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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽電池パネル、及び当該パネルの端縁部に設けられたフレームを有する複数の太陽電
池モジュールと、
　隣り合う前記各太陽電池モジュールに跨って取り付けられ、当該各モジュールを屋根に
固定する固定金具と、
　を備えた太陽光発電装置であって、
　前記固定金具は、
　隣り合う前記各太陽電池モジュールのうち少なくとも一方の太陽電池モジュールの前記
フレームに係合する下金具と、
　前記下金具上に固定され、隣り合う前記各太陽電池モジュールのうち少なくとも他方の
太陽電池モジュールの前記フレームに係合する上金具と、
　前記下金具をスライド可能に支持するガイドレール部を有し、前記屋根の野地板に固定
されるベース金具と、
　を備え、
　前記ベース金具は、前記ガイドレール部を構成する一対の鉤部を有し、
　前記下金具は、前記一対の鉤部上に配置されるベース部と、前記ベース部から下方に延
出して前記一対の鉤部の下面側に回り込み、前記ベース部と共に当該鉤部を挟持する一対
の脚部とを有する、太陽光発電装置。
【請求項２】
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　前記下金具及び前記上金具を前記ベース金具に固定するためのボルトを備え、
　前記ベース金具は、前記一対の鉤部の間に、前記ボルトの頭部をスライド可能に支持す
るボルト用ガイドレール部を有し、
　前記下金具及び前記上金具は、前記ボルト用ガイドレール部に支持された前記ボルトが
挿通されるボルト孔をそれぞれ有する、
　請求項１に記載の太陽光発電装置。
【請求項３】
　前記ボルトに取り付けられる、前記下金具を固定するための下金具用ナットと、
　前記ボルトに取り付けられる、前記上金具を固定するための上金具用ナットと、
　を備え、
　前記下金具と前記上金具の間には、前記下金具用ナットを取り付け可能なスペースが設
けられている、
　請求項２に記載の太陽光発電装置。
【請求項４】
　前記太陽電池モジュールは、
　第１の太陽電池パネル、及び当該パネルの端縁部に設けられた第１のフレームを有し、
前記屋根の軒側に設置される第１の太陽電池モジュールと、
　第２の太陽電池パネル、及び当該パネルの端縁部に設けられた第２のフレームを有し、
前記第１の太陽電池モジュールの棟側に隣接配置される第２の太陽電池モジュールと、
　を含み、
　前記固定金具は、前記第１及び前記第２の太陽電池モジュールに跨って取り付けられ、
　前記ベース金具は、前記ガイドレール部が前記屋根の軒棟方向に沿って延びるように前
記野地板に固定される、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の太陽光発電装置。
【請求項５】
　前記各フレームは、前記各太陽電池パネルの端縁部を収納する内溝と、前記各太陽電池
パネルと反対側に設けられる外溝と、前記各太陽電池モジュールの内側に張り出した内鍔
とをそれぞれ有し、
　前記下金具は、前記第１のフレームの前記内鍔を押える押え部を有し、
　前記上金具は、前記第２のフレームの前記外溝に挿し込まれる棟側挿嵌部を有する、
　請求項４に記載の太陽光発電装置。
【請求項６】
　前記上金具は、前記第１のフレームの前記外溝に挿し込まれる軒側挿嵌部を有する、
　請求項５に記載の太陽光発電装置。
【請求項７】
　前記固定金具は、前記第１のフレームの前記外溝に挿し込まれる第４金具を備え、
　前記下金具は、前記第４金具の下部が挿し込まれる貫通孔を有する、
　請求項５に記載の太陽光発電装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、太陽光発電装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、屋根に太陽電池モジュールを固定して太陽光発電装置を構築する際に用いられる
種々の固定構造が知られている。例えば、特許文献１には、モジュールフレームの外側に
張り出した鍔部を断面略Ｕ字形状の押え金具で押え付け、当該金具を屋根に設置された架
台フレーム上にボルト止めして太陽電池モジュールを固定する構造が開示されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１９４１３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　太陽光発電装置では、屋根に対して太陽電池モジュールをしっかり固定できることはも
とより、屋根上での固定作業が簡単で施工性に優れることが求められている。本開示の目
的は、太陽光発電装置の耐荷重性と施工性を向上させることである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示の一態様である太陽光発電装置は、太陽電池パネル、及び当該パネルの端縁部に
設けられたフレームを有する複数の太陽電池モジュールと、隣り合う各太陽電池モジュー
ルに跨って取り付けられ、当該各モジュールを屋根に固定する固定金具とを備えた太陽光
発電装置であって、固定金具は、隣り合う各太陽電池モジュールのうち少なくとも一方の
太陽電池モジュールのフレームに係合する下金具と、下金具上に固定され、隣り合う各太
陽電池モジュールのうち少なくとも他方の太陽電池モジュールのフレームに係合する上金
具と、下金具をスライド可能に支持するガイドレール部を有し、屋根の野地板に固定され
るベース金具とを備える。
【発明の効果】
【０００６】
　本開示の一態様によれば、屋根に対して太陽電池モジュールをしっかり固定でき、且つ
屋根上での固定作業が簡単で施工性に優れた太陽光発電装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１実施形態である太陽光発電装置の平面図である。
【図２】第１実施形態である太陽光発電装置の太陽電池モジュールを示す断面図である。
【図３】図１中のＡＡ線断面の一部を示す図である。
【図４】第１実施形態である太陽光発電装置のベース金具を示す斜視図である。
【図５】図４中のＢＢ線断面図である。
【図６】第１実施形態である太陽光発電装置の下金具を示す斜視図である。
【図７】図６中のＣＣ線断面図である。
【図８】第１実施形態である太陽光発電装置の上金具を示す斜視図である。
【図９】図８中のＤＤ線断面図である。
【図１０】第１実施形態である太陽光発電装置の軒側端部及びその近傍を示す断面図であ
る。
【図１１】第１実施形態である太陽光発電装置の施工方法を説明するための図である。
【図１２】第１実施形態である太陽光発電装置の施工方法を説明するための図である。
【図１３】第２実施形態である太陽光発電装置の断面図である。
【図１４】第２実施形態である太陽光発電装置の第４金具を示す斜視図である。
【図１５】第３実施形態である太陽光発電装置の断面図である。
【図１６】第３実施形態である太陽光発電装置のベースプレートを野地板上に設置した状
態を示す図である。
【図１７】第３実施形態である太陽光発電装置のベース金具を示す斜視図である。
【図１８】第４実施形態である太陽光発電装置の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　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り、図面に描画された
構成要素の寸法比率などは、現物と異なる場合がある。具体的な寸法比率等は、以下の説
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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。
【０００９】
　本明細書では、固定金具が屋根に取り付けられた状態で、屋根の桁方向（屋根の軒棟方
向に垂直な方向）に沿う金具の方向を「横方向」、屋根の野地板に垂直な方向に沿う金具
の方向を「上下方向」という。また、屋根の軒棟方向に沿う金具の方向を縦方向という場
合がある。実施形態の説明で用いる図面には、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。
【００１０】
　図１～図１２を参照しながら、第１実施形態である太陽光発電装置１０について以下詳
細に説明する。
【００１１】
　図１は、屋根に設置された太陽光発電装置１０を示す図である。
　図１に例示するように、太陽光発電装置１０は、複数の太陽電池モジュール１１と、隣
り合う太陽電池モジュール１１に跨って取り付けられ、当該各モジュールを屋根に固定す
る固定金具１４とを備える。詳しくは後述するが、太陽光発電装置１０は、固定金具１４
として、ガイドレール部３４を有するベース金具３０と、ガイドレール部３４にスライド
可能に支持される下金具４０と、下金具４０上に固定される上金具５０とを備える（後述
の図３参照）。
【００１２】
　本実施形態では、固定金具１４が屋根の軒側に配置される太陽電池モジュール１１ａ（
第１の太陽電池モジュール）と、太陽電池モジュール１１ａの棟側に隣接配置される太陽
電池モジュール１１ｂ（第２の太陽電池モジュール）とに跨って取り付けられる。この場
合、ガイドレール部３４が軒棟方向に沿って延びるように、ベース金具３０が野地板９０
に固定されることが好ましい（後述の図３参照）。太陽光発電装置１０の軒側端部には、
ベース金具３０ｘ、軒側端部用下金具６０、及び軒側端部用上金具７０（後述の図１０参
照）が取り付けられる。以下、これらを総称して軒側端部用固定金具という場合がある。
太陽光発電装置１０の棟側端部には、例えば棟側端部用固定金具（図示せず）が取り付け
られる。但し、棟側端部には固定金具１４が取り付けられてもよい。
【００１３】
　太陽電池モジュール１１ａ，１１ｂ（第１、第２の太陽電池モジュール）の用語は、２
つの太陽電池モジュールについての相対的な位置関係を示すものである。即ち、太陽光発
電装置１０を構成する複数の太陽電池モジュール１１のうち、軒棟方向に隣接する任意の
２枚の太陽電池モジュール１１について、軒側に配置される方が太陽電池モジュール１１
ａであり、棟側に配置される方が太陽電池モジュール１１ｂである。なお、固定金具１４
は屋根の桁方向に隣接する２枚の太陽電池モジュール１１に跨って取り付けることも可能
である。この場合、ガイドレール部３４が桁方向に沿って延びるように、ベース金具３０
が野地板９０に固定されることが好ましい。
【００１４】
　１枚の太陽電池モジュール１１は、例えば屋根の桁方向に並んで適当な間隔で設置され
た複数の固定金具１４を用いて屋根に固定される。図１に示す例では、１枚の太陽電池モ
ジュール１１に対して、軒棟方向両端部に２つずつ、合計４つの固定金具１４が取り付け
られている。各固定金具１４は、例えば軒棟方向に並んでいなくてもよいが、好ましくは
軒棟方向、桁方向のいずれにも整列配置される。
【００１５】
　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けられた
フレーム１３とを有する。太陽電池パネル１２は、例えば複数の太陽電池セルがガラス板
等の保護部材で挟持された略平坦なパネルである。図１に例示する太陽電池モジュール１
１及び太陽電池パネル１２は、平面視で略長方形である。各太陽電池モジュール１１は、
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短辺が軒棟方向に略平行であり、隣り合う太陽電池モジュール１１の短辺同士が接触した
状態で屋根上に配置されている。太陽電池モジュール１１は、長方形以外の平面視形状を
有していてもよく、正方形等の他の形状であってもよい。
【００１６】
　フレーム１３は、太陽電池パネル１２の端縁部を保護する。また、フレーム１３は屋根
に対する太陽電池モジュール１１の固定に利用されることが好適である。フレーム１３の
構造は特定の構造に限定されないが、好ましくは後述する外溝２４及び内鍔２６を有する
。フレーム１３は、例えばアルミニウム等の金属材料を押出成形して形成される長尺状の
部材である。フレーム１３は、太陽電池パネル１２の各長辺及び各短辺に沿って取り付け
られる複数の部材からなり、コーナーピース等を用いて互いに接続されて太陽電池パネル
１２の四方を囲むことが好ましい。本実施形態では、外溝２４及び内鍔２６が、太陽電池
パネル１２の長辺に沿って取り付けられるフレーム１３のみに設けられている。
【００１７】
　図２は、太陽電池モジュール１１の断面図（フレーム１３の幅方向断面図）である。
　図２に例示するように、フレーム１３は、本体部２０と、太陽電池パネル１２の端縁部
を収納する内溝２２と、太陽電池パネル１２と反対側に設けられる外溝２４と、太陽電池
モジュール１１の内側に張り出した内鍔２６とを有する。内溝２２はフレーム１３の幅方
向一方側（内側）に開口した溝であって、外溝２４は内溝２２と反対側である幅方向他方
側（外側）に開口した溝である。本実施形態では、内溝２２及び外溝２４の深さ方向、内
鍔２６の延出方向が屋根の軒棟方向に沿っている。また、内溝２２はフレーム１３の上部
に形成され、外溝２４及び内鍔２６はフレーム１３の下部に形成されている。本体部２０
の形状は特に限定されないが、剛性の向上、軽量化、材料コスト削減等の観点から、好ま
しくは中空の角柱形状を有する。
【００１８】
　フレーム１３は、本体部２０の上面に立設した鉤部２１を有する。鉤部２１は、本体部
２０の外側から上方に真っ直ぐ延び、途中で内側に折れ曲がって断面略Ｌ字形状に形成さ
れている。本体部２０の上面と鉤部２１との間に、太陽電池パネル１２を挿入可能な隙間
である内溝２２が形成されている。内溝２２は、フレーム１３の長手方向に沿って形成さ
れる。内溝２２には太陽電池パネル１２の端縁部が挿入され、太陽電池パネル１２と内溝
２２の隙間には、例えば接着剤が充填される。
【００１９】
　フレーム１３は、本体部２０の下面に立設した鉤部２３を有する。鉤部２３は、本体部
２０の内側から下方に真っ直ぐ延び、途中で外側に折れ曲がって断面略Ｌ字形状に形成さ
れている。本体部２０の下面と鉤部２３との間に、固定金具１４の挿嵌部を挿し込み可能
な隙間である外溝２４が形成される。外溝２４は、固定金具１４を取り付ける部分のみに
形成されてもよいが、好ましくはフレーム１３の長手方向に沿って連続的に形成される。
底板２５は、鉤部２３の一部であって、フレーム１３の底部を構成する部分である。
【００２０】
　内鍔２６は、フレーム１３の下部から太陽電池モジュール１１の内側（フレーム１３の
幅方向他方側）に向かって延出し、太陽電池モジュール１１の内側に向いたフレーム１３
の内側壁に対して略垂直に設けられることが好ましい。本実施形態では、鉤部２３のうち
フレーム１３の内側壁を構成する部分（上下方向に沿った部分）から内鍔２６が延出し、
内鍔２６は底板２５と共にフレーム１３の底部を構成する。底板２５の下面と内鍔２６の
下面は、連続した段差のない略平坦な面（フレーム１３の下面）を形成している。内鍔２
６は、固定金具１４を取り付ける部分のみに形成されてもよいが、好ましくはフレーム１
３の長手方向に沿って連続的に形成される。
【００２１】
　図３は、図１中のＡＡ線断面の一部を示す図である。
　図３では、軒棟方向に隣接配置される太陽電池モジュール１１ａ，１１ｂの各構成要素
に、それぞれ「ａ」、「ｂ」を付する。
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【００２２】
　図３に例示するように、太陽光発電装置１０は、軒棟方向に隣接配置される太陽電池モ
ジュール１１ａ，１１ｂに跨って取り付けられ、当該各モジュールを屋根に固定する固定
金具１４として、ベース金具３０と、下金具４０と、上金具５０とを備える。ベース金具
３０は、下金具４０をスライド可能に支持するガイドレール部３４を有し、野地板９０に
固定される金具である。ベース金具３０は、例えばガイドレール部３４を構成する一対の
鉤部３６を有する。下金具４０は、太陽電池モジュール１１ａ，１１ｂの少なくとも一方
のフレーム１３ａ，１３ｂに係合する金具である。上金具５０は、下金具４０上に固定さ
れ、太陽電池モジュール１１ａ，１１ｂのうち少なくとも他方のフレーム１３ａ，１３ｂ
に係合する金具である。即ち、下金具４０がフレーム１３ａ，１３ｂの一方に係合する場
合、上金具５０は下金具４０が係合しないフレームに係合する。下金具４０はフレーム１
３ａ，１３ｂの両方に係合する形態であってもよく、その場合、上金具５０はフレーム１
３ａ，１３ｂのいずれか又は両方に係合する形態であってもよい。
【００２３】
　図３に示す例では、ベース金具３０と屋根材９１の間にスペーサー９２が設けられてい
る。スペーサー９２は、軒側から棟側に向かって次第に厚みが厚くなっている。スペーサ
ー９２は、ベース金具３０と屋根材９１の間に形成される段差を埋めて、屋根材９１上に
おけるベース金具３０の安定した取り付けを可能とする。換言すると、スペーサー９２を
用いることで、例えば屋根材９１同士の重なりにより段差が形成される部分にもベース金
具３０を安定に取り付けることが可能となる。ベース金具３０は、屋根材９１及びスペー
サー９２を介して、ガイドレール部３４が軒棟方向に沿って延びるように野地板９０に固
定されている。
【００２４】
　ベース金具３０は、野地板９０に固定される固定部３１を有する。固定部３１は、ベー
ス金具３０の横方向両側に２つ設けられることが好適である。ガイドレール部３４は、２
つの固定部３１の間に設けられる。各固定部３１は、それぞれ複数のネジ孔３２を有する
ことが好ましい。本実施形態では、各固定部３１の軒棟方向に並んで、ネジ孔３２が４つ
ずつ形成されている。ベース金具３０は、棟側から数えて２番目のネジ孔３２を除く、３
つのネジ孔３２に挿通された木ネジ１５を用いて野地板９０に固定されている。なお、棟
側から数えて２番目のネジ孔３２を使用すると、屋根材９１の端部近傍を木ネジ１５が貫
通することになり、屋根材９１が破損し易くなるため好ましくない。軒棟方向に並んだ複
数のネジ孔３２を設けることにより、野地板９０に対するベース金具３０の良好な固定性
を確保しながら設置の自由度を高めることができる。
【００２５】
　ベース金具３０のガイドレール部３４に支持される下金具４０は、例えばガイドレール
部３４の範囲内において任意の位置に配置可能である。軒棟方向に延びるガイドレール部
３４は、下金具４０及び下金具４０上に固定される上金具５０の軒棟方向に対する設置の
自由度を高め、太陽光発電装置１０の施工性を向上させる。更に、ベース金具３０は、下
金具４０及び上金具５０をベース金具３０に固定するためのボルト１６の頭部をスライド
可能に支持するボルト用ガイドレール部３５を有することが好適である。ボルト用ガイド
レール部３５は、太陽光発電装置１０の施工性を更に向上させる。
【００２６】
　下金具４０及び上金具５０は、太陽電池モジュール１１のフレーム１３に取り付けられ
る。本実施形態では、下金具４０が太陽電池モジュール１１ａに係合し、上金具５０が太
陽電池モジュール１１ａ，１１ｂの両方に係合している。下金具４０上には太陽電池パネ
ル１２ａ（第１の太陽電池パネル）の端縁部に設けられたフレーム１３ａ（第１のフレー
ム）が載せられる。上金具５０は下金具４０上に配置され、上金具５０上には太陽電池パ
ネル１２ｂ（第２の太陽電池パネル）の端縁部に設けられたフレーム１３ｂ（第２のフレ
ーム）が載せられる。但し、太陽電池モジュール１１に対する各金具の係合形態は図３に
示すものに限定されず、例えば上金具５０は太陽電池モジュール１１ｂのフレーム１３ｂ
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のみに係合していてもよい。
【００２７】
　下金具４０は、フレーム１３ａの内鍔２６ａを押える金具であって、内鍔２６ａを利用
して太陽電池モジュール１１ａの棟側端部をベース金具３０に固定する。上金具５０は、
フレーム１３ａ，１３ｂの両方に取り付けられ、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の軒側端部をベース金具３０に固定する。上金具５０は、フ
レーム１３ａの外溝２４ａに挿し込まれる挿嵌部５４（軒側挿嵌部）と、フレーム１３ｂ
の外溝２４ｂに挿し込まれる挿嵌部５６（棟側挿嵌部）とを有する。２つの挿嵌部５４，
５６を設けることにより、挿嵌部が１つである場合と比べて、ベース金具３０に対する太
陽電池モジュール１１ａ，１１ｂの固定構造がより強固になり耐荷重性が向上する。
【００２８】
　下金具４０及び上金具５０は、施工性の向上、材料コスト低減等の観点から、１本のボ
ルト１６を用いてベース金具３０に固定されることが好適である。ボルト１６には、下金
具４０を固定するためのナット１７（下金具用ナット）、及び上金具５０を固定するため
のナット１８（上金具用ナット）がそれぞれ取り付けられる。下金具４０及び上金具５０
は、ボルト１６が挿通されるボルト孔４２，５３をそれぞれ有する。ボルト孔４２，５３
は、各金具の棟側部分の互いに重なり合う位置であって、フレーム１３ｂの内鍔２６ｂと
重ならず、ナット１７，１８が内鍔２６ｂと干渉しない位置に形成される。下金具４０及
び上金具５０は、上金具５０の上から各金具を押える１つのナットを用いて固定すること
もできるが、例えばナット１７を用いることにより下金具４０の取り付けが容易になり施
工性が向上する（後述の手順（２）参照）。また、２つのナット１７，１８を取り付ける
ことで、例えばナット１８に緩みが発生したとしても、ナット１７によってベース金具３
０に対する下金具４０及び上金具５０の固定状態が維持される。
【００２９】
　下金具４０は、ガイドレール部３４を構成する一対の鉤部３６に引っ掛けられる一対の
脚部４４を有する。下金具４０は、一対の鉤部３６上に配置されるベース部４１を有し、
一対の脚部４４がベース部４１から下方に延出していることが好ましい。一対の脚部４４
は、下金具４０がガイドレール部３４から外れることを防止し、当該レール部に沿った下
金具４０の安定なスライド移動を可能にする。また、一対の脚部４４は、ベース金具３０
と下金具４０との結束力を高め、例えば太陽電池モジュール１１に作用する負圧に対する
耐久性を向上させる。
【００３０】
　以下、図３に加えて図４～図９を参照しながら、ベース金具３０、下金具４０、及び上
金具５０の構成について更に詳説する。ここでは、各金具が太陽電池モジュール１１ａ，
１１ｂに跨って取り付けられるものとして説明する。
【００３１】
　図４及び図５は、ベース金具３０を示す図である。
　ベース金具３０は、複数のネジ孔３２がそれぞれ形成された２つの固定部３１と、各固
定部３１の間に設けられた台座部３３とを有する。ベース金具３０は、横方向よりも縦方
向（軒棟方向）に長く延びた平面視略矩形形状を有する。２つの固定部３１は、いずれも
縦方向に長い略平坦な板状に形成され、互いに同一形状、同一寸法を有する。台座部３３
は、固定部３１よりも高く形成され、台座部３３と屋根材９１の間には雨水等を流すため
の隙間が形成されている。下金具４０は台座部３３上に配置される。なお、スペーサー９
２（図３参照）は固定部３１と屋根材９１の間に設けられることが好ましい。
【００３２】
　台座部３３には、ガイドレール部３４及びボルト用ガイドレール部３５が設けられてい
る。ガイドレール部３４及びボルト用ガイドレール部３５は、同じ方向（縦方向）に延び
ており、一対の鉤部３６から構成される。各鉤部３６は、互いに同一形状、同一寸法を有
する。各鉤部３６は、台座部３３上において台座部３３の横方向中央部を挟んで対向配置
され、台座部３３の縦方向全長に亘って形成されている。即ち、各ガイドレール部は台座
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部３３の縦方向全長に亘って形成される。下金具４０及びボルト１６は、台座部３３の縦
方向両端から各ガイドレール部にそれぞれ挿入可能である。
【００３３】
　各鉤部３６は、台座部３３の上面３３ａに立設した支持部３７と、支持部３７の上端か
ら横方向に張り出した第１鍔部３８とをそれぞれ有する。各支持部３７は上下方向に真っ
直ぐ延び、各第１鍔部３８は台座部３３の上面３３ａに対して略平行に設けられる。台座
部３３の上面３３ａと各第１鍔部３８との間隔は、下金具４０の脚部４４の厚みよりも長
く、上面３３ａと各第１鍔部３８との間には脚部４４を挿し込み可能で、好ましくは脚部
４４が上面３３ａと接触しない大きさの隙間が形成される。当該隙間が下金具４０をスラ
イド可能に支持するガイドレール部３４となる。各第１鍔部３８は互いに反対方向に延び
、各々の先端部は台座部３３の横方向両端部近傍にそれぞれ位置する。このため、ガイド
レール部３４は台座部３３の横方向両側にそれぞれ形成される。
【００３４】
　各鉤部３６は、各支持部３７の上端から各第１鍔部３８と反対側に、即ち台座部３３の
横方向中央部側に張り出した第２鍔部３９をそれぞれ有する。各第２鍔部３９は、ボルト
１６の軸部の直径よりも大きく、ボルト１６の頭部の直径よりも小さな隙間をあけて、台
座部３３の上面３３ａに対して略平行に設けられる。台座部３３の上面３３ａと各第２鍔
部３９との間隔は、ボルト１６の頭部の厚みよりも長く、上面３３ａと各第２鍔部３９と
の間にはボルト１６の頭部を挿し込み可能な隙間が形成される。当該隙間がボルト１６を
スライド可能に支持するボルト用ガイドレール部３５となる。ボルト用ガイドレール部３
５に挿入されたボルト１６は、軸部が各第２鍔部３９の間から突き出して台座部３３上に
起立し、頭部は各第２鍔部３９に引っ掛かって当該レール部内に保持される。ボルト１６
の締結部分の耐久性を向上させるため、第２鍔部３９は第１鍔部３８よりも厚く形成され
ている。
【００３５】
　ベース金具３０は、上記の通り一対のガイドレール部３４の間にボルト用ガイドレール
部３５が形成された構造を有する。ボルト用ガイドレール部３５は、各支持部３７の間、
即ち台座部３３の横方向中央部に設けられ、各ガイドレール部を構成する一対の鉤部３６
は略Ｔ字状に形成されている。各ガイドレール部は、ボルト１６を下金具４０のボルト孔
４２に挿通した状態で、軒棟方向に沿って下金具４０をスライド可能に支持する。ベース
金具３０は、例えば軒棟方向に沿った長さが１枚の屋根材９１の長さと同程度又は屋根材
９１の長さよりも短い。このため、ベース金具３０を用いることで、例えば装置の軽量化
、材料コストの低減等を図ることができる。また、ベース金具３０は高さが低いため、太
陽電池モジュール１１が屋根から大きく浮き上がることなく取り付け可能である。
【００３６】
　なお、ベース金具３０の形状は、図４及び図５で図示する形状に限定されない。例えば
、ガイドレール部３４を構成する一対の鉤部３６は形状が互いに異なっていてもよい。ま
た、図５に例示する形態では一対の鉤部３６によりガイドレール部３４及びボルト用ガイ
ドレール部３５が形成されているが、各ガイドレール部は別々に形成されてもよい。例え
ば、台座部の下にボルト用ガイドレール部３５を形成し、台座部の上にガイドレール部３
４を形成してもよい。
【００３７】
　図６及び図７は、下金具４０を示す図である。
　下金具４０は、略平坦な板状に形成されたベース部４１と、フレーム１３ａが載せられ
る台座部４３とを有する。ベース部４１の下面はベース金具３０の鉤部３６と接触してお
り、ベース部４１の上面には上金具５０が載せられる（図３参照）。台座部４３は、ベー
ス部４１よりも高く形成され、ベース金具３０に接触しない。台座部４３は、フレーム１
３ａと、上金具５０上に載せられるフレーム１３ｂとの高さが略同一となるように形成さ
れることが好ましい。例えば、台座部４３の上面の高さがベース部４１上に配置される上
金具５０の第１ベース部５１の上面の高さと略同一となるように台座部４３が形成される
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。台座部４３は、下金具４０の軒側において金具の横方向全長に亘って形成されている。
【００３８】
　下金具４０は、横方向よりも縦方向に長く延び、フレーム１３ｂの内鍔２６ｂを超えて
棟側に延びる（図３参照）。ベース部４１には、横方向中央部にボルト孔４２が形成され
ている。ボルト孔４２は、軒棟方向に長く形成された長孔であって、長孔の軒側端部が内
鍔２６ｂと重ならない位置に形成される。ボルト孔４２を長孔とすることで、下金具４０
の取り付けが容易になり施工性が向上する（後述の手順（３）参照）。
【００３９】
　下金具４０は、ベース部４１から下方に延出して、ガイドレール部３４を構成する一対
の鉤部３６に引っ掛けられる一対の脚部４４を有する。各鉤部３６の第１鍔部３８上にベ
ース部４１が配置され、第１鍔部３８の下面側に脚部４４が回り込み、各脚部４４はベー
ス部４１と共に鉤部３６の第１鍔部３８を挟持する。各脚部４４は、ベース部４１の下面
との間に各第１鍔部３８を挿入可能な隙間をあけてベース部４１の下面上に設けられる。
各脚部４４は、ベース部４１の横方向両端部から下方に延び、ベース部４１の下面との間
に当該隙間が形成されるように下金具４０の横方向両側部分を下面側に折り返して形成さ
れる。各脚部４４のうちベース部４１に対向する部分は、ベース部４１に対して略平行に
形成されている。
【００４０】
　各脚部４４には、各第１鍔部３８の下面に接触する凸部４５がそれぞれ形成される。即
ち、各凸部４５は各脚部４４の上面に形成された突起である。各凸部４５は、各脚部４４
の横方向中央部等に形成されてもよいが、好ましくは各脚部４４の横方向両端部にそれぞ
れ形成される。凸部４５は、脚部４４を下面側からプレスして形成することができる。ベ
ース部４１と凸部４５の先端との好適な間隔の一例は、第１鍔部３８の厚みの１．００～
１．１０倍である。
【００４１】
　下金具４０は、フレーム１３ａの内鍔２６ａを上から押え付ける押え部４６を有する。
押え部４６は、台座部４３との間に内鍔２６ａを挿し込み可能な隙間をあけて台座部４３
上に設けられる。具体的には、台座部４３との間に当該隙間が形成されるように下金具４
０の軒側部分を棟側に折り返して、台座部４３と略平行に延びる押え部４６が形成される
。押え部４６は、下金具４０の横方向全長に亘って形成されている。図３に示すように、
フレーム１３ａの内鍔２６ａは台座部４３と押え部４６との間に挿し込まれる。即ち、下
金具４０は内鍔２６ａを挟持する挟持部を有すると言える。
【００４２】
　押え部４６には、内鍔２６ａの上面に接触する凸部４７が形成されている。即ち、凸部
４７は押え部４６の下面に形成された突起である。凸部４７は、押え部４６の横方向中央
部等に形成されてもよいが、好ましくは押え部４６の横方向両端部にそれぞれ形成される
。凸部４７は、押え部４６を上面側からプレスして形成することができる。台座部４３と
凸部４７の先端との間隔が内鍔２６ａの厚みと同程度となるように、台座部４３と押え部
４６の間隔を設定することが好ましい。好適な間隔の一例は、内鍔２６ａの厚みの０．９
５～１．０５倍である。台座部４３と凸部４７の先端との間隔は内鍔２６ａの厚みよりも
僅かに狭くすることが特に好ましく、特に好適な間隔の一例は、内鍔２６ａの厚みの０．
９５～１．００倍未満である。これにより、凸部４７が内鍔２６ａに強く接触し、押え部
４６によって内鍔２６ａが台座部４３に押し付けられる。
【００４３】
　下金具４０は、棟側端部を上方に曲げて形成された立壁部４８を有する。太陽光発電装
置１０の施工時において、台座部４３と押え部４６の間にフレーム１３ａの内鍔２６ａを
挿し込むときには下金具４０を棟側に移動させるが、このとき立壁部４８を把手として使
用できる。立壁部４８を用いることで下金具４０を強く引っ張ることができるため、内鍔
２６ａの挿し込みが容易になり施工性が向上する。立壁部４８は、ベース部４１の横方向
全長に亘って形成されてもよいが、ナット１７の取り付け性等の観点から、好ましくはベ
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ース部４１の横方向両側に別れて形成される。
【００４４】
　なお、下金具４０の形状は、図６及び図７で図示する形状に限定されない。例えば、脚
部４４の形状はガイドレール部３４の形状等に応じて変更可能である。一例としては、ベ
ース金具３０の横方向両端部から横方向中央部側に延びる略Ｌ字形状の鉤部によりガイド
レール部３４が形成される場合に、ベース部の横方向両端部が脚部として機能する形態が
挙げられる。また、一対の脚部４４は形状が互いに異なっていてもよい。図６に例示する
形態では、脚部４４及び立壁部４８が２つ設けられているが、これらは１つとすることも
可能である。
【００４５】
　図８及び図９は、上金具５０を示す図である。
　上金具５０は、略平坦な板状に形成された第１ベース部５１を有する。第１ベース部５
１は、下金具４０のベース部４１に接した状態でベース部４１上に配置される。そして、
第１ベース部５１上にはフレーム１３ｂが載せられる（図３参照）。上金具５０が下金具
４０上に配置された状態で、第１ベース部５１の上面の高さは台座部４３の上面の高さと
略同一である。第１ベース部５１は、フレーム１３ｂの内鍔２６ｂを超えて棟側に延びて
いる（図３参照）。
【００４６】
　上金具５０は、第１ベース部５１よりも棟側において、第１ベース部５１よりも高く形
成された第２ベース部５２を有する。第２ベース部５２は、第１ベース部５１と同様に略
平坦な板状に形成されている。ボルト１６が挿通されるボルト孔５３は、第２ベース部５
２に形成される。ボルト孔５３は、略真円形状を有し、下金具４０のボルト孔４２と重な
る位置に形成される。第２ベース部５２は、下金具４０のベース部４１との間にナット１
７を取り付け可能なスペースをあけて形成される。第１ベース部５１と第２ベース部５２
の間には段差が形成されるが、当該段差の高さはナット１７の厚み以上である。
【００４７】
　上金具５０は、上記の通りフレーム１３ａ，１３ｂの外溝２４ａ，２４ｂにそれぞれ挿
し込まれる２つの挿嵌部５４，５６を有する。第１ベース部５１の軒側端部において、挿
嵌部５６が第１ベース部５１の横方向両側にそれぞれ形成され、挿嵌部５４が２つの挿嵌
部５６の間に形成されている。挿嵌部５４の横方向長さと、挿嵌部５６の２つ分の横方向
長さは、例えば略同一である。挿嵌部５４は、第１ベース部５１の軒側端部から軒側に延
出している。挿嵌部５６は、第１ベース部５１の軒側端部から挿嵌部５４と反対側、即ち
棟側に延びている。
【００４８】
　挿嵌部５４は、例えば第１ベース部５１の軒側端部から上方に真っ直ぐ延び、途中で軒
側に折れ曲がって断面略Ｌ字形状に形成されている。挿嵌部５６は、例えば第１ベース部
５１の軒側端部から上方に真っ直ぐ延び、途中で棟側に折れ曲がって断面略Ｌ字形状に形
成されている。挿嵌部５４，５６の先端部分は、互いに略同一の高さで、第１ベース部５
１と略平行に形成されている。挿嵌部５６の付け根部分は、挿嵌部５４の付け根部分より
もやや棟側に配置されているが、各付け根部分は横方向に並んで形成されていてもよい。
【００４９】
　挿嵌部５４，５６の縦方向長さは、好ましくは外溝２４の深さ以下であり、より好まし
くは外溝２４の深さ以下且つ当該深さの５０％以上である。本実施形態では、フレーム１
３ａの底板２５ａが下金具４０の台座部４３と挿嵌部５４との間に挿し込まれ、フレーム
１３ｂの底板２５ｂが第１ベース部５１と挿嵌部５６との間に挿し込まれている。即ち、
挿嵌部５４は下金具４０の台座部４３との間に底板２５ａを挿し込み可能な隙間が形成さ
れるように上方に折り曲げられる。また、挿嵌部５６は第１ベース部５１との間に底板２
５ｂを挿し込み可能な隙間をあけて上金具５０の軒側部分を棟側に折り返して形成される
。上金具５０は底板２５ｂを挟持する挟持部を有すると言える。
【００５０】
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　挿嵌部５４，５６には、外溝２４ａ，２４ｂの内壁に接触する凸部５５，５７がそれぞ
れ形成されている。凸部５５，５７は、各挿嵌部の上面に形成されてもよいが、好ましく
は下面に形成される。凸部５５は、挿嵌部５４の横方向両端部にそれぞれ形成される。凸
部５７は、各挿嵌部５６に１つずつ形成される。凸部５５，５７は、それぞれ挿嵌部５４
，５６を上面側からプレスして形成することができる。挿嵌部５４は、凸部５５が底板２
５ａの上面に接触し、底板２５ａを下金具４０の台座部４３に押し付ける。即ち、底板２
５ａは台座部４３と挿嵌部５４によって上下から挟持されている。挿嵌部５６は、凸部５
７が底板２５ｂの上面に接触し、底板２５ｂを第１ベース部５１に押し付ける。
【００５１】
　下金具４０の台座部４３と上金具５０の挿嵌部５４の間隔は、台座部４３と凸部５５の
先端との間において底板２５ａの厚みと同程度であることが好ましい。好適な間隔の一例
は、底板２５ａの厚みの０．９５～１．０５倍であり、特に好ましくは底板２５ａの厚み
よりも僅かに狭く、例えば０．９５～１．００倍未満である。第１ベース部５１と挿嵌部
５６の間隔は、第１ベース部５１と凸部５７の先端との間において底板２５ｂの厚みと同
程度であることが好ましい。好適な間隔の一例は、底板２５ｂの厚みの０．９５～１．０
５倍である。
【００５２】
　上金具５０は、第１ベース部５１に対して略垂直に延びる立壁部５８を有する。立壁部
５８は、フレーム１３ｂの内鍔２６ｂの先端に面する位置であって、上金具５０上にフレ
ーム１３ｂを配置する際に支障がない位置に設けられる。立壁部５８は、例えば太陽電池
モジュール１１に負圧が作用した場合に、フレーム１３ｂの棟側への移動を防止する。立
壁部５８は、第１ベース部５１と第２ベース部５２との連結部の横方向両側に形成されて
いる。上金具５０では、当該連結部と立壁部５８とが横方向に並んで形成されるため、当
該連結部によってもフレーム１３ｂの棟側への移動が防止される。更に、上金具５０は第
２ベース部５２に対して略垂直に延びる立壁部５９を有する。立壁部５９は、第２ベース
部５２の棟側端部に形成されており、例えば第２ベース部５２の強度を高める。
【００５３】
　なお、上金具５０の形状は、図８及び図９に示すものに限定されない。例えば、上金具
５０の横方向両側に挿嵌部５４（軒側挿嵌部）をそれぞれ形成し、各挿嵌部５４の間に挿
嵌部５６（棟側挿嵌部）を形成してもよい。或いは、上金具５０の横方向一方側に挿嵌部
５４を形成し、横方向他方側に挿嵌部５６を形成してもよい。また、上金具５０は立壁部
５８，５９を有さない形状としてもよい。
【００５４】
　図１０は、太陽光発電装置１０の軒側端部及びその近傍を示す断面図である。
　図１０に示すように、太陽光発電装置１０は、当該装置の軒側端部に取り付けられる化
粧カバー８０を備えることが好適である。化粧カバー８０は、例えば太陽電池モジュール
１１の長辺に沿って設けられる。化粧カバー８０は、軒側端部用下金具６０及び軒側端部
用上金具７０を用いてベース金具３０ｘに固定される。ベース金具３０ｘは、軒棟方向長
さがベース金具３０よりも短い点を除き、ベース金具３０と同じ形態を有する。即ち、ベ
ース金具３０ｘは固定部３１ｘ、ガイドレール部３４ｘ、及びボルト用ガイドレール部３
５ｘ等を有する。ベース金具３０ｘの代わりに、ベース金具３０を用いることも可能であ
る。
【００５５】
　化粧カバー８０は、例えば中空の略三角柱形状を有し、最も軒側に配置される太陽電池
モジュール１１の軒側端部に近接配置される。化粧カバー８０は、軒側端部用下金具６０
が挿し込まれる溝部８１を有することが好適である。溝部８１は、化粧カバー８０の下部
に形成されている。化粧カバー８０は、屋根の桁方向に隣接配置される他の化粧カバー８
０と連結されてもよい。各化粧カバー８０は、例えば他の化粧カバー８０内に挿し込み可
能な接続部８２を有し、各接続部８２によって桁方向に隣接配置されるカバー同士が連結
される。
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【００５６】
　軒側端部用下金具６０は、下金具４０と同様に、ガイドレール部３４ｘを構成する一対
の鉤部３６ｘ上に配置されるベース部６１と、ベース部６１から下方に延出して一対の鉤
部３６ｘに引っ掛けられる一対の脚部６４とを有する。ベース部６１には、軒棟方向に長
いボルト孔６２が形成されている。一方、軒側端部用下金具６０は、内鍔２６を押える押
え部の代わりに、ベース部６１の軒側端部から延出して化粧カバー８０の溝部８１に挿し
込まれる挿嵌部６６を有する点で、下金具４０と異なる。挿嵌部６６には、溝部８１の内
壁に当接する凸部６７が形成されていることが好ましい。
【００５７】
　軒側端部用上金具７０は、上金具５０と同様に、軒側端部用下金具６０のベース部６１
上に配置される第１ベース部７１、ボルト孔７３が形成される第２ベース部７２、及びフ
レーム１３の外溝２４に挿し込まれる挿嵌部７６（棟側挿嵌部）を有する。一方、軒側端
部用上金具７０は、軒側挿嵌部の代わりに、第１ベース部７１の軒側端部から上方に延び
た固定部７４を有する点で、上金具５０と異なる。固定部７４は、ビス８３を用いて化粧
カバー８０の棟側に向いた側面に固定される。固定部７４は、例えば第１ベース部７１の
横方向両側にそれぞれ形成され、２つの固定部７４の間に挿嵌部７６が形成される。挿嵌
部７６には、底板２５の上面に当接する凸部７７が形成されていることが好ましい。
【００５８】
　図１１及び図１２に、上記構成を備えた太陽光発電装置１０の施工手順の一例を示す。
　図１１は下記手順（１）～（３）を、図１２は下記手順（４）及び（５）をそれぞれ示
す。ここでは、太陽電池モジュール１１ａ，１１ｂの境界部分における施工手順を説明す
るが、太陽光発電装置１０の施工では、まず軒側端部用固定金具が野地板９０に固定され
る。太陽電池モジュール１１ａ，１１ｂの境界部分に取り付けられる固定金具１４は、例
えば軒側端部用固定金具のボルト１６の位置を基準に位置合わせが行われる。
　太陽電池モジュール１１ａ，１１ｂの境界部分における施工手順は下記の通りである。
（１）ベース金具３０を野地板９０に固定する。
（２）ベース金具３０のガイドレール部３４に下金具４０を挿入して仮止めする。
（３）下金具４０上に太陽電池モジュール１１ａを配置して、下金具４０の押え部４６に
より当該モジュールの内鍔２６ａを押え、下金具４０をベース金具３０に固定する。
（４）下金具４０上に上金具５０を配置して、上金具５０の挿嵌部５４を太陽電池モジュ
ール１１ａの外溝２４ａに挿し込み、上金具５０をベース金具３０に固定する。
（５）上金具５０上に太陽電池モジュール１１ｂを配置して、上金具５０の挿嵌部５６を
当該モジュールの外溝２４ｂに挿し込む。
【００５９】
　図１１（ａ）に示すように、軒側端部用固定金具の位置を基準として、ベース金具３０
を野地板９０に固定する。ベース金具３０は、必要により屋根材９１との間にスペーサー
９２を介在させた状態で、例えば木ネジ１５を用いて野地板９０に固定される。木ネジ１
５は、屋根材９１を貫通して野地板９０に固定されるが、屋根材９１の破損防止等の観点
から、屋根材９１の端部近傍を避けて取り付けられる。図１１（ａ）に示す例では、各固
定部３１において棟側から数えて２番目のネジ孔３２を除く、３つのネジ孔３２に木ネジ
１５が取り付けられている。
【００６０】
　続いて、図１１（ｂ）に示すように、ベース金具３０のガイドレール部３４に下金具４
０を挿入して所定箇所までスライドさせ、当該所定箇所に下金具４０を仮止めする。下金
具４０は、ボルト孔４２にボルト１６を挿通させた状態で、ガイドレール部３４の縦方向
端部から当該レール部に挿入される。このとき、ボルト１６の頭部はボルト用ガイドレー
ル部３５に挿入される。ボルト１６は、軸部が各第２鍔部３９（図５参照）の間から突き
出してベース金具３０上に起立し、頭部はボルト用ガイドレール部３５にスライド可能に
支持されている。
【００６１】
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　下金具４０は、ボルト孔４２に挿通されたボルト１６にナット１７を取り付けることで
所定箇所に仮止めされる。当該所定箇所は、上記の通り軒側端部用固定金具に取り付けら
れるボルト１６の位置を基準に定められる。下金具４０は、例えばボルト孔４２に挿通さ
れたボルト１６が当該所定箇所に位置するように仮止めされる。
【００６２】
　続いて、図１１（ｃ）に示すように、太陽電池モジュール１１ａのフレーム１３ａを下
金具４０の台座部４３上に配置する。そして、下金具４０を棟側に引っ張り、押え部４６
がフレーム１３ａの内鍔２６ａを押さえる位置まで、即ち台座部４３と押え部４６の間に
内鍔２６ａが深く挿し込まれる位置まで下金具４０を棟側に移動させる。これにより、内
鍔２６ａが下金具４０によって挟持され、下金具４０がフレーム１３ａにしっかり固定さ
れる。なお、下金具４０はナット１７により仮止めされており、またボルト孔４２は軒棟
方向に長い長孔であるから、ボルト１６を上記所定箇所に位置させた状態で下金具４０を
棟側に移動させることができる。その後、ナット１７を本締めして、ベース金具３０に下
金具４０をしっかり固定する。
【００６３】
　続いて、図１２（ａ）に示すように、下金具４０のベース部４１上に上金具５０を配置
し、挿嵌部５４を太陽電池モジュール１１ａの外溝２４ａに挿し込む。これにより、上金
具５０がフレーム１３ａに固定される。このとき、上金具５０のボルト孔５３にナット１
７が取り付けられたボルト１６、即ちナット１７より上方に位置するボルト１６の軸部が
挿通される。上金具５０の第１ベース部５１はベース部４１に接しているが、ボルト孔５
３が形成された第２ベース部５２は第１ベース部５１よりも高く形成されているため、上
金具５０はナット１７と干渉することなく下金具４０上に配置可能である。次に、ボルト
孔５３に挿通されたボルト１６にナット１８を取り付け、上金具５０をベース金具３０に
固定する。
【００６４】
　続いて、図１２（ｂ）に示すように、太陽電池モジュール１１ｂのフレーム１３ｂを上
金具５０の第１ベース部５１上に配置し、挿嵌部５６を外溝２４ｂに挿し込む。これによ
り、上金具５０がフレーム１３ｂに固定される。太陽電池モジュール１１ｂの棟側端部に
は、例えば別の固定金具１４が取り付けられる。或いは、棟側端部には棟側端部用固定金
具が取り付けられる。
【００６５】
　上記構成を備えた太陽光発電装置１０は、上記の簡便な工程を経て容易に構築可能であ
り、施工性に優れている。更に、太陽光発電装置１０では、太陽電池モジュール１１と固
定金具１４との結合力が強く太陽電池モジュール１１が屋根にしっかり固定されるため、
優れた耐荷重性が得られる。また、太陽光発電装置１０は、長さの短いベース金具３０を
用いているため、例えば長尺フレームを用いる場合と比べて、軽量化、材料コストの低減
等に寄与する。加えて、ベース金具３０は高さが低いため、太陽電池モジュール１１が屋
根から大きく浮き上がることなく取り付け可能である。また、太陽光発電装置１０によれ
ば、例えばモジュールフレームの外側に張り出した外鍔を利用した取り付け構造と比べて
、太陽電池モジュール１１ａ，１１ｂの隙間を小さくすることが可能であり、省スペース
化を図ることもできる。
【００６６】
　図１３及び図１４に、第２実施形態である太陽光発電装置１００を示す。
　以下では、上記実施形態と同様の構成要素には同じ符号を用いて重複する説明を省略し
、特に上記実施形態との相違点について詳細に説明する。
【００６７】
　図１３は太陽光発電装置１００の断面図、図１４は第４金具１６０の斜視図である。
　図１３に示すように、太陽光発電装置１００は太陽電池モジュール１１ａ，１１ｂに跨
って取り付けられる固定金具として、ベース金具３０と、下金具１４０と、上金具１５０
と、太陽電池モジュール１１ａのフレーム１３ａに係合する第４金具１６０とを備える。
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即ち、太陽光発電装置１００は、第４金具１６０を備える点で、太陽光発電装置１０と異
なる。第４金具１６０を用いることに起因して、下金具１４０及び上金具１５０の構造の
一部も太陽光発電装置１０の下金具４０及び上金具５０と異なる。第４金具１６０は、上
金具１５０よりも軒側に配置され、フレーム１３ａの外溝２４ａに挿し込まれる。
【００６８】
　図１３及び図１４に示すように、第４金具１６０は、略Ｕ字形状を呈し、ガイドレール
部３４を構成する一対の鉤部３６上に配置されるベース部１６１と、外溝２４ａに挿し込
まれる挿嵌部１６２とを有する。挿嵌部１６２は、第４金具１６０の棟側部分を軒側に折
り返して形成される。挿嵌部１６２には、底板２５ａの上面に接触する凸部１６３が形成
されることが好適である。凸部１６３は、挿嵌部１６２の横方向中央部等に形成されても
よいが、好ましくは挿嵌部１６２の横方向両端部にそれぞれ形成される。下金具１４０及
び上金具１５０は、太陽光発電装置１０の場合と同様に、ボルト１６及びナット１７，１
８を用いてベース金具３０に固定されるが、第４金具１６０はボルト孔を有さず、下金具
１４０と係合することでベース金具３０に固定される。
【００６９】
　下金具１４０は、例えば第４金具１６０の下部が挿し込まれる貫通孔１４１を有する。
貫通孔１４１は、台座部４３の棟側部分に形成され、好ましくは台座部４３の棟側部分か
らベース部４１の軒側端部に亘って形成される。貫通孔１４１には第４金具１６０のベー
ス部１６１が挿し込まれ、少なくともベース部１６１の先端部が台座部４３の下面に引っ
掛けられる。即ち、ベース部１６１は台座部４３と鉤部３６との間に挿し込まれ、好まし
くは台座部４３及び鉤部３６に接触する。ベース部１６１は、例えば台座部４３と鉤部３
６との間隔と略同一の厚みを有する。
【００７０】
　太陽光発電装置１００では、太陽光発電装置１０の場合と同様に、フレーム１３ａが下
金具１４０の台座部４３上に載せられ、内鍔２６ａが押え部４６により押え付けられる。
フレーム１３ａの外溝２４ａには、上記の通り第４金具１６０の挿嵌部１６２が挿し込ま
れ、フレーム１３ａの底板２５ａは挿嵌部１６２と台座部４３とで挟持される。挿嵌部１
６２の凸部１６３の先端と台座部４３との好適な間隔の一例は、底板２５ａの厚みの０．
９５～１．０５倍である。上記のように、ベース部１６１は台座部４３と鉤部３６との間
に挿し込まれることから、挿嵌部１６２はベース部１６１との間に底板２５ｂ及び台座部
４３に対応する隙間が形成されるように第４金具１６０の棟側部分を軒側に折り返して形
成される。
【００７１】
　上金具１５０は、例えば挿嵌部５４を有さずフレーム１３ａと係合しない点を除き、上
金具５０と同様の構成を有する。上金具１５０は、フレーム１３ｂの外溝２４ｂに挿し込
まれる挿嵌部５６を有し、フレーム１３ｂに固定される。挿嵌部５６は、第１ベース部５
１の横方向両側に形成されていてもよいが、好ましくは第１ベース部５１の横方向全長に
亘って形成される。
【００７２】
　上記構成を備えた太陽光発電装置１００は、太陽光発電装置１０と同様に、耐荷重性及
び施工性に優れる。第４金具１６０は、下金具１４０上に太陽電池モジュール１１ａを載
せた後、挿嵌部１６２を外溝２４ａに、ベース部１６１を下金具１４０の貫通孔１４１に
それぞれ挿し込むことで、フレーム１３ａ及びベース金具３０に固定することができる。
太陽光発電装置１００では、第４金具１６０のベース部１６１が下金具１４０の台座部４
３と鉤部３６の隙間に介在しているため、例えば台座部４３に加わる荷重を鉤部３６に伝
達して分散させることができる。
【００７３】
　図１５～図１７に、第３実施形態である太陽光発電装置２００を示す。
　以下では、上記実施形態と同様の構成要素には同じ符号を用いて重複する説明を省略し
、特に上記実施形態との相違点について詳細に説明する。
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【００７４】
　図１５は、太陽光発電装置２００の断面図である。
　図１５に示すように、太陽光発電装置２００は、太陽電池モジュール１１ａ，１１ｂに
跨って取り付けられる固定金具として、ベース金具２３０と、下金具４０と、上金具５０
とを備える。太陽光発電装置２００が設置される屋根には、少なくとも太陽電池モジュー
ル１１が設置される部分に屋根材が設けられず、野地板９０上にベースプレート２６０が
設置されている。ベース金具２３０は、例えば固定部２３１のネジ孔２３２に取り付けら
れる木ネジ１５を用いて野地板９０に固定される。本実施形態では、木ネジ１５を取り付
ける部分に屋根材が設けられないため、太陽光発電装置１０の場合よりも、ベース金具２
３０の軒棟方向に沿った長さを短くし、またネジ孔２３２の数を減らすことができる。
【００７５】
　ベース金具２３０は、ベース金具３０と同様に、ガイドレール部２３４及びボルト用ガ
イドレール部２３５を有する。一方、ベース金具２３０は、上記の通りベース金具３０よ
りも軒棟方向に沿った長さが短く、ネジ孔２３２の数が少ない。詳しくは後述するが、ベ
ース金具２３０は当該金具が固定されるベースプレート２６０との間に、棟側に設置され
る別のベースプレート２６０の端部が挿し込まれる切り欠き部２４０を有する点で、ベー
ス金具３０と異なる。
【００７６】
　図１６は、ベースプレート２６０を野地板９０上に設置した状態を示す。
　図１６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２６
０が設置され、各ベースプレート２６０上にベース金具２３０が設けられる。ベースプレ
ート２６０を用いずベース金具２３０を野地板９０に直接固定することも可能であるが、
ベースプレート２６０を用いることで、例えばベース金具２３０の位置合わせが容易にな
り施工性が向上する。ベースプレート２６０を用いる場合、ベースプレート２６０上の所
定位置に粘着テープ等を用いてベース金具２３０を予め固定（仮止め）し、当該ベースプ
レートを屋根に運び上げて野地板９０上に設置する。ベースプレート２６０の設置は、後
述するように簡便でありながら高精度で行うことができる。
【００７７】
　ベースプレート２６０は、例えば金属製の板状部材であって、野地板９０との間に屋根
材を介在させることなく野地板９０に直接固定される。ベースプレート２６０と野地板９
０との間には防水シート等が設けられていてもよい。図１６に示す例では、１枚のベース
プレート２６０上に１つのベース金具２３０と、２つの保持部２６１が設けられている。
ベースプレート２６０は、例えば太陽電池モジュール１１の半分程度の大きさを有し、大
凡２枚のベースプレート２６０上に１枚の太陽電池モジュール１１（一点鎖線で示す）が
設置される。太陽電池モジュール１１は、太陽光発電装置１０の場合と同様に、軒側端部
、棟側端部が２箇所ずつ、合計４箇所がベース金具２３０に固定される。
【００７８】
　ベースプレート２６０は、軒側の横方向一方側（以下、「左側」とする）から野地板９
０上に配置される。左側に配置されるベースプレート２６０ａ上には、横方向他方側（以
下、「右側」とする）に隣接配置されるベースプレート２６０ｃの一部が重ねられる。ま
た、ベースプレート２６０ａ上には、棟側に隣接配置されるベースプレート２６０ｂの一
部が重ねられる。このようにして、ベースプレート２６０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２６０ａ，２６０ｂ，２６０ｃは、太陽電池モジュ
ール１１の場合と同様に相対的な位置関係を示すものであり、いずれも同じプレートを使
用することができる。
【００７９】
　保持部２６１は、各ベースプレート２６０の右側に設けられる。ベースプレート２６０
ａ上に設けられた保持部２６１は、ベースプレート２６０ａとの間にベースプレート２６
０ｃを挿し込み可能な隙間を有する。ベースプレート２６０ａ上に重ねられるベースプレ
ート２６０ｃの端部は、当該隙間に挿し込まれ保持部２６１によって上方に浮き上がらな
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【００８０】
　図１５～図１７に示すように、ベース金具２３０には切り欠き部２４０が形成されてい
る。ベース金具２３０は各ベースプレート２６０の棟側に設けられ、切り欠き部２４０は
ベース金具２３０の棟側端部に形成される。例えば、ベースプレート２６０ａ上に設けら
れたベース金具２３０とベースプレート２６０ａとの間には、ベースプレート３０ｂの端
部を挿し込み可能な隙間が存在する。切り欠き部２４０は、ベース金具２３０の棟側端部
に位置する台座部２３３の下部及び固定部２３１を切除して形成され、ベース金具２３０
とベースプレート２６０ａとの間に上記隙間を形成する。換言すると、ベース金具２３０
の一部がベースプレート２６０ａとの間に上記隙間をあけて棟側に突出しており、ベース
プレート２６０ａ上に重ねられるベースプレート２６０ｂの端部は、当該突出部によって
上方に浮き上がらないように押えられる。
【００８１】
　なお、上記各実施形態の構成要素を組み合わせた形態、或いは組み替えた形態としても
よい。例えば、図１８に例示する太陽光発電装置３００（第４実施形態）は、ベースプレ
ート２６０が設置された野地板９０にベース金具２３０が固定され、ベース金具２３０上
に下金具１４０、上金具１５０、及び第４金具１６０が固定された構造を有する。
【符号の説明】
【００８２】
　１０　太陽光発電装置、１１，１１ａ，１１ｂ　太陽電池モジュール、１２，１２ａ，
１２ｂ　太陽電池パネル、１３，１３ａ，１３ｂ　フレーム、１４　固定金具、１５　木
ネジ、１６　ボルト、１７，１８　ナット、２０　本体部、２１　鉤部、２２，２２ａ，
２２ｂ　内溝、２３　鉤部、２４，２４ａ，２４ｂ　外溝、２５，２５ａ，２５ｂ　底板
、２６，２６ａ，２６ｂ　内鍔、３０，３０ｘ　ベース金具、３１，３１ｘ　固定部、３
２，３２ｘ　ネジ孔、３３　台座部、３４，３４ｘ　ガイドレール部、３５，３５ｘ　ボ
ルト用ガイドレール部、３６，３６ｘ　鉤部、３７　支持部、３８　第１鍔部、３９　第
２鍔部、４０　下金具、４１　ベース部、４２　ボルト孔、４３　台座部、４４　脚部、
４５　凸部、４６　押え部、４７　凸部、４８　立壁部、５０　上金具、５１　第１ベー
ス部、５２　第２ベース部、５３　ボルト孔、５４　挿嵌部、５５　凸部、５６　挿嵌部
、５７　凸部、５８，５９　立壁部、６０　軒側端部用下金具、６１　ベース部、６２　
ボルト孔、６４　脚部、６６　挿嵌部、６７　凸部、７０　軒側端部用上金具、７１　第
１ベース部、７２　第２ベース部、７３　ボルト孔、７４　固定部、７６　挿嵌部、７７
　凸部、８０　化粧カバー、８１　溝部、８２　接続部、８３　ビス、９０　野地板、９
１　屋根材、９２　スペーサー、１００　太陽光発電装置、１４０　下金具、１４１　貫
通孔、１５０　上金具、１６０　第４金具、１６１　ベース部、１６２　挿嵌部、１６３
　凸部、２００　太陽光発電装置、２３０　ベース金具、２３１　固定部、２３２　ネジ
孔、２３３　台座部、２３４　ガイドレール部、２３５　ボルト用ガイドレール部、２３
６　鉤部、２４０　切り欠き部、２６０　ベースプレート、２６１　保持部、３００　太
陽光発電装置
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