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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  下地上に固定され設置物を設置するための既設支持部材と、
前記下地上を覆う既設防水層と、
前記既設支持部材の周辺部の下地に直接固定され前記既設支持部材を被覆する改修用支持
架台と、
前記既設防水層及び前記改修用支持架台の一部とを一連に防水し少なくとも最表面が防水
シートである新設防水層とを備え、
前記改修用支持架台が上板と、
前記上板から延設され前記上板を支持する側板とからなり、
前記上板と前記側板で囲まれた開口部を有する本体と、
前記上板の上に立設され、設置物が取り付けられるための他物取付部と、
前記本体の前記側板の端縁部から延設され前記上板より外側に張り出して形成された張出
部とを備える、
改修防水構造。
【請求項２】
  前記改修用支持架台の前記上板と前記側板で囲まれた開口部の幅及び高さが、前記既設
支持部材の幅及び高さより大きい請求項１に記載の改修防水構造。
【請求項３】
  前記改修用支持架台の張出部が前記下地に接地し固定されている請求項１または２に記
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載の改修防水構造。
【請求項４】
  前記既設防水層と前記新設防水層との間に絶縁層を備える請求項１～３に記載の改修防
水構造。
【請求項５】
  設置物を設置するための既設支持部材が設けられた既設防水層の改修方法であって、
上板と、
前記上板から延設され前記上板を支持する側板とからなり、
前記上板と前記側板で囲まれた開口部を有する本体と、
前記上板の上に立設され、設置物が取り付けられるための他物取付部と、
前記本体の前記側板の端縁部から延設され前記上板より外側に張り出して形成された張出
部とを備える改修用支持架台を、前記既設支持部材の上から覆い被せ前記既設支持部材の
周辺の下地上に前記改修用支持架台の前記張出部を接地し前記下地に直接固定する工程と
、
前記既設防水層及び前記改修用支持架台の一部とを連続して新設の防水シートで被覆して
水密に接合する工程とを備える改修防水工法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は太陽光パネル、広告設備、フェンス等の設置物を設置するための設置物支持架
台が取り付けられた屋上、ベランダ、屋根等における防水層の改修構造及び改修工法と、
これに用いる改修用支持架台に関する。
【背景技術】
【０００２】
　屋上、ベランダ、屋根等には通常、防水層が設けられている。したがって、この防水層
の上方に太陽光パネル、広告設備、フェンス等の設置物を設置する場合には、防水性を損
なうことなく設置物を確実に設置固定することが求められる。従来からこの様な設置物の
設置には樹脂製や金属製の支持部材が用いられている。これらの支持部材として、下地に
防水シートを敷設して構成された設置対象部に対し接着自在な接地底部と、設置対象部上
に設置する他物を取り付け固定自在な他物固定部とを一体的に備えた他物固定具が知られ
ており（特許文献１）、この他物固定具は、コンクリート躯体上に直接防水シートが敷設
された防水層、あるいは躯体上に断熱材などを介して防水シートが敷設された防水層の上
に接着剤またはボルトなどの固定具により取り付け固定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４１３７８１２号公報
【０００４】
　一般的に屋上等の防水層は、太陽光や雨水等にさらされて経年劣化してくるため、防水
層の改修を行なう必要がある。既存防水層に前述したような支持部材が多数設けられた現
場においても同様である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　既存防水層に支持部材が多数設けられた現場において、既存防水層に設置されている支
持部材を撤去してから新規防水層及び支持部材を設置すると、撤去作業や支持部材の設置
場所の位置決め及び設置作業など、作業工程が増加するとともに廃材の増加も問題となる
。
【０００６】
　そこで本発明は、既設の支持部材の大部分を撤去することなく防水層の改修が可能な改
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修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】
【０００７】
  前述の課題を解決するために本発明が用いた手段は、下地上に固定され設置物を設置す
るための既設支持部材と、前記下地上を覆う既設防水層と、前記既設支持部材の周辺部の
下地に直接固定され前記既設支持部材を被覆する改修用支持架台と、前記既設防水層及び
前記改修用支持架台の一部とを一連に防水し少なくとも最表面が防水シートである新設防
水層とを備え、前記改修用支持架台が上板と、前記上板から延設され前記上板を支持する
側板とからなり、前記上板と前記側板で囲まれた開口部を有する本体と、前記上板の上に
立設され、設置物が取り付けられるための他物取付部と、前記本体の前記側板の端縁部か
ら延設され前記上板より外側に張り出して形成された張出部とを備える、改修防水構造と
することである。また前記開口部の幅及び高さが、前記既設支持部材の幅及び高さより大
きくてもよい。
【０００９】
  さらに、施工方法としては、設置物を設置するための既設支持部材が設けられた既設防
水層の改修方法であって、上板と、前記上板から延設され前記上板を支持する側板とから
なり、前記上板と前記側板で囲まれた開口部を有する本体と、前記上板の上に立設され、
設置物が取り付けられるための他物取付部と、前記本体の前記側板の端縁部から延設され
前記上板より外側に張り出して形成された張出部とを備える改修用支持架台を、前記既設
支持部材の上から覆い被せ前記既設支持部材の周辺の下地上に前記改修用支持架台の前記
張出部を接地し前記下地に直接固定する工程と、前記既設防水層及び前記改修用支持架台
の一部とを連続して新設の防水シートで被覆して水密に接合する工程とを備える改修防水
工法を用いることができる。

【発明の効果】
【００１０】
　本発明の改修用支持架台及びこれを用いた改修防水構造とすることで、既設の支持部材
の大部分を撤去する必要がなく、作業が簡便であり廃材が多く出ることもない。また改修
用支持架台は直接下地に固定されるため確実に固定でき、設置物を安定して設置すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の改修用支持架台を用いた改修防水構造の実施形態を示した断面図である
。
【図２】図１の改修前の既存防水構造を示した断面図である。
【図３】本発明の改修用支持架台を用いた改修工法の過程を示した断面図である。
【図４】本発明の改修用支持架台の実施形態を示した断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の改修用支持架台および改修用支持架台を用いた改修防水構造及び改修防
水工法についての実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、本発明は以下の実施形態
に限定されるものではない。
【００１３】
　まず改修用支持架台を用いた改修防水構造の概要について図１により説明する。
　図１は下地５の上に設置物を固定するための設置物支持部材である既設支持部材３と既
設防水層４が設けられ、その上に改修用支持架台１と新設防水層２が設けられた改修防水
構造を示している。改修用支持架台１は既設支持部材３全体を覆うようにして設置され下
地５の上に固定されている。そして、この改修用支持架台１の上部には設置物（図示せず
）が設置されるようになる。
【００１４】
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　次に改修用支持架台の主要構成を図４により説明する。
　改修用支持架台１は本体１ａ、他物取付部１ｂ、張出部１ｃより構成される。
【００１５】
　本体１ａは上板１ａ－１と上板１ａ－１を支持する側板１ａ－２とを備えている。図４
は改修用支持架台１の断面図を示しているが、図４の本体１ａは上板１ａ－１を上面とし
側板１ａ－２を側面とする略円柱形状である。本体１ａの形状は略円柱形状だけでなく四
角柱などの略角柱形状でもよく、また側板１ａ－２は図２の本体１ａが略円柱形状である
場合のように連続した面からなるものでもよく、また上板１ａ－１を支持する複数の柱状
板からなるものでもよい。
【００１６】
　本体１ａは上板１ａ－１と上板１ａ－１を支持する側板１ａ－２とで囲まれた開口部Ｓ
を備えている。開口部Ｓは本体１ａの上板１ａ－１の対向側に開放された空間である。開
口部Ｓは下地５に設置された既設支持部材３全体を覆うことができるだけの大きさを有し
ており、開口部の幅ｗおよび高さｈは、既設支持部材３の幅ｗ´及び下地５からの高さｈ
´（図３（３－２）を参照）より大きいものである。
【００１７】
　本体１ａは合成樹脂製、金属製、木製等とすることが出来るが、強度と耐久性の面から
金属製が好ましく、中でも鋼材がより好ましい。金属製とする場合には使用する金属板の
厚さは１．０ｍｍ～２０ｍｍが好ましく、強度とコストを考慮すると、３．０ｍｍ～１０
ｍｍがより好ましい。また金属製とする場合には表面を合成樹脂等で被覆したものを使用
することもできる。
【００１８】
　他物取付部１ｂは本体１ａの上板１ａ－１に設けられている。他物取付部１ｂは図２に
示すようなオネジを有するネジ部であったり、あるいはメネジを有するものであったり、
フランジ状やレール状など、取り付けられる設置物に応じた形態をとることが可能である
。設置物の接続部の形状によらず様々な設置物を設置できるという点からオネジを有する
ネジ部とすることが好ましい実施態様である。
【００１９】
　ここで他物取付部１ｂは本体１ａの上板１ａ－１に設けられているが、図２のように他
物取付部１ｂと上板１ａ－１の接する部分が溶接や接着などによって固定されていてもよ
い。より強固に固定されるという点から溶接によって上板１ａ－１に固定されていること
が好ましい。また他物取付部１ｂがオネジを有するネジ部の場合には、既製のボルト等を
上板１ａ－１の内部に形成したメネジに係止したり、また上板１ａ－１に形成した孔にボ
ルトを下方より挿入し、上方から該ボルトのオネジ部端部より挿入したナットを係止する
ことで、他物取付部１ｂを上板１ａ－１に設けることもできる。
【００２０】
　張出部１ｃは改修用支持架台１を下地５に接地して固定するためのものであり、改修用
支持架台１の本体１ａの側板１ａ－２の上板１ａ－１とは対向する側の端部には、図４に
あるような本体１ａの外側に張り出して設けられる。改修用支持架台１を下地５に接地し
て固定するために固定手段としては通常ビス等が用いられる。このため張出部１ｃには予
めビス穴を設けていてもよい。
【００２１】
　続いて改修用支持架台を用いた改修防水構造について図１により説明する。
　下地５の上に既設支持部材３がボルト３ｂにより固定されており、既設支持部材３全体
を覆うようにして改修用支持架台１が下地５の上に設置され、ビスにより下地５に固定さ
れている。改修用支持架台１が設置された周辺を除く下地５の上には断熱材６が敷設固定
され、その上にさらに既存防水層４である防水シート４ａが敷設固定されている。なお、
図１では太陽光パネル等の設置物は既設支持部材３の他物取付部３ａにレール等を介して
固定されていたが改修の際に一時的に撤去されている。
【００２２】
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　ここで図１では、改修用支持架台１の周辺部において既設防水層４が不連続になってい
る。これは改修用支持架台１の張出部１ｃを下地５の上に直接接地させるため、その周辺
の既設防水層４および断熱材６を一部撤去したためである。本改修構造においては既設支
持部材３を撤去する必要はなく、既設支持部材３に改修用支持架台１を覆い被せて下地５
に接地し固定する作業ができるスペースが確保できるだけ撤去すればよいので、廃材が多
く出る心配がない。また図１では既設防水層４の下に断熱材６が設けられた構造であるが
、例えば既設防水層４である防水シート４ａが直接下地５の上に設けられた構造である場
合には、既設防水層４を撤去せずとも改修用支持架台１は下地５の上に安定的に設置固定
することが可能であり、本発明の改修防水構造において既設防水層４の一部撤去は必ずし
も必要ではない。図１のように改修用支持架台１の周辺の既設防水層４および断熱材６を
一部撤去した場合には、改修用支持架台１を設置した周辺の空間に断熱材８などを充填す
ることで結露を防ぐことができる。
【００２３】
　既設防水層４の上には絶縁層７である無機質板７´が敷設固定され、その上から防水シ
ート２ａが敷設され接着されて新設防水層２が形成されている。防水シート２ａの端部は
改修用支持架台１の本体１ａの新設防水層４より突出した部分の側板１ａ－２に沿って立
ち上げられ、防水シート２ａと側板１ａ－２とは水密状態に接合されている。
【００２４】
　既設防水層４と新設防水層２との間には絶縁層７が敷設されることが好ましい。絶縁層
７としては絶縁シートや無機質板などを用いることができる。また防水シート２ａと側板
１ａ－２とを水密状態に接合するため、改修用支持架台１は少なくともその表面が防水シ
ート２ａと密着性のよいものからなることが好ましい。例えば、防水シート２ａがポリ塩
化ビニル系樹脂製のものであれば、改修用支持架台１の表面はポリ塩化ビニル系樹脂で覆
われていることが好ましい。
　なお、新設防水シート２ａと改修用支持架台１の接合端縁部等にはシーラー等による端
末処理を施しても良い。
【００２５】
　改修用支持架台を用いた改修防水工法について図１～図３により説明する。
　図２は改修前の既設防水構造を示したものである。下地５の上に既設支持部材３がボル
ト３ｂにより固定されており、既設支持部材３が設置された部分を除く下地５の上には断
熱材６が敷設固定され、その上にさらに防水シート４ａが敷設固定されている。既設支持
部材３の上面及び既設支持部材３の周辺部の防水シート４ａの上面にわたって増し張りシ
ート４ｂで被覆されており、それぞれの境界面が接着又は溶着により接合され、既設防水
層４が形成されている。なお、図１では太陽光パネル等の設置物は既設支持部材３の他物
取付部３ａにレール等を介して固定されていたが改修の際に一時的に撤去されている。
【００２６】
　まず、図３の（３－１）に示した既設支持架台３の周辺部Ｄの既設防水層４及び断熱材
６を撤去する。撤去した後の状態が図３の（３－２）である。続いて図４に示した改修用
支持架台１を既設支持架台３の上から覆い被せるようにして改修用支持架台１の開口部Ｓ
の中に既設支持架台３を収容した状態で張出部１ｃを露呈した下地５の上に直接接地させ
、張出部１ｃと下地５とをビスにより固定する（図１）。
【００２７】
　結露を防ぐことを目的として、図１に示すように設置した改修用支持架台１の周辺の空
間には必要に応じ断熱材８を充填する。既設防水層４の上に必要に応じて無機質板７´で
ある絶縁層７が敷設固定され、その上から防水シート２ａを敷設して無機質板７´と防水
シート２ａを接着固定する。防水シート２ａの端部を改修用支持架台１の本体１ａの新設
防水層４より突出した部分の側板１ａ－２に沿って立ち上げ、防水シート２ａと側板１ａ
－２とを水密状態に接合する。
【産業上の利用可能性】
【００２８】
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　本発明の改修用支持架台及びこれを用いた改修防水構造とすることで、既設の支持部材
や既設防水層の大部分を撤去する必要がなく、作業が簡便であり廃材が多く出ることもな
いため、太陽光パネルなどが設置された屋上の改修用途として有用に用いることができる
。
【符号の説明】
【００２９】
　　１　　　改修用支持架台
　　　１ａ　　本体
　　　１ａ－１　上板
　　　１ａ－２　側板
　　　１ｂ　　他物取付部
　　　１ｃ　　張出部
　　２　　　新設防水層
　　　２ａ　　防水シート
　　３　　　既設支持部材
　　　３ａ　　他物取付部
　　４　　　既設防水層
　　　４ａ　　防水シート
　　　４ｂ　　増し張りシート
　　５　　　下地
　　６　　　断熱材
　　７　　　絶縁層
　　８　　　断熱材

【図１】

【図２】

【図３】
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