
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
底板部およびこの底板部の両側縁から立ち上がる側板部を有する鋼板製のパネル本体と、
このパネル本体の一側の側板の内側に沿って設けられて上面が開放された内樋と、前記パ
ネル本体の上面を蓋する太陽電池付鋼板とを備え、この太陽電池付鋼板は、一側縁が前記
内樋内に立ち下がり、かつ他側縁が略かぎ形に立ち下がるものとした太陽電池付鋼板屋根
パネル。
【請求項２】
前記太陽電池付鋼板は、両側縁の付近が立ち上がってその側縁の立ち下がり部分に続くも
のとし、この太陽電池付鋼板の長さ方向の一部または全部を覆う透光板を、この太陽電池
付鋼板の両側の立ち上がり部分の上に跨がらせた載せた請求項１記載の太陽電池付鋼板屋
根パネル。
【請求項３】
請求項１または請求項２記載の太陽電池付鋼板屋根パネルを横並びに配置し、互いに隣接
する片方の太陽電池付鋼板屋根パネルの内樋内に、もう片方の太陽電池付鋼板パネルの略
かぎ形の立ち下がり部分を嵌め込み、内樋内の対向する太陽電池付鋼板の立ち下がり部分
間に、カバー材を嵌め込んだ太陽電池付鋼板屋根構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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この発明は、太陽電池付鋼板を用いた２重鋼板製の屋根パネルおよび屋根構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、太陽電池付鋼板を用いた屋根構造として、並設した状態で側縁が噛み合うように、
予め工場で曲げ加工をした太陽電池付鋼板を用いるものがある。施工に際しては、屋根の
野地面に、現場において金物を用いて内樋をビスまたは釘で固定し、前記の予め工場で曲
げ加工した太陽電池付鋼板を、内樋どうしを跨がらせながら載せ、その目地部に、噛み合
わせにより固定されるカバー材を嵌め込むものである。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記構成の屋根構造は、取付作業が全て現場作業のため、位置決めのための墨出
し等の手間がかかる。また、太陽電池の表面を保護および接着している材料は、火災時に
焼失するため、防火上の問題となりやすい。さらに、太陽電池付鋼板は、側縁の僅かな噛
み合わせだけによるため、吹き上げ時の保持力に問題が出やすい。また、裏面を配線スペ
ースとしているため、施工時に作業者が上に載った場合などの荷重により、鋼板が変形し
てしまう恐れがある。
【０００４】
この発明は、上記の課題を解消するものであり、施工が簡略化でき、防火性能にも優れた
太陽電池付鋼板屋根パネルおよび屋根構造を提供することを目的とする。
この発明の他目的は、一般のスレート葺き屋根との接続も容易で、またケラバ部の納まり
も容易な構成とできる太陽電池付鋼板屋根パネルを提供することである。
この発明のさらに他の目的は、集熱効率の一層の向上を図ることである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
この発明の太陽電池付鋼板屋根パネルは、底板部およびこの底板部の両側縁から立ち上が
る側板部を有する鋼板製のパネル本体と、このパネル本体の一側の側板の内側に沿って設
けられて上面が開放された内樋と、前記パネル本体の上面を蓋する太陽電池付鋼板とを備
える。この太陽電池付鋼板は、一側縁が前記内樋内に立ち下がり、かつ他側縁が略かぎ形
に立ち下がるものとする。
この太陽電池付鋼板屋根パネルは、一側縁に内蔵した内樋の溝形が開放されており、他側
縁は太陽電池付鋼板がかぎ形に突出しているため、屋根パネルを母屋等に設置することに
より、主要な防水性能が確保される。そのため施工が非常に簡略化される。また、一般の
スレート葺屋根との接続も容易で、かつケラバ部の納まりも容易となる。また、この太陽
電池付鋼板屋根は、基本的にパネル本体となる鋼板と太陽電池付鋼板との二重屋根である
ため、十分な防火性能が確保される。パネル内部の空気層は、軒先から棟まで連通させる
こともでき、これにより、内部に集熱用パイプを配置したり、また内部の暖められた空気
を住宅内に導入することも可能で、暖房や給湯の熱源に用いることもできる。
上記構成において、前記太陽電池付鋼板は、両側縁の付近が立ち上がってその側縁の立ち
下がり部分に続くものとし、この太陽電池付鋼板の長さ方向の一部または全部を覆う透光
板を、この太陽電池付鋼板の両側の立ち上がり部分の上に跨がらせて載せても良い。
このように、太陽電池付鋼板の両側縁の付近を立ち上がらせ、この立ち上がり部分に続く
側縁を立ち下がらせているため、防水性を向上させると共に、表面にガラス等の透光板を
載せることで、集熱に有効な空気層が確保される。そのため、一層の集熱効率の向上が図
れる。
【０００６】
この発明の太陽電池付鋼板屋根構造は、前記いずれかの構成の太陽電池付鋼板屋根パネル
を横並びに配置し、互いに隣接する片方の太陽電池付鋼板屋根パネルの内樋内に、もう片
方の太陽電池付鋼板屋根パネルの略かぎ形の立ち下がり部分を嵌め込み、内樋内の対向す
る太陽電池付鋼板の立ち下がり部分間に、カバー材を嵌め込んだものである。
このようにカバー材を嵌め込むことで、一層完全な屋根の防水性能が確保される。しかも
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、カバー材の嵌め込みという簡易な作業で防水施工が行える。
【０００７】
【発明の実施の形態】
この発明の一実施形態を図１ないし図９と共に説明する。この太陽電池付鋼板屋根パネル
１は、軒から棟にわたる長さを有し（図９参照）、横幅が建物のモジュール寸法（８００
～１０００ mm）の整数倍（例えば２倍）とされた大型屋根パネルであり、次の構成とされ
る。すなわち、この太陽電池付鋼板屋根パネル１は、鋼板製のパネル本体２と、このパネ
ル本体２の一側の側板の内側に沿って設けられて上面が開放された内樋３と、パネル本体
２の上面を蓋する太陽電池付鋼板４とで主に構成される。
【０００８】
パネル本体２は、底板部２ａおよびこの底板部２ａの両側縁から立ち上がる側板部２ｂ，
２ｃを有する鋼板の曲げ加工品であり、幅方向の中間の複数箇所（図示の例では２か所）
と、一側縁の近傍とに、パネル長さの全長にわたって延びる鋼板製の補強板５，６が上面
に溶接されている。中間の補強板５は、断面Ｚ字状の曲げ加工されて、その下フランジ部
がパネル本体２の底板部２ａに溶接され、上フランジ部の位置する上端位置は、パネル本
体２の側板部２ｂ，２ｃよりも若干低くされている。側部の補強板６は、内樋３の支持を
兼用する部材であり、同じくＺ字状の断面形状に形成され、一側の側板部２ｂからほぼ内
樋３の幅だけ離れて底板部２ａに下フランジが溶接されている。側部の補強板６は、中間
の補強板５よりも若干低く設けられ、上面に内樋３が載せられている。パネル本体２の外
底面の長手方向複数箇所には、アングル材等からなる母屋接合片１２（図３）が溶接によ
り固定されている。
内樋３は、リップ溝形に曲げ加工された鋼板または軽量形鋼からなる。この内樋３は、パ
ネル本体２の一側縁に全長に沿って設けられ、補強板６上と、パネル本体２の側板部２ｂ
の内側面とに、底面および一側面が各々溶接されている。内樋３のリップ３ａ，３ｂ（図
５）のうち、パネル中央側のリップ部３ａは、側縁側のリップ部３ｂよりも長く突出して
いる。
【０００９】
太陽電池付鋼板４は、一側縁が内樋３内に立ち下がり、かつ他側縁が略かぎ形に立ち下が
るものである。詳しくは、太陽電池付鋼板４は、両側縁の付近が垂直な立ち上がり部４ａ
となる浅い溝状に形成され、両側の立ち上がり部４ａから主面と平行な鍔部４ｂを介して
、斜め外側に延びる両側縁の各立ち下がり部分４ｃに続く。太陽電池付鋼板４は、内樋３
のリップ部３ａと、パネル本体２の側板部２ｃの上端の外フランジ部に、両側の鍔部４ｂ
で載せられ、かつ中間部分が補強板５に載せられ、各載置面に接着剤８で接着されている
。接着剤８は、両面粘着テープであっても良い。また、太陽電池付鋼板４は、パネル幅方
向に複数枚（図示の例では２枚）を繋ぎ合わせたものであり、その接合部４ｄは、例えば
図６（Ａ），（Ｂ）に示すように倒しはぜ等のはぜ継ぎにより接合されている。
【００１０】
太陽電池付鋼板４の上面のうち、棟部から所定長さの範囲は、ガラス板等からなる透光板
９により覆われている。透光板９は、両側縁が太陽電池付鋼板４の両側部の鍔部４ｂ上の
載せられ、長手方向に沿う押え材１０により止め付けられている。押え材１０は、断面が
Ｚ字状に形成され、タッピンビス等の固着具１１により、太陽電池付鋼板４に止め付けら
れる。
【００１１】
この太陽電池付鋼板屋根パネル１を用いた屋根構造を説明する。この太陽電池付鋼板屋根
パネル１は、住宅等の建物における屋根部鉄骨材上に設置される。図４，図９の設置例で
は、太陽電池付鋼板屋根パネル１は、屋根勾配方向に並ぶ複数本の鋼製の母屋１３上に載
せられ、下面に突出した母屋接合片　　を母屋１３の屋根勾配方向の上側の側面に係止さ
せて、ボルト・ナットにより母屋１３に接合してある。最下段の母屋１３は、軒桁１７の
上方に配置されたものである。
この太陽電池付鋼板屋根パネル１を横並びに配置した箇所では、互いに隣接する片方の太
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陽電池付鋼板屋根パネル１の内樋３内に、もう片方の太陽電池付鋼板パネル１の略かぎ形
の立ち下がり部分４ｃを嵌め込み、内樋３内の対向する太陽電池付鋼板４，４の立ち下が
り部分４ｃ，４ｃ間に、カバー材１５を嵌め込む。
【００１２】
カバー材１５は、鋼板等の金属板の曲げ加工品または樹脂板からなり、図７（Ａ）～（Ｃ
）に各種の例を示すように、上面板部１５ａの両側縁が内側へ湾曲状態に折り返され、下
方に屈曲した弾性脚１５ｂが形成された形状とされている。弾性脚１５ｂの先端には外側
へ膨らむ先端係止部１５ｃが形成されている。このため、カバー材１５は、対向する太陽
電池付鋼板４間に押し込むことにより、弾性脚１５ｂの先端係止部１５ｃが立ち下がり部
４ｃを通過したときに外側へ弾性的に広がって立ち下がり部４ｃの下端に係合する。この
とき、カバー材１５の折り返し部分を含む上面板部１５ａと太陽電池付鋼板４の上面との
間には、弾性材等からなる止水材１６（図５（Ｂ））を挟み込み、弾性復元力で保持する
。なお、カバー材１５は、透光板９が設けられた箇所では、この透光板９および止め材１
０の上方から押し込む。
【００１３】
図１（Ｃ）および図４に示すように、この太陽電池付鋼板屋根パネル１と一般のスレート
葺屋根等の屋根パネル２０とが隣接する箇所では、次のように納める。太陽電池付鋼板屋
根パネル１の内樋３側に隣接する一般屋根パネル２０には、太陽電池付鋼板屋根パネル１
の内樋３内に一側縁が立ち下がり状態に入る水切板２１を設け、この水切板２１の他側縁
を、野地板２７とスレート等の葺材２８等との間に挟み込む。これら太陽電池付鋼板４と
水切板２１の立ち下がり部分間に、前記カバー材１５を押し込む。
太陽電池付鋼板屋根パネル１の内樋３を有しない側面に隣接する一般屋根パネル２０には
、太陽電池付鋼板屋根パネル１に隣接する内樋３Ａを、パネル側縁に設け、この内樋３Ａ
に太陽電池付鋼板屋根パネル１の太陽電池付鋼板４のかぎ状立ち下がり部分４ｃと、一般
屋根パネル２０に設けた水切板２２の立ち下がり部分を挿入する。これら太陽電池付鋼板
４と水切板２２の立ち下がり部分間に、前記カバー材１５を押し込む。
【００１４】
図８に示すように、この太陽電池付鋼板屋根パネル１の側縁がケラバ部となる場合は、次
のように納める。太陽電池付鋼板屋根パネル１の内樋３側のケラバ部では、ケラバ破風２
４を取付けるケラバ破風下地２５に、内樋３内へ一部が立ち下がる水切板２９を設け、前
記各部と同様にカバー材１５を嵌め込む。
太陽電池付鋼板屋根パネル１の内樋３を有しない法のケラバ部では、太陽電池付鋼板屋根
パネル１の太陽電池付鋼板４の鍔部４ｂをケラバ破風２４とケラバ破風下地２５との間に
差し込み、鍔部４ｂに続く立ち下がり部４ｃをケラバ破風下地２５の外側へ立ち下がらせ
る。
【００１５】
この太陽電池付鋼板屋根パネルおよび屋根構造によると、このように、屋根パネル１を母
屋１３に設置し、ジョイント部にカバー材１５を上方より押し嵌めるだけで、屋根面の仕
上げ、防水施工が完了するため、施工が非常に簡略化される。一般のスレート葺等の屋根
パネル２０との接続も容易である。また、そのままの太陽電池付鋼板屋根パネル１の構成
で、ケラバ部の納まりが行え、簡単な構成の納まりとなる。
また、この太陽電池付鋼板屋根パネル１は、基本的に２重屋根であるため、十分な防火性
能が確保される。太陽電池付鋼板屋根パネル１の底板部２ａと太陽電池付鋼板４との間の
空間は、軒先から棟まで貫通しているので、内部に集熱用の流体配管（図示せず）を配置
し、あるいは内部の暖められた空気を室内に導入することで、暖房や給湯の熱源とするこ
ともできる。さらに、太陽電池付鋼板４の立ち上がり部４ａ，４ａ間にガラス板等の透光
板９を橋渡し状態に設けることにより、透光板９と太陽電池付鋼板４との間に集熱に有効
な空気層が確保され、集熱効率を上げることができる。
【００１６】
【発明の効果】
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この発明の太陽電池付鋼板屋根パネルは、底板部およびこの底板部の両側縁から立ち上が
る側板部を有する鋼板製のパネル本体と、このパネル本体の一側の側板の内側に沿って設
けられて上面が開放された内樋と、前記パネル本体の上面を蓋する太陽電池付鋼板とを備
え、この太陽電池付鋼板は、一側縁が前記内樋内に立ち下がり、かつ他側縁が略かぎ形に
立ち下がるものであるため、施工が簡略化でき、しかも防火性能にも優れる。
太陽電池付鋼板を、両側縁の付近が立ち上がって両側縁の各立ち下がり部分に続くものと
し、この太陽電池付鋼板の長さ方向の一部または全部を覆う透光板を、この太陽電池付鋼
板の両側の立ち上がり部分の上に跨がらせて載せた場合は、集熱効率の一層の向上が図れ
る。
また、この発明の太陽電池付鋼板屋根構造によると、上記の太陽電池付鋼板屋根パネルの
効果と共に、簡易な施工で完全な屋根の防水性能を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】（Ａ）はこの発明の一実施形態にかかる太陽電池付鋼板屋根パネルの概略平面図
、（Ｂ）はそのＢ－Ｂ線拡大断面図、（Ｃ）は同断面部分に対応する太陽電池付鋼板屋根
パネルの並設状態を示す屋根構造の断面図である。
【図２】同太陽電池付鋼板屋根パネルを分解して示す断面図である。
【図３】図１（Ａ）の  III－  III線拡大断面図である。
【図４】同断面部分に対応する太陽電池付鋼板屋根パネルの並設状態を示す屋根構造の断
面図である。
【図５】（Ａ）は図３のＶＡ部分の拡大断面図、（Ｂ）は図４のＶＢ部分の拡大断面図で
ある。
【図６】太陽電池付鋼板の中間継部の各例を示す拡大断面図である。
【図７】カバー材の各種の例を示す端面図である。
【図８】同太陽電池付鋼板屋根パネルを用いた屋根のケラバ部の断面図である。
【図９】（Ａ）は同太陽電池付鋼板屋根パネルと母屋との関係を示す側面図、（Ｂ）、（
Ｃ）は各々同図（Ａ）のＰ部およびＱ部の拡大図である。
【符号の説明】
１…太陽電池付鋼板屋根パネル　　４ａ…立ち上がり部
２…パネル本体　　　　　　　　　４ｃ…立ち下がり部
２ａ…底板部　　　　　　　　　　　５，６…補強板
２ｂ，２ｃ…側板部　　　　　　　　　９…透光板
３…内樋　　　　　　　　　　　　２０…一般の屋根パネル
４…太陽電池付鋼板
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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