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(57)【要約】
【課題】　汎用性が高く、屋根の防火基準を満たすこと
ができ、重量の軽い屋根とすることができる太陽電池モ
ジュール設置構造１及び太陽電池モジュール施工方法を
提供する。
【解決手段】　太陽電池モジュール設置構造１は、勾配
屋根に太陽電池モジュール８を設置する太陽電池モジュ
ール設置構造１であって、野地板２０上に敷設される不
燃材シート３と、該不燃材シート３上に配置される枠体
７と、該枠体７上に固定される太陽電池モジュール８と
、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　勾配屋根に太陽電池モジュールを設置する太陽電池設置構造であって、
　野地板上に敷設される不燃材シートと、
　該不燃材シート上に配置される枠体と、
　該枠体上に固定される太陽電池モジュールと、
　を備えることを特徴とする太陽電池モジュール設置構造。
【請求項２】
　前記不燃材シートが防水材であることを特徴とする請求項１に記載の太陽電池モジュー
ル設置構造。
【請求項３】
　前記枠体は、格子状又は千鳥状に配設される横材及び縦材により構成され、
　当該横材及び縦材により区画された枠状空間に方形の太陽電池モジュールが装着される
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の太陽電池モジュール設置構造。
【請求項４】
　前記横材は、両側部に太陽電池モジュールの端部を載置可能な受け部をそれぞれ備えて
おり、棟側の受け部が軒側の受け部よりも高いことを特徴とする請求項３に記載の太陽電
池モジュール設置構造。
【請求項５】
　前記太陽電池モジュールは、その端部が、弾性及び水密性を有する樹脂体を介して前記
受け部に載置されるとともに、前記横材に沿ってＺ形状に形成された固定材が当該太陽電
池モジュールの上面を押さえつつ前記横材に固定されることを特徴とする請求項４に記載
の太陽電池モジュール設置構造。
【請求項６】
　野地板を固定して勾配屋根の屋根下地を形成した後、前記野地板上に不燃材シートを敷
設し、
　その後、前記不燃材シートの上に予め方形の太陽電池モジュールの寸法に応じて切断し
た横材及び縦材を格子状又は千鳥状に配設して枠体を形成し、
　その後、当該枠体により区画された枠状空間に前記太陽電池モジュールを装着すること
を特徴とする太陽電池モジュール施工方法。
【請求項７】
　前記不燃材シートが防水材であることを特徴とする請求項６に記載の太陽電池モジュー
ル施工方法。
【請求項８】
　前記横材は、両側部に前記太陽電池モジュールの端部を載置可能な互いに高さの異なる
受け部を備えており、前記勾配屋根の棟側に前記受け部の高い側が配置されるように前記
横材を設置することを特徴とする請求項６又は請求項７に記載の太陽電池モジュール施工
方法。
【請求項９】
　前記受け部に弾性及び水密性を有する樹脂体を配置した後で、前記太陽電池モジュール
の端部を載置し、さらに、前記横材に沿ってＺ形に形成された固定材を前記太陽電池モジ
ュールの上側から前記横材に固定して、前記太陽電池モジュールの上面を押さえることに
より、前記太陽電池モジュールを前記枠体により区画された前記枠状空間に装着すること
を特徴とする請求項８に記載の太陽電池モジュール施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建築物の屋根に太陽電池モジュールを取り付ける太陽電池モジュール設置構
造及び当該太陽電池モジュール設置構造を用いた太陽電池モジュール施工方法に関し、特
に汎用性の高い太陽電池モジュール設置構造及び当該太陽電池モジュール設置構造を用い
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た太陽電池モジュール施工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　住宅等の建築物の屋根に設置する太陽電池モジュール設置構造としては、所謂瓦一体型
太陽電池モジュールを用いたものがある（例えば特許文献１）。これは、通常の屋根瓦の
一部を瓦一体型太陽電池モジュールに置き換えて屋根下地材の上にこれら瓦一体型太陽電
池モジュールと通常の屋根瓦とを順次設置するものである。このように瓦一体型太陽電池
モジュールを用いると、通常の屋根瓦の一部が太陽電池モジュールに置き換わるだけなの
でデザイン性に優れ、太陽電池モジュールを設置する部分に通常の屋根瓦が必要ないので
屋根を軽くすることができる。
【０００３】
　一方、瓦一体型太陽電池モジュールの他に、屋根瓦の上に例えば格子状に配設された縦
材６及び横材５により形成される枠状空間に、方形の太陽電池モジュールを装着してなる
太陽電池モジュール設置構造がある（例えば特許文献２）。この太陽電池モジュール設置
構造を用いると、縦材６及び横材５の長さを太陽電池モジュールの形状に合わせて切断す
ることができ、様々な大きさの太陽電池モジュールを用いることができるので汎用性に優
れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１７７００１号公報
【特許文献２】特開２０００－１１４５７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、瓦一体型太陽電池モジュールを用いた太陽電池モジュール設置構造は、通常の
屋根瓦の一部を瓦一体型太陽電池モジュールに置き換えるものであるので、建築物の屋根
瓦の形状に合致した太陽電池モジュールを用いる必要があり、太陽電池モジュール１枚毎
の大きさが小さくなり、且つ、汎用性が低い。また、瓦一体型太陽電池モジュールが設置
される部分には通常の屋根瓦は敷設されないので、瓦一体型太陽電池モジュール自体が防
火基準を満たす必要があり、高コストになりやすい。
【０００６】
　一方、屋根瓦の上に縦材及び横材により形成される枠状空間に方形の太陽電池モジュー
ルを装着する太陽電池モジュール設置構造は、屋根瓦と、太陽電池モジュールとを２重に
敷設することになるので、屋根の重量が重くなる問題がある。
【０００７】
　そこで本発明は、汎用性が高く、屋根の防火基準を満たすことができ、重量の軽い屋根
とすることができる太陽電池モジュール設置構造及び太陽電池モジュール施工方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に記載の太陽電池モジュール設置構造は、勾配屋根に太陽電池モジュールを設
置する太陽電池設置構造であって、野地板上に敷設される不燃材シートと、該不燃材シー
ト上に配置される枠体と、該枠体上に固定される太陽電池モジュールと、を備えることを
特徴としている。
【０００９】
　請求項２に記載の太陽電池モジュール設置構造は、前記不燃材シートが防水材であるこ
とを特徴としている。
【００１０】
　請求項３に記載の太陽電池モジュール設置構造は、前記枠体は、格子状又は千鳥状に配
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設される横材及び縦材により構成され、当該横材及び縦材により区画された枠状空間に方
形の太陽電池モジュールが装着されることを特徴としている。
【００１１】
　請求項４に記載の太陽電池モジュール設置構造は、前記横材は、両側部に太陽電池モジ
ュールの端部を載置可能な受け部をそれぞれ備えており、棟側の受け部が軒側の受け部よ
りも高いことを特徴としている。
【００１２】
　請求項５に記載の太陽電池モジュール設置構造は、前記太陽電池モジュールは、その端
部が、弾性及び水密性を有する樹脂体を介して前記受け部に載置されるとともに、前記横
材に沿ってＺ形状に形成された固定材が当該太陽電池モジュールの上面を押さえつつ前記
横材に固定されることを特徴としている。
【００１３】
　請求項６に記載の太陽電池モジュール施工方法は、野地板を固定して勾配屋根の屋根下
地を形成した後、前記野地板上に不燃材シートを敷設し、その後、前記不燃材シートの上
に予め方形の太陽電池モジュールの寸法に応じて切断した横材及び縦材を格子状又は千鳥
状に配設して枠体を形成し、その後、当該枠体により区画された枠状空間に前記太陽電池
モジュールを装着することを特徴としている。
【００１４】
　請求項７に記載の太陽電池モジュール施工方法は、前記不燃材シートが防水材であるこ
とを特徴としている。
【００１５】
　請求項８に記載の太陽電池モジュール施工方法は、前記横材は、両側部に前記太陽電池
モジュールの端部を載置可能な互いに高さの異なる受け部を備えており、前記勾配屋根の
棟側に前記受け部の高い側が配置されるように前記横材を設置することを特徴としている
。
【００１６】
　請求項９に記載の太陽電池モジュール施工方法は、前記受け部に弾性及び水密性を有す
る樹脂体を配置した後で、前記太陽電池モジュールの端部を載置し、さらに、前記横材に
沿ってＺ形に形成された固定材を前記太陽電池モジュールの上側から前記横材に固定して
、前記太陽電池モジュールの上面を押さえることにより、前記太陽電池モジュールを前記
枠体により区画された前記枠状空間に装着することを特徴としている。
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１に記載の太陽電池モジュール設置構造によると、野地板上に不燃材シートが敷
設されるので、この不燃材シートが所定の不燃認定を受けることで、屋根瓦を設置するこ
となく不燃認定を受けていない太陽電池モジュールを設置することができ、材料コストを
下げることができるとともに、屋根の重量を軽くすることができる。また、該不燃材シー
ト上に配置される枠体を選択することで、様々な形状の太陽電池モジュールを設置するこ
とができ、汎用性に優れる。
【００１８】
　請求項２に記載の太陽電池モジュール設置構造によると、不燃材シートが防水材である
ので、不燃材シートがルーフィングを兼ねることができ、別途ルーフィングを施工する場
合に比べて作業を簡単にすることができる。
【００１９】
　請求項３に記載の太陽電池モジュール設置構造によると、太陽電池モジュールを固定す
る枠体が横材及び縦材により構成されているので、当該横材及び／又は縦材を切断するこ
とで、様々な寸法の太陽電池モジュールを設置することができ、汎用性に優れる。
【００２０】
　請求項４に記載の太陽電池モジュール設置構造によると、横材の棟側の受け部が軒側の
受け部よりも高いので、棟側から軒側に複数設置される太陽電池モジュールの互いに隣接
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する端部が棟側から軒側に低くなる段差ができるので、太陽電池モジュールの上を流れる
雨水などがよりスムーズに下流側に流下することができる。
【００２１】
　請求項５に記載の太陽電池モジュール設置構造によると、太陽電池モジュールの端部が
弾性及び水密性を有する樹脂体を介して前記受け部に載置されるので、この樹脂体の厚さ
を調整することにより、様々な厚さの太陽電池モジュールを設置することができる。また
、横材に沿ってＺ形状に形成された固定材が太陽電池モジュールの上面を押さえつつ横材
に固定されるので、異なる高さで互いに隣接する太陽電池モジュールの端部同士を１つの
固定材で同時に固定することができる。
【００２２】
　請求項６に記載の太陽電池モジュール施工方法によると、野地板上に不燃材シートを敷
設するので、屋根瓦を設置することなく不燃認定を受けていない太陽電池モジュールを設
置することができ、材料コストを下げることができるとともに、屋根の重量を軽くするこ
とができる。また、横材及び縦材を予め太陽電池モジュールの寸法に応じて切断して枠体
を形成するので、様々な寸法の太陽電池パネルを固定することができ、汎用性に優れる。
【００２３】
　請求項７に記載の太陽電池モジュール施工方法によると、不燃材シートが防水材である
ので、請求項２と同様に、不燃材シートがルーフィングを兼ねることができ、別途ルーフ
ィングを施工する場合に比べて作業を簡単にすることができる。
【００２４】
　請求項８に記載の太陽電池モジュール施工方法によると、請求項４と同様に、横材の棟
側の受け部が軒側の受け部よりも高いので、棟側から軒側に複数設置される太陽電池モジ
ュールの互いに隣接する端部が棟側から軒側に低くなる段差ができるので、太陽電池モジ
ュールの上を流れる雨水などがよりスムーズに下流側に流下することができる。
【００２５】
　請求項９に記載の太陽電池モジュール施工方法によると、請求項５と同様に、樹脂体の
厚さを調整することにより、様々な厚さの太陽電池モジュールを設置することができ、異
なる高さで互いに隣接する太陽電池モジュールの端部同士を１つの固定材で同時に固定す
ることができ、太陽電池モジュールの設置作業をより簡単にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】（Ａ）は桟木の上に横材と縦材とを組み付けて枠体を形成した状態を示す図、（
Ｂ）はさらに枠状空間に太陽電池モジュールを装着して、Ｚ形固定材及びセンタープレー
トで固定した状態を示す図。
【図２】横材に平行な方向から見た太陽電池モジュール設置構造の全体構成を示す断面図
。
【図３】縦材に平行な方向からみた太陽電池モジュール設置構造の全体構成を示す断面図
。
【図４】横材の構成を説明する断面図。
【図５】縦材の構成を説明する断面図。
【図６】枠体に太陽電池モジュールを取り付ける状態を示す一部省略斜視図。
【図７】横材の棟側受け部及び軒側受け部に縦材を固定している状態を説明する一部省略
拡大図。
【図８】縦材の載置部に太陽電池モジュールを固定している状態を説明する一部省略拡大
図。
【図９】太陽電池モジュール設置構造の棟側の端部を説明する一部省略拡大図。
【図１０】太陽電池モジュール設置構造の軒側の端部を説明する一部省略拡大図。
【図１１】太陽電池モジュール施工方法において、桟木上に横材を固定した状態を説明す
る図。
【図１２】横材に縦材を取り付けた状態を説明する省略斜視図。
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【図１３】本発明の実施形態の変形例として、縦材と横材とを千鳥状に組んで枠体を形成
した状態を説明する図。
【図１４】本発明の実施形態の別の変形例として、縦材の一部を横材に対して斜めに交わ
るように組んで、台形の枠状空間を形成した状態を説明する図。
【図１５】横材の変形例として、棟側受け部及び軒側受け部が段差なく設置されており、
棟側と軒側とで互いに隣接する太陽電池モジュールがフラットに固定された状態を示す図
。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の太陽電池モジュール設置構造１及び太陽電池モジュール施工方法の最良
の実施形態について各図を参照しつつ説明する。太陽電池モジュール設置構造１は、図１
から図３に示すように、小屋組を構成する垂木２に固定され勾配屋根の屋根下地を形成す
る野地板２０と、この野地板２０上に敷設される不燃材シート３と、長尺の角材により形
成されており、不燃材シート３の上に棟側Ｍから軒側Ｎに向かって固定される複数の桟木
４と、この桟木４に直交して略水平に固定される複数の横材５及びこの横材５に直交して
架設される縦材６により格子状に形成される枠体７と、この枠体７により区画された枠状
空間に装着される太陽電池モジュール８と、を主要構成として形成される。
【００２８】
　不燃材シート３は、建築基準法所定の不燃材として国土交通省に認定された所謂不燃認
定シートである。この不燃材シート３は、例えば、ガラス系基材に、無機系充填材と合成
樹脂を主成分とするエマルションを含浸、塗布して形成されたものであって、且つ、表面
に防滑処理を施したシートが用いられる。なお、不燃材シート３としてはこれに限定され
るものではなく、所定の不燃認定を取得することができる材料であれば、他の種々の材料
を用いることもできる。また、この不燃材シート３はさらに防水性を有するものであるこ
とが好ましい。防水性を有する不燃材シート３を野地板２０上に敷設することにより、ア
スファルトなどのルーフィングを敷設して、屋根の防水性を確保する工程が必要がなくな
り、施工作業をより簡単なものにすることができる。
【００２９】
　枠体７を構成する横材５は、図４に示すように、アルミニウム合金により形成されてお
り、桟木４に当接する長尺な底板部５１と、この底板部５１の軒側Ｎの端縁から立ち上が
るとともに、上方で折れ曲がって底板部５１の軒側Ｎの上方に平坦面５３を形成する軒側
受け部５２と、底板部５１の棟寄りの中間部から立ち上がって、軒側受け部５２よりも上
方の位置で折れ曲がって底板部５１の棟側Ｍの上方に平坦面５５を形成する棟側受け部５
４と、により筒状に形成されている。これら軒側受け部５２及び棟側受け部５４の間には
、上方に向かって延びてその上部が折れ曲がって平坦面５７を形成する上部固定片５６が
形成されており、底板部５１の棟側Ｍには、底板部５１に沿って平板状に形成されており
桟木４に固定される下部固定片５８が形成されている。棟側受け部５４の平坦面５５は高
い位置に形成されており、軒側受け部５２の平坦面５３は低い位置に形成されているので
、棟側受け部５４と軒側受け部５２との間には段差が形成されている。また、棟側受け部
５４及び軒側受け部５２の平坦面５３，５５は底板部５１に対して軒側Ｎが広がるように
１度から２度程度傾斜して形成されている。棟側受け部５４の平坦面５５と上部固定片５
６の平坦面５７との間の距離は、少なくとも太陽電池モジュール８及び縦材６の厚さより
も長く形成されている。
【００３０】
　枠体７を構成する縦材６は、図５に示すように、アルミニウム合金により形成された長
尺部材であって、その中央に断面凸字状の筒状に形成された筒部６１と、この筒部６１を
挟んで両側に筒部６１よりも低い位置に平板状に形成された接合部６２と、この接合部６
２の外側端縁から上向きに折れ曲がって上面６４が平坦な逆Ｕ字状に形成されており、そ
の上面６４が筒部６１よりも低い位置に形成された載置部６３と、により構成されている
。
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【００３１】
　太陽電池モジュール８は、図６に示すように、矩形平板状に形成されたパネルであり、
横材５の棟側受け部５４及び軒側受け部５２の平坦面５３，５５及び縦材６の載置部６３
の上面６４にそれぞれの端部がはめ込まれて、横材５及び縦材６を格子状に組み合わせて
区画された枠状空間に装着されるものである。太陽電池モジュール８と横材５の棟側受け
部５４及び軒側受け部５２の平坦面５３，５５との間には、図７に示すように樹脂体９が
介在している。この樹脂体９は、例えばエチレン－プロピレン－ジエンゴム（EPDM）によ
り細長く形成されており、弾性及び水密性を有している。
【００３２】
　横材５の上部固定片５６の上端に形成された平坦面５７には、アルミニウム合金で形成
されたＺ形状のＺ形固定材１０が固定されている。このＺ形固定材１０は高さの異なる長
尺板状の２本の押圧部１０ａ，１０ｂと、この２本の押圧部１０ａ，１０ｂを互いに連結
する連結部１０ｃとにより構成されている。そして、高いほうの押圧部１０ａを棟側Ｍに
向けて上部固定片５６の平坦面５７に固定材固定用ビス１１により固定させることにより
、棟側Ｍの押圧部１０ａと棟側受け部５４との間及び軒側Ｎの押圧部１０ｂと軒側受け部
５２との間にそれぞれ太陽電池モジュール８の端部を挟んで固定している。また、図８に
示すように、縦材６の筒部６１の上面６５にはこの筒部６１の上面６５よりも幅広な平板
状のセンタープレート１２がセンタープレート固定用ビス１３により固定されている。こ
れにより、縦材６の載置部６３の上面６４に載置された太陽電池モジュール８の端部をセ
ンタープレート１２の両側部で押さえて太陽電池モジュール８を固定している。なお、こ
のセンタープレート１２と太陽電池モジュール８との間にもエチレン－プロピレン－ジエ
ンゴム（EPDM）で形成されたパッキン１２ａが介在している。
【００３３】
　なお、図９に示すように、太陽電池モジュール設置構造１の最も棟側Ｍの端部には屋根
に降り注いだ雨水が、極力、太陽電池モジュール設置構造１の下側に流入することを防ぐ
ように、雨水を太陽電池モジュール８の上面に案内する上部水切り１４が設けられており
、また、図１０に示すように、太陽電池モジュール設置構造１の最も軒側Ｎの端部には化
粧水切り１５が設けられている。
【００３４】
　以上のように、太陽電池モジュール設置構造１は、不燃認定を受けた不燃材シート３を
敷設することにより、図示しない通常の屋根瓦を設置することなく、枠体７及び太陽電池
モジュール８を設置することができるので、材料コスト及び作業コストを低減させること
ができるとともに、屋根の重量を軽くすることができる。しかも、この太陽電池モジュー
ル設置構造１は、格子状に縦材６及び横材５を組んで形成した枠状空間に太陽電池モジュ
ール８を装着するものであるので、様々な太陽電池モジュール８の寸法に合わせて、横材
５及び縦材６を適宜切断することで、太陽電池モジュール８の寸法に合致した枠状空間を
形成することができ、汎用性に優れる。
【００３５】
　太陽電池モジュール施工方法は、垂木２に野地板２０を固定して勾配屋根の屋根下地を
形成した後、野地板２０上に不燃材シート３を敷設する。上述の通り不燃材シート３は不
燃認定を取得しているとともに、防水性を有することが好ましく、この不燃材シート３を
敷設することにより野地板２０にルーフィングを敷設する工程を省略できる。野地板２０
に不燃材シート３を敷設した後、複数の桟木４を長手方向を棟側Ｍから軒側Ｎに向けて平
行に不燃材シート３上に設置し、この桟木４の上面から垂木２に届くように所定間隔で桟
木固定用ビス１６を打ち込んで桟木４を固定する。そして、図１１に示すように、予め太
陽電池モジュール８の寸法に応じて切断した複数本の横材５を桟木４に直交させて棟側Ｍ
から軒側Ｎまで所定間隔で配置し、この横材５の下部固定片５８から桟木４に向けて横材
固定用ビス１７ａを打ち込む。このとき下部固定片５８の適宜位置に長尺ビス１７ｂを打
ち込み、桟木４、不燃材シート３、及び野地板２０を貫通させて垂木２に長尺ビス１７ｂ
を固定させる。これにより、横材５を建築物の構造躯体により強固に固定することができ
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る。
【００３６】
　そして、図１２に示すように、複数設置された横材５に架設するように縦材６を保持し
て、棟側Ｍの横材５の軒側受け部５２に縦材６の一端を載置し、軒側Ｎの横材５の棟側受
け部５４に縦材６の他端を載置して、縦材６を架設する。そして、縦材６の接合部６２か
ら横材５の棟側受け部５４及び軒側受け部５２を貫通するように、枠固定用ビス１８を打
ち込む。そして、横材５の棟側受け部５４及び軒側受け部５２の上に樹脂体９を配置する
。なお、設置する太陽電池モジュール８が薄い場合には厚い樹脂体９を配置し、太陽電池
モジュール８が厚い場合には薄い樹脂体９を配置することで、太陽電池モジュール８の上
面の高さを調節する。また、縦材６の載置部６３の上面６４にもＥＰＤＭなどの縦材側パ
ッキン１９を配置する。なお、横材５の棟側受け部５４及び軒側受け部５２上に配置する
樹脂体９及び縦材６の載置部６３の上面６４に配置する縦材側パッキン１９は、横材５及
び縦材６を設置する前に予め横材５の棟側受け部５４及び軒側受け部５２の平坦面５３，
５５及び縦材６の載置部６３の上面６４に接着材などにより固定しておいてもよい。
【００３７】
　そして、次に、図７及び図８に示すように、これら横材５及び縦材６により形成された
枠体７により区画された枠状空間に太陽電池モジュール８をはめ込む。すなわち、太陽電
池モジュール８の周縁部をそれぞれ横材５の棟側受け部５４及び軒側受け部５２の平坦面
５３，５５、及び縦材６の載置部６３の上面６４に樹脂体９又は縦材用パッキン１９を介
して載置する。そしてその後、横材５の上部固定片５６の上端に形成された平坦面５７に
Ｚ形固定材１０を固定材固定用ビス１１により固定するとともに、縦材６の筒部６１の上
面６５にセンタープレート１２をセンタープレート固定用ビス１３により固定する。そし
て、太陽電池モジュール設置構造１の棟側Ｍの端部に上部水切り１４を設置するとともに
、軒側Ｎの端部に化粧水切り１５を設置して、太陽電池モジュール８の施工を完了する。
【００３８】
　このように、本実施形態の太陽電池モジュール施工方法によると、野地板２０上に不燃
認定を受けた不燃材シート３を敷設するので、太陽電池モジュール８自体が不燃認定を受
けていないものであっても図示しない屋根瓦を設置することなく太陽電池モジュール８を
設置することができる。また、不燃材シート３が防水性を有するので、別途ルーフィング
を敷設する必要がなく、施工作業を簡単にできる。また、横材５及び縦材６を予め太陽電
池モジュール８の寸法に応じて切断して枠体７を形成するものであり、横材５の棟側受け
部５４及び軒側受け部５２の上に配置する樹脂体９は、設置する太陽電池モジュール８が
薄い場合には厚い樹脂体９を配置し、太陽電池モジュール８が厚い場合には薄い樹脂体９
を配置するので、多様な寸法の太陽電池モジュール８を設置することができ汎用性に優れ
る。
【００３９】
　なお、本実施形態においては、枠体７は、横材５と縦材６とを格子状に組んで形成して
いるが、図１３に示すように、平行に設置された複数の横材５に対して縦材６をずらして
千鳥状に組んで形成してもよい。また、図１４に示すように、縦材６の一部を横材５に斜
めに交わるようにして、一部が台形状の枠状空間になるように組んで形成してもよい。こ
れらのように形成すると、棟側Ｍが狭く軒側Ｎに広がって形成される屋根においても屋根
の面積を有効に利用することができる。
【００４０】
　また、図１５に示すように、横材５の両側部に形成された棟側受け部５４と軒側受け部
５２とを段差なく形成してもよい。このように形成すると、太陽電池モジュール８が屋根
の勾配に対して平行に配置され、棟側Ｍと軒側Ｎとに隣り合って設置される太陽電池モジ
ュール８同士の端部が段差なくフラットに配置されるので、固定材等の周辺部材の構造を
簡単なものにすることができ、材料コストを削減することができる。
【００４１】
　なお、本発明の実施の形態は上述の形態に限ることなく、本発明の思想の範囲を逸脱し
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ない範囲で適宜変更することができることは云うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明に係る太陽電池モジュール設置構造１及び太陽電池モジュール施工方法は主に住
宅の勾配屋根に設置される太陽電池モジュール８を取り付ける構造及び施工方法として好
適に用いることができる。
【符号の説明】
【００４３】
　１　　　太陽電池モジュール設置構造
　３　　　不燃材シート
　５　　　横材
　６　　　縦材
　７　　　枠体
　８　　　太陽電池モジュール
　９　　　樹脂体
　１０　　Ｚ形固定材（固定材）
　５２　　軒側受け部
　５４　　棟側受け部

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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