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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既設の屋根材の上に新設の被覆材を被覆した屋根の端部をカバーする新設の屋根端部カ
バー材を吊り下げる吊下具であって、縦方向に延びる板状の本体と、本体の下部から延設
されて本体に新設の屋根端部カバー材を連結する第一の連結部と、本体の上部から延設さ
れて本体を躯体側に取り付けるための取付部とを備え、さらに、前記本体に既設の屋根端
部カバー材を連結する第二の連結部を備え、第二の連結部が、本体の下部から延設されて
、内方に屈曲する第二の支持面と、第二の支持面の内端から上方に立ち上がる第二の挟持
片とを備えたことを特徴とする屋根端部カバー材の吊下具。
【請求項２】
　第一の連結部が、本体の下部から延設された先端側が、外方に屈曲した支持面を備えた
ことを特徴とする請求項１記載の屋根端部カバー材の吊下具。
【請求項３】
　第一の連結部が、支持面の外端から上方に立ち上がる挟持片を備えたことを特徴とする
請求項２記載の屋根端部カバー材の吊下具。
【請求項４】
　請求項１、２又は３記載の屋根端部カバー材の吊下具を用いて新設の屋根断部カバー材
を取り付けてなる屋根構造であって、第二の連結部を介して本体に既設の屋根端部カバー
材を連結するとともに、吊下具の取付部を躯体側に取り付けて本体を屋根の端部に吊り下
げ、既設の屋根材を新設の被覆材及び屋根端部カバー材で被覆し、第一の連結部を介して
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本体に新設の屋根端部カバー材を連結した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、屋根端部カバー材の吊下具及びその吊下具を用いた屋根構造に関し、特に、
既設の屋根材の上に新設の被覆材を被覆した屋根の端部をカバーする屋根端部カバー材を
吊り下げるための屋根端部カバー材の吊下具及びその吊下具を用いた屋根構造に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　スレートや折板のような既設の屋根材が、破損や劣化した場合、これをリフレッシュす
るために、既設の屋根材の上に新設の被覆材を被覆する屋根の改修方法が広く行われてお
り、新たな被覆材の取り付けるための方法として様々な方法が提案されている。
【０００３】
　ところで、屋根を改修する場合、屋根の端部からの水の侵入を防ぐとともに、屋根の美
観を保持するために、屋根の端部をカバーする既設の屋根端部カバー材も被覆する必要が
ある。
　しかしながら、この既設の屋根端部カバー材の被覆方法については、従来、適切な方法
がなく、現場施工で適宜対応しているのが現状であった。
【０００４】
　なお、これに関連する技術として、僅かに、既設の屋根材の端縁に装着される押え部と
、新規に付設される屋根仕上げ材の端縁の囲繞部と、水切り部とを備えて、既設の屋根材
の端縁を包括固定する押え金物が開示されたもの（特許文献１参照）が存在する程度であ
った。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１４５０３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記特許文献１に記載された押え金具を既設の屋根に取り付ける場合、既設
の屋根材と共に金具を釘で合板に固定するため、釘打ち時に既設の屋根材が破損したり、
塵・ほこりが発生し、また、既設の屋根材が石綿を含有するものであれば、石綿を含有す
る粉塵が飛散するおそれがあるという問題があった。
【０００７】
　また、既設の屋根端部カバー材の被覆方法については、上記のとおり、従来、適切な方
法がなく、現場施工で適宜対応しているため、上記の問題に加え、施工品質が一定しない
という問題があった。
【０００８】
　本発明は、既設の屋根材の上に新設の被覆材を被覆した屋根の端部をカバーする屋根端
部カバー材を、既設の屋根材に釘孔やボルト挿通用の孔を開けることなく取り付けること
ができる屋根端部カバー材の吊下具及びその吊下具を用いた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】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明の屋根端部カバー材の吊下具は、既設の屋根材の上に
新設の被覆材を被覆した屋根の端部をカバーする新設の屋根端部カバー材を吊り下げる吊
下具であって、縦方向に延びる板状の本体と、本体の下部から延設されて本体に新設の屋
根端部カバー材を連結する第一の連結部と、本体の上部から延設されて本体を躯体側に取
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り付けるための取付部とを備え、さらに、前記本体に既設の屋根端部カバー材を連結する
第二の連結部を備え、第二の連結部が、本体の下部から延設されて、内方に屈曲する第二
の支持面と、第二の支持面の内端から上方に立ち上がる第二の挟持片とを備えたことを特
徴とする。
【００１０】
　ここで、「屋根端部」とは、「屋根の軒先」（屋根端部カバー材として、下方に垂れた
「ラジアル」と呼ばれる軒先材が使用されることが多い。）、「ケラバ（螻羽、蛄羽）」
（切妻屋根の妻側端部）、「片流れ屋根の四周端部」を総称する語である。
【００１１】
　この場合において、第一の連結部が、本体の下部から延設された先端側が、外方に屈曲
した支持面を備えることができる。
【００１２】
　また、第一の連結部が、支持面の外端から上方に立ち上がる挟持片を備えることができ
る。
【００１３】
　また、第一の連結部及び第二の連結部を備えた上記屋根端部カバー材の吊下具を用いた
本発明の屋根構造は、屋根端部カバー材の吊下具を用いて新設の屋根断部カバー材を取り
付けてなる屋根構造であって、第二の連結部を介して本体に既設の屋根端部カバー材を連
結するとともに、吊下具の取付部を躯体側に取り付けて本体を屋根の端部に吊り下げ、既
存の屋根材を新設の被覆材及び屋根端部カバー材で被覆し、第一の連結部を介して本体に
新設の屋根端部カバー材を連結したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の屋根端部カバー材の吊下具及びこの吊下具を用いた屋根構造によれば、吊下具
の取付部を躯体側に取り付けて本体を屋根の端部に吊り下げ、既存の屋根材を新設の被覆
材及び屋根端部カバー材で被覆し、第一の連結部を介して本体に新設の屋根端部カバー材
を連結するようにすることにより、屋根端部カバー材を取り付ける際に、既設の屋根材が
破損したり、塵・ほこりが発生することがなく、特に、既設の屋根材が石綿を含有するも
のであっても、石綿を含有する粉塵が飛散する危険性をなくすことができる。
　また、吊下具を用いて屋根端部カバー材を適切に取り付けることができることから、一
定の施工品質を確保することができる。
　また、新設の屋根端部カバー材が吊下具に連結されているので、新設の屋根端部カバー
材の剛性が小さい場合（新設の屋根端部カバー材は、屋根等の建物の躯体に負担をかけな
いようにするため、軽量のものが求められる。このため、部材の肉厚を薄くしたり、素材
を比重の小さい合成樹脂製のものが使用されるが、この場合、カバー材の剛性が小さくな
り、風、地震、事故等による破損に対する強度も低下する懸念がある。）でも、風によっ
て新設の屋根端部カバー材がバタついたり、動くことを防止することができるとともに、
新設の屋根端部カバー材が風、地震、事故等で破損しても、破損した部材が落下すること
を防止することができる。
【００１５】
　さらに、第二の連結部を介して本体に既設の屋根端部カバー材を連結するようにするこ
とにより、既設の屋根端部カバー材が風、地震、事故等で破損しても、破損した部材が落
下することを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の屋根の軒先に適用される屋根端部カバー材の吊下具の一実施例を示し、
（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図である。
【図２】同吊下具を用いた屋根構造の断面図である。
【図３】新設の被覆材を固定する固定用金具を示し、（ａ）は固定前の断面図、（ｂ）は
固定後の断面図である。
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【図４】本発明のケラバに適用される屋根端部カバー材の吊下具の一実施例を示し、（ａ
）は正面図、（ｂ）は側面図、（ｃ）は板状体を折り曲げて第一連結部を形成する前の正
面図、（ｄ）はその側面図である。
【図５】同吊下具を用いた屋根構造の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の屋根端部カバー材の吊下具及びこの吊下具を用いた屋根構造の実施の形
態を、図面に基づいて説明する。
【実施例１】
【００１８】
　図１に、屋根の軒先に適用される屋根端部カバー材の吊下具１Ａを、図２に、この吊下
具１Ａを用いた屋根構造をそれぞれ示す。
【００１９】
　この屋根端部カバー材の吊下具１Ａは、既設の屋根材２の上に新設の被覆材３を被覆し
た屋根の端部（軒先）をカバーする新設の屋根端部カバー材５を吊り下げる吊下具であっ
て、縦方向に延びる板状の本体１１と、本体１１の下部から延設されて本体１１に新設の
屋根端部カバー材５を連結する第一の連結部１２と、本体１１の上部から延設されて本体
１１を躯体側に取り付けるための取付部１３と、さらに、必要に応じて、本体１１の下部
から延設されて本体１１に既設の屋根端部カバー材４を連結する第二の連結部１４とを備
えるようにしている。
【００２０】
　この場合において、新設の被覆材３は、合成樹脂、金属、合成樹脂被覆金属等、材質を
問わないが、例えば、既設の屋根材２に合わせて、塩化ビニル、ポリカーボネート、アク
リル等の合成樹脂からなり、凹凸形状を付した波板形状や折板形状のものを好適に用いる
ことができる。
　また、新設の被覆材３の裏面側（既設の屋根材２との間）に発泡体やロックウール等の
断熱材６を積層することができ、これにより、断熱効果を持たせることができる。
【００２１】
　新設の被覆材３を固定する固定用金具８は、図３に示すように、既設の屋根材２を固定
する固定用金具７を利用することができ、さらに、新設の屋根端部カバー材５及び吊下具
１Ａの取付部１３を固定するようにすることができる。
【００２２】
　既設の屋根材２を固定する固定用金具７には、通常、フックボルトが用いられているが
、この既設の固定用金具７の既設の屋根材２から突出しているボルト７ａに、下部が金属
製の筒状体８ａであって上部が延設用のボルト８ｂとなった延設用ボルトからなる固定用
金具８の下部の筒状体８ａを、圧着、螺合、接着、溶接等の公知の方法で固着することに
より、既設の固定用金具７の上部に新設の固定用金具８を延設し、この固定用金具８を利
用して、直接、新設の被覆材３を取り付けるようにする。
【００２３】
　なお、任意の新設の固定用金具を用いて既設の屋根の上に母屋材を固定し、この母屋材
の上に新設の被覆材３を取り付けるようにすることもできる。
　さらに、別の方法として、既設のフックボルトからなる固定用金具７を係止するクラッ
チ式の金具からなる固定用金具（図示省略）を用いることもできる。この方法に用いるク
ラッチ式の金具は、断面が、開口側が下向きの略コ字形の金具であって、その天面には、
既設の固定用金具７の上部が挿通できる大きさの孔を形成してある。そして、この孔には
、孔の内周面側から孔中心に向かって延びる複数の係止爪が形成されている。この孔に既
設の固定用金具７を挿通し、複数の係止爪によって固定用金具７を係止して、金具を既設
の固定用金具７に固定する。この金具に新設の被覆材３を直接固定するようにしたり、母
屋材を取り付け、母屋材を介して新設の被覆材３を固定することができる。
【００２４】
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　新設の屋根端部カバー材５は、合成樹脂、金属、合成樹脂被覆金属等、材質を問わない
が、新設の屋根端部カバー材５は、屋根等の建物の躯体に負担をかけないようにするため
、軽量のものが求められることから、合成樹脂製のものを好適に用いることができる。
　この新設の屋根端部カバー材５は、断面が、例えば、略逆Ｌ字形の長尺の部材からなり
、塩化ビニル、ポリカーボネート、アクリル等の合成樹脂を、所望の形状に押出成形した
ものや、合成樹脂板を冷間曲げや熱曲げし、所望の形状に成形したものを用いることがで
きる。
　屋根端部カバー材５を、合成樹脂や薄い金属で形成した場合は、下端を屈曲又は折り返
した形状にすることで、剛性をアップさせるとともに、下端には水切りを形成しておくこ
とが好ましい。
【００２５】
　屋根端部カバー材の吊下具１Ａは、合成樹脂、金属、合成樹脂被覆金属等、材質を問わ
ないが、強度の点を鑑み、防錆処理された金属や錆びにくい金属、特に、ステンレス又は
アルミニウムで形成されていることが望ましい。
　なお、屋根端部カバー材の吊下具１Ａは、一体成形のほか、折曲加工、複数の構成部材
のビス、ボルト・ナット、溶接、接着等による固着等により、所定の形状に形成すること
ができる。
【００２６】
　屋根端部カバー材の吊下具１Ａの第一の連結部１２及び／又は第二の連結部１４は、本
体１１から延設する板状体を現場で折り曲げて調整してもよい。特に、第一の連結部１２
と第二の連結部１４を有する吊下具１Ａにおいては、現場での取り合いを調整するため、
第一の連結部１２は折り曲げられていない板状体を現場で折り曲げることが好ましい。
　吊下具１Ａは、特に限定されるものではないが、幅が１０～２０ｃｍ程度、厚みが０．
５～２ｍｍ程度の板状体をプレス加工して成形することできる。長さは、既設の屋根端部
カバー材４や新設の屋根端部カバー材５の大きさや、取り合いを考慮し、適宜設定するこ
とができる。
　また、現場で第一の連結部１２及び／又は第二の連結部１４を折り曲げて成形する場合
には、折り曲げやすいように、幅方向に薄肉部を、一定のピッチで複数形成しておき、所
望の位置で折り曲げるようにしてもよい。
【００２７】
　屋根端部カバー材の吊下具１Ａの取付部１３は、本体１の上部から上方に延設されてお
り、本実施例においては、ステンレス製の針金で形成されている。また、ステンレス製の
針金に代えて、ステンレス製のワイヤーで形成してもよい。
　取付部１３は、本体１１に延設用の小孔１３ａを設けておき、取付部１３をこの小孔１
３ａに通して結び付けたり、圧着、溶接、接着等の公知の方法で、本体と接続するように
する。また、別体を用いずに、本体１１を長く延長して一体に形成してもよい。
　この取付部１３は、後述するように、既設の屋根材２の表面に沿って配設し、本体１１
を躯体側、例えば、既設の屋根材２を固定する固定用金具７に取り付けることができるよ
うにする必要があるため、充分に凹凸に沿えるように、柔軟な材質であることが望ましい
。
　このため、本体１１及び取付部１３を板状に一体に形成する場合は、取付部１３を本体
１１より幅狭に形成したり、板面の長さ方向に複数の孔を形成することで、柔軟性を付与
するようにしてもよい。
　取付部１３の引張強度、本体１１と取付部１３の取付強度は、０．１～１ｋＮ程度あれ
ば、適当である。
　なお、取付部１３を取り付ける、既設の屋根材２を躯体側に固定する固定具は、主に、
既設の屋根材２を固定する固定用金具７を利用するようにするが、このほか、新設の被覆
材３を固定する固定用金具８を利用するようにすることもできる。
　取付部１３と固定用金具７や固定用金具８との取付は、取付部１３が針金やワイヤー等
の線状部材の場合は、固定用金具７や固定用金具８に結び付けたり、適当な位置で輪を作
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って掛止する等、公知の方法で行うことができる。また、板状の取付部１３の場合は、長
さ方向に一定ピッチで複数の孔を形成しておき、長さが適当になる孔を固定用金具７や固
定用金具８に係止する等、公知の方法で行うことができる。いずれにしても、既設の屋根
端部カバー材４や新設の屋根端部カバー材５が落下しても外れない程度の強度で取り付け
る必要がある。
【００２８】
　屋根端部カバー材の吊下具１Ａの第一の連結部１２は、本体１１と新設の屋根端部カバ
ー材５を連結するもので、ビスや、本体１１及び新設の屋根端部カバー材５にボルト挿通
孔１２ｃを形成してボルト・ナットで固定してもよい。
　なお、ボルト・ナットで固定するために、ボルト挿通孔を複数形成しておき、所望の位
置にボルトを挿通させて、ボルト・ナットで固定できるようにしておくこともできる。
　この場合、本体１１の下部から延設された先端側が、外方（屋外側）に屈曲した支持面
１２ａを備えるようにしたり、さらに、支持面１２ａの外端から上方に立ち上がる挟持片
１２ｂを備えるようにすることができる。
　これにより、新設の屋根端部カバー材５の下端部の支持をより確実に行うことができる
。
　この場合も、本体１１と新設の屋根端部カバー材５を、ビスやボルト・ナットで固定す
る方法を併用することによって、より強固に連結することができるので望ましい。
　第一の連結部１２の挟持片１２ｂと本体１１で形成される新設の屋根端部カバー材５の
下端の挿入部の先端を広く、途中を狭く、奥を広く、つまり中間で締りバメにしておくと
、新設の屋根端部カバー材５の下端を挿入して連結したときに、フィット感があって、作
業が行いやすくなる。
【００２９】
　屋根端部カバー材の吊下具１Ａの第二の連結部１４は、本体１１と既設の屋根端部カバ
ー材４を連結するものである。
　この場合、本体１１の下部から延設された先端側が、内方（屋内側）に屈曲した支持面
１４ａを備えるようにしたり、さらに、支持面１４ａの内端から上方に立ち上がる挟持片
１４ｂを備えるようにすることができる。
　これにより、既設の屋根端部カバー材４の下端部の支持をより確実に行うことができる
。
　なお、本体１１と既設の屋根端部カバー材４を、ビスやボルト・ナットで固定する方法
を併用することも可能であるが、既設の屋根端部カバー材４が石綿を含む場合は、石綿飛
散の懸念があるので、固定のための孔加工は避けることが望ましい。
　第二の連結部１４を形成する挟持片１４ｂの内面側の壁面、支持面１４ａの内壁面（上
面）、本体１１の内面側の壁面の全面又は一部の面に、弾性のある発泡材１４ｃを貼り付
けておくと、既設の屋根端部カバー材４を適度の強度で挟持することができ、フィット感
を得ることができ、さらに、既設の屋根端部カバー材４の下端が第二の連結部１４に擦れ
て傷つき、破損したり、粉塵が飛散することを防止することができる。
【００３０】
　次に、この屋根端部カバー材の吊下具１Ａを用いて新設の屋根端部カバー材５を設置す
る方法と手順について説明する。
　なお、この方法や手順は、これに限定されるものではなく、屋根の状態や既設の屋根材
２を固定する固定用金具７及び新設の被覆材３を固定する固定用金具８の態様等に応じて
、適当な手順を採用することができることはいうまでもない。
【００３１】
　（１）既設の屋根材２を固定する固定用金具７に、新設の被覆材３を直接又は間接的に
固定する固定用金具８を取り付ける。
　（２）既設の屋根端部カバー材４の下端に、吊下具１Ａの第二の連結部１４を連結する
（第二の連結部のない吊下具を用いる場合は、（２）の手順を省略する。）。
　（３）吊下具１Ａの取付部１３が弛まない程度に取付部１３を引っ張り、取付部１３の
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先端側を躯体側、本実施例においては、既設の屋根材２を固定する固定用金具７に取り付
ける。
　（４）既設の屋根材２の上に、（１）の固定用金具８を利用して新設の被覆材３を仮取
り付けする。
　（５）吊下具１Ａの第一の連結部１２に新設の屋根端部カバー材５の下端を連結する。
　（６）新設の屋根端部カバー材５の上辺を、（１）の固定用金具８を利用して取り付け
る。この際、仮取り付けしていた（４）の新設の被覆材３を、同時に本取り付けする。
【実施例２】
【００３２】
　図４に、屋根のケラバに適用される屋根端部カバー材の吊下具１Ｂを、図５に、この吊
下具１Ａを用いた屋根構造をそれぞれ示す。
【００３３】
　この屋根端部カバー材の吊下具１Ｂは、既設の屋根材２の上に新設の被覆材３を被覆し
た屋根の端部（ケラバ）をカバーする新設の屋根端部カバー材５を吊り下げる吊下具であ
って、縦方向に延びる板状の本体１１と、本体１１の下部から延設されて本体１１に新設
の屋根端部カバー材５を連結する第一の連結部１２と、本体１１の上部から延設されて本
体１１を躯体側に取り付けるための取付部１３と、さらに、必要に応じて、本体１１の下
部から延設されて本体１１に既設の屋根端部カバー材４を連結する第二の連結部１４とを
備えるようにしている。
【００３４】
　本実施例の屋根端部カバー材の吊下具１Ｂのその他の構成及び作用並びにこの屋根端部
カバー材の吊下具１Ｂを用いて新設の屋根端部カバー材５を設置する方法と手順は、上記
実施例１と同様である。
【００３５】
　ケラバの場合、新設の屋根端部カバー材５は、その下端に水切りのための折り返し部が
設けられていることが多い。このため、施工前に吊下具１Ｂの第一の連結部１２を形成し
ておくと、新設の屋根端部カバー材５の下端にある折り返し部を第一の連結部１２に挿入
しにくいことがある。このような場合は、図４の（ｃ）及び（ｄ）に示すように、第一の
連結部１２を事前に形成することなく、板状体のままで取り付け、第一の連結部１２に新
設の屋根端部カバー材５の下端を連結する際に、各部材の取り合いを勘案し、ペンチ等の
簡単な工具を用いて板状体を折り曲げ、第一の連結部１２を形成することが望ましい。
【００３６】
　以上、本発明の屋根端部カバー材の吊下具及びこの吊下具を用いた屋根構造について、
複数の実施例に基づいて説明したが、本発明は上記実施例に記載した構成に限定されるも
のではなく、各実施例に記載した構成を適宜組み合わせる等、その趣旨を逸脱しない範囲
において適宜その構成を変更することができるものである。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　本発明の屋根端部カバー材の吊下具及びこの吊下具を用いた屋根構造は、既設の屋根材
の上に新設の被覆材を被覆した屋根の端部をカバーする新設の屋根端部カバー材を、既設
の屋根材に釘孔やボルト挿通用の孔を開けることなく取り付けることができることから、
「屋根の軒先」、「ケラバ（螻羽、蛄羽）」、「片流れ屋根の四周端部」等の屋根の端部
に屋根端部カバー材を取り付ける用途に広く用いることができる。
【符号の説明】
【００３８】
　１Ａ　屋根端部カバー材の吊下具（軒先用）
　１Ｂ　屋根端部カバー材の吊下具（ケラバ用）
　１１　本体
　１２　第一の連結部
　１２ａ　支持面
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　１２ｂ　挟持片
　１２ｃ　ボルト挿通孔
　１３　取付部
　１４　第二の連結部
　１４ａ　支持面
　１４ｂ　挟持片
　１４ｃ　発泡材
　２　　既設の屋根材
　３　　新設の被覆材
　４　　既設の屋根端部カバー材
　５　　新設の屋根端部カバー材
　６　　断熱材
　７　　既設の屋根材を固定する固定用金具（フックボルト）
　８　　新設の被覆材を固定する固定用金具

【図１】 【図２】
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【図５】
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