
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前側板部と底板部と後側板部とにより上部を開口した略コの字型断面形状に形成されて
いて前記前側板部と後側板部の上端にそれぞれ係止部を設けてなる軒樋を、
　軒先に係止され、両端部に前記軒樋の前後係止部に係合する係合部を有し、中間部に傾
斜部を有する軒樋吊着部材と、
　一端に の傾斜部との係合部を有し

耐風支持部材とで支持することを特徴
とする軒樋支持構造。
【請求項２】
　軒先に係止され、両端部に係合部を有する軒樋吊着部材と、
　前側板部と底板部と後板部とにより上部を開口した略コの字型断面形状に形成されてい
て前側板部と後側板部の上端に設けられた係止部をそれぞれ

に係合させて支持される軒樋との間に介装される耐風支持部材であって、
　一端に前記軒樋吊着部材に当接して一体に固定される支持面部を有し、

軒樋の耐風支持部材
。
【発明の詳細な説明】
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前記軒樋吊着部材 、他端を折曲して前記軒樋の後側板
部の内面に当接する当接面部を形成するとともに、この当接面部の先端を折曲して前記軒
樋底板部の内面に当接する当接面部を形成してなる

前記軒樋吊着部材の両端部の
係合部

他端を折曲して
前記軒樋の後側板部の内面に当接する当接面部を形成するとともに、この当接面部の先端
を折曲して前記軒樋底板部の内面に当接する当接面部を形成してなる



【０００１】
【発明の属する技術の分野】
　本発明は、軒樋が強風でガタつくのを防止する軒樋支持構造 に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
従来、軒樋１００は、図９に示すように、軒先前面１０１に取り付けられた軒樋吊着部材
１０２の軒樋係止部１０３及び１０４に、外側係合部１０５、内側係合部１０６を係止す
ることにより、家屋の軒先に設置されていた。
【０００３】
しかし、上記の軒樋支持構造では、軒樋１００の係合部１０５、１０６と軒樋吊着部材１
０２の係止部１０３、１０４とは、若干の隙間を有して係止されるため、強風に曝された
場合、軒樋１００がガタつき、不快音を発するばかりか、軒樋１００乃至軒樋吊着部材１
０２が変形又は破損してしまうおそれもあった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
そこで、本発明は、かかる問題点に鑑みて為されたものであり、その目的とするところは
、軒樋が強風に曝されてもガタつくことのない軒樋支持構造並びに軒樋吊着部材及び耐風
支持部材を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、本発明の軒樋支持構造は、前側板部と底板部と後側板部と
により上部を開口した略コの字型断面形状に形成されていて前記前側板部と後側板部の上
端にそれぞれ係止部を設けてなる軒樋を、軒先に係止され、両端部に前記軒樋の前後係止
部に係合する係合部を有し、中間部に傾斜部を有する軒樋吊着部材と、一端に

の傾斜部との係合部を有し、

耐風支持部材とで支持するように構成したことを特徴とす
る。
【０００６】
上記構成を有する軒樋支持構造によれば、軒樋と軒樋吊着部材を緊張させた状態に維持し
つつ、係止させておくことができるので、軒樋が強風に曝されてもガタつくことはない。
なお、本発明における「軒樋と軒樋吊着部材を緊張させた状態」とは、軒樋と軒樋吊着部
材との係止構造に間隙を生じさせないように、耐風支持部材によって軒樋と軒樋吊着部材
との間に、互いに離隔する方向に適度な張力を与えることをいう。
【０００７】
　また、本発明の耐風支持部材は、軒先に係止され、両端部に係合部を有する軒樋吊着部
材と、前側板部と底板部と後板部とにより上部を開口した略コの字型断面形状に形成され
ていて前側板部と後側板部の上端に設けられた係止部をそれぞれ

に係合させて支持される軒樋との間に介装される耐風支持部材であって、一端
に前記軒樋吊着部材に当接して一体に固定される支持面部を有し、

形成したことを特徴とする。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る軒樋支持構造の実施例を図面に基づいて説明する。
図１は本発明に係る軒樋支持構造を示す斜視図、図２は本発明に係る耐風支持部材の構造
を示す斜視図、図３は図１の軒樋支持構造の側断面図、図４は図２の耐風支持部材の係合
片の折曲方法を示す平面図、図５～７は耐風支持部材を軒樋吊着部材に連結する手順を示
す斜視図、図８は耐風支持部材と軒樋吊着部材の係合部における断面図である。
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及び耐風支持部材

前記軒樋吊
着部材 他端を折曲して前記軒樋の後側板部の内面に当接する
当接面部を形成するとともに、この当接面部の先端を折曲して前記軒樋底板部の内面に当
接する当接面部を形成してなる

前記軒樋吊着部材の両端
部の係合部

他端を折曲して前記軒
樋の後側板部の内面に当接する当接面部を形成するとともに、この当接面部の先端を折曲
して前記軒樋底板部の内面に当接する当接面部を



【００１０】
本発明に係る軒樋支持構造Ａは、図１及び３に示すように、軒樋吊着部材１と、耐風支持
部材２と、軒樋３とから構成してある。
【００１１】
軒樋吊着部材１は、図１及び３に示すように、金属板材を板金加工することにより形成し
た部材であって、適宜幅を有する板材を所定形状に形成した吊着部１１と、断面略コの字
状に折曲するとともに、更にその上側及び下側の両先端をそれぞれ下方及び上方に折曲し
て形成した係止部１２ａを有する固定部１２からなり、水切軒天パネル４を介し、垂木５
の先端に取り付けた鼻隠し材６に沿って適宜間隔を置いて固着釘７により固着してある。
【００１２】
吊着部１１は、後部（固定部１２側）に、水平板部１１ａを上方に略凹形状に折曲して形
成した軒樋係合部１３と、この軒樋係合部１３とリベット等によって固着され、係止部１
２ａに上下端部を係止される係止板１４を備え、前部に、水平板部１１ａを略４５°下方
に折曲して下り傾斜状に形成した傾斜部１５と、この傾斜部１５先端を略９０°上方に折
曲し、更にこの先端を略９０°内側に向かって折曲して形成した略コの字状の軒樋係合部
１６を備える。
ここで、傾斜部１５の幅方向中央部には、基端側（水平板部１１ａ側）を残してコの字状
の切込みを形成し、この切込み片を水平よりも若干上向きとなるように立ち上げて軒樋係
止片１７を形成してある。
【００１３】
耐風支持部材２は、図１～３に示すように、軒樋吊着部材１と軒樋３との間に介装する部
材であって、適宜幅を有する金属製の板体２１と、手乃至工具によって折曲可能な厚みを
有する金属製薄板の係合片２２とからなり、板体２１は、中間部２３の一端を略９０°折
曲し、軒樋吊着着部材１の傾斜部１５と略同一長さの支持面部２４を形成し、他端は適宜
長さだけ支持面部２４の折曲方向と同一の方向に略４５°折曲して当接面部２５を形成す
るとともに、この当接面部２５先端部を適宜幅だけ更に略９０°折曲し、第二の当接面部
として当接面部２６を形成してある。
ここで、前記中間部２３の長さは、耐風支持部材２を取り付けたときに、軒樋吊着部材１
と軒樋３を緊張させた状態を維持できる長さに形成してある。
【００１４】
又、係合片２２は、図４に示すように、支持面部２４の長さと略同一幅若しくは若干狭幅
と、板体２１の幅の略２倍以上の長さを有し、一端を支持面部２４の内側面２４ａの一側
端に沿わせるとともに、内側面２４ａに当接し、接着又は溶着等の適宜手段によって固着
してある。なお、他端の先端形状は人手による取扱いを考慮し、円弧状に形成してある。
【００１５】
軒樋３は、図１及び３に示すように、金属又は合成樹脂からなり、前側板部３１と底板部
３２と後側板部３３とを有し、上部を開口した略コの字型状の長尺な部材であって、前側
板部３１の上端に係止部３４を形成するとともに、後側板部３３の上端に係止部３５を形
成してあり、これら係止部３４、３５を軒樋吊着部材１の軒樋係合部１６、１３に係止し
、軒樋吊着部材１に吊着してある。
なお、軒樋３の前面板部３３の外側には、フロントパネル装着体８を介してフロントパネ
ル９を挟着してある。
【００１６】
以下、軒樋支持構造Ａにおける耐風支持部材２の取付方法について説明する。
まず、図４に示すように、耐風支持部材２の支持面部２４の外側面２４ｂの上部に軒樋吊
着部材１の傾斜部１５の板厚と略同一の高さＨ（例えば３ｍｍ）の空隙を形成するように
、係合片２２を折曲する。
【００１７】
続いて、図５及び６に示すように、軒樋３を予め係止してある軒樋吊着部材１の傾斜部１
５の下面に耐風支持部材２の支持面部２４の外側面２４ｂを沿わせつつ、係合片２２を軒
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樋係止片１７の下部を挿通し、支持面部２４と傾斜部１５とを当接させるとともに、耐風
支持部材２の当接面部２５、２６を、図１及び３に示すように、軒樋３の後側板部３３及
び底板部３２の内面にそれぞれ当接させる。
【００１８】
このあと、図７及び８に示すように、支持面部２４と傾斜部１５との間に空隙を生じさせ
ないように、係合片２２を傾斜部１５の表面に沿わせるように折り畳めばよい。係合片２
２を折り畳んだときに、支持面部２４と傾斜部１５との間に空隙が生じてしまった場合は
、図示はしないが、上下、左右方向からペンチ等の工具により係合片２２を挟み込み、空
隙を無くすように調整すればよい。
【００１９】
上記軒樋吊着部材１及び耐風支持部材２を用いて構成される軒樋支持構造Ａによれば、耐
風支持部材２の中間部２３の長さを軒樋吊着部材１と軒樋３を緊張させた状態を維持して
支持することができる長さに形成してあるので、軒樋３が強風に曝されてもガタつくこと
はない。
【００２０】
また、軒樋吊着部材１の傾斜部１５は略４５°の下り傾斜状に形成し、耐風支持部材２の
支持面部２４と中間部２３とは略９０°の角度を有して形成してあるので、軒樋吊着部材
１と耐風支持部材２とを安定的かつ強固に係合させることができるとともに、耐風支持部
材２の中間部２３と当接面部２５とは略４５°の角度を有し、当接面部２５と当接面部２
６とは略９０°の角度を有して形成してあるので、当接面部２５、２６は、軒樋３の後側
板部３３、底板部３２に対して安定的に当接させることができる。
【００２１】
なお、上記実施例において、軒樋吊着部材１の傾斜部１５は水平板部１１ａ先端から略４
５°の下り傾斜状に形成してあるが、本発明はこれに限定されるものでなく、下り傾斜状
に形成してあれば良く、好ましくは３０°～６０°の角度を有する下り傾斜状に形成して
あればよい。
【００２２】
又、耐風支持部材２の支持面部２４と中間部２３との角度及び中間部２３と当接面部２５
との角度は、上記実施例の略９０°及び略４５°にそれぞれ限定されるものでなく、前記
傾斜部１５の角度及び軒樋３の深さにより所定の角度に形成すればよい。
【００２３】
更に、当接面部２５と当接面部２６とは略９０°の角度を有して形成してあるが、本発明
はこれに限定されるものでなく、底板部３２と後側板部３３の為す角度に従って所定の角
度とすればよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る軒樋支持構造を示す斜視図である。
【図２】本発明に係る耐風支持部材の構造を示す斜視図である。
【図３】図１の軒樋支持構造の側断面図である。
【図４】図２の耐風支持部材の係合片の折曲方法を示す平面図である。
【図５】耐風支持部材を軒樋吊着部材に連結する手順を示す斜視図である。
【図６】耐風支持部材を軒樋吊着部材に連結する手順を示す斜視図である。
【図７】耐風支持部材を軒樋吊着部材に連結する手順を示す斜視図である。
【図８】耐風支持部材と軒樋吊着部材の係合部における VIII－ VIII断面図である。
【図９】従来の軒樋の取付構造を示す側断面図である。
【符号の説明】
１　　　　軒樋吊着部材
１１　　　吊着部
１１ａ　　水平板部
１２　　　固定部
１２ａ　　係止部
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１３、１６　　軒樋係合部
１４　　　係止板
１５　　　傾斜部
１７　　　軒樋係止片
２　　　　耐風支持部材
２１　　　板体
２２　　　係合片
２３　　　中間部
２４　　　支持面部
２４ａ　　内側面
２４ｂ　　外側面
２５、２６　　当接面部
３　　　　軒樋
３１　　　前側板部
３２　　　底板部
３３　　　後側板部
３４、３５　　係止部
Ａ　　　　軒樋支持構造
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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