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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋根面上に、屋根の傾斜方向および棟方向に沿って、所定高さに支持された屋根葺材が
複数並設されるとともに、屋根本体の妻側端部に沿って破風が取り付けられてなる屋根構
造において、
　前記破風の上端部は前記屋根面よりも上方に突出するように設定されており、
　前記複数の屋根葺材のうちの破風側に位置する屋根葺材を、前記破風から所定の間隔を
あけて配置することによって、これら破風側の屋根葺材と破風との間に、屋根の傾斜方向
に沿って長尺な溝部が形成されており、
　この溝部には、底面が、前記屋根葺材の上面および破風の上端部の高さよりも低くなる
ように設定された溝カバー材が、前記溝部の長さ方向に沿って、かつ該溝部をカバーする
ようにして設けられており、
　前記溝カバー材は、前記溝部の長さ方向に沿って長尺に形成されており、前記溝部の底
面をカバーする底面板と、この底面板の屋根葺材側端部から上方に立ち上がる第１側面板
と、前記底面板の破風側端部から上方に立ち上がる第２側面板と、前記第１側面板の上端
部から、前記破風側の屋根葺材に向かって延出するとともに、この屋根葺材の端部をカバ
ーする延出板とを備えており、
　前記溝カバー材は、前記底面板と第１側面板と第２側面板とによって前記溝部をカバー
するとともに、前記延出板によって前記破風側の屋根葺材の端部をカバーするようにして
前記溝部に設けられていることを特徴とする屋根構造。
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【請求項２】
　請求項１に記載の屋根構造において、
　前記破風は、前記屋根本体の妻側端面に固定されるとともに上端部が前記屋根面よりも
上方に突出する前面板と、この前面板の上端部に設けられるとともに前記屋根本体の妻側
端部の上面を覆う上面板と、前記前面板の下端部に設けられるとともに前記屋根本体の妻
側端部の下面を覆う下面板と、前記上面板の溝部側端部に設けられるとともに下方に下垂
する垂直板とを備えており、
　前記溝カバー材の第２側面板は、前記垂直板に接続されていることを特徴とする屋根構
造。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の屋根構造において、
　前記屋根葺材の上面と破風の上端部とが略等しい高さとなるように設定されていること
を特徴とする屋根構造。
【請求項４】
　請求項１または２に記載の屋根構造において、
　前記破風の上端部は、前記屋根葺材の上面よりも高くなるように設定されていることを
特徴とする屋根構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、屋根面上に所定高さに支持された屋根葺材が複数並設されるとともに、屋根
本体の妻側端部に沿って破風が取り付けられてなる屋根構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　屋根のけらば（すなわち、妻側端部）に、特許文献１に記載のように、屋根切妻側装飾
体である破風を取り付けて、屋根の妻側端部を遮蔽しつつ、該妻側端部を装飾する技術が
知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－２６２７９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、屋根面を流れる雨水は風の影響を受ける場合があり、特許文献１の構造では
、強風によって、屋根面を流れる雨水が破風を乗り越えて下方に垂れ流されてしまうおそ
れがあり、破風から雨水が流れると、景観の面だけでなく、雨仕舞の面でも好ましくない
。
【０００５】
　本発明の課題は、雨水が破風を乗り越えることを防ぐことによって景観性および雨仕舞
を向上させることが可能な屋根構造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】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、例えば図１～図５に示すように、屋根面上に、屋根１の傾斜
方向および棟方向に沿って、所定高さに支持された屋根葺材５（例えば、太陽電池モジュ
ール）が複数並設されるとともに、屋根本体２の妻側端部３に沿って破風１０（１０Ａ）
が取り付けられてなる屋根構造において、
　前記破風１０（１０Ａ）の上端部１１ａ（１１Ａａ）は前記屋根面よりも上方に突出す
るように設定されており、
　前記複数の屋根葺材５…のうちの破風１０（１０Ａ）側に位置する屋根葺材５…を、前
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記破風１０（１０Ａ）から所定の間隔をあけて配置することによって、これら破風１０（
１０Ａ）側の屋根葺材５…と破風１０（１０Ａ）との間に、屋根１の傾斜方向に沿って長
尺な溝部Ｍが形成されており、
　この溝部Ｍには、底面が、前記屋根葺材５…の上面および破風１０（１０Ａ）の上端部
１１ａ（１１Ａａ）の高さよりも低くなるように設定された溝カバー材２０（２０Ａ）が
、前記溝部Ｍの長さ方向に沿って、かつ該溝部Ｍをカバーするようにして設けられており
、
　前記溝カバー材２０（２０Ａ）は、前記溝部Ｍの長さ方向に沿って長尺に形成されてお
り、前記溝部Ｍの底面をカバーする底面板２１（２１Ａ）と、この底面板２１（２１Ａ）
の屋根葺材５側端部から上方に立ち上がる第１側面板２２（２２Ａ）と、前記底面板２１
（２１Ａ）の破風１０（１０Ａ）側端部から上方に立ち上がる第２側面板２３（２３Ａ）
と、前記第１側面板２２（２２Ａ）の上端部から、前記破風１０（１０Ａ）側の屋根葺材
５…に向かって延出するとともに、この屋根葺材５…の端部をカバーする延出板２４（２
４Ａ）とを備えており、
　前記溝カバー材２０（２０Ａ）は、前記底面板２１（２１Ａ）と第１側面板２２（２２
Ａ）と第２側面板２３（２３Ａ）とによって前記溝部Ｍをカバーするとともに、前記延出
板２４（２４Ａ）によって前記破風１０（１０Ａ）側の屋根葺材５…の端部をカバーする
ようにして前記溝部Ｍに設けられていることを特徴とする。
【０００７】
　請求項１に記載の発明によれば、前記破風１０（１０Ａ）側に位置する屋根葺材５…と
、前記破風１０（１０Ａ）との間に形成された溝部Ｍに、底面が、前記屋根葺材５…の上
面および破風１０（１０Ａ）の上端部１１ａ（１１Ａａ）の高さよりも低くなるように設
定された溝カバー材２０（２０Ａ）が設けられているので、この溝カバー材２０（２０Ａ
）が設けられた溝部Ｍを、前記複数の屋根葺材５…上を流れる雨水を受けて、下方へと排
水するための排水溝として利用することができる。また、前記破風１０（１０Ａ）の上端
部１１ａ（１１Ａａ）は前記屋根面よりも上方に突出するように設定され、このような破
風１０（１０Ａ）と前記屋根葺材５…との間に前記溝部Ｍが形成されているので、前記複
数の屋根葺材５…上を流れる雨水を、前記破風１０（１０Ａ）の上端部１１ａ（１１Ａａ
）から乗り越えにくくさせることができる。
　これによって、前記複数の屋根葺材５…上を流れる雨水を軒先へと確実に誘導すること
ができるとともに、屋根１の妻側端部３から下方に垂れ流されることを防ぐことができる
ので、屋根１の妻側端部３における景観性および雨仕舞を向上させることが可能となる。
【０００９】
　また、前記溝カバー材２０（２０Ａ）は、前記底面板２１（２１Ａ）と第１側面板２２
（２２Ａ）と第２側面板２３（２３Ａ）とによって前記溝部Ｍをカバーするとともに、前
記延出板２４（２４Ａ）によって前記破風１０（１０Ａ）側の屋根葺材５…の端部をカバ
ーするようにして前記溝部Ｍに設けられているので、この溝カバー材２０（２０Ａ）によ
って、前記溝部Ｍを、該溝部Ｍの長さ方向に沿って確実にカバーできるとともに、この溝
カバー材２０（２０Ａ）の延出板２４（２４Ａ）によって、前記前記破風１０（１０Ａ）
側の屋根葺材５…の端部を確実にカバーできる。
　これによって、前記複数の屋根葺材５…上を流れる雨水を、前記延出板２４（２４Ａ）
を介して前記溝カバー材２０（２０Ａ）によって確実に受けることができるので、この溝
カバー材２０（２０Ａ）の長さ方向の下方に向かって雨水を排水することができる。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、例えば図１および図５に示すように、請求項１に記載の屋根
構造において、
　前記破風１０（１０Ａ）は、前記屋根本体２の妻側端面３ａに固定されるとともに上端
部１１ａ（１１Ａａ）が前記屋根面よりも上方に突出する前面板１１（１１Ａ）と、この
前面板１１（１１Ａ）の上端部１１ａ（１１Ａａ）に設けられるとともに前記屋根本体２
の妻側端部３の上面を覆う上面板１２（１２Ａ）と、前記前面板１１（１１Ａ）下端部に
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設けられるとともに前記屋根本体２の妻側端部３の下面を覆う下面板１３（１３Ａ）と、
前記上面板１２（１２Ａ）の溝部Ｍ側端部に設けられるとともに下方に下垂する垂直板１
４（１４Ａ）とを備えており、
　前記溝カバー材２０（２０Ａ）の第２側面板２３（２３Ａ）は、前記垂直板１４（１４
Ａ）に接続されていることを特徴とする。
【００１１】
　請求項２に記載の発明によれば、前記破風１０（１０Ａ）は、前記前面板１１（１１Ａ
）と、前記上面板１２（１２Ａ）と、前記下面板１３（１３Ａ）と、前記垂直板１４（１
４Ａ）とを備えているので、この破風１０（１０Ａ）によって前記屋根本体２の妻側端部
３を遮蔽しつつ、該妻側端部３を装飾することができる。
　また、前記溝カバー材２０（２０Ａ）の第２側面板２３（２３Ａ）は、前記垂直板１４
（１４Ａ）に接続されているので、前記溝カバー材２０（２０Ａ）を、前記破風１０（１
０Ａ）に対して一体的に取り付けることができ、前記溝カバー材２０（２０Ａ）と破風１
０（１０Ａ）との間から、これら溝カバー材２０（２０Ａ）と破風１０（１０Ａ）の裏側
への雨水の浸入を防ぐことができる。
【００１２】
　請求項３に記載の発明は、例えば図１および図５に示すように、請求項１または２に記
載の屋根構造において、
　前記屋根葺材５…の上面と破風１０（１０Ａ）の上端部１１ａ（１１Ａａ）とが略等し
い高さとなるように設定されていることを特徴とする。
【００１３】
　請求項３に記載の発明によれば、前記屋根葺材５…の上面と破風１０（１０Ａ）の上端
部１１ａ（１１Ａａ）とが略等しい高さとなるように設定されているので、前記破風１０
（１０Ａ）の上端部１１ａ（１１Ａａ）の高さが、前記屋根葺材５…の上面の高さよりも
低い場合に比して、前記複数の屋根葺材５…上を流れる雨水を、前記破風１０（１０Ａ）
の上端部１１ａ（１１Ａａ）から、より乗り越えにくくさせることができる。
【００１４】
　請求項４に記載の発明は、請求項１または２に記載の屋根構造において、
　前記破風１０（１０Ａ）の上端部１１ａ（１１Ａａ）は、前記屋根葺材５…の上面より
も高くなるように設定されていることを特徴とする。
【００１５】
　請求項４に記載の発明によれば、前記破風１０（１０Ａ）の上端部１１ａ（１１Ａａ）
は、前記屋根葺材５…の上面よりも高くなるように設定されているので、前記破風１０（
１０Ａ）の上端部１１ａ（１１Ａａ）の高さが、前記屋根葺材５…の上面の高さよりも低
い場合に比して、前記複数の屋根葺材５…上を流れる雨水を、前記破風１０（１０Ａ）の
上端部１１ａ（１１Ａａ）から、より一層乗り越えにくくさせることができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、破風側に位置する屋根葺材と、破風との間に形成された溝部に、底面
が、屋根葺材の上面および破風の上端部の高さよりも低くなるように設定された溝カバー
材が設けられているので、この溝カバー材が設けられた溝部を、複数の屋根葺材上を流れ
る雨水を受けて、下方へと排水するための排水溝として利用することができる。また、破
風の上端部は屋根面よりも上方に突出するように設定され、このような破風と屋根葺材と
の間に溝部が形成されているので、複数の屋根葺材上を流れる雨水を、破風の上端部から
乗り越えにくくさせることができる。
　これによって、複数の屋根葺材上を流れる雨水を軒先へと確実に誘導することができる
とともに、屋根の妻側端部から下方に垂れ流されることを防ぐことができるので、屋根の
妻側端部における景観性および雨仕舞を向上させることが可能となる。
　また、溝カバー材は、底面板と第１側面板と第２側面板とによって溝部をカバーすると
ともに、延出板によって破風側の屋根葺材の端部をカバーするようにして溝部に設けられ



(5) JP 5479033 B2 2014.4.23

10

20

30

40

50

ているので、この溝カバー材によって、溝部を、該溝部の長さ方向に沿って確実にカバー
できるとともに、この溝カバー材の延出板によって、破風側の屋根葺材の端部を確実にカ
バーできる。
　これによって、複数の屋根葺材上を流れる雨水を、延出板を介して溝カバー材によって
確実に受けることができるので、この溝カバー材の長さ方向の下方に向かって雨水を排水
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の屋根構造の第１実施形態を示す断面図である。
【図２】本発明の屋根構造を施工する際の工程の一例を示すものであり、上部下地材の取
り付け後に、合板胴縁を取り付けた状態を示す断面図である。
【図３】同、破風を屋根本体の妻側端部に取り付ける状態を示す断面図である。
【図４】同、破風を屋根本体の妻側端部に取り付けた後の状態を示す斜視図である。
【図５】本発明の屋根構造の第２実施形態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
【００１９】
（第１の実施の形態）
　図１は本発明に係る屋根構造の第１実施形態を示す断面図である。
　図１において符号１は、屋根を示す。この屋根１は、複数の屋根パネルを建物躯体（例
えば、外壁４）上に敷設することによって屋根本体２を構成し、この屋根本体２の上面に
ルーフィング２ｄを敷設してなるものであり、切妻屋根とされている。
　なお、屋根パネルは框材２ａを矩形枠状に組み立て矩形枠を形成するとともに、この矩
形枠内に補強桟材２ｂを縦横に取り付け、さらに矩形枠の上面に合板等からなる面材２ｃ
を取り付けたものである。つまり、この面材２ｃの上面に前記ルーフィング２ｄが敷設さ
れており、以下、このルーフィング２ｄの上面を屋根面と称する。
　また、この屋根本体２の妻側端部３は、一般に、「けらば」と称される部分であり、前
記外壁４よりも外側に所定長さ突出している。
【００２０】
　前記屋根本体２の妻側端部３の上面には、図２に示すように、上部下地材７が釘７ａに
よって固定されており、下面には、下部下地材８が釘８ａによって固定されている。
　なお、前記上部下地材７は、前記ルーフィング２ｄを敷設する前に前記屋根本体２の妻
側端部３の上面に固定されている。
　また、前記上部下地材７および下部下地材８の外側端面は、前記屋根本体２の突出方向
側端面と面一となっており、前記ルーフィング２ｄは、これら上部下地材７および下部下
地材８と、前記屋根本体２の妻側端面３ａを覆うようにして設けられている。
【００２１】
　また、前記屋根面上には、屋根１の傾斜方向および棟方向に沿って、所定高さに支持さ
れた屋根葺材５…が複数並設されている。
　本実施の形態の複数の屋根葺材５…としては、複数個の単結晶シリコン太陽電池セルを
つなぎ合わせて所定の出力を持たせ、これを耐環境性のためガラスなどからなる平板状の
ケースに封入して構成される太陽電池モジュールが用いられている。
　また、この太陽電池モジュール５…は、屋根１の傾斜方向に沿って長尺に形成された支
持レール６を、屋根１の棟方向に所定の間隔をあけて屋根面上に複数設け、隣り合う支持
レール６，６間に架設することによって前記屋根面から所定高さに支持されている。
【００２２】
　なお、前記支持レール６は、アルミニウムの押出成形等によって一体成形された長尺部
材であって、レール本体６ａと、このレール本体６ａの上面にビス６ｆで固定されるとと
もに前記太陽電池モジュール…の端部を保持する断面略Ｌ字型の保持部６ｂと、前記レー
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ル本体６ａを支持し、屋根面上にビス６ｈで固定される一対の支持部６ｄ，６ｄと、前記
レール本体６ａの長手方向に沿った両端に形成されるとともに、前記太陽電池モジュール
５…の端部と保持部６ｂとの間から万が一侵入してきた雨水等が屋根面上に落ちることを
防ぐ一対の止水部６ｅ，６ｅとを備えている。
　また、前記保持部６ｂの上端部には、上方と下方にそれぞれ配置され、その間に前記太
陽電池モジュール５…の端部が嵌め込まれる一対の突出片６ｃ，６ｃが形成されている。
　なお、図示はしないが、破風１０側に設けられない太陽電池モジュール５…を保持する
場合は、前記保持部６ｂは前記レール本体６ａの上面に左右対称に２つ設けられることに
なる。
【００２３】
　また、前記屋根本体２の妻側端部３には、この妻側端部３に沿って、上端部１１ａが前
記屋根面よりも上方に突出するように設定された破風１０が取り付けられている。本実施
の形態の屋根１は切妻屋根であり、屋根１の棟部を境にして両側に傾斜するため、妻側端
部３に取り付けられる破風１０も、図４に示すように、屋根１の棟部を境にして両側の屋
根本体２の妻側端部にそれぞれ取り付けられることになる。また、これら破風１０，１０
は、屋根１の棟部の端部に設けられる破風連結体１６によって連結されている。
　そして、前記複数の太陽電池モジュール５…のうちの破風１０側に位置する太陽電池モ
ジュール５…を、この破風１０から所定の間隔をあけて配置することによって、これら破
風１０側の太陽電池モジュール５…と破風１０との間に、屋根１の傾斜方向に沿って長尺
な溝部Ｍが形成されている。
　さらに、この溝部Ｍには、底面が、前記太陽電池モジュール５…の上面および破風１０
の上端部１１ａの高さよりも低くなるように設定された溝カバー材２０が、前記溝部Ｍの
長さ方向に沿って、かつ該溝部Ｍをカバーするようにして設けられている。
【００２４】
　本実施の形態の溝部Ｍは、図３において、前記支持レール６の保持部６ｂからレール本
体６ａの上面、止水部６ｅ、支持部６ｄと、前記太陽電池モジュール５…と破風１０との
間に露出する屋根面とを介して、前記破風１０の上端部１１ａまでの部分を指しており、
図４に示すように、屋根１の傾斜方向に沿って長尺に形成されている。
【００２５】
　なお、前記破風１０は断面略コ字型に形成されており、前記屋根本体２の妻側端面３ａ
に固定されるとともに上端部１１ａが前記屋根面よりも上方に突出する前面板１１と、こ
の前面板１１の上端部１１ａに設けられるとともに前記屋根本体２の妻側端部３の上面を
覆う上面板１２と、前記前面板１１下端部に設けられるとともに前記屋根本体２の妻側端
部３の下面を覆う下面板１３と、前記上面板１２の溝部Ｍ側端部に設けられるとともに下
方に下垂する垂直板１４とを備えている。
【００２６】
　前面板１１の上下方向の中央部には、凹溝１１ｂが前面板１１の長手方向（図１におい
て紙面と直交する方向）に沿って形成されており、この凹溝１１ｂからビス１１ｃを屋根
本体２の妻側端部３を構成する框材２ａにねじ込むことによって、前面板１１が屋根本体
２の妻側端面３ａに固定されている。また、この前面板１１の上端部１１ａは、破風１０
全体の上端部でもあり、前面板１１の上部の垂直部分の上端部から前記溝部Ｍ側に水平方
向に延出した部分を指している。
　また、前記複数の太陽電池モジュール５…上を流れる雨水が、前記破風１０の上端部１
１ａから乗り越えにくくなることを目的として、本実施の形態の破風１０の上端部１１ａ
は、図１に示すように、前記太陽電池モジュール５…の上面と略等しい高さとなるように
設定されている。
　なお、これに限られるものではなく、前記破風１０の上端部１１ａを、前記太陽電池モ
ジュール５…の上面よりも高くなるように設定してもよいものとする。
【００２７】
　また、上面板１２は、前記前面板１１の上端部１１ａの溝部Ｍ側端部から下方に向かっ



(7) JP 5479033 B2 2014.4.23

10

20

30

40

50

て設けられる垂直部１２ａと、この垂直部１２ａの下端部から溝部Ｍの中央側に向かって
水平に設けられる水平部１２ｂとを有して断面略Ｌ字型に形成されている。この上面板１
２は、前記上部下地材７の上面に当接している。
　さらに、この水平部１２ｂの端部に前記垂直板１４が設けられている。また、この垂直
板１４は前記上部下地材７に対して近接した位置に配置されており、この垂直板１４と上
部下地材７との間には若干の隙間が形成されている。
【００２８】
　また、下面板１３の外壁４側端部には段差部１３ｂが形成されている。また、この段差
部１３ｂは前記下部下地材８に対して近接した位置に配置されており、この段差部１３ｂ
と下部下地材８との間には若干の隙間が形成されている。
【００２９】
　ここで、前記屋根本体２は、前記外壁４によって下方から支持されている。外壁４は壁
パネルを複数接合することによって構成されている。壁パネルは、框材を矩形枠状に組み
立て矩形枠を形成するとともに、この矩形枠内に補強桟材を縦横に取り付け、さらに矩形
枠の両面に合板等からなる面材を取り付けたものである。
　外壁４の上端部には、合板胴縁４ｂが釘４ｃによって固定さており、この合板胴縁４ｂ
に破風ランナー１５が当接している。この合板胴縁４ｂは前記妻側端部３に沿って点在す
るようにして前記外壁４の上端部に固定されている。
　破風ランナー１５は、前記合板胴縁４ｂに対して、後述するバックアップ金物４ｄを介
して設置される設置板１５ａと、この設置板１５ａの下端部に形成された下面板１５ｂと
、この下面板１５ｂの端部に形成された断面略Ｌ型の連結部１５ｃとを有している。そし
て、この連結部１５ｃに、前記破風１０の下面板１３の段差部１３ｂが当接されたうえで
、ビス１３ａによって連結され、段差部１３ｂとともに前記下部下地材８に固定されてい
る。これによって、破風ランナー１５に破風１０が連結されている。すなわち、連結部１
５ｃは、前記段差部１３ｂと下部下地材８との間に形成された若干の隙間に設けられてい
る。
　また、破風１０の下面板１３の下面と、破風ランナー１５の下面板１５ｂの下面とは面
一となっている。
【００３０】
　また、前記合板胴縁４ｂには、前記バックアップ金物４ｄが当接して設けられている。
このバックアップ金物４ｄは、前記合板胴縁４ｂと前記設置板１５ａとの間に設けられる
固定板４ｅと、この固定板４ｅの上端部に、該固定板４ｅの長手方向（図１において紙面
と直交する方向）に沿って形成される凸条４ｆとを有している。
　また、固定板４ｅには、外壁４の表面を覆う外装材４ａの上端部裏面が当接している。
この外装材４ａは外壁４の表面に、図示しない胴縁を介して取り付けられたものであり、
この外装材４ａの上端面は前記凸条４ｆに当接している。
　そして、外装材４ａの上端面と破風ランナー１５の下面板１５ｂの下面とバックアップ
金物４ｄの凸条４ｆの表面とで形成された凹溝にコーキング材（シーリング材）４ｇが充
填されている。これによって、破風ランナー１５の下面に、外装材４ａの上端部がシーリ
ング材４ｇを介して密着されている。
【００３１】
　また、前記溝カバー材２０は、前記溝部Ｍの長さ方向に沿って長尺に形成されており、
前記溝部Ｍの底面をカバーする底面板２１と、この底面板２１の太陽電池モジュール５側
端部から上方に立ち上がる第１側面板２２と、前記底面板２１の破風１０側端部から上方
に立ち上がる第２側面板２３と、前記第１側面板２２の上端部から、前記破風１０側の太
陽電池モジュール５…に向かって延出するとともに、この太陽電池モジュール５…の端部
をカバーする延出板２４とを備えている。
　すなわち、この溝カバー材２０は、前記底面板２１と第１側面板２２と第２側面板２３
とによって前記溝部Ｍをカバーするとともに、前記延出板２４によって前記破風１０側の
太陽電池モジュール５…の端部をカバーするようにして前記溝部Ｍに設けられている。
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【００３２】
　底面板２１は前記溝部Ｍの底面をカバーするものであって、本実施の形態では、前記支
持レール６の形状および破風１０の形状等に合わせて形成されている。
　すなわち、この底面板２１は、前記支持レール６のレール本体６ａの上面に当接され、
ビス６ｇによって該レール本体６ａに固定される固定部２１ａと、この固定部２１ａより
も上方に位置するとともに、下面が前記支持レール６の止水部６ｅに当接する浅底部２１
ｂと、この浅底部２１ｂに対して、より深くなるように形成されるとともに、前記太陽電
池モジュール５…と破風１０との間に露出する屋根面をカバーする深底部２１ｃとを有し
ている。
　また、これら固定部２１ａと浅底部２１ｂと深底部２１ｃとは一体形成されており、固
定部２１ａと前記第１側面板２２とが一体形成されており、深底部２１ｃと前記第２側面
板２３とが一体形成されている。つまり、本実施の形態の溝カバー材２０は、アルミニウ
ムの押出成形等によって一体成形された長尺部材とされている。
【００３３】
　そして、この溝カバー材２０の第２側面板２３は、前記垂直板１４に接続されている。
すなわち、第２側面板２３の上端部は、前記垂直板１４と上部下地材７との間に形成され
た若干の隙間に設けられており、前記垂直板１４とともに前記上部下地材７にビス１４ａ
で固定されている。
【００３４】
　また、延出板２４の下面には、下方に向かって突出するとともに、前記保持部６ｂの側
面に当接する下側突出片２４ａが設けられている。
【００３５】
　次に、上記のように構成された屋根構造の施工方法について説明する。
　まず、図２に示すように、屋根本体２を支持する外壁４の上端部に、合板胴縁４ｂを妻
側端部３に沿って所定間隔で釘打ちによって固定する。
　また、屋根本体２の妻側端部３の上面に上部下地材７を取り付けるとともに、屋根本体
２の妻側端部３の上面に下部下地材８を取り付ける。さらに、ルーフィング２ｄを、これ
ら上部下地材７および下部下地材８と、前記屋根本体２の妻側端面３ａを覆うようにして
敷設する。
【００３６】
　次に、前記支持レール６を前記屋根面上に、屋根１の棟方向に所定の間隔をあけて複数
設け、隣り合う支持レール６，６間に前記太陽電池モジュール５…を架設する。
　なお、支持レール６を設置する際に、屋根本体２の妻側端部３側に設けられる支持レー
ル６は、前記上部下地材７から所定の間隔をあけて屋根面上に固定する。
【００３７】
　次に、図３に示すように、合板胴縁４ｂの略上半分に破風ランナー１５を取り付ける。
この場合、破風ランナー１５の設置板１５ａを合板胴縁４ｂの表面に当接したうえで、合
板胴縁４ｂの略下半分に前記バックアップ金物４ｄを釘で固定することで、このバックア
ップ金物４ｄと前記破風ランナー１５とを合板胴縁４ｂに取り付けるようにする。つまり
、破風ランナー１５は現段階で、バックアップ金物４ｄと屋根本体２の下面との間に挟ま
れることで状態を維持していることになる。
【００３８】
　次に、破風１０を屋根本体２の妻側端部３に取り付けるとともに、この破風１０を前記
破風ランナー１５に連結する。
　この場合、破風１０の垂直板１４を上部下地材７に引っ掛けた状態で、破風１０を屋根
本体２の先端面に被せるようにして回転させる（図示せず）。そして、破風１０の前面板
１０ａを屋根本体２の妻側端面３ａと平行に配置するとともに、破風１０の下面板１３の
段差部１３ｂを破風ランナー１５の連結部１５ｃに当接する。
【００３９】
　次に、破風１０の凹溝１１ｂからビス１１ｃを屋根本体２の框材２ａにねじ込むことに
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よって、前面板１１を屋根本体２の妻側端面３ａに固定する。また、破風１０の段差部１
３ｂから破風ランナー１５の連結部１５ｃにビス１３ａをねじ込むことによって、破風１
０の下端部を破風ランナー１５に連結する。
　この段階で、図４に示すように、破風１０側の太陽電池モジュール５…と破風１０との
間に、屋根１の傾斜方向に沿って長尺な溝部Ｍを形成することができる。
【００４０】
　次に、図３に示すように、外壁４に外装材４ａをその上端部が破風ランナー１５にシー
リング材４ｇを介して密着するようにして取り付ける。
　この場合、外装材４ａの上端面をバックアップ金物４ｄの凸条４ｆに当接し、外装材４
ａの上端面と破風ランナー１５の下面板１５ｂの下面とバックアップ金物４ｄの凸条４ｆ
の表面とで形成された凹溝にコーキング材（シーリング材）４ｇを充填する。これによっ
て、破風ランナー１５の下面に、外装材４ａの上端部をシーリング材４ｇを介して密着さ
せる。
【００４１】
　次に、図１に示すように、溝カバー材２０を、前記溝部Ｍに設ける。
　この場合、前記第２側面板２３の上端部を、前記垂直板１４と上部下地材７との間に形
成された若干の隙間に差し込むようにする。また、前記深底部２１ｃを前記上部下地材７
と支持レール６との間に嵌め込むとともに、前記浅底部２１ｂを支持レール６の止水部６
ｅ上に載せ、さらに、前記固定部２１ａをレール本体６ａの上面に載せ、さらに、前記延
出板２４を前記保持部６ｂの上側の突出片６ｃの上面に当接させるとともに、下側突出片
２４ａを前記保持部６ｂの側面に当接させる。
【００４２】
　その後、ビス６ｇによって、前記溝カバー材２０の底面板２１の固定部２１ａを、前記
レール本体６ａの上面に固定する。
　また、前記垂直板１４と、この垂直板１４と上部下地材７との間の隙間に差し込まれた
第２側面板２３の上端部とを、ビス１４ａによって上部下地材７に固定する。
　以上のようにして、本実施の形態の屋根構造を施工することができる。
【００４３】
　本実施の形態によれば、前記破風１０側に位置する太陽電池モジュール５…と、前記破
風１０との間に形成された溝部Ｍに、底面が、前記太陽電池モジュール５…の上面および
破風１０の上端部１１ａの高さよりも低くなるように設定された溝カバー材２０が設けら
れているので、この溝カバー材２０が設けられた溝部Ｍを、前記複数の太陽電池モジュー
ル５…上を流れる雨水を受けて、下方へと排水するための排水溝として利用することがで
きる。また、前記破風１０の上端部１１ａは前記屋根面よりも上方に突出するように設定
され、このような破風１０と前記太陽電池モジュール５…との間に前記溝部Ｍが形成され
ているので、前記複数の太陽電池モジュール５…上を流れる雨水を、前記破風１０の上端
部１１ａから乗り越えにくくさせることができる。
　これによって、前記複数の太陽電池モジュール５…上を流れる雨水を軒先へと確実に誘
導することができるとともに、屋根１の妻側端部３から下方に垂れ流されることを防ぐこ
とができるので、屋根１の妻側端部３における景観性および雨仕舞を向上させることが可
能となる。
【００４４】
　また、前記溝カバー材２０は、前記底面板２１と第１側面板２２と第２側面板２３とに
よって前記溝部Ｍをカバーするとともに、前記延出板２４によって前記破風１０側の太陽
電池モジュール５…の端部をカバーするようにして前記溝部Ｍに設けられているので、こ
の溝カバー材２０によって、前記溝部Ｍを、該溝部Ｍの長さ方向に沿って確実にカバーで
きるとともに、この溝カバー材２０の延出板２４によって、前記前記破風１０側の太陽電
池モジュール５…の端部を確実にカバーできる。
　これによって、前記複数の太陽電池モジュール５…上を流れる雨水を、前記延出板２４
を介して前記溝カバー材２０によって確実に受けることができるので、この溝カバー材２
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０の長さ方向の下方に向かって雨水を排水することができる。
【００４５】
　また、前記破風１０は、前記前面板１１と、前記上面板１２と、前記下面板１３と、前
記垂直板１４とを備えているので、この破風１０によって前記屋根本体２の妻側端部３を
遮蔽しつつ、該妻側端部３を装飾することができる。
　また、前記溝カバー材２０の第２側面板２３は、前記垂直板１４に接続されているので
、前記溝カバー材２０を、前記破風１０に対して一体的に取り付けることができ、前記溝
カバー材２０と破風１０との間から、これら溝カバー材２０と破風１０の裏側への雨水の
浸入を防ぐことができる。
【００４６】
　また、前記太陽電池モジュール５…の上面と破風１０の上端部１１ａとが略等しい高さ
となるように設定されているので、前記破風１０の上端部１１ａの高さが、前記太陽電池
モジュール５…の上面の高さよりも低い場合に比して、前記複数の太陽電池モジュール５
…上を流れる雨水を、前記破風１０の上端部１１ａから、より乗り越えにくくさせること
ができる。
　また、前記破風１０の上端部１１ａを、前記太陽電池モジュール５…の上面よりも高く
なるように設定すれば、前記複数の太陽電池モジュール５…上を流れる雨水を、前記破風
１０の上端部１１ａから、より一層乗り越えにくくさせることができるので好ましい。
【００４７】
（第２の実施の形態）
　次に、図面を参照して本発明の第２の実施の形態について説明する。なお、説明の便宜
上、上述した第１の実施の形態とは異なる構成部分のみについて説明する。さらに、本実
施の形態の破風および溝カバー材を表す符号の数字の後にアルファベットのＡまたはＢを
挿入して、第１の実施の形態の破風および溝カバー材との符号の差別化を図っているもの
とする。
　なお、本実施の形態の屋根１も、上述の第１の実施の形態と同様に切妻屋根とされてい
る。
【００４８】
　本実施の形態の屋根構造においては、図５に示すように、上述の第１の実施の形態で用
いられた下部下地材８は、本実施の形態では用いられていない。
　また、屋根本体２の妻側端部３の上面には上部下地材９が設けられている。この上部下
地材９は、第１の実施の形態の上部下地材７に比して屋根面からの高さが低くなるように
設定されている。
　また、合板胴縁４ｂに取り付けられる破風ライナー１５Ａは、ビスによって合板胴縁４
ｂに固定されている。
【００４９】
　屋根本体２の妻側端部３の上面には捨て水切り２５Ａが設けられている。この捨て水切
り２５Ａは、設置板２５Ａａと立ち上がり板２５Ａｃとによって構成されており、設置板
２５Ａａが釘によって屋根面に設置固定されており、立ち上がり板２５Ａｃが前記上部下
地材９に当接されている。
　また、前記設置板２５Ａａは、この設置板２５Ａａの太陽電池モジュール５側端部付近
から上方に向かって突出する止水部２５Ａｂを有している。
　また、前記立ち上がり板２５Ａｃは、この立ち上がり板２５Ａａの上端部から太陽電池
モジュール５側に突出し、さらに、この突出端から下方に突出して形成された係止部２５
Ａｄを有している。
【００５０】
　破風１０Ａの上面板１２Ａの水平部１２Ａｂは、前記上部下地材９の溝部Ｍ側端面より
も太陽電池モジュール５側に所定長さ突出しており、この水平部１２Ａｂに一体形成され
る垂直板１４Ａと上部下地材９との間には所定の広さの隙間が形成されている。
　また、この垂直板１４Ａの下端部には係合フック１４Ａｂが一体形成されている。
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　そして、垂直板１４Ａは前記捨て水切り２５Ａの係止部２５Ａｄに当接され、係合フッ
ク１４Ａｂは、捨て水切り２５Ａの係止部２５Ａｄの下端に係合されている。
【００５１】
　また、破風１０Ａの下面板１３Ａの外壁４側端部には段差部１３Ａｂが形成され、この
段差部１３Ａｂの端部に立ち上がり部１３Ａｃが形成され、この立ち上がり部１３Ａｃの
上端部に当接部１３Ａｄが形成されている。そして、この当接部１３Ａｄが屋根本体２の
下面に当接固定されている。
【００５２】
　溝カバー材２０Ａは、底面板の略中央部分を境にして左右に２分割されている。すなわ
ち、図中において符号２１Ａは、太陽電池モジュール５側に配置される第１底面板であり
、符号２１Ｂは、破風１０Ａ側に配置される第２底面板である。本実施の形態においては
、第２底面板２１Ｂの太陽電池モジュール５側端部の上面に、第１底面板２１Ａの破風１
０Ａ側端部を重ねるとともに、この重なり部分に例えばエプトシーラー等の防水材２６Ａ
を設けるようにして、これら第１底面板２１Ａと第２底面板２１Ｂとを接合する。接合方
法は、接着剤等による接着でもよいし、溶接でもよく、適宜変更可能である。
　そして、第１底面板２１Ａ側に、第１側面板２２Ａと、延出板２４Ａとが具備されてお
り、第２底面板２１Ｂ側に、第２側面板２３Ａが具備されている。
【００５３】
　また、前記第１底面板２１Ａは、この第１底面板２１Ａをレール本体６ａの上面に固定
するための固定部２１Ａａを有している。
　さらに、前記第２底面板２１Ｂは、前記第２側面板２３Ａとは反対に下方に向かって突
出する第１下垂部２１Ｂａを有している。この第１下垂部２１Ｂａは、前記捨て水切り２
５Ａの設置板２５Ａａの止水部２５Ａｂよりも上部下地材９側に配置されている。
　また、この第２底面板２１Ｂは、前記第１下垂部２１Ｂａとは反対側の端部（太陽電池
モジュール５側）に、下方に向かって突出する第２下垂部２１Ｂｂを有している。この第
２下垂部２１Ｂｂは、前記支持レール６の溝部Ｍ側の止水部６ｅよりも太陽電池モジュー
ル５側に配置されている。
【００５４】
　そして、本実施の形態の溝カバー材２０Ａを前記溝部Ｍに設ける際は、前記第２底面板
２１Ｂの第２側面板２３Ａを前記破風１０Ａの垂直板１４Ａに当接させ、この状態で、第
２側面板２３Ａから垂直板１４Ａを介して係止部２５Ａｄに向けてビス１４Ａａをねじ込
んで、第２底面板２１Ｂを破風１０Ａに固定する。
　その後、前記第１底面板２１Ａを第２底面板２１Ｂに重ねるとともに、ビス６ｇによっ
て固定部２１Ａａをレール本体６ａの上面に固定し、さらに、延出板２４Ａを、破風１０
Ａ側の太陽電池モジュール５…の端部をカバーするようにして設ける。
【００５５】
　本実施の形態によれば、第１の実施の形態と同じ効果を得ることができるとともに、前
記溝カバー材２０Ａを左右に分割した構成としたので、この溝カバー材２０Ａを前記溝部
Ｍに対して確実に設けることができる。
　すなわち、この分割して構成された溝カバー材２０Ａの一方を前記破風１０Ａに固定し
てから、他方を太陽電池モジュール５…の支持レール６に固定することができ、後から、
これら一方および他方の溝カバー材２０Ａ同士を接合できるので、前記溝部Ｍの溝幅に誤
差が生じたとしても、前記一方および他方の溝カバー材２０Ａ同士の重なり幅を調節して
、前記溝部Ｍの溝幅の誤差を吸収することができる。
【００５６】
　また、前記第１下垂部２１Ｂａは、前記捨て水切り２５Ａの設置板２５Ａａの止水部２
５Ａｂよりも上部下地材９側に配置されているので、前記第２側面板２３Ａと垂直板１４
Ａとの間から万が一雨水が浸入した場合でも、雨水を前記第１下垂部２１Ｂａを伝わせて
下方へと誘導し、前記止水部２５Ａｂよりも上部下地材９側に滴らせることができる。こ
れによって屋根本体２の妻側端部３の雨仕舞を、より向上させることができる。
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【００５７】
　さらに、前記第２下垂部２１Ｂｂは、前記支持レール６の溝部Ｍ側の止水部６ｅよりも
太陽電池モジュール５側に配置されているので、前記第１底面板２１Ａと第２底面板２１
Ｂとの重なり部分から万が一雨水が浸入した場合でも、雨水を前記第２下垂部２１Ｂｂを
伝わせて下方へと誘導し、前記止水部６ｅよりも太陽電池モジュール５側に滴らせること
ができる。これによって屋根本体２の妻側端部３の雨仕舞を、より一層向上させることが
できる。
【符号の説明】
【００５８】
１　屋根
２　屋根本体
３　妻側端部
５　屋根葺材
１０　破風
２０　溝カバー材
Ｍ　溝部

【図１】 【図２】
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