題点も有る。
【０００４】
この発明は、このような課題を解消し、施工の簡略化およびコストダウンが可能で、防水
性能および外観を向上させることのできる太陽電池付き屋根パネルおよび屋根構造を提供
することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
この発明の太陽電池付き屋根パネルは、屋根勾配に沿う方向に波山が延びる波形の折板と
、この折板の側縁の波山における折板中央側の側面の上端に取付けられた内樋と、前記折
板の各波山にわたって載せられて両側縁が両側の内樋に各々取付けられた板状の太陽電池
と、前記折板の下面に横幅方向に延びて取付けられたパネル固定金物とを備えたものであ
る。
この構成によると、工場等で製作された太陽電池付き屋根パネルを、その下面のパネル固
定金物で母屋等の小屋組部材に据え付けることにより、屋根葺材となる折板や太陽電池，
内樋までが設置されるため、防水施工等が簡単で、屋根施工が簡略化される。内樋は太陽
電池の側縁の下方に位置することになるため、太陽電池上を横方向に流下する雨水を集め
て排水することができ、防水性能にも優れる。折板の波谷部の空間は、太陽電池の配線用
空間として利用でき、そのため配線を屋根裏に引き込む箇所に任意に選択でき、引き込み
部の防水性の確保も容易である。また、この太陽電池付き屋根パネルは、屋根材上に設置
するものではなく、折板およびその下面で横幅方向に延びるパネル固定金物を備えていて
、母屋上等に直接に設置できるため、一般屋根パネルと並べて設置することができる。そ
のため、太陽電池付き屋根パネルが盛り上がり状態となることが避けられ、外観が良い。
【０００６】
前記構成において、前記折板を、台形の波形として、両側縁が波山の上端平面部まで広が
った幅のものとしても良い。この構成の場合、複数枚の太陽電池を幅方向に配列する場合
に、隣接する折板の側縁の上端平面部同士を重ねることにより、パネル間の防水施工が簡
単に行える。また、太陽電池付き屋根パネルと一般屋根パネルとを並設する場合にも、両
者間の防水施工が簡単に行える。
【０００７】
請求項３の発明の太陽電池付き屋根構造は、前記構成の太陽電池付き屋根パネルを、以下
のように一般屋根パネルと並べて設置したものである。すなわち、太陽電池付き屋根パネ
ルは母屋上に一般屋根パネルと桁方向に並べて設置する。前記一般屋根パネルは、側縁に
内樋を有し、この内樋の幅方向の一部に前記太陽電池付き屋根パネルの前記上端平面部が
被さるものとする。前記太陽電池付き屋根パネルの内樋は、折板への取付側の側板部とは
反対側の側板部の上縁に内側突出片を有するものとする。また、前記折板の側縁の波山上
端平面部に被さって両側縁が各々一般屋根パネルの内樋の内部と、太陽電池付き屋根パネ

10

20

30

40

50

(2) JP 3846654 B2 2006.11.15



ルの内樋の前記内側突出片の下面とに係合するジョイント部カバーを設ける。
この構成によると、太陽電池付き屋根パネルを一般屋根パネルと並べて設置するにつき、
両屋根パネルの側縁に内樋が設けられているため、ジョイント部カバーを被せるだけで、
簡単に屋根パネル間の継ぎ部の施工が行え、雨仕舞性も良い。特に、一般屋根パネルは、
側縁に内樋を有し、この内樋に太陽電池付き屋根パネルの上端平面部が被さるため、雨仕
舞性に優れる。ジョイント部カバーの隙間から浸入した雨水は内樋で軒先に流される。ジ
ョイント部カバーは、両側の内樋に係合させることで取付けるため、その取付施工も簡易
に行える。まさ、一般屋根パネルの表面と太陽電池の表面をほぼ同一面とすることができ
、外観が良くなる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
この発明の一実施形態を図１ないし図４と共に説明する。
図１はこの実施形態にかかる太陽電池付き屋根パネルを示す分解断面図である。この太陽
電池付き屋根パネル１は、屋根勾配に沿う方向に波山が延びる台形波形の折板２と、この
折板２の側縁の波山における折板中央側の側面の上端に取付けられる内樋３と、折板２の
各波山にわたって載せられて両側縁が両側の内樋３，３に各々取付けられる板状の太陽電
池４と、折板２の下面に横幅方向に延びて取付けられるパネル固定金物５とを備える。パ
ネル固定金物５は軽量形鋼等の形鋼からなるものであり、この例では、後述のようにアン
グル材を用いている。
【０００９】
折板２の両側縁は、波山の上端平面部２ａまで広がった幅のものとされ、その両側縁の下
面にはブチルテープ等の厚肉テープ状の止水材６が貼り付けられる。この折板２の両側縁
に取付けられる内樋３は、折板２への取付側の側板部３ａとは反対側の側板部３ｂの上縁
に内側突出片３ｃを有する。ここでは、内樋３の側板部３ａが、ビス等の固着具７により
折板２の側縁の側面上端に固定される。
【００１０】
折板２の各波山にわたって載せられる太陽電池４の両側縁は、両側の内樋３，３の内側突
出片３ｃに載せられ、太陽電池４の側縁上面から上記内側突出片３ｃの上面にわたって被
さる押さえ板８がビス等の固着具（図示せず）により内側突出片３ｃに固定される。これ
により、太陽電池４の両側縁が両側の内樋３，３に各々取付けられる。
【００１１】
図２（Ａ）は上記太陽電池付き屋根パネル１と一般屋根パネル１１とを並べて構成される
太陽電池付き屋根構造の分解断面図を示し、図３（Ａ）は同屋根構造の組立断面図を示す
。太陽電池付き屋根パネル１は、母屋１２上に一般屋根パネル１１と桁方向に並べて設置
される。一般屋根パネル１１は、屋根勾配に沿う方向に延びて母屋１２上に架けられる垂
木１３を下面に固定した野地板１４と、この野地板１４の上に重ねるルーフィング１５お
よびスレート瓦等の屋根葺材１６とで構成され、側縁に内樋１７を有する。その内樋１７
は断面がリップ付き溝形とされて下面にブチルテープ等の厚手テープ状の止水材１８を貼
り付けたものであり、ビス等の固着具により野地板１４上に固定される。野地板１４の側
縁上面には、その側縁上面から内樋１７の野地板中央側の側板部１７ａ内側にわたって被
さる水切材１９がビス等の固着具により固定される。この水切材１９上にルーフィング１
５および屋根葺材１６の側縁が重ねられる。
【００１２】
太陽電池付き屋根パネル１は、そのパネル固定金物５が母屋１２に載せられて固定される
。すなわち、パネル固定金物５は、図３（Ｂ）に断面図で示すようにアングル材からなり
、その縦片５ａを、リップ溝形鋼等の形鋼からなる母屋１２に溶接された取付片２０にボ
ルト２１で締め付けることにより固定される。取付片２０は、母屋１２の上下のリップ部
間に溶接したものである。
一般屋根パネル１１に隣接する太陽電池付き屋根パネル１は、その折板２の側縁の上端平
面部２ａが、一般屋根パネル１１の内樋１７のリップ部に被さるように配置される。また
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、桁方向に太陽電池付き屋根パネル１が互いに隣接する箇所では、各々の折板２の側縁の
上端平面部２ａが止水材６を介して互いに重なるように、各太陽電池付き屋根パネル１が
配置される。太陽電池付き屋根パネル１の折板２の波谷は、太陽電池４の配線９の配置用
空間として利用される。
【００１３】
一般屋根パネル１１と太陽電池付き屋根パネル１との接続部には金属板等からなるジョイ
ント部カバー２２が設けられ、その一部は太陽電池付き屋根パネル１を構成する折板２の
側縁の波山上端平面部２ａに被さる。このジョイント部カバー２２は、その両側縁に係合
片２２ａ，２２ａを有し、片方の係合片２２ａは一般屋根パネル１１の内樋１７の内部に
係合し、もう片方の係合片２２ａは太陽電池付き屋根パネル１の内樋３の内側突出片３ｃ
の下面に係合する。これら係合片２２ａ，２２ｂは、板ばね等、弾性を有するリボン状の
ものである。
桁方向に並ぶ太陽電池付き屋根パネル１，１同士の接続部にも上記ジョイント部カバー２
２が設けられ、その各係合片２２ａは対応する内樋３の内側突出片３ｃの下面に係合する
。
なお、ジョイント部カバー２２としては、図２（Ｂ）に示すように下面にブチルテープ等
の厚手テープ状の止水材１８を貼り付けたものを使用しても良い。
【００１４】
図４（Ａ）および図４（Ｂ）は、上記太陽電池付き屋根パネル１の軒先部構造を示す分解
斜視図および断面図である。折板２の軒先端部下面には、断面Ｖ字状の折れ板からなる軒
先下地金物２３の横片２３ａがビス等の固着具２４により固定され、その立片２３ｂによ
って太陽電池付き屋根パネル１の軒先が覆われる。この軒先下地金物２３の立片２３ｂと
軒天井２５とに釘等によって軒先破風下地２６が固定され、折板２の上面の下縁から軒先
破風下地２６の上端にわたって広小舞２７が取付けられる。広小舞２７の上面から下端に
わたる部分、および軒先破風下地２６の前面から軒天井２５の軒先にわたる部分には、そ
れぞれ水切材２８，２９が被覆される。太陽電池４の下縁にはジョイント部カバー３１が
被せられ、水切材２８の上縁は、ジョイント部カバー３１内に差込まれて、止水材３２に
押し当てられている。このジョイント部カバー３１と止水材３２は、図４（Ｃ）と共に後
述するものと同じ構成のものである。
【００１５】
図４（Ｃ）は、屋根勾配方向に並ぶ太陽電池４の接続部の断面図を示す。この接続部には
、下側太陽電池４Ａの上端上面から折板２の上面にまたがって被さるジョイント部カバー
３０と、上側太陽電池４Ｂの下端上面から上記ジョイント部カバー３０にわたって被さる
ジョイント部カバー３１とが設けられる。下側ジョイント部カバー３０の上端に形成され
た立片３０ａと、上側ジョイント部カバー３１の下面に形成され上側太陽電池４Ｂの下端
に係合する第１立片３１ａとの間には、ブチルテープ等の厚手テープ状の止水材３２が介
挿される。また、下側ジョイント部カバー３０の段差部３０ｂと、上側ジョイント部カバ
ー３１の下面に形成されて上記段差部３０ｂと対向する第２立片３１ｂとの間にも、ブチ
ルテープ等の厚手テープ状の止水材３３が介挿される。これにより、屋根勾配方向に並ぶ
太陽電池４の接続部での止水が図られる。
【００１６】
この太陽電池付き屋根構造によると、上記太陽電池付き屋根パネル１を予め工場で組み立
て、この屋根パネル１を母屋１２上に一般屋根パネル１１と並べて設置することにより、
屋根への太陽電池４の取付施工を、簡単にかつ安価に行うことができる。
また、太陽電池付き屋根パネル１は、その折板２の側縁を波山の上端平面部２ａまで広が
った幅のものとしてあるので、複数枚の太陽電池４を幅方向に配列する場合に、隣接する
折板２の側縁の上端平面部２ａ同士を重ねることにより、隣接する太陽電池付き屋根パネ
ル１を簡単に連結でき、施工が一層簡単になる。
また、太陽電池付き屋根パネル１と一般屋根パネル１１とが隣接する接続部にはジョイン
ト部カバー２２が設置され、ジョイント部カバー２２の隙間から浸入した雨水を内樋３，

10

20

30

40

50

(4) JP 3846654 B2 2006.11.15



１８で軒先に流すようにしてあるので、防水性能が良い。
また、一般屋根パネル１１の表面と太陽電池４の表面がほぼ同一面となるので、外観が向
上する。さらに、太陽電池４の屋根パネル内配線は工場作業とできるため、現場での配線
作業が簡略化され、配線作業と屋根防水工事とがからみあって施工が煩雑になることがな
い。
【００１７】
【発明の効果】
この発明の太陽電池付き屋根パネルは、屋根勾配に沿う方向に波山が延びる波形の折板と
、この折板の側縁の波山における折板中央側の側面の上端に取付けられた内樋と、前記折
板の各波山にわたって載せられて両側縁が両側の内樋に各々取付けられた板状の太陽電池
と、前記折板の下面に横幅方向に延びて取付けられたパネル固定金物とを備えたため、施
工の簡略化およびコスト低下が可能で、防水性能および外観も向上させることができる。
請求項２の発明の太陽電池付き屋根パネルは、前記折板を、両側縁が波山の上端平面部ま
で広がった幅のものとしたため、複数枚の太陽電池を幅方向に配列する場合に、隣接する
折板の側縁の上端平面部同士を重ねることにより、隣接する太陽電池付き屋根パネル間の
防水施工が簡単に行え、施工が一層簡単になる。また、太陽電池付き屋根パネルと一般屋
根パネルとを並設する場合も、両者間の防水施工が簡単に行える。
請求項３の発明の太陽電池付き屋根構造は、前記太陽電池付き屋根パネルを、母屋上に一
般屋根パネルと桁方向に並べて設置し、前記一般屋根パネルは、側縁に内樋を有し、この
内樋の幅方向の一部に前記太陽電池付き屋根パネルの前記上端平面部が被さるものとし、
前記太陽電池付き屋根パネルの内樋は、折板屋根への取付側の側板部とは反対側の側板部
の上縁に内側突出片を有するものとし、前記折板の側縁の波山上端平面部に被さって両側
縁が各々一般屋根パネルの内樋の内部と、太陽電池付き屋根パネルの内樋の前記内側突出
片の下面とに係合するジョイント部カバーを設けたため、太陽電池付き屋根パネルを一般
屋根パネルと並べて設置するにつき、両屋根パネルの側縁に内樋が設けられていることに
より、ジョイント部カバーを被せるだけで、簡単に屋根パネル間の継ぎ部の施工が行え、
雨仕舞性が良い。特に、一般屋根パネルは、側縁に内樋を有し、この内樋に太陽電池付き
屋根パネルの上端平面部が被さるため、雨仕舞性に優れる。ジョイント部カバーは、両側
の内樋に係合させることで取付けるため、その取付施工も簡易に行える。また、一般屋根
パネルの表面と太陽電池の表面をほぼ同一面とすることができ、外観が良くなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一実施形態にかかる太陽電池付き屋根パネルの分解断面図である。
【図２】（Ａ）は同太陽電池付き屋根パネルを組み込んだ屋根構造の分解断面図、（Ｂ）
は同屋根構造に使用するジョイント部カバーの他の例を示す断面図である。
【図３】（Ａ）は同屋根構造の断面図、（Ｂ）は同屋根構造の一部拡大断面図である。
【図４】（Ａ）は前記太陽電池付き屋根パネルの軒先部構造を示す分解斜視図、（Ｂ）は
同軒先部構造の断面図、（Ｃ）は屋根勾配方向に並ぶ太陽電池の接続部を示す断面図であ
る。
【符号の説明】
１…太陽電池付き屋根パネル　　　　　５…パネル固定金物
２…折板　　　　　　　　　　　　　１１…一般屋根パネル
２ａ…上端平面部　　　　　　　　　　１２…母屋
３…内樋　　　　　　　　　　　　　１７…内樋
３ａ，３ｂ…側板部　　　　　　　　　２２…ジョイント部カバー
３ｃ…内側突出片　　　　　　　　　　２２ａ…係合部
４…太陽電池
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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