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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソーラーパネル等の面状物品を各種屋根上に支持し固定する支持固定構造であって、
　適宜長さの上面開口の略Ｃ型チャンネル材形態の屋根固定金具と、この屋根固定金具の
長手方向と略直交する方向に配設される横桟と、前記屋根固定金具の長手方向に移動可能
で前記横桟を固定できる横桟固定部とからなり、
　上記横桟は、長尺状のものからなり、その両側の下方基部で上記横桟固定部によって固
定され、前記基部の上方両側には凹所がそれぞれ設けられ、これらの凹所には前記面状物
品の縁部を嵌め込むことができ、配列される面状物品の最下段及び最上段に位置する横桟
においては前記一方の凹所に面状物品の縁部が嵌め込まれ、面状物品の間に位置する横桟
においては両側の凹所に前後に隣接する面状物品のそれぞれの縁部が嵌め込まれ、
　これにより、屋根固定金具を屋根の流れ方向に複数個一列に配列して固定し且つこの列
を横方向に適宜間隔を保持して複数列配列して固定し、これらの屋根固定金具に横桟を略
直交方向に配列し、これらの横桟の間にソーラーパネル等の面状物品を配列させ、面状物
品の縁部を横桟の凹所に嵌め込み、横桟を屋根固定金具に固定することにより、複数の面
状物品が屋根上に縦横に配列されて支持固定され、
　前記横桟固定部が、前記屋根固定金具の内部で移動する下部移動部と、この下部移動部
に螺着され、屋根固定金具の上面側に接合する横桟受け部と、前記下部移動部に螺着され
、横桟の基部を上から下に押え固定することができる横桟押え部とからなり、
　更に、面状物品の縁部を横桟の凹所に嵌め込む際に、前記凹所を構成する下面にアース
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金具を介在させ、
　このアース金具は、その基端部側に折り返し部が設けられ、この折り返し部が横桟の凹
所の下面に嵌合でき、
　更に、前記折り返し部の内部に突起を設け、横桟の凹所の下面に嵌合させる際にこの突
起が下面に傷を付けることができることを特徴とする面状物品の屋根上支持固定構造。
【請求項２】
　前記横桟の両側凹所部分の横断面形状が、横に寝かせた略Ｈ字形状を有し、両側の凹所
が略コ字形状及び略逆コ字形状を呈することを特徴とする請求項１に記載の面状物品の屋
根上支持固定構造。
【請求項３】
　最下段の横桟の下側側面部及び横桟受け部を被覆する軒先カバーと、最上段の横桟の上
側側面及び／又はその基部を被覆する棟側カバーを設けたことを特徴とする請求項１又は
２に記載の面状物品の屋根上支持固定構造。
【請求項４】
　最下段に位置する横桟の両端部分、中間部に位置する横桟の両端部分、及び最上段に位
置する横桟の両端部分を被覆する端面カバーをそれぞれ設けたことを特徴とする請求項１
乃至３の何れか１項に記載の面状物品の屋根上支持固定構造。
【請求項５】
　屋根の流れ方向に屋根固定金具を所定間隔で複数個一列に固定し、且つこの列を横方向
に所定間隔にて複数列配列して固定し、
　これらの屋根固定金具のそれぞれには横桟を固定するための横桟固定部を屋根固定金具
の長手方向に移動可能に組み付けておき、
　これにより最下段に位置する横桟を最下段の前記屋根固定金具に横桟固定部によって固
定し、その後、当該横桟の上側側面に設けられている凹所内にソーラーパネル等の面状物
品の下方縁部を嵌め込み、
　次に、当該面状物品の上方縁部に２段目の横桟の下側側面部に設けられている凹所を嵌
め込んで横桟固定部によって固定することによって同時に一段目の面状物品が固定され、
　次に、２段目の面状物品の下方縁部を前記２段目の横桟の上側側面に設けられた凹所に
嵌め込んで、その後、３段目の横桟の下側側面の凹所を前記２段目の面状物品の上方縁部
に嵌め込んで横桟固定部によって固定することによって同時に２段目の面状物品が固定さ
れ、
　以後これを繰り返すことにより、面状物品を複数列に且つ複数段に配列し固定すること
ができ、
　前記屋根固定金具は上方が開口した略Ｃ型チャンネル材の形態を有する適宜長さのもの
を使用し、その長手方向を屋根の流れ方向に沿うように配置して固定され、
　前記横桟固定部は、前記屋根固定金具の内部に配設される下部移動部と、この下部移動
部に螺着され屋根固定金具の上面側に接合する横桟受け部と、下部移動部に螺着され横桟
の下端側縁部を上から押え固定できる横桟押え部とからなり、
　最下段の横桟は、最下段の屋根固定金具に略直交方向に配置され、前記横桟受け部と横
桟押え部が下部移動部に螺着されることによって固定された後に、面状物品の下側縁部が
当該横桟の上側側面の凹所に嵌合され、
　２段目以降の横桟は、面状物品の上側縁部に２段目以降の横桟の下側側面の凹所を嵌合
させた後に当該横桟を前記横桟受け部と横桟押え部を下部移動部に螺着することによって
固定すると同時に面状物品が固定され、　
　更に、上記面状物品の縁部を横桟の凹所に嵌め込む際に、前記凹所の下面にアース金具
を介在させる工程を付加し、
　このアース金具は、その基端部側に折り返し部が設けられ、この折り返し部が横桟の凹
所の下面に嵌合でき、
　更に、前記折り返し部の内部に突起を設け、横桟の凹所の下面に嵌合させる際にこの突
起が下面に傷を付けることができることを特徴とする面状物品の屋根上支持固定方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ソーラーパネル（太陽電池パネル／太陽電池モジュール）等の面状物品を屋
根上に取り付け、固定するための面状物品の支持固定構造及び支持固定方法並びにこれら
に使用する横桟に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　本願出願人は、これまで突条部が並列する折板屋根の突条部にソーラーパネル等の面状
物品を設置するための固定金具や固定構造等に関するものを提案して来たものであるが、
従来のものとしては、本願出願人が先に提案した下記特許文献に記載のものを挙げること
ができる。
【０００３】
　この従来の固定金具は、固定金具の点による支持を線による支持に代え、異なるサイズ
の面状物品にも対応できるようにしたものである。
　その概略構成は、ソーラーパネル等の面状物品をハゼ式折板屋根上に固定する固定金具
であって、折板屋根の突条部とハゼ部を挟持する左右一対の長尺状のハゼ部挟持部材と、
その上端に固定され、ハゼ部挟持部材の長手方向にその位置を変更できる中間固定部材と
、この中間固定部材の上方に位置する面状物品の縁部を押圧、固定する押え部材とから成
るものである。
【０００４】
　上記中間固定部材の両側側縁部には、ハゼ部挟持部材の上端の載置部の両側縁部を抱持
できる抱持部が形成され、ハゼ部挟持部材の長手方向に摺動可能である。
　押え部材と中間固定部材とを螺子によって締着して、押え部材が面状物品の縁部を押圧
し、面状物品が押え部材とはぜ部挟持部材との間で固定されるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－１６７４９８号公報
【０００６】
　上記従来の固定金具においては、そのハゼ部挟持部材として長尺状のものを使用し、こ
のハゼ部挟持部材は、面状物品が並列されて設置される折板屋根の流れ方向のほぼ全体に
渡り、その折板屋根の突条部に載置され固定され、面状物品を支持するに際して、従来の
点による支持から線又は面による支持へと改良したものであった。
【０００７】
　しかしながら、現実の施工を繰り返す内に、このハゼ部挟持部材が面状物品の取付範囲
の流れ方向の全体に渡り設置する必要性は少ないことが判明した。
　即ち、このハゼ部挟持部材は、面状物品の流れ方向設置範囲の全体でなく、その支持部
の適宜範囲のみであっても、折板屋根への荷重負担は軽減されうることが判明したのであ
る。
【０００８】
　そこで、本願出願人は、面状物品を支持する折板屋根の流れ方向の全体に渡りハゼ部挟
持部材を設けるのでなく、面状物品の支持部分の適宜範囲にのみハゼ部挟持部材を設け、
折板屋根への荷重負担を抑制することをその課題として特願２０１３－１５３１２９号（
平成２５年７月２４日出願）を提出した。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本願発明においては、上記先願と異なり、折板屋根に適用されるものでなく、一般のス
レート屋根や瓦屋根に適用できる支持固定構造及び支持固定方法を提供することをその第
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一の課題としている。
　更に、面状物品を固定するための固定手段及び固定方法の改良を行い、施工の簡易化・
簡略化を図ることをその課題としている。
　そのために本願発明においては、その横桟構造の改良を行うことをその課題としたので
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明の第１のものは、ソーラーパネル等の面状物品を各
種屋根上に支持し固定する支持固定構造であって、適宜長さの上面開口の略Ｃ型チャンネ
ル材形態の屋根固定金具と、この屋根固定金具の長手方向と略直交する方向に配設される
横桟と、前記屋根固定金具の長手方向に移動可能で前記横桟を固定できる横桟固定部とか
らなり、上記横桟は、長尺状のものからなり、その両側の下方基部で上記横桟固定部によ
って固定され、前記基部の上方両側には凹所がそれぞれ設けられ、これらの凹所には前記
面状物品の縁部を嵌め込むことができ、配列される面状物品の最下段及び最上段に位置す
る横桟においては前記一方の凹所に面状物品の縁部が嵌め込まれ、面状物品の間に位置す
る横桟においては両側の凹所に前後に隣接する面状物品のそれぞれの縁部が嵌め込まれ、
これにより、屋根固定金具を屋根の流れ方向に複数個一列に配列して固定し且つこの列を
横方向に適宜間隔を保持して複数列配列して固定し、これらの屋根固定金具に横桟を略直
交方向に配列し、これらの横桟の間にソーラーパネル等の面状物品を配列させ、面状物品
の縁部を横桟の凹所に嵌め込み、横桟を屋根固定金具に固定することにより、複数の面状
物品が屋根上に縦横に配列されて支持固定され、前記横桟固定部が、前記屋根固定金具の
内部で移動する下部移動部と、この下部移動部に螺着され、屋根固定金具の上面側に接合
する横桟受け部と、前記下部移動部に螺着され、横桟の基部を上から下に押え固定するこ
とができる横桟押え部とからなり、更に、面状物品の縁部を横桟の凹所に嵌め込む際に、
前記凹所を構成する下面にアース金具を介在させ、このアース金具は、その基端部側に折
り返し部が設けられ、この折り返し部が横桟の凹所の下面に嵌合でき、更に、前記折り返
し部の内部に突起を設け、横桟の凹所の下面に嵌合させる際にこの突起が下面に傷を付け
ることができることを特徴とする面状物品の屋根上支持固定構造である。
【００１１】
　ここで、上記「前後に隣接する面状物品」においての「前後」は、屋根の流れ方向（縦
方向）の手前側と奥側を意味し、手前側が「前」、奥側が「後」を意味する（以下同じで
ある。）。
　また、この明細書では、上記「前後」について、手前側の「前」を「下」、奥側の「後
」を「上」として表現することもある。
　更に、この明細書では、屋根の流れ方向を縦方向とし、これと直交する方向を横方向と
して記載している。
【００１２】
（削除）
【００１３】
（削除）
【００１４】
　本発明の第２のものは、上記第１の発明において、前記横桟の両側凹所部分の横断面形
状が、横に寝かせた略Ｈ字形状を有し、両側の凹所が略コ字形状及び略逆コ字形状を呈す
ることを特徴とする面状物品の屋根上支持固定構造である。
【００１５】
　本発明の第３のものは、上記第１又は第２の発明において、最下段の横桟の下側側面部
及び横桟受け部を被覆する軒先カバーと、最上段の横桟の上側側面及び／又はその基部を
被覆する棟側カバーを設けたことを特徴とする面状物品の屋根上支持固定構造である。
【００１６】
　本発明の第４のものは、上記第１乃至第３の何れかの発明において、最下段に位置する
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横桟の両端部分、中間部に位置する横桟の両端部分、及び最上段に位置する横桟の両端部
分を被覆する端面カバーをそれぞれ設けたことを特徴とする面状物品の屋根上支持固定構
造である。
【００１７】
（削除）
【００１８】
　本発明の第５のものは、屋根の流れ方向に屋根固定金具を所定間隔で複数個一列に固定
し、且つこの列を横方向に所定間隔にて複数列配列して固定し、これらの屋根固定金具の
それぞれには横桟を固定するための横桟固定部を屋根固定金具の長手方向に移動可能に組
み付けておき、これにより最下段に位置する横桟を最下段の前記屋根固定金具に横桟固定
部によって固定し、その後、当該横桟の上側側面に設けられている凹所内にソーラーパネ
ル等の面状物品の下方縁部を嵌め込み、次に、当該面状物品の上方縁部に２段目の横桟の
下側側面部に設けられている凹所を嵌め込んで横桟固定部によって固定することによって
同時に一段目の面状物品が固定され、次に、２段目の面状物品の下方縁部を前記２段目の
横桟の上側側面に設けられた凹所に嵌め込んで、その後、３段目の横桟の下側側面の凹所
を前記２段目の面状物品の上方縁部に嵌め込んで横桟固定部によって固定することによっ
て同時に２段目の面状物品が固定され、以後これを繰り返すことにより、面状物品を複数
列に且つ複数段に配列し固定することができ、前記屋根固定金具は上方が開口した略Ｃ型
チャンネル材の形態を有する適宜長さのものを使用し、その長手方向を屋根の流れ方向に
沿うように配置して固定され、前記横桟固定部は、前記屋根固定金具の内部に配設される
下部移動部と、この下部移動部に螺着され屋根固定金具の上面側に接合する横桟受け部と
、下部移動部に螺着され横桟の下端側縁部を上から押え固定できる横桟押え部とからなり
、最下段の横桟は、最下段の屋根固定金具に略直交方向に配置され、前記横桟受け部と横
桟押え部が下部移動部に螺着されることによって固定された後に、面状物品の下側縁部が
当該横桟の上側側面の凹所に嵌合され、２段目以降の横桟は、面状物品の上側縁部に２段
目以降の横桟の下側側面の凹所を嵌合させた後に当該横桟を前記横桟受け部と横桟押え部
を下部移動部に螺着することによって固定すると同時に面状物品が固定され、更に、上記
面状物品の縁部を横桟の凹所に嵌め込む際に、前記凹所の下面にアース金具を介在させる
工程を付加し、このアース金具は、その基端部側に折り返し部が設けられ、この折り返し
部が横桟の凹所の下面に嵌合でき、更に、前記折り返し部の内部に突起を設け、横桟の凹
所の下面に嵌合させる際にこの突起が下面に傷を付けることができることを特徴とする面
状物品の屋根上支持固定方法である。
【００１９】
（削除）
【００２０】
（削除）
【００２１】
（削除）
【００２２】
（削除）
【００２３】
（削除）
【００２４】
（削除）
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の第１のものにおいては、屋根固定金具と横桟と横桟固定部とからなり、屋根固
定金具を屋根の流れ方向に複数個一列に配列して固定し、且つこの列を流れ方向と略直交
する横方向に複数列配列して固定し、これらの屋根固定金具に横桟を掛け渡して複数段配
列して固定することができ、当該横桟の両側にはソーラーパネル等の面状物品の縁部を嵌
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め込むことができる凹所が形成されているために、面状物品の縁部をその横桟の凹所に容
易に嵌め込み、嵌合させることができ、施工作業が極めて簡易となるのである。
　また、屋根固定金具は流れ方向に所定長さを有するものでよく、その流れ方向の全体に
渡り設ける必要もなく（この発明では横桟が配設される所定流れ方向範囲に設けられてい
ればよい）、省資源に寄与し且つ十分な強度をも有するものである。
【００２６】
　また、横桟固定部が、上面開口の横断面略コ字形状の屋根固定金具の内部で移動する下
部移動部と、この下部移動部に螺着される横桟受け部と、前記下部移動部に螺着され、横
桟の基部を固定する横桟押え部とからなり、これにより、屋根固定金具の上面に横桟が略
直交方向に載置され、上記下部移動部に螺着された横桟受け部と横桟押え部とにより螺子
の締着作業によって横桟が固定されることとなる。
【００２７】
　更に、本発明においては、面状物品の縁部を横桟の凹所に嵌め込む際に、前記凹所の下
面となる横桟の基部の上面にアース金具を介在させたことを特徴としており、これにより
面状物品と横桟との導電性を良好に確保することができることとなる。
　また、横桟は長手方向に長い長尺状のものからなり、その断面形状はその長手方向に連
続するため、上記アース金具の取付位置は、その長手方向の任意の位置に取付可能となる
。
【００２８】
　本発明の第２のものにおいては、横桟の構造をより具体化したものであって、即ち、横
桟の両側凹所部分の横断面形状が、横に寝かせた略Ｈ字形状を有し、両側の凹所が略コ字
形状及び略逆コ字形状を呈することを特徴とするものであり、これにより面状物品の角型
の縁部が良好に横桟の凹所内に嵌り込むことができるのである。
【００２９】
　本発明の第３のものにおいては、最下段の横桟の下側側面部及び横桟受け部を被覆する
軒先カバーと、最上段の横桟の上側側面及び／又はその基部を被覆する長尺状の棟側カバ
ーを設けたことを特徴とし、軒先部分と棟側の外観の向上や、この部分の保護を図ったも
のである。
【００３０】
　本発明の第４のものにおいては、最下段に位置する横桟の両端部分、中間部に位置する
横桟の両端部分、及び最上段に位置する横桟の両端部分を被覆する端面カバーをそれぞれ
設け、これらの端面部の外観の向上及び保護を図ったものである。
　他方、この端部カバーは、左右の両端部に位置する面状物品の横方向の位置決め或いは
ズレを防止する機能をも発揮するものである。
【００３１】
（削除）
【００３２】
　本発明の第５の発明においては、面状物品の支持固定方法を特定したものであり、この
方法を採用することにより、面状物品は横桟の両側に設けられた凹所の一方又は両方にそ
の縁部が順次嵌め込まれ、容易に面状物品を屋根上の縦横方向に配列し、固定することが
できることとなるのである。
【００３３】
　更に、第５の本発明においては、屋根固定金具と横桟固定部の構成をより具体化したも
のであり、これらの構成部材を用いて面状物品を最下段の１段目から上段に掛けて順次配
列し固定する方法を具体化したものである。
【００３４】
　また、第５の本発明においては、上記第１の発明に対応して、面状物品の縁部を横桟の
凹所に嵌め込む際に、前記凹所の下面にアース金具を介在させる工程を付加したことを特
徴とし、これにより面状物品と横桟との導電性を向上させ確保したものである。
【００３５】
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（削除）
【００３６】
（削除）
【００３７】
（削除）
【００３８】
（削除）
【００３９】
（削除）
【００４０】
（削除）
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の構成部材となる屋根固定金具の実施形態について図示する説明図であり
、その（Ａ）がスレート屋根上に配列固定した状態を示し、その（Ｂ）が一つの屋根固定
金具を図示したものである。
【図２】上記屋根固定金具に横桟を固定しようとする状態を図示しており、その（Ａ）が
上記屋根固定金具に横桟固定部の一部を組合せようとする状態を示し、その（Ｂ）が前記
横桟固定部の一部を横桟に固定した状態を示し、その（Ｃ）が前記屋根固定金具に横桟を
組み付けようとする状態を示している。
【図３】屋根の流れ方向の最下段（軒側）に配置される横桟の固定状態を図示しており、
その（Ａ）が横断面説明図、その（Ｂ）が棟側から見た斜視説明図である。
【図４】前図２及び図３において説明した横桟固定部を図示する分解説明図であり、図２
とは異なる斜め前方から見た斜視説明図である。
【図５】本発明の実施形態に係る横桟の凹所内に面状物品の縁部が嵌め込まれる直前の状
態を図示する側面説明図である。
【図６】軒側第一段目の面状物品Ｍの上方縁部Ｅｕ及び第２段目の面状物品Ｍ２の下方縁
部Ｅｄの両者が固定される状態を図示する本発明の説明図であって、その（Ａ）が第２段
目の屋根固定金具において横桟受け部を上方に移動している状態を示し、その（Ｂ）は第
２段目の横桟が第１段目の面状物品を固定し、第２段目の面状物品を嵌め込む直前の状態
を図示している。
【図７】最上段の面状物品の固定が行われた後に最上段の横桟の棟側の側面部の一部を被
覆する棟側カバーを被覆する状態を図示する本発明に係る側面説明図である。
【図８】本発明に係る各横桟の端面部を被覆する端面カバーを図示する説明図であり、そ
の（Ａ）が最下段の横桟の端面カバーを示し、その（Ｂ）が中間部の横桟の端面カバーを
示し、その（Ｃ）が最上段の端面カバーを示している。
【図９】横方向に配列される面状物品間に配置される本発明のスペーサ部材を図示した説
明図である。
【図１０】本発明に係る上記横桟同士を連結するジョイント部材としての連結棒を図示す
る説明図である。
【図１１】本発明に係るアース金具を図示する説明図であり、その（Ａ）が側面説明図、
その（Ｂ）が斜視説明図である。
【図１２】本発明に係る支持固定構造をスレート屋根に取り付けた状態を示しており、そ
の（Ａ）が斜視説明図、その（Ｂ）が側面説明図である。
【図１３】本発明に係る支持固定構造を瓦屋根に取り付けた状態を示しており、その（Ａ
）が斜視説明図、その（Ｂ）が側面説明図である。
【図１４】本発明に係る横桟の他の実施形態を示す断面説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　以下、添付の図面と共に本発明の実施形態について説明する。
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　図１は、本発明の構成部材となる屋根固定金具について図示する説明図であり、その（
Ａ）がスレート屋根上に配列固定した状態を示し、その（Ｂ）が一つの屋根固定金具を図
示したものである。
【００４３】
　本発明に係るソーラーパネル（太陽電池パネル／太陽電池モジュール）等の面状物品の
屋根上支持固定構造は、上記屋根固定金具と、これと略直交に配設される横桟と、この横
桟を屋根固定金具に固定する横桟固定部とからなる。
　まず、上記屋根固定金具１０は、図１（Ｂ）からよく解る通り、２５０ｍｍから３００
ｍｍ程度の長さの略Ｃ型チャンネル材の如き形態を有するものからなり、その長条開口部
を上に向けて、屋根の流れ方向に沿って配置され複数の螺子１１により固定される。
【００４４】
　図１（Ａ）から解る通り、これら屋根固定金具１０は、この実施形態では、スレート屋
根Ｓの流れ方向（縦方向）に３個所所定間隔をもって一列に配列され固定される。
　そして、この一列を、屋根の流れ方向と直交する方向（横方向）に、所定間隔をもって
４列配列される。
　これらの一列に列設される個数、及び横方向の列数は、屋根Ｓの大きさや、面状物品の
配列個数に応じて適宜決定することができる。
【００４５】
　尚、ここで屋根固定金具１０は、上記のように略Ｃ型チャンネル材形態を有するものを
使用したが、このＣ型チャンネル材形態は、少なくともその屋根固定金具の上方部分がそ
の形態を有していればよく、その下方分は異なる形態であっても何ら問題はない。
　即ち、このＣ型チャンネル材を上下に抱き合わせた形態（底面部同士を接合した状態）
とすることも自由であり、Ｃ型チャンネル材の下面の両側に水平方向に延長する延長部を
設け、この延長部で屋根部に固定できるように形成することもできる。
【００４６】
　図２は、上記屋根固定金具１０に横桟を固定しようとする状態を図示しており、その（
Ａ）が上記屋根固定金具に横桟固定部の一部を組合せようとする状態を示し、その（Ｂ）
が前記横桟固定部の一部を横桟に固定した状態を示し、その（Ｃ）が前記屋根固定金具に
横桟を組み付けようとする状態を示している。
【００４７】
　図２（Ａ）では、屋根固定金具１０が屋根Ｓに固定され、この屋根固定金具１０に横桟
固定部の横桟受け部２１と下部移動部２２を適合させようとしている状態である。
　即ち、略Ｃ型チャンネル材の形態を有する屋根固定金具１０の内部に下部移動部２２を
挿入し、これの上方で、屋根固定金具１０の上面の両側の上面部１０ｕ、１０ｕに接合す
るように横桟受け部２１を配置して、螺子２３によって両者を締着するのである。
【００４８】
　この締着状態を図２（Ｂ）が図示している。
　そして、この状態で、図２（Ｃ）に図示した通り、横桟受け部２１に適合するように、
横桟２０を屋根固定金具１０と直交するように、つまり掛け渡すようにして配置するので
ある。
　この横桟受け部２１と横桟２０の適合状態については、後に詳説する。
【００４９】
　図３は、屋根の流れ方向の最下段（軒側）に配置される横桟の固定状態を図示しており
、その（Ａ）が横断面説明図、その（Ｂ）が棟側から見た斜視説明図である。
　横桟２０は、長尺状のものからなり、その縦方向中心線で左右対称の形状を有している
。
　その長さは、各種のものを取り揃えており、短いものは８４４ｍｍ、長いものに至って
は２８８２ｍｍのものを用意している。勿論これら各種の長さのものを適宜選択し、連結
して使用することができる。
【００５０】
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　　図３（Ａ）から良く解る通り、この横桟２０は、その下方基部の一方の側（この実施
形態では左側の軒側）には横桟受け部２１の係合受部２１ｔと相互に係合する適合部２０
ｔを有し、その下方基部の反対側の他方の側（右側の棟側）には被押え部２０ｒを有する
。
　これらの適合部２０ｔと被押え部２０ｒは、横桟２０の最下端の両側縁部がその役割を
担っている。
【００５１】
　これらの最下端の両側縁部の上方部分にそれぞれ凹所２０ｈ、２０ｈが形成されている
。
　即ち、これらの両凹所２０ｈ、２０ｈは、横桟２０の上面部２０ｕと、中央縦方向に延
長する中央仕切部２０ｃと、その下方の載置部２０ｓによって形成される。
　この凹所２０ｈに面状物品の縁部が嵌め込まれるのである。
【００５２】
　横桟２０の棟側で横桟２０の基部の被押え部２０ｒを押え固定する横桟押え部２４は、
図からも判る通り、断面形状がＺ字形状のもので、その上方で横桟２０の被押え部２０ｒ
を押圧でき、その下方で屋根固定金具１０の内部に位置する下部移動部２２と螺子２５に
よって締着され固定されるものである。
　このようにして、横桟２０が屋根固定金具１０に固定された後にこの横桟２０の上記凹
所２０ｈ内に面状物品の縁部が嵌め込まれるのである。
【００５３】
　尚ここで、横桟２０の凹所２０ｈの上下方向の長さ（開口高さ）は、適宜設定すること
ができるが、本実施形態では、その長さを３５ｍｍから５０ｍｍの間とし、各種の太陽電
池モジュールの枠体の厚みに対応できるようにしている。
　このようにして、本発明においては、各種様々な太陽電池の取り付けが可能となる。
【００５４】
　尚、この凹所２０ｈの上下方向の長さは、上記範囲に限られず、所望の長さに設計する
ことが可能である。というのも、今後高強度化の太陽電池モジュールが開発され、そのフ
レーム高さが５０ｍｍ以上となる場合もあり、或いは薄膜モジュール（フレームレス）へ
の対応をも考慮し、凹所の上下方向長さ或いは横桟の高さは、自由に変更して設計するこ
とができるものである。
【００５５】
　図４は、前図２及び図３において説明した横桟固定部を図示する分解説明図であり、図
２とは異なる斜め前方から見た斜視説明図である。
　この図４から良く解る通り、横桟固定部２６は、横桟受け部２１と、横桟押え部２４と
、下部移動部２２とから構成される。
【００５６】
　この下部移動部２２を前図２に示した通り、屋根固定金具１０の内部に挿入し、その上
部に配置する横桟受け部２１と螺子２３によって螺着され、また横桟押え部２４と螺子２
５によって螺着され、横桟を固定することができる。
　この下部移動部２２は、開口部が上向きの横断面略コ字形状を有し、その中央部には螺
子穴２２ｈ、２２ｈが長手方向に２つ列設されている。
【００５７】
　横桟受け部２１は、図３において説明した通り、横桟の下方基部の一方の側縁部（適合
部）を受けることができる係合受部２１ｔ、２１ｔを有し、屋根固定金具の上面部に接合
する接合部２１ｕ、２１ｕを備える構造を有している。
　他方、図３において説明した通り、横桟押え部２４は、断面略Ｚ字形状の形態を有して
おり、その下端面２４ｄで下方移動部２２と螺着され、その上端面２４ｕにより横桟の他
方の側縁部を上方から下方に向かって押圧し固定することができるものである。
【００５８】
　図５は、まさに横桟の凹所内に面状物品の縁部が嵌め込まれる直前の状態を図示する側
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面説明図である。
　前図３によって横桟２０が屋根固定金具１０に固定されたが、この固定された横桟２０
の凹所２０ｈ内に面状物品Ｍの縁部Ｅが嵌め込まれるのである。
【００５９】
　横桟２０の棟側の凹所２０ｈは、横桟２０の上面部２０ｕと中央仕切部２０ｃと載置部
２０ｓとにより横断面略矩形形状の、つまり略逆コ字形状の四角い窪みから形成されてお
り、この四角い窪み内に面状物品Ｍの縁部Ｅが適切に嵌合するのである。
　これにより、面状物品Ｍは、横桟２０の凹所２０ｈとの嵌合摩擦により適切にその流れ
方向と横方向の動きが制限され、固定されるのである。
　この図５では、屋根固定金具１０等は、水平に図示しているが、現実には右側の棟側が
高く、傾斜しているものである。
【００６０】
　また、この図５においては、最下段の横桟２０の部分であり、その横桟２０の軒側には
軒先カバー１２を設けている。
　この軒先カバー１２は、横桟２０と同様の長尺状のものからなり、横桟２０の軒側と、
横桟受け部２１の軒側、そして屋根固定金具２０の軒側端面部の一部を被覆することがで
き、横桟２０の中央仕切部２０ｃと横桟受け部２１の軒側部位で固定されるものである。
【００６１】
　図６は、軒側第一段目の面状物品Ｍの上方縁部Ｅｕ及び第２段目の面状物品Ｍ２の下方
縁部Ｅｄの両者が固定される状態を図示する説明図であって、その（Ａ）が第２段目の屋
根固定金具において横桟受け部を上方に移動している状態を示し、その（Ｂ）は第２段目
の横桟が第１段目の面状物品を固定し、第２段目の面状物品を嵌め込む直前の状態を図示
している。
【００６２】
　この図６に示した屋根固定金具１０は、軒側から第２段目のもので、屋根固定金具１０
と横桟固定部（下部移動部２２と横桟受け部２１と横桟押え部２４）は、前記第１段目の
ものと同一構成、同一構造である。
　まず、第２段目の屋根固定金具１０に横桟固定部の下部移動部２２を屋根固定金具１０
内に挿入し、横桟受け部２１と螺子２３によって締着する。この際に螺子２３の締着は完
全には行わずに緩めに締め付け、下部移動部２２と横桟受け部２１とが屋根固定金具１０
の長手方向に移動できる状態に仮止めするのである。
【００６３】
　この状態で、下部移動部２２と横桟押え部２１とを上方（棟側）に移動し行き、第１段
目の面状物品Ｍの上方縁部Ｅｕに２段目の横桟２０の下側側面の凹所２０ｈを面状物品Ｍ
の上方縁部Ｅｕに嵌め込み、螺子２３を完全に締め付ける。
　その後、横桟押え部２４を同様に螺子によって固定して第２段目の横桟が固定される。
【００６４】
　その後、第２段目の面状物品Ｍ２の下方縁部Ｅｄを横桟２０の上方側凹所２０ｈ内に嵌
め込むのである。
　以上の作業工程を繰り返すことにより、第２段目から以降の中間部の面状物品が順次固
定されるのである。
【００６５】
　この間、面状物品Ｍと横桟２０との間では、何ら螺子等の固定部材を使用することなく
、横桟２０の凹所２０ｈ内への面状物品Ｍの縁部Ｅの嵌め込み作業のみで両者の固定が実
現され、その作業が極めて簡単なものとなると共に、両者の確実な固定も実現されるもの
である。
【００６６】
　図７は、最上段の面状物品の固定が行われた後に最上段の横桟の棟側の側面部の一部を
被覆する棟側カバーを被覆する状態を図示する側面説明図である。
　この図で示したものは、前図６（Ｂ）で図示したもので、その上段の面状物品を排除し
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たものと同じとなる。
【００６７】
　即ち、最上段の横桟２０であるために、この横桟２０が一番上に配置され、この最上段
の横桟２０の棟側の側面部の外観向上と、横桟２０の基部の保護等の目的のために棟側カ
バー１４を設けたものである。
　この棟側カバー１４は、横桟２０と同様の長尺状のものから成り、その基部、即ち被押
え部２０ｒ、凹所２０ｈの載置部２０ｓ及び中央仕切部２０ｃの一部を被覆することがで
き、その中央仕切部２０ｃの下部に螺着され、固定されるものである。
　勿論、この棟側カバー１４は、横桟２０の棟側側面部の全体を被覆できる形態のものを
採用することも自由である。
【００６８】
　図８は、本発明に係る各横桟の端面部を被覆する端面カバーを図示する説明図であり、
その（Ａ）が最下段の横桟の端面カバーを示し、その（Ｂ）が中間部の横桟の端面カバー
を示し、その（Ｃ）が最上段の端面カバーを示している。
　（Ａ）図に示す端面カバー１６は、最下段の横桟の端面部分を被覆することができ、よ
り詳しくは、軒先カバー１２と、横桟２０、そして面状物品Ｍの横桟２０への嵌合部分を
被覆できる形状を有し、横桟２０の端面部に螺着されるのである。
【００６９】
　同様に、（Ｂ）図に示す端面カバー１７は、中間部に位置する横桟２０の端面部分を被
覆することができ、この端面と流れ方向前後に隣り合う面状物品Ｍの横桟２０への嵌合部
分を被覆することができ、横桟２０の端面に螺着される。
【００７０】
　同様に、（Ｃ）図に示す端面カバー１８は、最上段の横桟２０の端面と、面状物品Ｍの
横桟２０への嵌合部と、棟側カバー１４の端面部を被覆することができ、横桟２０の端面
に螺着されるものである。
【００７１】
　図９は、横方向に配列される面状物品間に配置されるスペーサ部材を図示した説明図で
ある。
　このスペーサ部材１９は、略Ｌ字形状を有する金属製のものから成り、粘着両面テープ
や螺子によって横桟２０に固定されるものであり、その横桟２０から略直角方向に延長す
る部分がスペーサの役目を果たし、左右横方向に配列される面状物品Ｍの隙間を規定し、
面状物品の横方向の動きを規制できるものである。
【００７２】
　図１０は、上記横桟２０同士を連結するジョイント部材としての連結棒を図示する説明
図である。
　この連結棒２８は、アルミ製の所定長さの丸棒から成り、それぞれの横桟２０の端部に
設けられている３つの穴部に相互に嵌入されて相互に連結されるものである。
【００７３】
　即ち、これらの連結棒２８が隣接する横桟２０、２０のそれぞれの端部の穴部に嵌入さ
れて隣接する横桟２０、２０同士が連結されるのである。
　これにより、各種の長さを有する横桟２０を適宜選択して所望の長さの横桟２０として
連結して形成することができる。
【００７４】
　尚、横桟の端部に設けたこれらの穴部は、屋根上に設置された横桟の左右両端部では螺
子による端面カバーの螺着用の穴部として使用される。
　また、ジョイント部材として上記のように棒状の連結棒を用いたが、このジョイント部
材としては、横桟の中央開口部（孔部）２０ｊの形状に合致する横断面形状を有し、その
内部を空洞とした筒形形状の部材を利用して相互に横桟を連結することもできる。
【００７５】
　更に、この筒形形状の部材は、必ずしも筒体形状でなく、プレート部材を筒形に折曲し
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たものでもよく、その外形形状が横桟の中央開口部の断面形状と合致する形状のものであ
ればよい。
　以上のような各種のジョイント部材を使用することにより、横桟の連結部の強度を向上
させ、またこの横桟の連結部分の高さを斉一にすることができることとなるのである。
【００７６】
　図１１は、本発明に係るアース金具を図示する説明図であり、その（Ａ）が側面説明図
、その（Ｂ）が斜視説明図である。
　このアース金具３０は、その基端部側（図中右側）に折り返し部３０ｋが設けられ、こ
の折り返し部３０ｋが横桟２０の凹所２０ｈの下面を構成する載置部２０ｓの縁部に嵌合
できる。
【００７７】
　この折り返し部３０ｋが横桟２０の載置部２０ｓの縁部に嵌合することによりこのアー
ス金具３０が横桟２０に取り付けられ、横桟２０の凹所に面状物品の縁部が嵌め込まれる
ことにより面状物品の枠部と横桟２０との導電性が確保され、アース機能を保証するので
ある。
　尚、このアース金具３０は、横桟２０の載置部２０ｓの縁部の所望の位置に取り付ける
ことができる。即ち、横桟２０は、その横断面形状が同一の長尺状のものから構成されて
いるためである。
【００７８】
　図１２は、本発明に係る支持固定構造をスレート屋根に取り付けた状態を示しており、
その（Ａ）が斜視説明図、その（Ｂ）が側面説明図である。
　この図では、面状物品Ｍを横方向に４列、縦方向に２段設けており、配列された面状物
品の一番右に位置する面状物品の横方向長さは、その他の面状物品の長さの半分程度のも
のを使用し、固定している。
　図では、理解容易化のために、面状物品Ｍはその枠部のみ示し、太陽電池部分の図示は
省略している。
【００７９】
　これらの図から解る通り、屋根固定金具１０は、屋根Ｓの流れ方向に３個一列に配列し
、この一列を横方向に４列配列し固定している。
　このように配列された屋根固定金具１０の上に横方向に３本横桟２０が配列され、これ
らの横桟２０によって面状物品Ｍが支持され固定されるのである。
　（Ｂ）図からは、横桟部分の端部に設けられている端面カバー１６、１７、１８の固定
態様を見て取ることができる。
【００８０】
　図１３は、本発明に係る支持固定構造を瓦屋根に取り付けた状態を示しており、その（
Ａ）が斜視説明図、その（Ｂ）が側面説明図である。
　この図においても前図１２で図示した通り、面状物品Ｍを横方向に４列、縦方向に２段
設けており、配列された面状物品の一番右に位置する面状物品の横方向長さは、その他の
面状物品の長さの半分程度のものを使用し、固定している。
　図では、理解容易化のために、面状物品Ｍはその枠部のみ示し、太陽電池部分の図示は
省略している。
【００８１】
　これらの図から解る通り、屋根固定金具１０は、瓦屋根Ｓｋの流れ方向に３個一列に配
列し、この一列を横方向に４列配列し固定している。
　この例では、屋根固定金具１０を支持し、固定する支持固定金具として特殊な形態のも
のを使用している。
【００８２】
　即ち、この支持固定金具は、瓦屋根Ｓｋの瓦の下部で瓦支持部にその固定部が固定され
、その固定部から瓦の外部に延長し、その先端部に本発明に係る屋根固定金具を支持し固
定することができる形態のものから成る。この支持固定金具の詳細は、本願においては省
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略する。
【００８３】
　以上の支持固定金具によって支持固定され、配列された屋根固定金具１０の上に横方向
に横桟２０が３段に配列され、これらの横桟２０によって面状物品Ｍが支持され固定され
るのである。
　（Ｂ）図からは、横桟部分の端部に設けられている端面カバー１６、１７、１８の固定
態様を見て取ることができ、この端面カバーは前図１２のものと同一である。
【００８４】
　以上、本発明に係る面状物品の支持固定構造について説明したが、本発明に係る支持固
定方法は、以下の通りとなる。尚、ここでは軒側を下（側）、棟側を上（側）として記載
する。
　スレート屋根又は瓦屋根上で、屋根の流れ方向に屋根固定金具１０を所定間隔で複数個
一列に固定する。
【００８５】
　固定に際しては、適宜屋根の形態に応じてそれに適合する所望の固定金具を使用するこ
とができる。
　前記一列に配列した屋根固定金具１０の列を流れ方向と直交する横方向に複数列配列し
て固定する（図１）。
【００８６】
　それぞれの屋根固定金具１０には、横桟２０を固定することのできる横桟固定部２６を
組み付けておく。
　最下段に位置する横桟２０を最下段の屋根固定金具１０に前記横桟固定部２６によって
固定する（図２及び図３）。
【００８７】
　当該横桟２０の上側側面に設けられている凹所２０ｈ内にソーラーパネル等の面状物品
Ｍの下方縁部を嵌め込む（図５）。
　この際に、横桟２０の凹所２０ｈの下方の載置部２０ｓにアース金具３０を介在させる
ことも自由である（図１１）。
【００８８】
　次に、当該面状物品Ｍの上方縁部に２段目の横桟２０の下側側面に設けられている凹所
２０ｈを嵌合させて横桟固定部２６によって固定することによって同時に一段目の面状物
品Ｍが固定される。
　次に、２段目の面状物品Ｍの下方縁部を前記２段目の横桟２０の上側側面に設けられた
他方の凹所２０ｈに嵌合させる（図６）。
　その後、３段目の横桟２０の側面の下側の凹所２０ｈを前記２段目の面状物品Ｍの上方
縁部に嵌合させて横桟固定部２６によって固定することによって同時に２段目の面状物品
Ｍが固定される（図７)。
【００８９】
　以後これを繰り返すことにより、面状物品Ｍを複数列・複数段配列し固定することがで
きるのである。
　更に、最下段の横桟２０の下側の側面部等を被覆出来る軒先カバー１２を付加し、最上
段の横桟２０の上側の側面部等を被覆出来る棟側カバー１４を付加することもできる（図
５及び図７）。
【００９０】
　また、横桟２０の両端部分を被覆する端面カバー１６、１７、１８を付加するのも自由
である（図８）。
　以上のようにして屋根上にソーラーパネル等の面状物品を流れ方向に複数段、横方向に
複数列配列し固定することができるのである（図１２及び図１３）。
【００９１】
　図１４は、本発明に係る横桟の他の実施形態を示す断面説明図である。
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　この横桟は、その凹所２０ｈ、２０ｈの中央に位置する中央仕切部２０ｃの部分で分割
されており、その横桟上方部分２０ｘと横桟下方部分２０ｙとの２つの部分から構成され
ている。
【００９２】
　横桟上方部分２０ｘは、中央の中央仕切部２０ｃと上端の上面部２０ｕと下端の螺着部
２０ｚからなり、この下端の螺着部２０ｚで螺子２７により横桟下方部分２０ｙの基部２
０ｂに固定される。
　従って、横桟下方部分２０ｙの凹所を構成する載置部２０ｓの中央仕切部２０ｃの側に
は前記横桟上方部分２０ｘの螺着部２０ｚが入り込む凹所が形成されている。
【００９３】
　以上の２分割横桟の施工手順は、予め横桟上方部分２０ｘと横桟下方部分２０ｙとを螺
子２７で螺着固定しておけば、上記の横桟の施工手順と同一となる。
　また、面状物品を設置固定しつつ施工する際には、最下段の横桟にあっては、横桟下方
部分を屋根固定金具１０に固定した後に、横桟上方部分２０ｘを螺着固定し、その後に面
状物品の下方縁部を嵌め込むことが出来、中間に位置する横桟にあっては、下側に位置す
る面状物品の上方縁部に横桟下方部分２０ｙを適合させて固定し、その後に横桟上方部分
２０ｘを螺着固定し、その後に上方に位置する面状物品の下方縁部を嵌め込んで施工する
ことができる。
　この２分割横桟を使用することにより凹所の上下方向の長さを調整することができる。
【００９４】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明においては、下記の通りその実施
形態を種々設計変更することができる。
　先ず、本発明に係る支持固定金具及び支持固定方法においては、スレート屋根、和瓦屋
根、及び平瓦屋根等の各種の屋根にソーラーパネル等の面状物品を設置し支持固定するこ
とができる。
【００９５】
　屋根固定金具の長手方向長さは適宜所望の長さに設定して、屋根の長手方向に適宜間隔
を設けて配列し固定することができる。即ち、屋根の流れ方向の全体に渡る長さを有する
必要はないものである。
　また、その形態も全く自由に設計することができる。
　上記実施形態においては、略Ｃ型チャンネル材形態のものを利用したが、その内部に下
部移動部を挿入でき、その上方部で横桟受け部と横桟押え部を螺着して、横桟を固定出来
る形態であればよい。
【００９６】
　横桟受け部の形態も種々設計変更可能であり、屋根固定金具の上面部でその長手方向に
移動可能、摺動可能の形態を有し、横桟の一方の側縁部を受けることのできる係合受部を
有していればよい。
　横桟押え部の形態も、下部移動部と螺着でき、横桟の他方の下端側縁部を押え固定でき
る形態のものであればよい。
【００９７】
　同様に、横桟の形態も、長尺状のものであって、その下方基部の一方の側縁が上記横桟
受け部と適切に適合又は係合でき、他方の側縁部で前記横桟押え部によって押えられ固定
される形態であって、その上部両側に凹所が設けられた形態であれば具体的な形状は適宜
変更することが可能である。
【００９８】
　更に、その横断面形状も各種の形態に設計変更することができ、上記実施形態のように
、その両端面部にジョイント部材又は螺子が挿入又は螺着される３つのタッピング孔を設
け、その中央部にはジョイント部材が挿入される開口部を設けているが、このジョイント
部材が挿入される中央部の開口部の断面形状も適宜任意に設計変更することができる。
　同様に、ジョイント部材も棒状の連結棒ばかりでなく、横桟の中央開口部に挿入できる
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【００９９】
　軒先カバーについても、これが、最下段の横桟の下側側面、横桟受け部及び屋根固定金
具の端面の全てを被覆できるものであってもよいし、これらの一部を被覆するものであっ
てもよい。
　棟側カバーも同様である。
【０１００】
　横桟の凹所の下面を形成する載置部に設けるアース金具も適宜自由に設計変更でき、ア
ース金具の折り返し部の内部に突起を設け、横桟の凹所の載置部に嵌合させる際にこの突
起が載置部に傷を付けることができる形態とし、この傷を付けることにより載置部の塗装
部に傷を形成してより導電性を向上させる構成とすることも自由である。
【０１０１】
　横桟の端面カバーの形状も、適宜横桟の端面部分の形状に適合させるように設計変更す
ることが可能であり、スペーサ部材の形態も自由に設計変更でき、横桟を連結するジョイ
ント部材に係る連結棒の長さ及び横断面形状も自由に設計することができる。
　尚、本発明においては、屋根固定金具、横桟固定部、アース金具、及びスペーサ部材と
しては鋼製のものを使用し、軒先カバー、棟側カバー、端面カバー、横桟、及び連結棒は
アルミ製のものを使用しているが、その素材は必要に応じて適宜選択して使用することが
できる。
【０１０２】
　以上、本発明は、各種形態の屋根上に適宜長さの屋根固定金具と、横桟と、横桟を前記
屋根固定金具に固定する横桟固定部を用いて、ソーラーパネル等の面状物品の上下の縁部
を前記横桟の両側面に設けた凹所に嵌め込むことにより簡単に面状物品を取り付け、固定
することができる極めて著大な効果を発揮する支持固定構造及び支持固定方法、並びにこ
れらに用いる極めて特徴的な形態を有する横桟を提供することができたものである。　
【符号の説明】
【０１０３】
　１０　屋根固定金具
　２０　横桟
　２０ｈ　凹所
　２０ｃ　中央仕切部
　２０ｓ　載置部
　２０ｕ　上面部
　２０ｘ　横桟上方部分
　２０ｙ　横桟下方部分
　２０ｚ　螺着部
　２１　横桟受け部
　２１ｔ　係合受部
　２１ｕ　接合部
　２２　下部移動部
　２３、２５、２７　螺子
　２４　横桟押え部
　２６　横桟固定部
　２８　連結棒
　３０　アース金具
　３０ｋ　折り返し部
　Ｍ　面状物品
　Ｓ、Ｓｋ　屋根
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