
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽電池モジュールの棟側横フレーム部材に、軒方向に開口した連結具用挿入部が設け
られており、
　太陽電池モジュールの軒側横フレーム部材に、棟側横フレーム部材との連結のための連
結具が着脱自在に固定される連結具用固定部が設けられており、
　軒棟方向に隣接する軒側太陽電池モジュールの棟側横フレーム部材と棟側太陽電池モジ
ュールの軒側横フレーム部材とが、連結具が棟側横フレーム部材の前記連結具用挿入部へ
挿入されるとともに軒側横フレーム部材の前記連結具用固定部へ固定されて、互いに分離
自在に連結されるようになっており、
　連結具は、軒側横フレーム部材の連結具用固定部へネジ固定されるようになっており、
その固定ネジが軒側太陽電池モジュールの棟側横フレーム部材と接触して、軒側太陽電池
モジュールの棟側横フレーム部材と棟側太陽電池モジュールの軒側横フレーム部材とが電
気的に接続されるようになっていることを特徴とする太陽電池フレーム構造。
【請求項２】
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屋根下地材上に配設された固定具を介して棟側横フレーム部材が屋根下地に固定される
ようになっており、
　棟側横フレーム部材には固定具用係合部が設けられ、固定具には左右方向に隣接する太
陽電池モジュールの棟側横フレーム部材それぞれの固定具用係合部にまたがる長さの係合
部が設けられており、



【請求項３】
　

【請求項４】
　

【請求項５】
　

【請求項６】
　

【請求項７】
　

【請求項８】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この出願の発明は、太陽電池フレーム構造に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、エネルギー問題や地球環境問題への関心の高まりとともに、自然エネルギーを利用
した新エネルギー技術のひとつとして、太陽電池によって太陽光エネルギーを電力に変換
する太陽光発電システムが注目され、その実用化が進められており、その実用形態のひと
つとして、住宅等の屋根上に太陽電池モジュールを配設することがしばしば行なわれてい
る。
【０００３】
太陽電池モジュールは、たとえば、その周端縁部（つまり、棟側、軒側、左側、右側の端
縁部）に横・縦フレーム部材が装着されてなるものであり、それら横・縦フレーム部材を
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　この固定具の係合部に対して左側の太陽電池モジュールの棟側横フレーム部材における
固定具用係合部と右側の太陽電池モジュールの棟側横フレーム部材における固定用係合部
が係合されて、固定具用係合部同士の左右の通りが固定具に沿って出るようになっている
請求項１の太陽電池フレーム構造。

固定具における棟側横フレーム部材および縦フレーム部材が乗る部分に位置決め部が設
けられており、この位置決め部によって太陽電池モジュールの横方向への位置ずれが防止
されるようになっている請求項２の太陽電池フレーム構造。

太陽電池モジュールの左右の縦フレーム部材の少なくとも一方に支持脚が取り付けられ
ており、この支持脚により屋根下地材上にて縦フレーム部材が支持されるようになってお
り、
　支持脚の位置ズレを防ぐために、支持脚の上面部には凸部が設けられ、縦フレーム部材
の下面には凹部が設けられ、これら凸部と凹部が嵌合するようになっている請求項１ない
し３のいずれかの太陽電池フレーム構造。

屋根上における太陽電池モジュール群のうちで左右端に位置して仕舞い部材と隣接する
太陽電池モジュールの縦フレーム部材には、縦フレーム部材とともに仕舞部材の隣接端部
を覆うカバー体が着脱自在に取り付けられるようになっており、
　このカバー体は、縦フレーム部材に設けられた縦樋部に対して着脱自在にスライド嵌合
される請求項１ないし４のいずれかの太陽電池フレーム構造。

前記太陽電池モジュールに隣り合う瓦の切断面を覆うけらば瓦がカバー体にネジ固定さ
れるようになっている請求項５の太陽電池フレーム構造。

屋根上における太陽電池モジュール群のうちで棟側端に位置する太陽電池モジュールの
棟側横フレーム部材には、棟側から隣接する瓦の軒側先端部が瓦受け具を介して取り付け
られるようになっており、
　瓦受け具は、棟側横フレーム部材の連結具用挿入部を覆うように上載される上載部と棟
方向へ開口した瓦用挿入部とを有しており、この瓦受け具の瓦用挿入部に瓦の軒側先端部
を挿入した状態で、上載部を連結具用挿入部へ上載してビス固定する請求項１ないし６の
いずれかの太陽電池フレーム構造。

瓦用挿入部は、上載部から棟方向へ延設されて棟側横フレーム部材の横樋部を上方から
臨む下板片と上載部から上方へ突出するとともに棟方向へ屈折した上板片とを有している
請求項７の太陽電池フレーム構造。



介して野地板や防水下葺材などの屋根下地材の上に載置される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述した太陽電池モジュールにあっては、太陽光発電システムの実用化をより
一層推進させるべく、施工性や耐環境性などの向上が常に要求されており、従来よりその
フレーム構造について様々な研究開発が行われている。
【０００５】
この出願の発明も、太陽電池モジュールの施工性や施工後の各種特性をより一層向上させ
ることのできる、全く新しい太陽電池フレーム構造を提供することを課題としている。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　この出願の発明は、上記の課題を解決するものとして、第１には、太陽電池モジュール
の棟側横フレーム部材に、軒方向に開口した連結具用挿入部が設けられており、太陽電池
モジュールの軒側横フレーム部材に、棟側横フレーム部材との連結のための連結具が着脱
自在に固定される連結具用固定部が設けられており、軒棟方向に隣接する軒側太陽電池モ
ジュールの棟側横フレーム部材と棟側太陽電池モジュールの軒側横フレーム部材とが、連
結具が棟側横フレーム部材の前記連結具用挿入部へ挿入されるとともに軒側横フレーム部
材の前記連結具用固定部へ固定されて、互いに分離自在に連結されるようになって

ことを特徴とする太陽電池フレーム構造を提供する。
【０００７】
　また、この出願の発明は 第 には、屋根下地材上に配設された固定具を介して上記棟
側横フレーム部材が屋根下地に固定されるようになっており、棟側横フレーム部材には固
定具用係合部が設けられ、固定具には左右方向に隣接する太陽電池モジュールの棟側横フ
レーム部材それぞれの固定具用係合部にまたがる長さの係合部が設けられており、この固
定具の係合部に対して左側の太陽電池モジュールの棟側横フレーム部材における固定具用
係合部と右側の太陽電池モジュールの棟側横フレーム部材における固定用係合部が係合さ
れて、固定具用係合部同士の左右の通りが固定具に沿って出るようになっていることを特
徴とする太陽電池フレーム構造、第 には、上記固定具における棟側横フレーム部材およ
び縦フレーム部材が乗る部分に位置決め部が設けられており、この位置決め部によって太
陽電池モジュールの横方向への位置ずれが防止されるようになっていることを特徴とする
太陽電池フレーム構 提供する。
【０００８】
　またさらに、第 には、上記太陽電池モジュールの左右の縦フレーム部材の少なくとも
一方に支持脚が取り付けられており、この支持脚により屋根下地材上にて縦フレーム部材
が支持されるようになっており、支持脚の位置ズレを防ぐために、支持脚の 面部には凸
部が設けられ、縦フレーム部材の下面には凹部が設けられ、これら凸部と凹部が嵌合する
ようになっていることを特徴とする太陽電池フレーム構造、第 には、屋根上における上
記太陽電池モジュール群のうちで左右端に位置して仕舞い部材と隣接する太陽電池モジュ
ールの縦フレーム部材には、縦フレーム部材とともに仕舞部材の隣接端部を覆うカバー体
が着脱自在に取り付けられるようになっており、このカバー体は、縦フレーム部材に設け
られた縦樋部に対して着脱自在にスライド嵌合されることを特徴とする太陽電池フレーム
構造を提供する。
　またさらに、第 には、前記太陽電池モジュールに隣り合う瓦の切断面を覆うけらば瓦
がカバー体にネジ固定されるようになっていることを特徴とする太陽電池フレーム構造を
提供する。
【０００９】
　またさらに、第 には、屋根上における太陽電池モジュール群のうちで棟側端に位置す
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おり、
連結具は、軒側横フレーム部材の連結具用固定部へネジ固定されるようになっており、そ
の固定ネジが軒側太陽電池モジュールの棟側横フレーム部材と接触して、軒側太陽電池モ
ジュールの棟側横フレーム部材と棟側太陽電池モジュールの軒側横フレーム部材とが電気
的に接続されるようになっている

、 ２

３

造を

４

上

５

６

７



る上記太陽電池モジュールの棟側横フレーム部材には、棟側から隣接する瓦の軒側先端部
が瓦受け具を介して取り付けられるようになっており、瓦受け具は、棟側横フレーム部材
の連結具用挿入部を覆うように上載される上載部と棟方向へ開口した瓦用挿入部とを有し
ており、この瓦受け具の瓦用挿入部に瓦の軒側先端部を挿入した状態で、上載部を連結具
用挿入部へ上載してビス固定することを特徴とする太陽電池フレーム構造、第 には、上
記瓦用挿入部は、上載部から棟方向へ延設されて棟側横フレーム部材の横樋部を上方から
臨む下板片と上載部から上方へ突出するとともに棟方向へ屈折した上板片とを有している
ことを特徴とする太陽電池フレーム構造を提供する。
【００１０】
【発明の実施の形態】
この出願の発明は、以上のとおりの特徴を有するものであるが、以下に、添付した図面に
沿って実施例を示し、さらに詳しくこの出願の発明の実施の形態について説明する。
【００１１】
【実施例】
［実施例１］
図１および図２は、この出願の発明の太陽電池フレーム構造の一実施例を示したものであ
る。
【００１２】
たとえばこれら図１および図２に例示したように、この出願の発明の太陽電池フレーム構
造では、太陽電池モジュール（１）の棟側横フレーム部材（１１）に、軒方向に開口した
連結具用挿入部（１１１）が設けられており、太陽電池モジュール（１）の軒側横フレー
ム部材（１２）に、棟側横フレーム部材（１１）との連結のための連結具（２）が着脱自
在に固定される連結具用固定部（１２１）が設けられており、屋根上にて軒棟方向に隣接
する軒側太陽電池モジュール（１ａ）の棟側横フレーム部材（１１）と棟側太陽電池モジ
ュール（１ｂ）の軒側横フレーム部材（１２）とが、連結具（２）が棟側横フレーム部材
（１１）の連結具用挿入部（１１１）へ挿入されるとともに軒側横フレーム部材（１２）
の連結具用固定部（１２１）へ固定されて、互いに分離自在に連結されるようになってい
ることを特徴としており、これにより、連結具（２）を取り外すだけで棟側横フレーム部
材（１１）と軒側横フレーム部材（１２）との連結を任意に解除でき、段葺きされた太陽
電池モジュール群のなかから各太陽電池モジュール（１）を一つずつ単独で脱着できる。
【００１３】
この場合さらに説明すると、たとえば図１および図２の例では、まず、太陽電池モジュー
ル（１）の棟側横フレーム部材（１１）に設けられた連結具用挿入部（１１１）は、棟側
横フレーム部材（１１）の上面部から上方へ突出するとともに軒方向へ屈折した板片によ
り、軒方向へ開口するように構成されている。この連結具用挿入部（１１１）は、たとえ
ば、１個あるいは複数個が棟側横フレーム部材（１１）の長手方向に沿っての所定位置に
配設されていても、あるいは長尺体として棟側横フレーム部材（１１）の長手方向のほぼ
全長に渡って設けられていてもよい。
【００１４】
次いで、太陽電池モジュール（１）の軒側横フレーム部材（１２）に設けられた連結具用
固定部（１２１）は、軒側横フレーム部材（１２）の軒側端部から軒方向へ突出した板片
により構成されている。この連結具用固定部（１２１）も、上記の連結具用挿入部（１１
１）と同様に、たとえば、１個あるいは複数個が軒側横フレーム部材（１２）の長手方向
に沿っての所定位置に配設されていても、あるいは長尺体として軒側横フレーム部材（１
２）の長手方向のほぼ全長に渡って設けられていてもよい。
【００１５】
そして、棟側横フレーム部材（１１）と軒側横フレーム部材（１２）とを連結する連結具
（２）は、断面略Ｃ字形状を有しており、その下方平板部（２１）が棟側横フレーム部材
（１１）の連結具用挿入部（１１１）の開口部分に挿入され、且つ、上方平板部（２２）
が軒側横フレーム部材（１２）の連結具用固定部（１２１）にネジ固定されることで、棟
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側横フレーム部材（１１）と軒側横フレーム部材（１２）とを連結するようになっている
。
【００１６】
このような構造により、図１（ａ）（ｂ）に例示したように、着脱自在な連結具（２）の
装着およびネジ固定だけで、互いに軒棟方向に隣接する軒側太陽電池モジュール（１ａ）
の棟側横フレーム部材（１１）と棟側太陽電池モジュール（１ｂ）の軒側横フレーム部材
（１２）を連結することができ、その連結の解除は、図２（ａ）（ｂ）に例示したように
、連結具（２）のネジ外しおよび取外しだけで容易に、且つ任意に行うことができる。
【００１７】
すなわち、たとえば図３に例示したように、この出願の発明の太陽電池フレーム構造によ
れば、最初の施工時には屋根上にて軒側から棟側へと順に太陽電池モジュール（１）を段
葺きするが、その後のメンテナンス時や修理・交換時などでは、対象となる太陽電池モジ
ュール（１）のみを、隣接する他の太陽電池モジュール（１）を取り外すことなく、つま
り他の太陽電池モジュール（１）とは独立して、単独で取外し・再取付けできるのである
。
【００１８】
なお、たとえば図４に例示したように、連結具（２）を軒側横フレーム部材（１２）に固
定させたままで、連結具（２）の下方平板部（２１）を棟側横フレーム部材（１１）の連
結具用挿入部（１１１）へ挿入可能となっていてもよい。
【００１９】
もちろん、互いに左右方向に隣接する太陽電池モジュール（１）の縦フレーム部材（１３
）（図３参照）は、太陽電池モジュール（１）毎の単独脱着を邪魔することのないように
、隣接してはいるものの互いに重なり合いなどせずに独立したものとなっている。
【００２０】
［実施例２］
図１の例では、連結具（２）と軒側横フレーム部材（１２）の連結具用固定部（１２１）
とは固定ネジ（３）により固定されているが、この場合、固定ネジ（３）が軒側太陽電池
モジュール（１ａ）の棟側横フレーム部材（１１）と接触することにより、軒側太陽電池
モジュール（１ａ）の棟側横フレーム部材（１１）と棟側太陽電池モジュール（１ｂ）の
軒側横フレーム部材（１２）とが電気的に接続されるようになっていることが好ましい。
【００２１】
より具体的には、たとえば図１（ｂ）に例示したように、固定ネジ（３）は、軒側横フレ
ーム部材（１２）の連結具用固定部（１２１）から連結具（２）の上方平板部（２２）を
貫通し、その先端が軒側太陽電池モジュール（１ａ）の棟側横フレーム部材（１１）に設
けられた連結具用挿入部（１１１）の上部に接触する長さを有しており、この固定ネジ（
３）を介して、連結状態の棟側横フレーム部材（１１）と軒側横フレーム部材（１２）と
は電気的に接続されることとなる。
【００２２】
これにより、各太陽電池モジュール（１）に対してアース線を接続するなどのアース対策
を別途施す必要がなく、固定ネジ（３）により連結具（２）をネジ固定するだけで、太陽
電池モジュール（１）のアース対策をも同時に手間なく実現することができる。
【００２３】
［実施例３］
また、この出願の発明では、太陽電池モジュール（１）の施工性をさらに向上させるべく
、たとえば図１および図２に例示したように、軒側横フレーム部材（１２）に当止片（１
２２）を設け、施工時にこの当止片（１２２）が軒側太陽電池モジュール（１ａ）の棟側
横フレーム部材（１１）における連結具用挿入部（１１１）と接触して棟側太陽電池モジ
ュール（１ｂ）の軒側横フレーム部材（１２）が軒側太陽電池モジュール（１ａ）の棟側
横フレーム部材（１１）に対して係止されるようになっていることが好ましい。
【００２４】
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より具体的には、図１および図２の例では、当止片（１２２）は、軒側横フレーム部材（
１２）の下面部から軒方向へ垂下して設けられており、軒側横フレーム部材（１２）を軒
側太陽電池モジュール（１ａ）の棟側横フレーム部材（１１）へ連結させる際に、当止片
（１２２）の屈曲先端部（１２２ａ）が、棟側横フレーム部材（１１）の連結具用挿入部
（１１１）を形成する板片の立上り部（１１１ａ）に棟側から当接して、軒側横フレーム
部材（１２）が棟側横フレーム部材（１１）に対して当止されるようになっている。
【００２５】
この当止構造により、図１（ａ）に例示したように、施工時において連結具（２）の装着
・固定前に、棟側太陽電池モジュール（１ｂ）が軒方向へ滑り落ちてしまうことを防ぐこ
とができ、棟側太陽電池モジュール（１ｂ）を抑えていなくても連結具（２）の装着・固
定を容易に行うことができるようになる。もちろん、図２（ａ）に例示したように、太陽
電池モジュール（１）を取り外す際に連結具（２）を取り外した後であっても、モジュー
ル滑落の危険性を効果的に抑制することができる。
【００２６】
［実施例４］
上述したように当止片（１２２）によるフレーム係止構造を設けた場合において、この出
願の発明では、連結具用挿入部（１１１）を形成する板片の立上り部（１１１ａ）に棟方
向へ突出した荷重受け部（１１２）を設けてもよく、この荷重受け部（１１２）上に、立
上り部（１１１ａ）に当接した当止片（１２２）の屈曲先端部（１２２ａ）が乗ることに
よって、軒側横フレーム部材（１２）がより強固に支持されるようになる。
【００２７】
これにより、たとえば積雪があった場合でも、積雪の荷重を下方へ分散させることができ
、重みによる軒側横フレーム部材（１２）および棟側横フレーム部材（１１）や連結具（
２）の変形などを効果的に防止することができる。
【００２８】
［実施例５］
この出願の発明では、太陽電池モジュール（１）の施工性をさらに一層向上させるべく、
たとえば図１及び図２ならびに図５に例示したように、屋根下地材（１００）上に配設さ
れた固定具（４）を介して棟側横フレーム部材（１１）が屋根下地材（１００）に固定さ
れるようになっており、棟側横フレーム部材（１１）には固定具用係合部（１１３）が設
けられ、固定具（４）には左右方向に隣接する太陽電池モジュール（１）の棟側横フレー
ム部材（１１）それぞれの固定具用係合部（１１３）にまたがる長さの係合部（４１）が
設けられた構造とすることが好ましい。
【００２９】
これにより、固定具（４）が野地板等の屋根下地材（１００）上の所定位置に固定された
後、同じ固定具（４）の係合部（４１）に対して左側の太陽電池モジュール（１）の棟側
横フレーム部材（１１）における固定具用係合部（１１３）と右側の太陽電池モジュール
（１）の棟側横フレーム部材（１１）における固定具用係合部（１１３）とが係合される
。したがって、左右方向に隣接する固定具用係合部（１１３）同士の左右の通りが固定具
（４）に沿って出るようになり、棟側横フレーム部材（１１）の横方向の並び、つまり太
陽電池モジュール（１）の横方向の並びが一致する。すなわち、たとえば図６に例示した
ように太陽電池モジュール（１）を千鳥葺きした場合であっても、棟側横フレーム部材（
１１）と固定具（４）との係合が確実に行われ、各太陽電池モジュール（１）の横方向の
位置決めを容易に行うことができるのである。
【００３０】
なお、固定具（４）において、棟側横フレーム部材（１１）および縦フレーム部材（１３
）が乗る部分に位置決め部（図示していない）を設け、その位置決め部によって太陽電池
モジュール（１）の横方向への位置ずれを防ぐようにしてもよい。
【００３１】
［実施例６］
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上述したように太陽電池モジュール（１）の施工性を各段に高めたこの出願の発明では、
たてえば以下のような通気構造を併せ持つことで、太陽電池モジュール（１）の施工後の
通気性をも向上させることができる。
【００３２】
すなわち、たとえば図７および図８に例示したように、連結具（２）の下方平板部（２１
）に第一の通気口（２４）が設けられ、且つ、軒側横フレーム部材（１２）の当止片（１
２２）に前記第一の通気口（２４）に対して左右方向に位置ずれした第二の通気口（１２
３）が設けられており、また、連結具（２）の下方平板部（２１）と棟側横フレーム部材
（１１）との間に第一の通気隙間（５）が設けられ、且つ、連結具（２）の立板部（２３
）と棟側横フレーム部材（１１）の連結具用挿入部（１１１）との間に第二の通気隙間（
６）が設けられており、これら第一の通気口（２４）、第二の通気口（１２３）、第一の
通気隙間（５）および第二の通気隙間（６）により外部と太陽電池モジュール（１）裏側
とを連通する通気経路が形成された構造である。
【００３３】
なお、図７の例では、実施例４にて前述したように連結具用挿入部（１１１）背面の荷重
受け部（１１２）に当止片（１２２）の屈曲先端部（１２２ａ）が乗ることによって、軒
側横フレーム部材（１２）の下面部と連結具用挿入部（１１１）の上面部との間にも隙間
が生じ、第二の通気隙間（６）から第二の通気口（１２３）との間の通気経路が確保され
ている。
【００３４】
これにより、外部から第一の通気隙間（５）、第一の通気口（２４）、第二の通気隙間（
６）、第二の通気口（１２３）を順に通って太陽電池モジュール（１）の裏側へと連通し
た通気経路により、外気が太陽電池モジュール（１）の裏側、つまり太陽電池モジュール
（１）と屋根下地材（１００）との間の空間へと導かれ、逆に、太陽電池モジュール（１
）の裏側において暖まった空気は通気経路を通って外へ排出されるようになる。したがっ
て、効果的な通気が実現され、太陽電池モジュール（１）の高温化によるエネルギー変換
効率の低下を防ぐ効果があるとともに、裏側空間が湿気の少ない環境となるので屋根下地
材（１００）の腐食や劣化を防ぐ効果もある。
【００３５】
また、第二の通気隙間（６）は連結具（２）の立板部（２３）によって外部から遮蔽され
ており、且つ、図８に例示したように（位置関係の説明のために簡略化して図示している
）、第一の通気口（２４）と第二の通気口（１２３）とは左右位置が交互にずれて設けら
れているので、外部からの雨水が太陽電池モジュール（１）裏側へ漏れることがなく、防
水対策が施された通気経路となっている。
【００３６】
このような通気構造によって、この出願の発明のフレーム構造を具備した太陽電池モジュ
ール（１）自体での通気・換気が可能となり、太陽電池モジュール（１）とは別体として
の通気専用モジュールや通気機能付棟役物などの通気部材を用いる必要がないため、屋根
の外観性を損ねることもなく、太陽電池モジュール（１）の設置個数を減らす必要もない
。
【００３７】
［実施例７］
さて、上述した実施例１～６における各種構造は太陽電池モジュール（１）の横フレーム
部材に関わるものであるが、この出願の発明では、太陽電池モジュール（１）の縦フレー
ム部材についても以下のような構造を提供する。
【００３８】
すなわち、図９および図１０に例示したように、太陽電池モジュール（１）の左右の縦フ
レーム部材（１３）の少なくとも一方に支持脚（７）が取り付けられており、この支持脚
（７）により屋根下地材（１００）上にて縦フレーム部材（１３）が支持された構造であ
る。
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【００３９】
この支持構造によって、縦フレーム部材（１３）からの荷重を受けて、太陽電池モジュー
ル（１）のたわみを効果的に防止できるようになる。
なお、たとえば図９に例示したように、支持脚（７）の位置ズレを防ぐために、支持脚（
７）の上面部に凸部（７１）が設けられ、縦フレーム部材（１３）の下面部に凹部（１３
１）が設けられており、凸部（７１）と凹部（１３１）が嵌合するようになっていること
が好ましい。
【００４０】
［実施例８］
また、たとえば図１１に例示したように、屋根上におけるモジュール群のうちで左右端部
に位置する、つまり後述するように仕舞い部材（１１０）と隣接することとなる太陽電池
モジュール（１）の縦フレーム部材（１３）には、縦フレーム部材（１３）とともに仕舞
い部材（１１０）の隣接端部を覆うカバー体（８）が着脱自在に取り付けられるようにな
っていることも好ましい態様である。
【００４１】
より具体的には、図１１の例では、太陽電池モジュール（１）の周辺に敷設された瓦（１
２０）および太陽電池モジュール（１）の縦フレーム部材（１３）との間の漏水を防ぐた
めに、板金製の水切り材である仕舞い部材（１１０）が設けられている。この場合、カバ
ー体（８）は、縦フレーム部材（１３）の上面部と仕舞い部材（１１０）の立板部（１１
１）とを覆うように、縦フレーム部材（１３）に取り付けられている。また、縦フレーム
部材（１３）には、その長手方向に沿って棟側から軒側へ延びた、雨水等を軒方向へ流す
ための縦樋部（１３２）が設けられており、カバー体（８）はこの縦樋部（１３２）に対
して着脱自在にスライド嵌合されている。
【００４２】
そして、このカバー体（８）から仕舞い部材（１１０）にかけて縦フレーム部材（１３）
と瓦（１２０）との間の防水構造が実現されている一方で、カバー体（８）の着脱は仕舞
い部材（１１０）に対して独立して行うことができるので、仕舞い部材（１１０）は取り
外すことなく、カバー体（８）を取り外すだけで、太陽電池モジュール（１）の着脱を容
易に、且つ任意に行うことができるようになっている。
【００４３】
なお図１１の例では、瓦（１２０）の切断面を覆う板金製のけらば瓦（１３０）が固定ネ
ジ（１４０）によってカバー体（８）にネジ固定されている。
［実施例９］
ところで、上述の図１１の実施例では仕舞い部材（１１０）と呼んだ板金製の水切り部材
を左右端の太陽電池モジュール（１）およびそれに隣り合う瓦（１２０）との間に設けて
いるが、水切り部材は、当然、棟側端に位置する太陽電池モジュール（１）およびそのさ
らに棟側位置に敷設される瓦（１２０）との間にも設けることができる。
【００４４】
すなわち、モジュール群のうちで左右端および棟側端に位置する各太陽電池モジュール（
１）の周囲に水切り部材を設けて、その水切り部材の周囲に瓦（１２０）を敷設すること
で、太陽電池モジュール（１）と瓦（１２０）とを併用する場合における漏水防止を効果
的に実現できるのである。
【００４５】
太陽電池モジュール（１）の千鳥葺きを例示した図６は、棟側端の各太陽電池モジュール
（１）およびそのさらに棟側の瓦（１２０）との間に水切り部材（１５０）を敷設した場
合の一例も示している。
【００４６】
［実施例１０］
他方、漏水防止に威力を発揮する水切り部材（１５０）ではあるが、図６からも明らかな
ように、太陽電池モジュール（１）および瓦（１２０）とは異質の部材であるために、ま
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た瓦（１２０）表面から太陽電池モジュール（１）表面へ雨水を効率良く流すべくスロー
プ状に延びて露出面積が大きくなるために、屋根全体の外観上目に付いてしまう場合が考
えられるので、水切り部材（１５０）を用いない防水構造を実現することも好ましい態様
である。
【００４７】
そこで、たとえば図１２に例示したように、太陽電池モジュール（１）の棟側横フレーム
部材（１１）自体に瓦受け具（１６０）を介して瓦（１２０）の軒側先端部を取り付ける
ことで、太陽電池モジュール（１）の棟側端部およびそれに棟側から隣接する瓦（１２０
）との間における水切り部材（１５０）を用いない防水構造を実現することができる。
【００４８】
この場合さらに説明すると、図１３にも例示したように、瓦受け具（１６０）は、棟側横
フレーム部材（１１）の連結具用挿入部（１１１）を覆うように上載される板片からなる
上載部（１６１）と、上載部（１６１）の棟側端から棟方向へ延設されて棟側横フレーム
部材（１１）の横樋部（１１４）を上方から臨む下板片（１６２ａ）および上載部（１６
１）の上面から上方へ突出するとともに棟方向へ屈折した上板片（１６２ｂ）からなる棟
方向へ開口した瓦用挿入部（１６２）とを有しており、この瓦用挿入部（１６２）に瓦（
１２０）の軒側先端部を挿入した状態で、上載部（１６１）を連結具用挿入部（１１１）
上へ載置し、固定ビス（１７０）により固定している。また本実施例では、上載部（１６
１）の棟側端には、瓦用挿入部（１６２）を形成する下板片（１６２ａ）の他に、下方へ
突出した突部（１６３）も設けられており、この突部（１６３）と上載部（１６１）の前
方垂れ板片（１６１ａ）との間で棟側横フレーム部材（１１）の連結具用挿入部（１１１
）を挟持し、突部（１６３）が連結具用挿入部（１１１）背面の荷重受け部（１１２）上
に乗り、且つ前方垂れ板片（１６１ａ）が連結具用挿入部（１１１）の軒方向開口を隠す
ようにして、上載部（１６１）は連結具用挿入部（１１１）に覆いかぶせられている。
【００４９】
以上の瓦受け具（１６０）を介して、瓦（１２０）の軒側先端部を太陽電池モジュール（
１）の棟側横フレーム部材（１１）へ取り付けることができ、瓦（１２０）表面を流れて
きた雨水は、その軒側先端部にて瓦受け具（１６０）の瓦用挿入部（１６２）へ流れ込み
、瓦用挿入部（１６２）の下板片（１６２ａ）からその下方に位置する棟側横フレーム部
材（１１）の横樋部（１１４）へ落ちて、横樋部（１１４）内を左右方向に流れる。後は
、図１０にも示したように横樋部（１１４）と連通した太陽電池モジュール（１）の縦フ
レーム部材（１３）の縦樋部（１３２）を通って軒方向へ流れるようになる。
【００５０】
したがって、図６に例示したような水切り部材（１５０）を用いることなく、棟側端に位
置する太陽電池モジュール（１）およびそれに棟側から隣接する瓦（１２０）との間にお
ける漏水を効果的に防止することができ、良好な外観性および防水性の両立を実現できる
。
【００５１】
また、スロープ状の板金製水切り部材（１５０）よりも瓦受け具（１６０）の方が部材費
が安く、また施工手間も少ないと考えられるため、良好な経済性および施工性の両立をも
実現できる。
【００５２】
なお、縦フレーム部材（１３）の縦樋部（１３２）は棟軒方向に延び、棟側横フレーム部
材（１１）の横樋部（１１４）は左右方向に延び、終端部で互いに連通して雨水を軒方向
へ導くものであって、通常は左右・軒棟方向に隣接する太陽電池モジュール（１）間の漏
水を軒方向へ導くが、ここでは太陽電池モジュール（１）および瓦（１２０）との間から
の漏水を上記の如く軒方向へ導くために利用している。これにより、瓦受け具（１６０）
が別途必要になるだけで、棟側横フレーム部材（１１）はそのまま使用して、太陽電池モ
ジュール（１）に対する棟側の瓦（１２０）の取付けおよび防水を実現できるのである。
【００５３】
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もちろん、この発明は以上の例に限定されるものではなく、細部については様々な態様が
可能である。
【００５４】
【発明の効果】
以上詳しく説明した通り、この出願の発明によって、太陽電池モジュールの施工性や施工
後の各種特性をより一層向上させることのできる、全く新しい太陽電池フレーム構造が提
供される。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）（ｂ）は、各々、この出願の発明の太陽電池フレーム構造の一実施例を示
した要部構成図である。
【図２】（ａ）（ｂ）は、各々、この出願の発明の太陽電池フレーム構造の一実施例を示
した要部構成図である。
【図３】この出願の発明の太陽電池フレーム構造を用いて太陽電池モジュールを施工した
場合の一例を示した斜視図である。
【図４】棟側横フレーム部材の連結の別の一例を示した要部構成図である。
【図５】棟側横フレーム部材と固定具との係合関係を説明するための図である。
【図６】太陽電池モジュールの千鳥葺きの一例を示した斜視図である。
【図７】通気経路の一例を示した図である。
【図８】通気経路を形成する第一および第二の通気口の位置関係を説明するための図であ
る。
【図９】縦フレーム部材に対して支持脚を取り付けた場合の一例を示した要部構成図であ
る。
【図１０】縦フレーム部材に対して支持脚を取り付けた場合の一例を示した斜視図である
。
【図１１】縦フレーム部材に対してカバー体を取り付けた場合の一例を示した要部構成図
である。
【図１２】瓦受け具を介した棟側横フレーム部材への瓦の取付け例を示した要部構成図で
ある。
【図１３】瓦受け具を例示した拡大図である。
【符号の説明】
１　太陽電池モジュール
１ａ　軒側太陽電池モジュール
１ｂ　棟側太陽電池モジュール
１１　棟側横フレーム部材
１１１　連結具用挿入部
１１１ａ　立上り部
１１２　荷重受け部
１１３　固定具用係合部
１１４　横樋部
１２　軒側横フレーム部材
１２１　連結具用固定部
１２２　当止片
１２２ａ　屈曲先端部
１２３　第二の通気口
１３　縦フレーム部材
１３１　凹部
１３２　縦樋部
２　連結具
２１　下方平板部
２２　上方平板部
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２３　立板部
２４　第一の通気口
３　固定ネジ
４　固定具
４１　係合部
５　第一の通気隙間
６　第二の通気隙間
７　支持脚
７１　凸部
８　カバー体
１００　屋根下地材
１１０　仕舞い部材
１２０　瓦
１３０　板金けらば瓦
１４０　固定ネジ
１５０　水切り部材
１６０　瓦受け具
１６１　上載部
１６１ａ　前方垂れ板片
１６２　瓦用挿入部
１６２ａ　下板片
１６２ｂ　上板片
１６３　突部
１７０　固定ビス
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

(13) JP 3780934 B2 2006.5.31



【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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