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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外形寸法が建築構造部材上に敷設される屋根材の敷設ピッチに対して整数倍とされた太
陽電池モジュールを支持する支持部と、
　該支持部と一体に形成され一つの屋根材における表面に露出した部位に対して屋根材を
介して建築構造部材に留付けられると共に、前記支持部に支持された前記太陽電池モジュ
ールが建築構造部材と略平行となるように傾斜した底面を有した固定部と
を具備することを特徴とする太陽電池モジュール固定部材。
【請求項２】
　前記支持部に、太陽電池モジュールに形成された被係合部と係合する係合部を有してい
ることを特徴とする請求項１に記載の太陽電池モジュール固定部材。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の前記太陽電池モジュール固定部材を、建築構造部材上に
敷設された屋根材における表面に露出した部位に対し、屋根の流れ方向では上側に配置さ
れた屋根材の下端付近で、且つ、屋根の桁方向では桁側の境目より所定寸法離れた位置の
範囲内に留付けて太陽電池モジュールを固定することを特徴とする太陽電池モジュールの
固定構造。
【請求項４】
　少なくとも屋根の流れ方向の外形寸法が建築構造部材上に敷設される屋根材の敷設ピッ
チに対して整数倍とされた太陽電池モジュールと、
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　該太陽電池モジュールの流れ方向に対する上端に少なくとも形成された被係合部と係合
する係合部を有し前記太陽電池モジュールの上端及び下端を支持する支持部、該支持部と
一体に形成され一つの屋根材における表面に露出した部位に対して屋根材を介して建築構
造部材に留付けられると共に前記支持部に支持された前記太陽電池モジュールが建築構造
部材と略平行となるように傾斜した底面を有した固定部、を備えた太陽電池モジュール固
定部材とを具備し、
　該太陽電池モジュール固定部材が、建築構造部材上に敷設された屋根材における表面に
露出した部位に対し、屋根の流れ方向では上側に配置された屋根材の下端付近で、且つ、
屋根の桁方向では桁側の境目より所定寸法離れた位置の範囲内に留付けられることを特徴
とする太陽電池モジュールの固定構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽電池モジュールを屋根上に留付ける太陽電池モジュール固定部材及び太
陽電池モジュールの固定構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パネル状に形成された太陽電池モジュールを屋根上に固定する固定構造としては
、例えば、特許文献１に示すように、屋根瓦等の屋根材が敷設される建築構造部材として
の野地板に、所定の間隔で屋根固定金具を取付けた上で、屋根固定金具に長尺状の縦杆材
を取付け、更に複数の縦杆材を橋渡しするように複数の長尺状の横杆材を所定間隔で取付
け、隣接する横杆材によって太陽電池モジュールを支持させることで、太陽電池モジュー
ルを屋根上に固定するようにしていた。
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－３７５４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の太陽電池モジュールの固定構造では、太陽電池モジュールを屋根
上に固定するためには、屋根固定金具、縦杆材、及び横杆材等の多くの部材を必要とする
と共に、それらの部材を足場の悪い屋根上で組立てなければならず、太陽電池モジュール
の設置に係る手間が多くなり、コストが高くなる問題があった。
【０００５】
　また、井桁状に組まれた縦杆材及び横杆材を介して太陽電池モジュールを屋根上に固定
しており、特に引用文献１に示されたもののように、屋根材の上側に太陽電池モジュール
を設置固定した場合、屋根材の表面と太陽電池モジュールの表面との段差が大きくなり、
見栄えが悪くなる問題がある。
【０００６】
　そのため、太陽電池モジュールを、井桁状に組まれる縦杆材及び横杆材を用いずに、所
定の固定部材を用いて屋根材或いは野地板に直接取付け固定することで、部品点数を低減
させると共に、屋根材との段差を少なくすることが考えられる。しかしながら、この場合
、従来の太陽電池モジュールの外形寸法は、屋根材の敷設ピッチと対応していないので、
屋根材に対して固定部材を取付ける位置が区々となり、同一の固定部材では対応すること
ができず、複数種類の固定部材を用意しなければならなくなる。詳述すると、屋根材と屋
根材との境界部分に固定部材を取付けなければならない場合では、屋根材と屋根材との間
には段差があるので、その段差を吸収できるような形状の固定部材とする必要がある。ま
た、屋根材としてスレートを用いた場合、表面に露出したスレートとその直下のスレート
とが重なった部分に固定部材を固定すると、スレート同士の間で毛細管現象が発生して屋
根材の裏側へ雨水等が浸入し、雨漏りの原因となる問題がある。従って、屋根材に対して
取付けられる位置に応じた形状の固定部材を複数用意する必要があったり、特殊な金具を



(3) JP 4679482 B2 2011.4.27

10

20

30

40

50

必要としたりして、部品点数の増加や高価な金具の使用によりかえって手間やコストがか
かる問題がある。
【０００７】
　そこで、本願発明は上記の実状に鑑み、部品点数を少なくしてコストを低減させると共
に、太陽電池モジュールを好適な状態で固定することができる太陽電池モジュール固定部
材及び太陽電池モジュールの固定構造の提供を課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る太陽電池モジュール固定部材は、「外形寸法が建築構造部材上に敷設され
る屋根材の敷設ピッチに対して整数倍とされた太陽電池モジュールを支持する支持部と、
該支持部と一体に形成され一つの屋根材における表面に露出した部位に対して屋根材を介
して建築構造部材に留付けられると共に、前記支持部に支持された前記太陽電池モジュー
ルが建築構造部材と略平行となるように傾斜した底面を有した固定部とを具備する」こと
を特徴とする。なお、以下、本明細書中において、「太陽電池モジュール固定部材」を、
単に「固定部材」とも称す。
【０００９】
　ここで、「屋根材」としては、例えば、スレート（カラーベスト）、陶器製瓦、金属瓦
、セメント瓦、トタン、等がある。また、「整数倍」としては、通常、屋根材の敷設ピッ
チは、１５０ｍｍ～４５０ｍｍ程度であり、そのピッチに対して、２～８倍とすることが
望ましい。又は、太陽電池モジュールの外形寸法の一辺が、５００ｍｍ～２０００ｍｍの
範囲内となるような整数倍とすることが望ましい。
【００１０】
　また、「支持部」としては、「太陽電池モジュールに形成された嵌合溝と嵌合する嵌合
突起としたもの」、「太陽電池モジュールに形成された被係合部と係合する爪状の係合部
としたもの」、「上記の嵌合突起と係合部の両方を備えたもの」、等が挙げられる。また
、支持部としては、太陽電池モジュール固定部材を挟んで隣接配置される（二つの）太陽
電池モジュールを夫々支持できるようにすると共に、隣接配置される太陽電池モジュール
の表面が略同一面上となるように支持するものが望ましい。
【００１１】
　本発明によると、外形寸法が建築構造部材上に敷設される屋根材の敷設ピッチに対して
整数倍とされた太陽電池モジュールを屋根上に留付け固定するための太陽電池モジュール
固定部材を、太陽電池モジュールを支持する支持部と、支持部に一体とされ建築構造部材
に留付けるための固定部とで構成するようにしたものである。
【００１２】
　これにより、従来のように縦杆材や横杆材を用いなくても屋根上に太陽電池モジュール
を設置することができ、太陽電池モジュールを設置固定するための部材の種類を少なくす
ることができると共に、固定部材により太陽電池モジュールを直接、野地板や垂木等の建
築構造部材に固定しているので、太陽電池モジュールの設置に係る手間を簡略化すること
ができ、コストを低減させることができる。
【００１３】
　また、太陽電池モジュールを固定部材によって直接建築構造部材に固定しているので、
従来のように縦杆材と横杆材とを井桁状に組んで太陽電池モジュールを設置した場合と比
較して、太陽電池モジュールの表面と、屋根材の表面との段差を可及的に少なくすること
ができ、屋根上に設置した際に、見栄えが悪くなるのを抑制することができる。
【００１４】
　更に、太陽電池モジュールの外形寸法を、屋根材の敷設ピッチに対して整数倍としてい
るので、屋根材に対して太陽電池モジュールを支持する固定部材を配置（固定）する位置
が略一定の位置となり、同一種類の固定部材で太陽電池モジュールを固定することができ
、部品点数を減少させてコストを低減させることができると共に、同一種類の固定部材で
各太陽電池モジュールを固定するので固定部材の種類を選択する手間を省くことができ、
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作業性を向上させることができる。
【００１５】
　また、太陽電池モジュールの外形寸法を、屋根材の敷設ピッチに対して整数倍としてい
るので、太陽電池モジュールを固定する固定部材が、屋根材同士が重なった位置に配置さ
れるのを回避することができ、屋根材としてスレートを用いた場合、重なったスレート間
で毛細管現象が発生するのを回避させることができ、太陽電池モジュールの設置が雨漏り
の原因となるのを防止することができる。
【００１６】
　なお、固定部材を、太陽電池モジュールを支持する辺に沿ってスライドできるように構
成することが望ましく、これにより、太陽電池モジュールの位置に関係なく、屋根構造部
材に対して最適な位置（例えば、重なった屋根材同士において毛細管現象が発生し難い位
置、垂木が配置された位置、等）に固定部材を留付け固定し易くすることができ、雨漏り
の発生を防止したり、太陽電池モジュールの固定強度を増させたりすることができる。
【００１７】
　また、太陽電池モジュール自体に屋根材としての機能を持たせるようにしても良く、太
陽電池モジュールを設置した部分では、太陽電池モジュールとその下側の屋根材との二重
屋根構造となり、屋根の機能をより高めることができると共に、固定部材が直接風雨に晒
されることがなく、固定部材を留付けた部位での雨漏りの発生を防止することができる。
【００１９】
　本発明によると、屋根の流れ方向に対して太陽電池モジュールの上下側で太陽電池モジ
ュール固定部材により太陽電池モジュールを固定するようにし、更に、固定部材の固定部
を、屋根材を介して建築構造部材に留付けると共に、その底面を、支持部を介して支持さ
れた太陽電池モジュールが建築構造部材と略平行となるように傾斜させたものである。
【００２０】
　これにより、屋根材の傾斜角度が建築構造部材の傾斜角度と異なっていても、固定部材
により支持される太陽電池モジュールの傾斜角度を建築構造部材と略同じ傾斜角度とする
ことができる。特に、固定部材の支持部において、隣接する太陽電池モジュールを略同一
面上に支持するものとした場合、固定部材によって屋根上に設置される複数の太陽電池モ
ジュールを夫々略同一面上に配置固定することができ、良好な美観を得ることができる。
【００２１】
　また、太陽電池モジュールを屋根の流れ方向に対して上下側で固定部材により固定する
ようにしているので、固定部材によって太陽電池モジュールが流れ方向下方へ移動するの
を防止することができる。これにより、太陽電池モジュールを支持する辺に対して固定部
材をスライドできるようにすることができ、太陽電池モジュールの設置位置に関係なく固
定部材を屋根材に対して最適な位置に留付け固定して太陽電池モジュールを良好な状態で
屋根上に設置することができる。
【００２２】
　更に、本発明に係る太陽電池モジュール固定部材は、上記の構成に加えて、「前記支持
部に、太陽電池モジュールに形成された被係合部と係合する係合部を有している」ことを
特徴とする。
【００２３】
　本発明によると、太陽電池モジュール固定部材の支持部に、太陽電池モジュールに形成
された被係合部と係合する係合部を備えるようにしたものである。これにより、固定部材
によって太陽電池モジュールを更に強固に固定支持することができ、屋根上に設置される
太陽電池モジュールに強風等の負荷が作用しても、外れ難くして良好な状態で太陽電池モ
ジュールを固定することができる。
【００２４】
　本発明に係る太陽電池モジュールの固定構造は、「請求項１又は請求項２に記載の前記
太陽電池モジュール固定部材を、建築構造部材上に敷設された屋根材における表面に露出
した部位に対し、屋根の流れ方向では上側に配置された屋根材の下端付近で、且つ、屋根
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の桁方向では桁側の境目より所定寸法離れた位置の範囲内に留付けて太陽電池モジュール
を固定する」ことを特徴とする。
【００２５】
　ここで、「上側に配置された屋根材の下端付近」とは、当該屋根材の下端から屋根材に
沿った３０ｍｍ～１５０ｍｍ（望ましくは、７０ｍｍ～１００ｍｍ）上側の位置から上側
に配置された屋根材の下端までの間の範囲内である。また、「桁側の境目より所定寸法」
とは、境目から３０ｍｍ～１００ｍｍの間、望ましくは、５０ｍｍ～８０ｍｍの間の範囲
内である。これら上述した寸法よりも小さいと、重なった屋根材同士の間で毛細管現象が
発生して雨漏りの原因となる恐れがあり、上述した寸法よりも大きいと、屋根材の露出し
た部位において固定部材を留付けるためのスペースを確保するのが困難となる恐れがある
ためである。
【００２６】
　本発明によると、上述した太陽電池モジュール固定部材を、一つの屋根材における表面
に露出した部位に対して、流れ方向では上側に敷設された屋根材の下端付近で、桁方向で
は境目より所定寸法離れた位置の範囲内に留付けて太陽電池モジュールを固定する構造と
したものである。
【００２７】
　これにより、上述の範囲内に固定部材を留付け固定することで、重なった屋根材同士の
間で毛細管現象が発生するのを阻止して雨漏りの原因となるのを防止することができる。
特に、屋根材としてカラーベスト等のスレートを用いた場合、スレートは瓦と比較して厚
さが薄く変形し易いので、固定部材を留付けることで重なったスレート同士が接近して毛
細管現象が発生し易くなるが、雨水等の浸入源となる屋根材の端部から離れた上記範囲内
に固定部材を留付けることで、屋根材の端部で毛細管現象が発生するのを防止して、雨漏
りの原因となるのを回避させることができる。
【００２８】
　また、本発明に係る太陽電池モジュールの固定構造は、「少なくとも屋根の流れ方向の
外形寸法が建築構造部材上に敷設される屋根材の敷設ピッチに対して整数倍とされた太陽
電池モジュールと、該太陽電池モジュールの流れ方向に対する上端に少なくとも形成され
た被係合部と係合する係合部を有し前記太陽電池モジュールの上端及び下端を支持する支
持部、該支持部と一体に形成され一つの屋根材における表面に露出した部位に対して屋根
材を介して建築構造部材に留付けられると共に前記支持部に支持された前記太陽電池モジ
ュールが建築構造部材と略平行となるように傾斜した底面を有した固定部、を備えた太陽
電池モジュール固定部材と、を具備し、該太陽電池モジュール固定部材が、建築構造部材
上に敷設された屋根材における表面に露出した部位に対し、屋根の流れ方向では上側に配
置された屋根材の下端付近で、且つ、屋根の桁方向では桁側の境目より所定寸法離れた位
置の範囲内に留付けられる」ことを特徴とする。
【００２９】
　本発明によると、流れ方向の外形寸法が屋根材の敷設ピッチに対して整数倍とされた太
陽電池モジュールと、太陽電池モジュールの流れ方向の上端に形成された被係合部と係合
する係合部を有し太陽電池モジュールの上下端を支持する支持部、支持部と一体に形成さ
れ屋根材を介して建築構造部材に留付けられると共に太陽電池モジュールが建築構造部材
と略平行となるように傾斜した底面を有した固定部を備えた太陽電池モジュール固定部材
とを具備し、固定部材が、建築構造部材上に敷設された屋根材における表面に露出した部
位に対し、流れ方向では上側に配置された屋根材の下端付近で、且つ、桁方向では桁側の
境目より所定寸法離れた位置の範囲内に留付けられる構造としたものである。
【００３０】
　これにより、上述した太陽電池モジュール固定部材及びその固定構造と同様の作用効果
を奏することができる他に、被係止部に係止部を係止させることで、太陽電池ジュールの
上端を支持する固定部材によっても、その下側に配置された太陽電池モジュールが流れ方
向の下方へ移動するのを阻止することができ、より強固に太陽電池モジュールを屋根上に
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設置固定することができる。
【発明の効果】
【００３１】
　上記のように、本発明によると、部品点数を少なくしてコストを低減させると共に、太
陽電池モジュールを好適な状態で固定することができる太陽電池モジュール固定部材及び
太陽電池モジュールの固定構造を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、本発明を実施するための最良の形態である太陽電池モジュール固定部材及び太陽
電池モジュールの固定構造について、図１乃至図５基づいて詳細に説明する。図１（Ａ）
は本発明に係る太陽電池モジュールを屋根上に固定した状態で屋根の勾配に対して垂直方
向から示す平面図であり、（Ｂ）は（Ａ）を流れ方向に沿って切断して示す断面図である
。図２（Ａ）は図１における太陽電池モジュール固定部材による太陽電池モジュールの固
定構造を拡大して示す拡大断面図であり、（Ｂ）は（Ａ）を分解して示す分解断面図であ
る。図３は、図２（Ｂ）における分解斜視図である。図４は、一枚の屋根材における太陽
電池モジュール固定部材を留付け固定する位置を示す説明図である。図５は、図１に示す
太陽電池モジュールにおける軒先側先端の構造を示す断面図である。
【００３３】
　本実施形態における太陽電池モジュールの固定構造は、図示するように、野地板や垂木
等の建築構造部材１上に屋根材２を所定の敷設ピッチで敷設して構築された屋根上に対し
て、固定部材３を用いて太陽電池モジュール４を直接屋根材２に留付け固定するものであ
り、まず、上述した各部材の詳細な構成について説明する。
【００３４】
　本実施形態では、屋根材２としてカラーベスト等のスレートを用いており、図１に示す
ように、流れ方向に対しては、敷設ピッチＰａの間隔で下側の屋根材２の上に上側の屋根
材２が重なるように敷設されており、また、桁方向に対しては、敷設ピッチＰｂの間隔で
、図中左側の屋根材２の上に右側の屋根材２が重なるように敷設されている。従って、図
４に示すように、一つの屋根材２の寸法は、表面に露出する寸法よりも大きい寸法となっ
ている。なお、本例では、敷設ピッチＰａが約１８２ｍｍとされ、敷設ピッチＰｂが約９
１０ｍｍとされている。また、本例では、図示するように、敷設される屋根材２が、流れ
方向に対して桁方向が互い違いに配置されており、桁方向の見かけ上の敷設ピッチがＰｂ
／２、つまり約４５５ｍｍとなっている。
【００３５】
　また、本実施形態の固定部材３は、図２に断面で示すように、所定方向（図中、左方向
）へ突出する第一突出片３ａと、第一突出片３ａの基端側から第一突出片３ａとは反対側
へ突出する第二突出片３ｂと、第一突出片３ａと第二突出片３ｂとの間から下方へ延びだ
す立壁片３ｃと、立壁片３ｃの下端から第二突出片３ｂが延びる方向と略同じ方向へ延び
る固定部３ｄとを備えている。また、固定部材３には、第一突出片３ａ及び第二突出片３
ｂと固定部３ｄとの間に、第一突出片３ａ及び第二突出片３ｂと略平行に延びる第一台座
部３ｅと第二台座部３ｆとが夫々備えられている。この第一台座部３ｅの先端からは下端
部が固定部３ｄの下面と略同一面となる脚部３ｇが延びだしていると共に、第二台座部３
ｆの先端からは固定部３ｄと連結する連結部３ｈが延びだしている。
【００３６】
　この固定部材３には、第一突出片３ａと第一台座部３ｅとの間に、立壁片３ｃから第一
突出片３ａが延びる方向と略同じ方向へ延び先端部が下方へ突出した係合部３ｉを更に備
えている。この係合部３ｉは、下方へ突出した部分よりも先端側が先細りする形状となっ
ている。これら、第一突出片３ａ、第二突出片３ｂ、及び係合部３ｉにより、太陽電池モ
ジュール３を支持するための支持部が構成されている。
【００３７】
　この固定部材３における固定部３ｄの底面は、建築構造部材１に対して傾斜して敷設さ
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れる屋根材２の傾斜角度と対応した角度とされている。つまり、屋根材２の表面に固定部
材３の固定部３ｄを載置すると、第一突出片３ａ及び第二突出片３ｂの延びる方向が、建
築構造部材１の延びる方向と略平行となるように固定部３ｄの底面が傾斜した面となって
いる。なお、脚部３ｇの底面も固定部３ｄの底面と同一面上に配置されている。
【００３８】
　また、固定部材３における固定部３ｄには、ビス孔３ｋが穿設されており、このビス孔
３ｋを介して所定の留付けビス７を屋根材２及び建築構造部材１に留付けることで、固定
部材３を建築構造部材１に固定することができるようになっている。なお、図示は省略す
るが、本例ではビス孔３ｋは、図２中、紙面に対して垂直方向に１～４箇所備えられてい
る。
【００３９】
　本例の固定部材３は、同一断面形状で長手方向に延びる形態とされ、アルミやステンレ
ス等からなる金属製の押出し成形材とされている。なお、本例では、固定部材３の長さが
約１００ｍｍとされており、太陽電池モジュール３の一辺に対して複数（ここでは、三つ
）用いられている。
【００４０】
　続いて、本実施形態における太陽電池モジュール４は、平面視において略矩形状とされ
、太陽光を受けることで発電を行う太陽電池セル（図示せず）を有した板状のモジュール
ガラス５と、モジュールガラス５の外周を保持する長尺状の枠体６とを主に備えている。
【００４１】
　この太陽電池モジュール４における枠体６は、図２及び図３に示すように、断面が略矩
形状とされ、上部にモジュールガラス５を嵌合保持し一方の側面に開口する保持溝６ａと
、保持溝６ａの下側に配置され保持溝６ａとは反対側の側面に開口し固定部材３の第一突
出片３ａ又は第二突出片３ｂが嵌合挿入される支持溝６ｂと、支持溝６ｂの下側に配置さ
れ支持溝６ｂと同じ側に開口する下部溝６ｃと、下部溝６ｃ内の一方の側面から開口に向
かって延び先端部が上方へ突出し固定部材３の係合部３ｉと係合可能な被係合部６ｄとを
備えている。この被係合部６ｄは、上方へ突出した部分よりも先端が先細りする形状とさ
れている。
【００４２】
　この枠体６には、保持溝６ａと支持溝６ｂとの間に重量軽減用の肉抜き部６ｅが備えら
れていると共に、保持溝６ａにおける開口部分の上側端部に面取り部６ｆが備えられてい
る。また、枠体６には、肉抜き部６ｅ内における上側且つ支持溝６ｂが開口する側と同じ
側の隅と、下部溝６ｃ内における下側且つ支持溝６ｂが開口する側とは反対側の隅に、夫
々所定のビスを螺合可能なビス溝６ｇが備えられている。なお、枠体６は、同一断面形状
で長手方向に延びる形態とされており、アルミやステンレス等からなる金属製の押出し成
形材とされている。
【００４３】
　この枠体６によってモジュールガラス５の全周が保持されることで太陽電池モジュール
４が構成されるようになっている。なお、モジュールガラス５の外周縁と、枠体６の保持
溝６ａとの間には、ゴムや樹脂等（本例では、発泡性ＥＰＤＭ（エチレン・プロピレン・
ジエン・メチレン）樹脂を使用）からなるシール部材４ａが介装されており、このシール
部材４ａによってモジュールガラス５と枠体６との間が水密な状態となり、モジュールガ
ラス５と枠体６との間から雨水等が浸入するのを防止できるようになっている。
【００４４】
　なお、本例における太陽電池モジュール４の外形寸法は、流れ方向の寸法が、屋根材２
の流れ方向の敷設ピッチＰａに対して約５倍の寸法（約９１０ｍｍ）とされると共に、桁
方向の寸法が、屋根材２の桁方向の見かけ上の敷設ピッチＰｂ／２に対して約３倍の寸法
（約１３６３ｍｍ）とされている。また、本例では、モジュールガラス５の全周に同一断
面形状の枠体６を用いたものを示したが、太陽電池モジュール５に対して、流れ方向に沿
って配置される縦枠体と、桁方向に沿って配置される横枠体とを異なる断面形状の枠体と
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しても良い。
【００４５】
　ところで、本例では、図５に示すように、屋根上に設置される太陽電池モジュール４の
外周端部を装飾する化粧カバー８を更に備えている。この化粧カバー５は、固定部材３に
よって固定されるものであり、一方の側面上端部から他方下側へ向かって湾曲状に延びる
カバー部８ａと、一方の側面に開口し固定部材３の第一突出片３ａ又は第二突出片３ｂが
嵌合挿入される支持溝８ｂと、支持溝８ｂの下側に配置され支持溝８ｂと同じ側に開口す
る下部溝８ｃと、下部溝８ｃ内の他方側側面から開口に向かって延び先端部が上方へ突出
し固定部材３の係合部３ｉと係合可能な被係合部８ｄとを備えている。このカバー部８ａ
の上端は、枠体６の上端と略同じ高さとされている。また、カバー部８ａの下側には肉抜
き部８ｅが形成されている。この化粧カバー８における支持溝８ｂ、下部溝８ｃ、及び被
係合部８ｄ等は、太陽電池モジュール４における枠体６と同様の形態であり、その他、面
取り部８ｆ及びビス溝８ｇも同様の形態となっているので詳細な説明は省略する。
【００４６】
　なお、図示は省略するが、本例では、固定部材３と屋根材２との間に、ゴムやシリコン
等からなる止水部材（本例では、ブチルゴム）が配置されており、この止水部材により固
定部材３を留付ける留付けビス７を伝って雨水等が屋根材２や建築構造部材１の裏側へ浸
入して雨漏りの原因となるのを防止していると共に、屋根材２表面の凹凸を吸収して固定
部材３が安定した状態で固定されるようになっている。
【００４７】
　次に、上述した各部材を用いた太陽電池モジュールの固定構造について、その施工方法
と共に詳細に説明する。本例では、建築構造部材１上に屋根材２を敷設することで構築さ
れた屋根に対して、その流れ方向の下側から上側に向かって太陽電池モジュール４を順次
留付け固定する。まず、流れ方向の最下端に配置される太陽電池モジュール４の下端を支
持する固定金具３を、屋根材２を介して建築構造部材１に固定する。なお、固定部材３を
固定する際に、固定部材３の係合部３ｉが流れ方向下方へ延びるようにその向きを定める
と共に、桁方向に対して直線状に並ぶように複数の固定部材３を配置する。
【００４８】
　その際に、図４に示すように、屋根材２における表面に露出した部位に対して、流れ方
向では、屋根材２の下端から所定寸法ＹＬａ（本例では、約７０ｍｍ）上側の位置から、
上側に配置された屋根材２の下端までの間で、桁方向では、両側の境目から所定寸法ＹＷ
ａ（本例では、約５０ｍｍ）離れた位置の範囲内に（図中、斜線を付した範囲内）、固定
部材３を留付けビス７を用いて屋根材２に留付け固定する。なお、図中、ＹＬｂ及びＹＷ
ｂで示す範囲は、上側に屋根材２が重なる範囲である。
【００４９】
　そして、最下段の固定部材３を屋根材２を介して建築構造部材１に固定したら、それら
固定部材３よりも流れ方向上側に太陽電池モジュール４を配置した上で、それら固定部材
３の第二突出片３ｂが、太陽電池モジュール４における下側の枠体６に形成された支持溝
６ｂ内に挿入嵌合されるように、太陽電池モジュール４を下方へ移動させ、固定部材３に
よって太陽電池モジュール４の下端を支持させる。
【００５０】
　続いて、固定部材３によって下端が支持された太陽電池モジュール４の上側枠体６に、
新たな固定部材３を嵌め込む。具体的には、上側枠体６に形成された支持溝６ｂ内に固定
部材３の第一突出片３ａを嵌合させると共に、枠体６の被係合部６ｄと固定部材３の係合
部３ｉとを係合させる。この固定部材３の嵌め込み作業は、枠体６の長手方向に対して直
角方向から固定部材３を嵌め込むようにしても良いし、枠体６の長手方向端部から固定部
材３を挿入して嵌め込んで長手方向へスライドさせても良く、直角方向から固定部材３を
嵌め込む場合は、先端が互いに先細り形状とされた係合部３ｉ及び被係合部６ｄが弾性変
形して、簡単に係合部３ｉと被係合部６ｄを係合させることができるようになっている。
【００５１】
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　そして、太陽電池モジュール４の上側枠体６に固定部材３を嵌め込んだら、固定部材３
を桁方向に適宜スライドさせて、露出した屋根材２における上述した範囲内へ配置し、留
付けビス７を用いて固定部材３を建築構造部材１に留付け固定する。なお、本例では、太
陽電池モジュール４の流れ方向の寸法が、屋根材２の敷設ピッチＰａの整数倍とされてい
るので、蓋然的に、屋根材２に対して太陽電池モジュール４の上側を支持する固定部材３
の流れ方向の位置が、太陽電池モジュール４の下側を支持する固定部材３の位置と略同様
の位置に配置され、流れ方向に対しては上述した範囲内に自動的に配置される。また、固
定部材３の底面が上述したように傾斜しており、固定部材３によって固定支持された太陽
電池モジュール４が、建築構造部材１と略平行な状態となるようになっている。
【００５２】
　この、固定部材３によって固定された太陽電池モジュール４は、下側枠体６の下面が固
定部材３の第二台座部３ｆ上に載置されると共に、上側枠体６の下面が固定部材３の第一
台座部３ｅ上に載置された状態となっている。これにより、太陽電池モジュール４は、固
定部材３の第一突出片３ａ及び第二突出片３ｂだけでなく、第一台座部３ｅ及び第二台座
部３ｆによっても、荷重が支持されると共に、建築構造部材１の延びる方向に対して垂直
方向の移動が規制されるようになっている。また、太陽電池モジュール４は、図２に示す
ように、枠体６の下部溝６ｃを構成する上下片の先端が、固定部材３の立壁片３ｃと当接
するようになっており、これにより、流れ方向への移動が規制されるようになっている。
【００５３】
　このようにして、最下段の太陽電池モジュール４を屋根上に固定したら、続いて、その
上側に新たな太陽電池モジュール４を配置し、上記と同様に、屋根上に固定された固定部
材３に太陽電池モジュール４の下側枠体６を支持させ、続いて、上側枠体６に更に新たな
固定部材６を嵌め込んで、その固定部材６を上述と同様に屋根材２に留付け固定すること
で上側の太陽電池モジュール４を固定する。なお、図示するように、固定部材３の第一突
出片３ａ及び第二突出片３ｂは、立壁片３ｃを挟んで連続するように延びており、固定部
材３を挟んで上下に配置される太陽電池モジュール４が略同一面状に固定支持されるよう
になっている。そして、順次、上記の作業を繰り替えすことで、屋根上に複数の太陽電池
モジュール４が設置されることとなる。
【００５４】
　なお、化粧カバー８については、最下段の固定部材３を屋根材２に固定した際に、固定
部材３に取付けるようにしても良いし、太陽電池モジュール４を固定した後に固定部材３
に取付けるようにしても良い。
【００５５】
　このように、本実施形態の固定部材３によると、従来のように縦杆材や横杆材を用いな
くても屋根上に太陽電池モジュール４を設置することができ、設置固定するための部材の
種類を少なくすることができると共に、固定部材３により太陽電池モジュール４を直接、
野地板や垂木等の建築構造部材１に固定しているので、太陽電池モジュール４の設置に係
る手間を簡略化することができ、コストを低減させることができる。
【００５６】
　また、太陽電池モジュール４を固定部材３によって直接建築構造部材１に固定している
ので、従来のように縦杆材と横杆材とを井桁状に組んで太陽電池モジュール４を設置した
場合と比較して、太陽電池モジュール４の表面と、屋根材２の表面との段差を可及的に少
なくして、屋根上に設置した際に、見栄えが悪くなるのを抑制することができる。
【００５７】
　更に、太陽電池モジュール４の外形寸法を、屋根材２の敷設ピッチＰａに対して整数倍
としているので、屋根材２に対して太陽電池モジュール４を支持する固定部材３を配置固
定する位置が略一定の位置となり、同一種類の固定部材３で太陽電池モジュール４を固定
することができ、部品点数を減少させてコストを低減させることができると共に、同一種
類の固定部材３で各太陽電池モジュール４を固定するので固定部材３の種類を選択する手
間を省くことができ、作業性を向上させることができる。
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【００５８】
　また、太陽電池モジュール４の外形寸法を、屋根材２の敷設ピッチＰａやＰｂ／２に対
して整数倍としているので、太陽電池モジュール４を固定する固定部材３が、屋根材２同
士が重なった位置に配置されるのを回避することができ、重なったスレートからなる屋根
材２間で毛細管現象が発生するのを回避させることができ、太陽電池モジュール４の設置
が雨漏りの原因となるのを防止することができる。
【００５９】
　また、固定部材３を、太陽電池モジュール４を支持する辺に沿ってスライドできるよう
に構成しているので、太陽電池モジュール４の位置に関係なく、屋根構造部材１に対して
最適な位置（例えば、重なった屋根材２同士において毛細管現象が発生し難い位置、垂木
が配置された位置、等）に固定部材３を留付け固定し易くすることができ、雨漏りの発生
を防止したり、太陽電池モジュール４の固定強度を増させたりすることができる。
【００６０】
　更に、屋根材２の傾斜角度が建築構造部材１の傾斜角度と異なっていても、固定部材３
により支持される太陽電池モジュール４の傾斜角度を建築構造部材１と略同じ傾斜角度と
することができるので、固定部材３によって屋根上に設置される複数の太陽電池モジュー
ル４を夫々略同一面上に配置固定することができ、良好な美観を得ることができる。
【００６１】
　また、固定部材３の支持部に、太陽電池モジュール４に形成された被係合部６ｄと係合
する係合部３ｉを備えるようにしているので、これにより、固定部材３によって太陽電池
モジュール４を更に強固に固定支持することができ、屋根上に設置される太陽電池モジュ
ール４に強風等の負荷が作用しても、外れ難くして良好な状態で太陽電池モジュール４を
固定することができる。
【００６２】
　更に、固定部材３を、一つの屋根材２における表面に露出した部位に対して、上述した
範囲内に固定するようにしているので、これにより、重なった屋根材２同士の間で毛細管
現象が発生するのを阻止して雨漏りの原因となるのを防止することができる。
【００６３】
　以上、本発明について好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明はこれらの実施形態
に限定されるものではなく、以下に示すように、本発明の要旨を逸脱しない範囲において
、種々の改良および設計の変更が可能である。
【００６４】
　すなわち、本実施形態では、屋根材２としてスレートを例に説明したが、これに限定す
るものではなく、屋根材２として瓦やトタン（瓦棒葺き屋根）等としても良く、上記と同
様の作用効果を奏することができる。
【００６５】
　また、本実施形態では、固定部材３として、上述した枠体６を備えた太陽電池モジュー
ル４を支持するものを示したが、これに限定するものではなく、上述した枠体６とは異な
る形態の枠体を備えた太陽電池モジュール（例えば、従来から用いられている太陽電池モ
ジュール）を支持するようにしても良く、これにより、従来の太陽電池モジュールも良好
な状態で屋根上に設置することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】（Ａ）は本発明に係る太陽電池モジュールを屋根上に固定した状態で屋根の勾配
に対して垂直方向から示す平面図であり、（Ｂ）は（Ａ）を流れ方向に沿って切断して示
す断面図である。
【図２】（Ａ）は図１における太陽電池モジュール固定部材による太陽電池モジュールの
固定構造を拡大して示す拡大断面図であり、（Ｂ）は（Ａ）を分解して示す分解断面図で
ある。
【図３】図２（Ｂ）における分解斜視図である。
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【図４】一枚の屋根材における太陽電池モジュール固定部材を留付け固定する位置を示す
説明図である。
【図５】図１に示す太陽電池モジュールにおける軒先側先端の構造を示す断面図である。
【符号の説明】
【００６７】
１　建築構造部材
２　屋根材
３　固定部材（太陽電池モジュール固定部材）
３ａ　第一突出片
３ｂ　第二突出片
３ｃ　立壁片
３ｄ　固定部
３ｅ　第一台座部
３ｆ　第二台座部
３ｇ　脚部
３ｈ　連結部
３ｉ　係合部
３ｋ　ビス孔
４　太陽電池モジュール
６　枠体
６ａ　保持溝
６ｂ　支持溝
６ｃ　下部溝
６ｄ　被係合部
６ｅ　肉抜き部
６ｆ　面取り部
６ｇ　ビス溝
７　留付けビス
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