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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハゼ式の折板屋根の上に太陽電池パネルを設置するための太陽電池パネル用架台におい
て、
　折板屋根の凸部に取付固定可能な基礎金具と、
　２つの第１の固定金具と、
　長尺状のベース材と、
　前記２つの第１の固定金具を前記ベース材に取り付ける取付金具とを具備しており、
　前記第１の固定金具は、第１の連結部と、
　　この第１の連結部から直交方向に延設された略三角形状の第１の三角部とを有してお
り、
　前記２つの第１の固定金具のうち一方の第１の固定金具の前記第１の連結部が前記基礎
金具に連結され、他方の第１の固定金具の前記第１の連結部が前記太陽電池パネルを支持
可能であり、
　前記２つの第１の固定金具の前記第１の三角部の斜辺部同士が接し且つ当該第１の固定
金具が互いに逆向きになった状態で、前記２つの第１の固定金具が前記基礎金具の上に位
置することを特徴とする太陽電池パネル用架台。
【請求項２】
　ハゼ式の折板屋根の上に太陽電池パネルを設置するための太陽電池パネル用架台におい
て、
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　折板屋根の凸部に取付固定可能な基礎金具と、
　２つの第１の固定金具と、
　長尺状のベース材と、
　前記２つの第１の固定金具を前記ベース材に取り付ける取付金具と、
　傾斜部材とを具備しており、
　前記第１の固定金具は、第１の連結部と、
　　この第１の連結部から直交方向に延設された略三角形状の第１の三角部とを有してお
り、
　前記２つの第１の固定金具のうち一方の第１の固定金具の前記第１の連結部が前記基礎
金具に連結され、他方の第１の固定金具の前記第１の連結部が前記傾斜部材に連結されて
おり、
　前記２つの第１の固定金具の前記第１の三角部の斜辺部同士が接し且つ当該第１の固定
金具が互いに逆向きになった状態で、前記２つの第１の固定金具が前記基礎金具の上に位
置し、
　前記傾斜部材は前記他方の第１の固定金具の前記第１の連結部と前記太陽電池パネルと
の間に介在され得るものであることを特徴とする太陽電池パネル用架台。
【請求項３】
　重ね式の折板屋根の上に太陽電池パネルを設置するための太陽電池パネル用架台におい
て、
　折板屋根の凸部に取付固定可能な基礎金具と、
　第１の固定金具と、
　第２の固定金具と、
　長尺状のベース材と、
　前記第１の固定金具と前記第２の固定金具とを前記ベース材に取り付ける取付金具とを
具備しており、
　前記第１の固定金具は、前記太陽電池パネルに連結可能な第１の連結部と、
　　この第１の連結部から直交方向に延設された略三角形状の第１の三角部とを有してお
り、
　前記第２の固定金具は、前記基礎金具に連結される第２の連結部と、
　　この第２の連結部から直交方向に延設された略三角形状の第２の三角部とを有してお
り、
　　前記第１の三角部の斜辺部と前記第２の三角部の斜辺部とが接した状態で前記第１の
固定金具と前記第２の固定金具とが前記基礎金具の上に位置することを特徴とする太陽電
池パネル用架台。
【請求項４】
　重ね式の折板屋根の上に太陽電池パネルを設置するための太陽電池パネル用架台におい
て、
　折板屋根の凸部に取付固定可能な基礎金具と、
　第１の固定金具と、
　第２の固定金具と、
　長尺状のベース材と、
　前記第１の固定金具と前記第２の固定金具とを前記ベース材に取り付ける取付金具と、
　傾斜部材とを具備しており、
　前記第１の固定金具は、前記傾斜部材に連結される第１の連結部と、
　　この第１の連結部から直交方向に延設された略三角形状の第１の三角部とを有してお
り、
　前記第２の固定金具は、前記基礎金具に連結される第２の連結部と、
　　この第２の連結部から直交方向に延設された略三角形状の第２の三角部とを有してお
り、
　　前記第１の三角部の斜辺部と前記第２の三角部の斜辺部とが接した状態で前記第１の
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固定金具と前記第２の固定金具とが前記基礎金具の上に位置し、
　前記傾斜部材は前記第２の連結部と前記太陽電池パネルとの間に介在され得るものであ
ることを特徴とする太陽電池パネル用架台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽電池パネルを屋根、特に折板屋根に取り付けるための太陽電池パネル用
架台に関する。
【背景技術】
【０００２】
　折板屋根では、折板屋根の凸部に基礎金具を取り付け、この基礎金具の間に長尺状のベ
ース材を掛け渡して、このベース材に太陽電池パネルを取り付けることが多い。
　基礎金具には基礎側固定金具を取り付け、この基礎側固定金具にベース材を取り付け、
このベース材にパネル側固定金具を取り付け、このパネル側固定金具に太陽電池パネルを
取り付けるようにしている。
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２３６６１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　折板屋根は、凸部が一定間隔で形成された板材を組み合わせて構成されるが、凸部にお
いて隣り合う板材の凸部を重ね合わせる重ね式と、凸部において隣り合う板材のハゼ部を
組み合わせるハゼ式とに大別される。いずれの方式にしても折板屋根の下側には、板材が
固定されるための複数の梁が存在している。この梁の間隔は特に規格が定められているわ
けではなく、折板屋根のサイズや形状に応じて決定されることが多い。
　折板屋根の凸部に取り付けられる基礎金具は、強度を保つ必要性から梁が存在する部分
に取り付けなければならない。また、この基礎金具の間に基礎側固定金具を介して掛け渡
されたベース材と太陽電池パネルとを連結するパネル側固定金具は、強度の点から基礎金
具の上に位置させるのが望ましい。
　このため、梁の間隔がさまざまであるため、基礎側固定金具及びパネル側固定金具をベ
ース材に対してスライド可能に構成し、基礎側固定金具及びパネル側固定金具をできるだ
け基礎金具の上に位置させたい。
【０００５】
　しかしながら、基礎金具のサイズ、基礎側固定金具やパネル側固定金具のサイズの関係
上、２つの固定金具を１つの基礎金具の上に位置させることは難しい。このため、必然的
にパネル側固定金具が基礎金具の上から外れてしまい、太陽電池パネルの重量を直接的に
基礎金具で支えることができないようになっている。
　また、基礎金具の設置位置が梁の設置位置に限定されるため、太陽電池パネルの設置位
置が梁の設置位置に制限される。このため、梁の設置位置、設置間隔によっては、太陽電
池パネルの間隔をあけて設置されることもある。すなわち、ある箇所では太陽電池パネル
がランダムに設置されることもあり、太陽電池パネルの発電に最適な位置に設置すること
がかなわないこともありうる。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みて創案されたもので、基礎側固定金具及びパネル側固定金具
を基礎金具に応じた位置でベース材に取り付けることができるとともに、太陽電池パネル
の重量を直接的に基礎金具によって支えることができ、しかも梁の設置位置に制限される
ことなく、自由で発電の観点から効率的になるように太陽電池パネルを自由に設置するこ
とができる太陽電池パネル用架台を提供することを目的にしている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本発明に係る太陽電池パネル用架台は、ハゼ式の折板屋根の上に太陽電池パネルを設置
するための太陽電池パネル用架台において、折板屋根の凸部に取付固定される基礎金具と
、２つの第１の固定金具と、長尺状のベース材と、前記２つの第１の固定金具を前記ベー
ス材に取り付ける取付金具とを具備しており、前記第１の固定金具は、第１の連結部と、
この第１の連結部から直交方向に延設された略三角形状の第１の三角部とを有しており、
前記２つの第１の固定金具のうち一方の第１の固定金具の前記第１の連結部が前記基礎金
具に連結され、他方の第１の固定金具の前記第１の連結部が前記太陽電池パネルを支持可
能であり、前記２つの第１の固定金具の前記第１の三角部の斜辺部同士が接し且つ当該第
１の固定金具が互いに逆向きになった状態で、前記２つの第１の固定金具が前記基礎金具
の上に位置するようになっている。
【０００８】
　また、本発明に係る他の太陽電池パネル用架台は、重ね式の折板屋根の上に太陽電池パ
ネルを設置するための太陽電池パネル用架台において、折板屋根の凸部に取付固定される
基礎金具と、第１の固定金具と、第２の固定金具と、長尺状のベース材と、前記第１の固
定金具と前記第２の固定金具とを前記ベース材に取り付ける取付金具とを具備しており、
前記第１の固定金具は、前記太陽電池パネルに連結可能な第１の連結部と、この第１の連
結部から直交方向に延設された略三角形状の第１の三角部とを有しており、前記第２の固
定金具は、前記基礎金具に連結される第２の連結部と、この第２の連結部から直交方向に
延設された略三角形状の第２の三角部とを有しており、前記第１の三角部の斜辺部と前記
第２の三角部の斜辺部とが接した状態で前記第１の固定金具と前記第２の固定金具とが前
記基礎金具の上に位置するようになっている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る太陽電池パネル用架台は、ハゼ式の折板屋根の場合には、１つの基礎金具
の上に２つの第１の固定金具が位置するので、太陽電池パネルの重量を直接的に基礎金具
、ひいてはその基礎金具の下に位置する梁によって支えることができるので、高い安定性
を確保することができる。
【００１０】
　また、本発明に係る太陽電池パネル用架台は、重ね式の折板屋根の場合には、１つの基
礎金具の上に第１の固定金具と第２の固定金具とが１つずつ位置するので、太陽電池パネ
ルの重量を直接的に基礎金具、ひいてはその基礎金具の下に位置する梁によって支えるこ
とができるので、高い安定性を確保することができる。
【００１１】
　また、本発明に係る太陽電池パネル用架台によると、ハゼ式、重ね式に関わらず、第１
の固定金具、第２の固定金具を基礎金具に応じた位置でベース材に取り付けることができ
るので、基礎金具を梁の位置に応じて設置することができ、ひいては太陽電池パネルの重
量を基礎金具とともに支持する第１の固定金具及び第２の固定金具を基礎金具を介して直
接的に梁で支持することができるので、梁の設置の自由度を高めるとともに、高い安定性
を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の形態に係る太陽電池パネル用架台をハゼ式の折板屋根に取り付け
た状態の概略的斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る太陽電池パネル用架台の要部の概略的正面図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る太陽電池パネル用架台に用いられる第２の固定金具の
図面であって、同図（Ａ）は概略的正面図、同図（Ｂ）は概略的右側面図、同図（Ｃ）は
概略的左側面図、同図（Ｄ）は概略的平面図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る太陽電池パネル用架台に用いられる第１の固定金具の
図面であって、同図（Ａ）は概略的正面図、同図（Ｂ）は概略的右側面図、同図（Ｃ）は
概略的左側面図、同図（Ｄ）は概略的平面図である。
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【図５】本発明の実施の形態に係る太陽電池パネル用架台に用いられるベース材の図面で
あって、同図（Ａ）は概略的正面図、同図（Ｂ）は概略的右側面図、同図（Ｃ）は概略的
拡大右側面図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る太陽電池パネル用架台に用いられる取付金具の図面で
あって、同図（Ａ）は概略的正面図、同図（Ｂ）は概略的右側面図、同図（Ｃ）は概略的
平面図である。
【図７】本発明の実施の形態に係る太陽電池パネル用架台でベース材に２つの第１の固定
金具が取り付けられる状態を示す図面であって、同図（Ａ）はベース材に一方（下側の）
第１の固定金具のみが取り付けられた状態を示す概略的右側面図、同図（Ｂ）はベース材
に（下側の）第１の固定金具及び（上側の）第１の固定金具が取り付けられた状態を示す
概略的右側面図である。
【図８】本発明の他の実施の形態に係る太陽電池パネル用架台に用いられる傾斜部材の図
面であって、同図（Ａ）は概略的左側面図、同図（Ｂ）は概略的底面図、同図（Ｃ）は概
略的平面図である。
【図９】本発明のさらに他の実施の形態に係る太陽電池パネル用架台の要部の概略的正面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の実施の形態に係る太陽電池パネル用架台１０００は、ハゼ式の折板屋根Ｒの上
に太陽電池パネルＳＰを設置するための太陽電池パネル用架台であって、折板屋根の凸部
に取付固定される基礎金具１００と、この１つの基礎金具１００に対して２つ用いられる
第１の固定金具３００と、この第１の固定金具３００によって前記基礎金具１００と基礎
金具１００との間に掛け渡される長尺状のベース材４００と、前記第１の固定金具３００
を前記ベース材４００に取り付ける取付金具５００とを備えており、前記第１の固定金具
３００は、基礎金具１００に連結される第１の連結部３１０と、この第１の連結部３１０
から直交方向に延設された略三角形状の第１の三角部３２０とを有しており、１つの基礎
金具１００に対する２つの第１の固定金具３００のうち一方は前記基礎金具１００に、他
方は前記基礎金具１００に取り付けられたのとは逆向きになった状態で前記ベース材４０
０にそれぞれ取り付けられ、２つの第１の固定金具３００の第１の三角部３２０の斜辺部
３２１同士が接した状態で２つの第１の固定金具３００が前記基礎金具１００の上に位置
するようになっている。
【００１４】
　まず、この太陽電池パネル用架台１０００を用いて太陽電池パネルＳＰが取り付けられ
る折板屋根Ｒは、ハゼ式であっても重ね式であっても、凸部Ｒ１に基礎金具１００が取り
付けられることは同じである。ただし、基礎金具１００の形状はハゼ式の場合と重ね式と
の場合では異なる。
　すなわち、ハゼ式の場合の基礎金具１００は、凸部Ｒ１に形成されたハゼ部Ｒ２を挟み
込むようにして凸部Ｒ１に取り付けられる。
　一方、重ね式の場合の基礎金具１００は、図９に示すように、折板屋根Ｒの下方の梁（
図示省略）に立設されて凸部Ｒ１を貫通したボルト（図示省略）を利用して凸部Ｒ１に取
り付けられる。
　いずれにしても、基礎金具１００の上面には、基礎側固定金具２００を固定するための
ボルト（図示省略）が突出されている。
【００１５】
　前記第１の固定金具３００は、一枚の鉄板を折曲形成したものであって、図４に示すよ
うに、長方形状の第１の連結部３１０と、この第１の連結部３１０から直交方向に折曲さ
れて立ち上がった略正三角形状の第１の三角部３２０と有している。
　この太陽電池パネル用架台１０００においては、この第１の固定金具３００を、１つの
基礎金具１００に対して２つ使用する。
　なお、第１の固定金具３００は、強度が確保できるのであれば、亜鉛やアルミのダイキ



(6) JP 5830168 B2 2015.12.9

10

20

30

40

50

ャストで製造されたものであってもかまわない。
【００１６】
　前記第１の連結部３１０には、１つの長孔３１１が開設されている。この長孔３１１は
、前記ボルトが貫通される部分である。
　また、前記第１の三角部３２０は、底辺部分で第１の連結部３１０と連設されている。
この第１の三角部３２０の斜辺部３２１と、第１の連結部３１０に対して垂直になった垂
直辺部３２２とには、第１の連結部３１０とは反対側に折曲された折曲部３２１Ａ、３２
２Ａが形成されている。この折曲部３２１Ａ、３２２Ａは、略台形状に形成されている。
この折曲部３２１Ａ、３２２Ａの傾斜辺３２１Ｂ、３２２Ｂは、後述するベース材４００
の傾斜面４１１と密着する部分である。
【００１７】
　さらに、この第１の三角部３２０のほぼ中央部には第１の貫通孔３２０Ａが開設されて
いる。この第１の貫通孔３２０Ａは、第１の固定金具３００を後述するベース材４００に
固定するためのボルト７００を貫通させるためのものである。
【００１８】
　前記ベース材４００は、図５に示すように、一側面に溝４１０が形成された角パイプ状
のものであって、前記溝４１０を形成した後に一側面を溝４１０の内側に向かって折曲し
た傾斜面４１１を有している。
　また、このベース材４００は、図示しないジョイント部材によって延長可能になってい
る。このため、ベース材４００の溝４１０が形成された一側面と対向する面の両端部には
前記ジョイント部材を連結するためのボルト孔４２０が開設されている。
【００１９】
　このように構成された第１の固定金具３００をベース材４００に取り付ける取付金具５
００は、図６に示すように、中央にボルト孔５１１が開設された中央部５１０と、この中
央部５１０の対向する辺から直交方向に延設された平べったい凹字形状の押さえ部５２０
とが一体に形成されたものである。
　なお、前記押さえ部５２０には傾斜部５２１が形成されている。
【００２０】
　この取付金具５００は、第１の連結部３１０を基礎金具１００に連結させた状態で、図
７に示すようにして第１の固定金具３００をベース材４００に取り付けられる。
　第１の固定金具３００の折曲部３２１Ａ、３２２Ａの傾斜辺３２１Ｂ、３２２Ｂを、ベ
ース材４００の傾斜面４１１の表面側と密着させる。ベース材４００の内部に取付金具５
００を入れ込み、取付金具５００の押さえ部５２０の傾斜部５２１を前記傾斜面４１１の
裏面側に当接させる。その状態で取付金具５００のボルト孔５１１と、第１の固定金具３
００の第１の貫通孔３２０Ａとにボルト７００を貫通させてナット７１０を螺合させる。
　これによって第１の固定金具３００は、ベース材４００に取り付けられる。
　なお、この第１の固定金具３００の第１の連結部３１０は、ベース材４００の下辺と一
致するようになっている。
【００２１】
　次に、２つ目の第１の固定金具３００（図２では上側の第１の固定金具３００）は、上
述した第１の固定金具３００とは逆向きにした状態で、上述した第１の固定金具３００と
同様に取付金具５００を利用してベース材４００に取り付けられる。
　また、この２つ目の第１の固定金具３００の第１の連結部３１０は、ベース材４００の
上辺と一致するようになっている。
【００２２】
　図２に示すように、基礎金具１００に一方の第１の固定金具３００を、ベース材４００
に第１の固定金具３００を取り付けて、基礎金具１００側の第１の固定金具３００（一方
の第１の固定金具）の斜辺部３２１の折曲部３２１Ａと、逆向きにした第１の固定金具３
００（他方の第１の固定金具）の斜辺部３２１の折曲部３２１Ａとを密着させると、２つ
の第１の固定金具３００は基礎金具１００の上に位置することになる。しかも、これによ
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ってベース材４００は基礎金具１００にも連結されることになる。
【００２３】
　なお，図２では、上側の第１の固定金具３００の第１の連結部３１０に、傾斜部材６０
０を取り付けて、太陽電池パネルＳＰとの間に介在させている。
【００２４】
　折板屋根Ｒ自体が太陽電池パネルＳＰの発電に適した角度で傾斜しているのであれば、
上側の第１の固定金具３００の第１の連結部３１０に太陽電池パネルＳＰを直接連結させ
ればよい。
【００２５】
　しかしながら、折板屋根Ｒ自体が水平又は太陽電池パネルＳＰの発電に適さない角度で
傾斜しているのであれば、上側の第１の固定金具３００の第１の連結部３１０に太陽電池
パネルＳＰを直接連結させるのではなく、図１に示すように、上側の第１の固定金具３０
０と太陽電池パネルＳＰとの間に傾斜部材６００を介在させる。
【００２６】
　図８に示すように、この傾斜部材６００は、一枚の鉄板を折曲形成したものであって、
長細い三角形状に形成されており、２つのベース材４００の間に掛け渡された状態で取り
付けられる。このため、この傾斜部材６００の下側の縁部は下側取付面６１０として折曲
されて上側の第１の固定金具３００に取り付けるための２つの長孔状の取付孔６１１が開
設され、これに対向する上側の縁部は上側取付面６２０として折曲されて太陽電池パネル
ＳＰを取り付けるための複数個（図面では６個）のパネル取付孔６２１が開設されている
。
【００２７】
　この傾斜部材６００を付け加えることで、折板屋根Ｒ自体が水平又は太陽電池パネルＳ
Ｐの発電に適さない角度で傾斜している場合であっても、太陽電池パネルＳＰを発電に適
した角度に据え付けることが可能になる。
【００２８】
　なお、図１や図２ではハゼ式の折板屋根Ｒに太陽電池パネル用架台１０００が取り付け
られているが、ハゼ式のみならず重ね式の折板屋根にも取り付けられることはいうまでも
ない。この太陽電池パネル用架台１０００を重ね式の折板屋根に取り付ける場合は、基礎
金具１５０は重ね式の折板屋根に合致したもの、すなわち後述する略鞍型のものを使用す
る。
【００２９】
　また、重ね式の折板屋根Ｒに取り付ける場合には、図９に示すように、１つの第１の固
定金具３００と、１つの第２の固定金具２００とを使用する。
　図９は、重ね式の折板屋根Ｒであって、凸部Ｒ１に対して沿ってベース材４００が取り
付けられる。このため、第２の固定金具２００は、凸部Ｒ１に跨いだ状態で取り付けられ
る略鞍型の基礎金具１５０にボルト・ナット１６０を介して取り付けられる。
【００３０】
　前記第２の固定金具２００は、前記第１の固定金具３００と同様に、一枚の鉄板を折曲
形成したものであって、図３に示すように、長方形状の第２の連結部２１０と、この第２
の連結部２１０から直交方向に折曲されて立ち下がった略正三角形状の第２の三角部２２
０と有している。
　なお、第２の固定金具２００は、強度が確保できるのであれば、亜鉛やアルミのダイキ
ャストで製造されたものであってもかまわない。
【００３１】
　前記第２の連結部２１０には、第１の固定金具３００の第１の連結部３１０より長めに
構成されており、３つの長孔２１１が開設されている。この長孔２１１は、前記ボルト・
ナット１６０のボルトが貫通される部分である。
　また、前記第２の三角部２２０は、底辺部分で第２の連結部２１０と連設されている。
この第２の三角部２２０の斜辺部２２１と、第２の連結部２１０に対して垂直になった垂
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直辺部２２２とには、第２の連結部２１０とは反対側に折曲された折曲部２２１Ａ、２２
２Ａが形成されている。この折曲部２２１Ａ、２２２Ａは、略台形状に形成されている。
この折曲部２２１Ａ、２２２Ａの傾斜辺２２１Ｂ、２２２Ｂは、ベース材４００の傾斜面
４１１と密着する部分である。
【００３２】
　さらに、この第２の三角部２２０のほぼ中央部には第２の貫通孔２２０Ａが開設されて
いる。この第２の貫通孔２２０Ａは、第２の固定金具２００をベース材４００に固定する
ためのボルト７００を貫通させるためのものである。
【００３３】
　第１の固定金具３００の斜辺部３２１と、第２の固定金具２００の斜辺部２２１とは同
じ角度に設定されている。このため、第１の固定金具３００の斜辺部３２１と第２の固定
金具２００の斜辺部２２１とを合わせると、両斜辺部３２１、２２１、詳しくは両斜辺部
３２１、２２１に形成された折曲部３２１Ａ、２２１Ａ同士が密着する。
【００３４】
　図９では、傾斜部材６００を介して太陽電池パネルＳＰを取り付けているが、折板屋根
Ｒ自体が太陽電池パネルＳＰの発電に適した角度で傾斜しているのであれば、傾斜部材６
００を用いることなく第１の固定金具３００の第１の連結部３１０に太陽電池パネルＳＰ
を直接連結させればよい。これは、後述したハゼ式の折板屋根Ｒに取り付ける場合と同様
である。
【符号の説明】
【００３５】
　１００　　基礎金具
　３００　　第１の固定金具
　３１０　　第１の連結部
　３２０　　第１の三角部
　３２１　　斜辺部（第１の三角部の）
　２００　　第２の固定金具
　２１０　　第２の連結部
　２２０　　第２の三角部
　２２１　　斜辺部（第２の三角部の）
　４００　　ベース材
　５００　　取付金具
　１０００　太陽電池パネル用架台
　Ｒ　　　　折板屋根
　ＳＰ　　　太陽電池パネル
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