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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　切妻屋根の妻側端部で屋根の傾斜方向に延設された角材の妻側側面、上面及び瓦側側面
に被せられる本体部を備え、その本体部の妻側側部又は瓦側側部のうち少なくとも瓦側側
部で固定金物により前記角材に固定されるけらば板金において、
　前記本体部は前記角材の上面と当接する平坦部を有しており、その平坦部上面の妻側及
び瓦側端部に、それら上面から上方に突出する妻側突出部及び瓦側突出部を形成し、この
両突出部とその間の平坦部上面とで樋溝を形成するとともに、
　前記本体部の前記両突出部の両上面は、瓦側から妻側に向かってそれぞれ高くなるよう
に傾斜して形成したことを特徴とするけらば板金。
【請求項２】
　前記本体部の妻側側部には屋根の傾斜方向に沿って延びる取付用溝が形成され、前記取
付用溝はその底部が前記角材の妻側側面と平行に形成され、前記取付用溝は前記本体部を
前記角材に取り付けた場合に前記底部が前記角材の妻側側面に当接する深さを有しており
、前記本体部は前記取付用溝を介して前記固定金物により前記角材の前記妻側側面に固定
されることを特徴とする請求項１に記載のけらば板金。
【請求項３】
　前記妻側突出部と前記瓦側突出部のうち、前記樋溝を形成する側面は、前記妻側突出部
の方が前記瓦側突出部よりも高くなっていることを特徴とする請求項１又は２に記載のけ
らば板金。
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【請求項４】
　前記樋溝の底部を前記角材の上面と平行となるように形成したことを特徴とする請求項
１乃至３のいずれか１項に記載のけらば板金。
【請求項５】
　前記本体部の軒側前面にはその前面を塞ぐ閉塞カバーを設け、この閉塞カバーには、前
記樋溝を軒側で開放する開放部を形成したことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１
項に記載のけらば板金。
【請求項６】
　切妻屋根の妻側端部で屋根の傾斜方向に延設された角材に、請求項１乃至４のいずれか
１項に記載のけらば板金を固定した屋根構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、けらば板金及びそのけらば板金を用いた屋根構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　切妻屋根を有する建物では、切妻屋根の妻側端部（けらば部）に、けらば瓦の代わりに
けらば板金が設けられる場合がある。このけらば板金は、化粧破風カバーやけらば包み等
とも呼ばれ、雨水の侵入防止、美観維持の観点から設けられるものである。
【０００３】
　このけらば板金として、従来、図７に示すけらば部材５１が提案されている（特許文献
１参照）。このけらば部材５１は板金製であり、登木５２の上面に固定された受け桟５３
の上面及び側面に沿って折り曲げ形成された本体部５４を備えている。本体部５４の上面
は瓦側に形成された平面部５５と、同平面部５５から妻側に向かって高くなる傾斜部５６
とで形成されている。また、本体部５４の妻側は受け桟５３の妻側側面に沿って登木５２
の下端部まで延設され、これにより垂下片５７が形成されている。他方、瓦側では、受け
桟５３の瓦側側面上で折り曲げ形成された後、瓦５８の上面に被さるまで延設され、これ
により瓦上面被覆片５９が形成されている。かかるけらば部材５１は、受け桟５３の妻側
側面及び瓦側側面において固定釘６０で受け桟５３に固定されている。
【０００４】
　ところで、一般的なけらば板金では、前記けらば部材５１の本体部５４の上面に相当す
る部分が平面部５５のみで構成されている。前記けらば部材５１が、そのような一般的構
成ではなく本体部５４の上面に傾斜部５６を形成したのは、次のような理由による。すな
わち、本体部５４の上面が平面部５５のみであると、その平面部５５上を軒に向かって流
れる雨水が妻側（破風木側）に飛散して破風木６１の耐久性を損なうといった問題を解決
するためである。
【０００５】
　しかしながら、上記けらば部材５１の構成では、雨水の飛散防止とは別に新たな問題点
を引き起こすことになる。すなわち、傾斜部５６から平面部５５に向かって流れる雨水が
、その傾斜を流れる際に本体部５４の瓦側側面まで流れてしまうことが考えられる。また
、傾斜部５６から合流した雨水とともに平面部５５上を軒先に向かって雨水が流れる際に
、その流れる途中で本体部５４の瓦側側面に流れてしまうことも考えられる。すると、本
体部５４の瓦側側面に流れた雨水はその側面に存在する固定釘６０に降りかかるため、そ
れが固定釘６０の錆びの原因となって、固定釘６０の品質低下を引き起こしてしまう。
【特許文献１】特開平９－２２１８８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、瓦側側部にある固定金物に本体部の上面部から雨水が降りかかることを防止
し、その固定金物の品質低下を抑制できるけらば板金、及びそのけらば板金を用いた屋根
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構造を提供することを主たる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以下、上記課題を解決するのに有効な手段等につき、必要に応じて作用、効果、より踏
み込んだ具体的手段等を示しつつ説明する。なお以下では、理解を容易にするため、発明
の実施の形態において対応する構成を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した
具体的構成に限定されない。
【０００８】
　（イ）切妻屋根の妻側端部で屋根の傾斜方向に延設された角材（登木６）の妻側側面、
上面及び瓦側側面に被せられる本体部（本体部２２，３２）を備え、その本体部の瓦側側
部（瓦側側部２２ｂ，３２ｂ）で固定金物（固定釘９）により前記角材に固定されるけら
ば板金において、
　前記本体部は前記角材の上面と当接する平坦部（樋溝２４，３４の底部２４ａ，３４ａ
）を有しており、その平坦部上面の瓦側端部に、その上面から上方に突出する瓦側突出部
（瓦側突出部２６）を形成した。
【０００９】
　この構成によれば、瓦側突出部によって、本体部の平坦部上面を軒先に向かって流れる
雨水が瓦側側部に流れ落ちることを防止できる。また、前記雨水が瓦側に飛散することも
この瓦側突出部によって防止できる。その結果、前記雨水が瓦側側部にある固定金物に降
りかかることを防げるため、その固定金物の品質低下を抑制できる。
【００１０】
　（ロ）切妻屋根の妻側端部で屋根の傾斜方向に延設された角材（登木６）の妻側側面、
上面及び瓦側側面に被せられる本体部（本体部２２，３２）を備え、その本体部の妻側側
部（妻側側部２２ａ，３２ａ）及び瓦側側部（瓦側側部２２ｂ，３２ｂ）の各部分で固定
金物（固定釘９）により前記角材に固定されるけらば板金において、
　前記本体部は前記角材の上面と当接する平坦部（樋溝２４，３４の底部２４ａ，３４ａ
）を有しており、その平坦部上面の妻側及び瓦側の両端部に、その上面から上方に突出す
る妻側突出部（妻側突出部２５）及び瓦側突出部（瓦側突出部２６）を形成し、この両突
出部とその間の平坦部とで樋溝（樋溝２４，３４）を形成したことを特徴とするけらば板
金。
【００１１】
　この構成によれば、瓦側突出部だけでなく、妻側端部にも妻側突出部を設けている。こ
のため、本体部の平坦部上面を軒先に向かって雨水が流れる際に、瓦側突出部によって上
記（イ）の作用効果が得られるのはもとより、妻側突出部により、雨水が本体部の妻側側
部に流れ落ちたり、妻側に飛散することも防止できる。その結果、前記雨水が妻側側部の
固定金物に降りかかることを防げるため、その固定金物の品質低下を抑制することもでき
る。また、妻側側部に雨垂れ汚れが付着してその美観を低下させる等、雨水の飛散が及ぼ
す悪影響を排除することもできる。
【００１２】
　上記構成（イ）及び（ロ）における好適例を以下に示す。
【００１３】
　前記妻側突出部及び前記瓦側突出部を、それぞれ屋根の傾斜方向に沿って同方向の略全
体にわたり形成し、軒側先端を開放することが好ましい。これにより、屋根の傾斜方向全
体にわたって上記作用効果が得られるからである。そして、樋溝を形成した構成では、そ
の樋溝の軒側先端を開放することが好ましい。これにより、本体部の平坦部上面を流れる
雨水はその樋溝により軒先まで流れ、その後、軒樋を通じて排出することが可能となる。
【００１４】
　屋根の傾斜方向と直交する方向で、かつ屋根面に沿った方向における前記平坦部の幅を
、その方向における本体部の幅の略全体を占めるように形成することが好ましい。この構
成では、前記樋溝が前記方向における本体部の幅の略全体を占める程度に広く形成される
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。これは、前記方向における妻側及び瓦側の両突出部の幅が狭くなることを意味する。そ
して、このように両突出部の幅は狭ければ、その上面に雨水が溜まることはほとんどなく
なる。これにより、妻側突出部及び瓦側突出部の上面に溜まった雨水が妻側側部又は瓦側
側部に流れ落ちたり、妻側又は瓦側に飛散することを防止できる。
【００１５】
　前記妻側突出部又は前記瓦側突出部の上面を、前記樋溝側に向かって低くなるように傾
斜させることが好ましい。この構成によれば、妻側突出部及び瓦側突出部の上面に雨水が
溜まったとしても、その雨水は両突出部の上面の傾斜によって樋溝内に流れ落ちる。この
ため、両突出部の上面に溜まった雨水が本体部の瓦側側部又は妻側側部に流れ落ちたり、
妻側又は瓦側へ飛散することを防止できる。
【００１６】
　（ハ）切妻屋根の妻側端部で屋根の傾斜方向に延設された角材（登木６）の妻側側面、
上面及び瓦側側面に被せられる本体部（本体部２２，３２）を備え、その本体部の妻側側
部（妻側側部２２ａ，３２ａ）及び瓦側側部（瓦側側部２２ｂ，３２ｂ）の各部分で固定
金物（固定釘９）により前記角材に固定されるけらば板金において、
　前記本体部をその上面部（上面部２２ｃ，３２ｃ）が前記角材への取付時に同角材の上
面から離間して上方に張り出すように形成し、その本体部の上面部には屋根の傾斜方向に
沿って延びる樋溝（樋溝２４，３４）を形成したこと。
【００１７】
　この構成によれば、雨水は樋溝内を軒先に向かって流れるため、その雨水が流れる途中
で本体部の妻側側部や瓦側側部に流れ落ちたり、妻側や瓦側に飛散することが防止される
。その結果、前記雨水が妻側側部及び瓦側側部の各部分に存在する固定金物に降りかかる
ことを防げるため、これらの固定金物の品質低下を抑制できる。また、妻側側部に雨垂れ
汚れが付着してその美観を低下させる等、雨水の飛散が及ぼす悪影響も少なくできる。
【００１８】
　この構成（ハ）における好適例を以下に示す。
【００１９】
　前記樋溝の底部を前記角材の上面と平行となるように形成することが好ましい。これに
より、角材にけらば板金を取り付ける際、樋溝の底部は角材の上面と平行な状態でその角
材の上面と当接することになる。その結果、けらば板金が角材に未だ固定されていない状
態でもけらば板金の設置状態を安定させることができ、けらば板金の固定作業も容易とな
る。
【００２０】
　前記樋溝を屋根の傾斜方向の略全体にわたり形成し、軒側先端を開放した構成とするこ
とが好ましい。これにより、樋溝を流れる雨水は軒先まで流れた後、軒樋を通じて排出す
ることが可能となる。
【００２１】
　屋根の傾斜方向と直交する方向で、かつ屋根面に沿った方向における前記樋溝の幅が、
その方向における本体部の幅の略全体を占めるように形成することが好ましい。これによ
り、前記方向における上面部の幅が狭くなる。そして、このように上面部の幅が狭ければ
、そこに雨水が溜まることはほとんどなくなる。その結果、上面部に雨水が溜まり、それ
が妻側側部又は瓦側側部に流れ落ちたり、妻側又は瓦側に飛散することを防止できる。
【００２２】
　前記本体部の上面部を樋溝側に向かって低くなるように傾斜させることが好ましい。こ
れにより、上面部に雨水が溜まったとしても、その雨水は上面部の傾斜によって樋溝内に
流れ落ちる。その結果、上面部に溜まった雨水が本体部の瓦側側部又は妻側側部に流れ落
ちたり、妻側又は瓦側へ飛散することを防止できる。
【００２３】
　上記構成（ロ）及び（ハ）における好適例を以下に示す。
【００２４】
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　前記本体部の軒側前面にはその前面を塞ぐ閉塞カバー（閉塞カバー２９，３９）を設け
、この閉塞カバーには、前記樋溝を軒側で開放する開放部（切欠部２９ａ，３９ａ）を形
成することが好ましい。この構成によれば、閉塞カバーにより、けらば板金の軒側前面か
らけらば板金の内部に雨水が浸入することを防止できる。また、閉塞カバーには開放部が
形成されていることから、樋溝を流れてきた雨水をその開放部から流出させることが可能
となる。そして、閉塞カバーの下方まで軒樋（軒樋１３）を延設してその流出した雨水を
軒樋で捕捉するように構成すれば、軒樋を通してその流出した雨水を排出することができ
る。
【００２５】
　上記の通り、好適例を含めて説明した構成（イ）乃至（ハ）のけらば板金を、切妻屋根
の妻側端部で屋根の傾斜方向に延設された角材（登木６）に固定すれば、住宅にとって好
適な屋根構造が得られる。
【００２６】
　なお、けらば板金を角材に固定する構成については、両者の間に防水シート（ゴムアス
ファルト系ルーフィング８）等を介在させる場合も含むものとする。この場合、構成（イ
）及び（ロ）における平坦部は、防水シートを介して角材の上面と当接することになる。
【００２７】
　また、けらば板金は、それ以外に化粧破風カバー、けらば包み、けらば部材など様々な
呼称を有するが、本明細書においては、けらば板金に統一するものとする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　［第１実施形態］
　以下、発明を具体化した一実施の形態を図面に基づいて説明する。図１はけらば板金の
施工状態を示す断面図（図２のＡ－Ａ線断面図）、図２はけらば板金の施工状態を示す斜
視図、図３は本実施の形態のけらば板金を示す斜視図である。
【００２９】
　切妻屋根を有する建物において、切妻屋根の妻側端部（以下、けらば部という。）には
、図１及び図２に示すように、けらば板金２１が設けられている。
【００３０】
　まず、けらば板金２１がけらば部に施工された状態について説明する。図１に示すよう
に、棟から軒に掛け渡された屋根パネルフレーム１の上面には野地板２が敷設されている
。野地板２の上には瓦３が葺設されている。屋根パネルフレーム１と野地板２の妻側には
、破風木４が固定されている。破風木４の妻側には、防水対策及び美観維持の観点から、
化粧破風５が設けられている。破風木４の上面には屋根勾配に沿って登木６が設けられ、
妻側にずらした位置で固定されている。このため、登木６より瓦側には破風木４の上面が
現われている。登木６の瓦側側面には捨て水切り７が配設されている。捨て水切り７は断
面略Ｌ字状に折り曲げ形成され、一片が登木６の瓦側側面に、他片が破風木４の上面及び
野地板２の上面に設けられている。そして、登木６の瓦側側面に設けられる一片の上端部
は、瓦側に向けて鋭角をなすように折り曲げ形成されている。また、野地板２及び破風木
４の上面に設けられる他片の瓦側端部は、前記瓦３に向けて鋭角をなすように折り曲げ形
成されている。
【００３１】
　なお、登木６の妻側及び瓦側の各側面並びに上面、登木６より瓦側に現われている破風
木４の上面、及び野地板２の上面はそれら全体にわたってゴムアスファルト系ルーフィン
グ８が敷設されており、これにより屋根の防水対策が施されている。
【００３２】
　そして、前記登木６に、薄板鋼板等で形成されたけらば板金２１が配設される。図３に
も示すように、けらば板金２１は、屋根の傾斜方向、換言すれば登木６の延びる方向（な
お、長手方向という場合はこの方向をいうものとする。）に沿って長尺状に形成されてい
る。そして、このけらば板金２１には、登木６の妻側側面全体、瓦側側面の上部及び上面
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全体を包み込むように、本体部２２が折り曲げ形成されている。
【００３３】
　本体部２２の妻側側部２２ａは、登木６の妻側側面と平行となるように形成されている
。本体部２２を登木６に取り付ければ、妻側側部２２ａによって登木６の妻側側面が覆わ
れることになる。本体部２２の妻側側部２２ａは、瓦側側部２２ｂの内面を登木６に当接
させたときに、登木６の妻側側面よりも妻側に張り出すように形成されている。このため
、本体部２２を登木６に取り付けると、本体部２２の妻側側部２２ａは登木６の妻側側面
から離間した状態となる。また、本体部２２の妻側側部２２ａには、屋根の傾斜方向に沿
って延びる取付用溝２３が形成されている。取付用溝２３は、その底部２３ａが登木６の
妻側側面と平行に形成され、本体部２２を登木６に取り付けると底部２３ａが登木６と当
接する深さを有している。
【００３４】
　本体部の瓦側側部２２ｂは、登木６の瓦側側面と平行となるように形成されている。そ
して、瓦側側部２２ｂの上下幅は前記妻側側部２２ａのそれよりも短く形成されている。
このため、本体部２２を登木６に取り付ければ、瓦側側部２２ｂによって登木６の瓦側側
面の上部が覆われることになる。
【００３５】
　次に、本体部２２の上面部２２ｃは、本体部２２が登木６に取り付けられた際に、登木
６の上面から上方に張り出すように形成されている。また、上面部２２ｃは瓦側から妻側
に向かって高くなるように傾斜して形成されている。そして、本体部２２を登木６に取り
付ければ、上面部２２ｃによって登木６の上面が覆われることになる。その上面部２２ｃ
には、同上面部２２ｃの傾斜方向の略中央部に、長手方向に沿って延びる樋溝２４が形成
されている。樋溝２４は軒側先端で開放されている。また、樋溝２４はその底部２４ａが
登木６の上面と平行に形成されるとともに、上面部２２ｃにおいて傾斜の最も低い部分で
ある、瓦側の折り曲げ部分よりも低い位置に底部２４ａが位置するように形成されている
。
【００３６】
　ここで、本実施の形態では、前記樋溝２４の底部２４ａが平坦部となっている。また、
樋溝２４の底部２４ａを基準とする見方をすれば、その妻側端部に妻側突出部２５が、瓦
側端部に瓦側突出部２６が形成されているといえる（図３参照）。また、樋溝２４はこの
両突出部２５，２６と底部２４ａによって形成されているといえる。そして、妻側突出部
２５及び瓦側突出部２６の各上面は、瓦側から妻側に向かって高くなるような傾斜面とな
っている。
【００３７】
　本体部２２の妻側は、登木６の下に配置されている化粧破風５の上部に至るまで延長さ
れ、これにより垂下片２７が形成されている。垂下片２７の下端部は内側に向けて直角に
折り曲げ形成されている。他方、瓦側側部２２ｂの下端部には、その下端部が瓦側に折り
曲げ形成されて斜め下方に若干傾斜する瓦上面被覆片２８が設けられている。瓦上面被覆
片２８は瓦３の上面に被さる程度の幅を有している。また、瓦上面被覆片２８の先端部は
前記瓦３に向けて鋭角をなすように折り曲げ形成されている。
【００３８】
　そして、けらば板金２１が登木６に取り付けられると、取付用溝２３の底部２３ａ、樋
溝２４の底部２４ａ及び本体部２２の瓦側側部２２ｂが、ゴムアスファルト系ルーフィン
グ８を介して登木６に当接した状態となる。本体部２２の妻側側部２２ａ及び上面部２２
ｃは、それぞれ登木６の妻側側面及び上面から離間した状態となる。そして、本体部２２
の妻側側部２２ａ、瓦側側部２２ｂ及び上面部２２ｃにより、登木６の妻側側面全体、瓦
側側面の上部及び上面がそれぞれ覆われた状態となる。また、垂下片２７によって化粧破
風５の上部も覆われた状態となる。さらに、瓦上面被覆片２８により瓦３の妻側の一部が
覆われるとともに、瓦上面被覆片２８の先端が瓦３の上面と当接した状態となる。かかる
状態で、けらば板金２１は、取付用溝２３の底部２３ａ及び本体部２２の瓦側側部２２ｂ
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において、固定釘９により登木６に固定される。
【００３９】
　上記の如く登木６に固定されたけらば板金２１には、図２に示すように、その軒側先端
に、薄板鋼板等で形成された閉塞カバー２９が設けられている。閉塞カバー２９は、全体
として略方形状に形成され、本体部２２及び垂下片２７の長手方向と直交する断面形状と
同様の形状を有している。このため、閉塞カバー２９には樋溝２４の断面形状と同様の形
状をなす開放部としての切欠部２９ａが形成されている。そして、この閉塞カバー２９に
よりけらば板金２１の軒側前面が塞がれ、これにより軒側前面からけらば板金２１内への
雨水の浸入が防止される。
【００４０】
　以上のように構成されたけらば板金２１においては、雨水は樋溝２４内を軒先に向かっ
て流れる。上面部２２ｃのうちの樋溝２４より妻側（妻側突出部２５の上面）に溜まった
雨水は、その上面部２２ｃの傾斜により、樋溝２４内に流れ落ちる。そして、樋溝２４を
形成する壁面（妻側突出部２５及び瓦側突出部２６）によって、雨水が軒先に向かって流
れる途中で本体部２２の妻側側部２２ａ又は瓦側側部２２ｂに流れ落ちたり、妻側又は瓦
側に飛散することが防止される。このようにして軒先まで流れてきた雨水は、閉塞カバー
２９の切欠部２９ｃから同カバー２９の表面を流れ落ちる。軒先には、鼻隠１１に設けら
れた軒樋受金具１２により軒樋１３が支持されており、閉塞カバー２９の表面を流れ落ち
た雨水はこの軒樋１３に集められ、排出される。
【００４１】
　なお、このけらば板金２１では、上面部２２ｃのうちの樋溝２４より瓦側（瓦側突出部
２６の上面）が、瓦側に向けて低くなるように傾斜しているため、その部分に溜まった雨
水は瓦側側部２２ｂに流れ落ちることになる。かかる構成であっても、瓦側側部２２ｂに
流れ落ちる雨水としては当該部分に溜まったものに限定されるため、従来技術よりも固定
釘９の品質低下は抑制できる。
【００４２】
　［第２実施形態］
　以下、発明を具体化した別の実施の形態を図面に基づいて説明する。図４はけらば板金
の施工状態を示す断面図（図５のＢ－Ｂ線断面図）、図５はけらば板金の施工状態を示す
斜視図、図６は本実施の形態のけらば板金を示す斜視図である。なお、以下では第１の実
施形態と異なる点を中心に説明する。
【００４３】
　図４に示すように、本実施の形態のけらば板金３１も登木６に配設される。そして、図
５及び図６に示すように、けらば板金３１は、屋根の傾斜方向に沿って長尺状に形成され
ている。けらば板金３１には、登木６の瓦側側面の上部、妻側側面及び上面を包み込むよ
うに、本体部３２が折り曲げ形成されている。
【００４４】
　本体部３２の妻側側部３２ａ及び瓦側側部３２ｂは、第１実施形態における本体部２２
の妻側側部２２ａ及び瓦側側部２２ｂと同様の構成を備え、取付用溝３３、垂下片３７及
び瓦上面被覆片３８を有している。
【００４５】
　一方、本体部３２の上面部３２ｃは、図４に示すように、本体部３２が登木６に取り付
けられた際に、登木６の上面から上方に張り出すように形成されている。また、上面部３
２ｃは長手方向と直交する断面において、登木６の上面と平行となるように形成されてい
る。その上面部３２ｃには、長手方向に沿って延びる樋溝３４が形成されている。樋溝３
４は、長手方向と直交する方向において、その幅が登木６よりも広く、かつ上面部３２ｃ
の略全体にわたる程度に広く形成されている。また、樋溝３４は軒側先端で開放されてい
る。さらに、樋溝３４はその底部３４ａが登木６の上面と平行となるように形成されてい
る。
【００４６】
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　ここで、本実施の形態では、前記樋溝３４の底部３４ａが平坦部となっている。また、
樋溝３４の底部３４ａを基準とする見方をすれば、その妻側端部に妻側突出部３５が、瓦
側端部に瓦側突出部３６が形成されているといえる（図６参照）。また、樋溝３４はこの
両突出部３５，３６と底部３４ａによって形成されているといえる。そして、妻側突出部
３５及び瓦側突出部３６の各上面は、登木６の上面と平行な面となっている。
【００４７】
　そして、けらば板金３１が登木６に取り付けられると、上記第１実施形態におけるけら
ば板金２１と同様の状態となり、かかる状態で、けらば板金３１は、取付用溝３３の底部
３３ａ及び本体部３２の瓦側側部３２ｂにおいて、固定釘９により登木６に固定される。
また、本実施の形態のけらば板金３１にも、その軒側先端に閉塞カバー３９が溶着され、
軒先からけらば板金３１内への雨水の浸入が防止される。
【００４８】
　以上のように構成されたけらば板金３１においては、雨水は樋溝３４内を軒先に向かっ
て流れる。樋溝３４が上面部３２ｃの略全体にわたって広く形成されているため、雨水が
上面部３２ｃに溜まることはほとんどなく、雨水のほとんどはこの樋溝３４を流れること
になる。そして、樋溝３４を形成する壁面（妻側突出部３５及び瓦側突出部３６）によっ
て、雨水が軒先に向かって流れる途中で本体部３２の妻側側部３２ａ又は瓦側側部３２ｂ
に流れ落ちたり、妻側又は瓦側に飛散することが防止される。このようにして軒先まで流
れてきた雨水は、閉塞カバー３９の切欠部３９ａから同カバー３９の表面を流れ落ちる。
この雨水は軒樋１３に集められて排出される。
【００４９】
　［各実施の形態の効果］
　上記の如く構成されたけらば板金２１，３１によれば、以下の優れた効果が得られる。
【００５０】
　第１及び第２実施形態では、本体部２２，３２の上面部２２ｃ，３２ｃに樋溝２４，３
４を形成した。これにより、雨水は樋溝２４，３４内を軒先に向かって流れるため、樋溝
２４，３４を形成する壁面により、流れる途中で本体部２２，３２の妻側側部２２ａ，３
２ａ又は瓦側側部２２ｂ，３２ｂに流れ落ちたり、妻側又は瓦側に飛散することを防げる
。その結果、前記雨水が妻側側部２２ａ，３２ａ及び瓦側側部２２ｂ，３２ｂの各部分に
存在する固定釘９に降りかかることを防げるため、これらの固定釘９の品質低下を抑制で
きる。また、妻側側部２２ａ，３２ａに雨垂れ汚れが付着してその美観を低下させる等、
雨水の飛散が及ぼす悪影響も少なくできる。それに加え、溝加工したことによって上面部
２２ｃ，３２ｃの強度を向上させることもできる。
【００５１】
　なお、上記構成について樋溝２４の底部２４ａを基準とした見方をすれば、その底部２
４ａの妻側端部に妻側突出部２５，３５を形成すると共に、瓦側端部に瓦側突出部２６，
３６を形成し、それらによって樋溝２４を形成したといえる。したがって、この両突出部
２５，３５，２６，３６により、上記効果が得られるともいえる。
【００５２】
　第１及び第２実施形態では、樋溝２４の底部２４ａを登木６の上面と平行となるように
形成した。これにより、登木６にけらば板金２１を取り付ける際、樋溝２４の底部２４ａ
は登木６の上面と平行な状態でその上面と当接することになる。その結果、けらば板金２
１が登木６に未だ固定されていない状態でもけらば板金２１の設置状態を安定させること
ができ、けらば板金２１の固定作業も容易となる。
【００５３】
　第１実施形態では、上面部２２ｃのうちの樋溝２４より妻側（妻側突出部２５の上面）
を樋溝２４側に向かって低くなるように傾斜させた。これにより、その部分に溜まった雨
水は上面部２２ｃの傾斜によって樋溝２４内に流れ落ちる。その結果、当該部分に溜まっ
た雨水が本体部２２の妻側側部２２ａ又は瓦側側部２２ｂに流れ落ちたり、妻側又は瓦側
へ飛散することを防止できる。
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【００５４】
　第２実施形態では、屋根の傾斜方向と直交する方向で、かつ屋根面に沿った方向におけ
る樋溝３４（樋溝３４の底部３４ａ）の幅が、同方向における本体部３２の幅の略全体を
占めるように形成した。これにより、前記方向における上面部３２ｃの幅が狭くなるため
、そこに雨水が溜まることはほとんどなく、雨水のほとんどはこの樋溝３４を流れる。そ
の結果、上面部３２ｃに溜まった雨水が妻側側部３２ａ又は瓦側側部３２ｂに流れ落ちた
り、妻側又は瓦側に飛散することを防止できる。
【００５５】
　［その他の実施形態］
　なお、実施の形態は上記した内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい。
【００５６】
　第１及び第２実施形態では、本体部２２，３２の上面部２２ｃ，３２ｃに溝２４，３４
を形成したが、溝２４，３４とするのではなく、底部２４ａ，３４ａの瓦側端部に瓦側突
出部２６，３６のみを形成した構成としてもよい。かかる構成でも、本体部２２，３２上
を軒先に向かって流れる雨水が瓦側側部２２ｂに流れ落ちたり、瓦側に飛散することを防
止でき、瓦側側部２２ｂ，３２ｂの固定釘９の品質低下を抑制できる。もっとも、この構
成では妻側側部２２ａに流れ落ちたり、妻側に飛散することは防止できないため、上記両
実施形態のように溝２４，３４を形成するほうが好ましい。
【００５７】
　第１及び第２の実施形態では、けらば板金２１，３１を登木６に固定する構成としたが
、それに限定されず、登木６の上面に別の角材を設け、その角材にけらば板金２１，３１
を固定する構成としてもよい。
【００５８】
　第１及び第２実施形態では、固定金物として固定釘９を用いたが、それに限定されるも
のではなく、ネジやステープルなどであってもよい。
【００５９】
　第１実施形態では、本体部２２の上面部２２ｃ（妻側突出部２５及び瓦側突出部２６の
上面）を、瓦側から妻側に向かって高くなるように傾斜して形成したが、その構成に限定
されない。例えば、樋溝２４側に向かって低くなるように傾斜させてもよい。この構成に
よれば、上面部２２ｃに雨水が溜まっても、その雨水は上面部２２ｃの傾斜によって樋溝
２４内に流れ落ちる。その結果、上面部２２ｃに溜まった雨水が本体部２２の妻側側部２
２ａ又は瓦側側部２２ｂに流れ落ちたり、妻側又は瓦側へ飛散することを防止できる。ま
た、水平としたり、断面円弧状としたりする構成でもよい。そして、このことは第２の実
施形態における本体部３２の上面部３２ｃ（妻側突出部３５及び瓦側突出部３６の上面）
についても同様である。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】第１実施形態のけらば板金の施工状態を示す断面図（図２のＡ－Ａ線断面図）。
【図２】第１実施形態のけらば板金の施工状態を示す斜視図。
【図３】第１実施形態のけらば板金を示す斜視図。
【図４】第２実施形態のけらば板金の施工状態を示す断面図（図５のＢ－Ｂ線断面図）。
【図５】第２実施形態のけらば板金の施工状態を示す斜視図。
【図６】第２実施形態のけらば板金を示す斜視図。
【図７】従来のけらば部材の施工状態を示す断面図。
【符号の説明】
【００６１】
　６…角材としての登木、９…固定金物としての固定釘、２１，３１…けらば板金、２２
，３２…本体部、２２ａ，３２ａ…妻側側部、２２ｂ，３２ｂ…瓦側側部、２２ｃ，３２
ｃ…上面部、２４，３４…樋溝、２４ａ，３４ａ…平坦部としての底部、２５，３５…妻
側突出部、２６，３６…瓦側突出部、２９，３９…閉塞カバー、２９ａ，３９ａ…開放部
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としての切欠部。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】
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