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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定間隔で配された複数の垂木と、隣り合う垂木の間に架け渡された屋根パネルと、上
記垂木の上部に設けられ屋根パネルの側部を垂木との間で保持する垂木カバーとを備えた
簡易屋根であって、上記垂木と垂木カバーとの間には屋根パネルの側部を上下から挟んで
保持する保持部が設けられ、該保持部は上部パッキンと下部パッキンとからなり、上記屋
根パネルの側部の上下少なくとも一方の面には上記保持部を構成する上部パッキン又は下
部パッキンが押圧されて係合し得る溝部が設けられていることを特徴とする簡易屋根。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テラスやカーポート等に適用される簡易屋根に係り、特に強風による屋根パ
ネルの飛散を防止する構造を改良した簡易屋根に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　簡易屋根としては、所定間隔で配された複数の垂木と、隣り合う垂木の間に架け渡され
た屋根パネルと、上記垂木の上部に設けられ屋根パネルの側部を垂木との間で保持する垂
木カバーとを備えて構成されるものが知られている。しかしながら、このような簡易屋根
においては、台風等の強風に煽られると、屋根パネルが風圧で撓んで側部が垂木と垂木カ
バー間の保持部から引き抜かれる方向の力が働き、場合によっては、保持力が引き抜き力
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に耐えきれずに屋根パネルが飛散する恐れがあった。
【０００３】
　そこで、このような問題を解決するために、例えば特許文献１に記載されているような
簡易屋根（パネル保持装置）が提案されている。このパネル保持装置は、パネルの端部長
手方向に多数の抜止金具を強固に一体化するように設置し、抜止金具の端部に形成した係
止突片が、パネル保持枠の内部空間側から受止部に引掛係止自在となるようにして、パネ
ルが風圧を受けても、その端部を保持溝側に引き寄せて保持することによって、パネルが
パネル保持枠から外れないようにして、パネル保持の耐風圧性を確保している。ここで、
パネル保持枠は保持枠本体（垂木）と枠カバー（垂木カバー）とからなり、受止部は保持
部の内側部に相当する。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２６６４７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述したような簡易屋根においては、パネルの側部に抜止金具を長手方
向に適宜間隔で多数取付けてなる構造であるため、パネルの側部に加わる引き抜け方向の
強い衝撃力により抜止金具がパネルの側部から離脱する恐れがあり、強風時のパネル飛散
防止効果が高いとはいえない。また、パネルの両側部に抜止金具を多数個取付けなければ
ならず、構造の煩雑化及びコストの増大を余儀なくされる。また、抜止金具の係止突片に
よって屋根パネルは両側部に上下方向の突起部を有する構造となるため、積層状態にコン
パクトに積載ないし保管することが困難であり、中央部が自重で垂れ下がり、反り変形を
生じるおそれがある。
【０００６】
　本発明は、上記事情を考慮してなされたものであり、強風時の屋根パネルの飛散防止効
果を高めることができると共に構造の簡素化及びコストの低減が図れる簡易屋根を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明は、所定間隔で配された複数の垂木と、隣り合う垂
木の間に架け渡された屋根パネルと、上記垂木の上部に設けられ屋根パネルの側部を垂木
との間で保持する垂木カバーとを備えた簡易屋根であって、上記垂木と垂木カバーとの間
には屋根パネルの側部を上下から挟んで保持する保持部が設けられ、該保持部は上部パッ
キンと下部パッキンとからなり、上記屋根パネルの側部の上下少なくとも一方の面には上
記保持部を構成する上部パッキン又は下部パッキンが押圧されて係合し得る溝部が設けら
れていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、所定間隔で配された複数の垂木と、隣り合う垂木の間に架け渡された
屋根パネルと、上記垂木の上部に設けられ屋根パネルの側部を垂木との間で保持する垂木
カバーとを備えた簡易屋根であって、上記垂木と垂木カバーとの間には屋根パネルの側部
を上下から挟んで保持する保持部が設けられ、該保持部は上部パッキンと下部パッキンと
からなり、上記屋根パネルの側部の上下少なくとも一方の面には上記保持部を構成する上
部パッキン又は下部パッキンが押圧されて係合し得る溝部が設けられているため、強風時
の屋根パネルの飛散防止効果を高めることができると共に構造の簡素化及びコストの低減
が図れる。また、屋根パネルは突起部を有しないので、積層状態にコンパクトに容易に積
載ないし保管することができ、反り変形を生じるおそれもない。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
図１は本発明の実施の形態である簡易屋根を概略的に示す斜視図、図２は図１のＡ－Ａ線
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拡大断面図、図３は図１のＢ－Ｂ線拡大断面図、図４は図１のＣ－Ｃ線拡大断面図である
。
【００１０】
　これらの図において、１はテラスに適用した例を示す簡易屋根で、この簡易屋根１は、
所定間隔で配された複数の垂木２と、隣り合う垂木２の間に架け渡された屋根パネル３と
、上記垂木２の上部に設けられ屋根パネル３の側部を垂木２との間で挟んで保持（挟持）
する垂木カバー４とを備えている。また、図示例の簡易屋根１においては、垂木２の後端
を支持する垂木掛け５と、垂木２の前端を支持する前枠６と、この前枠６を支持する支柱
７と、垂木２の前端に横方向に配された樋部８と、隣り合う垂木２間に掛け渡された野縁
９とを備えている。垂木２は後方から前方に向って下降傾斜するように所定の勾配で設け
られている。
【００１１】
　上記樋部８と前枠６は別体でも良いが、樋部８は前枠６の前部に一体形成されているこ
とが好ましい。また、上記垂木２、垂木カバー４、垂木掛け５、樋部８を有する前枠６、
支柱７及び野縁９は、例えばアルミ製の押出形材からなっていることが好ましい。垂木２
は、中間垂木２ａと、両端に配される端部垂木２ｂとからなり、これらは軽量化及び強度
の向上のためにホロー（中空）構造とされていることが好ましい。中間垂木２ａは両肩部
に屋根パネル３の下面を支持する下部支持部としての下部パッキン１０が取付溝１１を介
して長手方向に取付けられている。中間垂木２ａの上部中央部には断面略Ｕ字状に突出し
た取付部１２が長手方向に形成されており、中間垂木２ａの下部両側部には野縁９の端部
を受けて固着具例えばビス（ネジ）１３で固定するための野縁受部１４が鍔状に突出形成
されている。野縁９の上部には屋根パネル３の下面を受けるパッキン１５が取付溝１６を
介して長手方向に設けられている。
【００１２】
　上記取付部１２の上部に垂木カバー４の下面中央部が当接されて固着具例えばビス１７
で取付けられている。ビス１７は垂木カバー４を貫通して上方から取付部１２の溝に捩じ
込まれ、垂木カバー４は長手方向の適宜箇所がビス１７で垂木上に固定されている。垂木
カバー４は、垂木２とほぼ同じ幅で垂木２の長手方向に沿って長尺に形成されている。垂
木カバー４は垂木２より長く、後端が垂木掛け５に当接され、前端が前枠６の上部まで延
出されている。垂木カバー４の下面両側部には屋根パネル３の上面を押えて支持する上部
支持部としての上部パッキン１８が取付溝１９を介して長手方向に取付けられている。取
付溝１９，１１を含む上部パッキン１８と下部パッキン１０が屋根パネル３を上下から挟
んで保持する保持部２０を構成している。この保持部２０と上記取付部１２との間に内部
空間２１が形成されている。
【００１３】
　上記端部垂木２ｂは、下部パッキン１０及び野縁受部１４を片側にしか有しておらず、
反対側は外側面部２３とされている。垂木カバー４も中間垂木用の中間垂木カバー４ａと
、端部垂木用の端部垂木カバー４ｂとからなる。端部垂木２ｂの上部に取付けられる端部
垂木カバー４ｂも上部パッキン１８を片側にしか有しておらず、反対側は切除されている
。
【００１４】
　上記垂木掛け５は、建物の外面部（外壁部）２４に固着具例えばボルト２５により取付
けられている。垂木掛け５は、垂木２の後端部を受けてボルト２６で固定するための垂木
受部２７を下部に有すると共に、屋根パネル３の後端部を水密保持部材であるビード２８
を介して挿入支持するパネル挿入溝２９と、垂木カバー４の後端部を挿入する垂木カバー
挿入溝３０とを上部に有している。前記ビード２８は屋根パネル３の後端部に取付けられ
ている。
【００１５】
　上記前枠６は、ホロー構造とされており、後部には垂木２の前端部を受けてビス３１で
固定するための垂木受部３２が形成され、上部には屋根パネル３の前端部を支持するパネ
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ル支持部材３３が嵌合取付構造により取付けられている。パネル支持部材３３は、屋根パ
ネル３の下面を支持する下部支持片３３ａと、屋根パネル３の前端部を挿入するパネル挿
入溝３３ｂを形成すると共に屋根パネル３の上面を押える上部支持片３３ｃとを有し、例
えばアルミ製の押出形材からなっている。
【００１６】
　上記支柱７は、ホロー構造とされており、例えばコンクリート製の基礎３４を用いて地
上に立設されている。支柱７の上端部には、前枠６を取付けるための前枠取付金具３５が
設けられている。この前枠取付金具３５は、支柱７の上端部に当接される左右方向（図４
の紙面垂直方向）に長い長方形の当接板部３５ａと、該当接板部３５ａの下面に下駄の刃
状に突設され上記支柱７の上端内部に挿入されてボルト３６で固定される固定片３５ｂと
からなり、支柱７の両側面より突出した上記当接板部３５ａの両端部に対して前枠６の底
部６ａがボルト３７と、該ボルト３７が螺合する裏板３８とによって固定されている。な
お、前枠６の底部６ａにはボルト３７が挿入される溝部３９が長手方向（図４の紙面垂直
方向）に形成されていると共に、底部６ａの裏面には裏板３８をスライド可能に収容する
収容溝部４０が長手方向に形成されている。上記樋部８には雨水を下方に導く縦樋４１が
接続され、該縦樋４１は一方の支柱７に沿って取付けられている。
【００１７】
　上記屋根パネル３は例えば押出成形により製造される樹脂製のパネルからなる。この屋
根パネル３が強風により保持部２０から引き抜けて飛散するのを防止するために、屋根パ
ネル３の上下少なくとも一方の面（図示例では上面）には上記保持部２０を構成する上部
パッキン１８が押圧される溝状の被押圧部である溝部２２ａが設けられている（図２，図
４，図５，図６参照）。この溝部２２ａは、上部パッキン１８が係合（嵌合）し得る幅ｗ
例えば８ｍｍ程度及び深さｄ例えば０．５ｍｍ程度に形成されている。屋根パネルの厚さ
ｔは例えば２ｍｍ程度であるから、屋根パネルの強度及び引き抜け防止効果を考慮して上
記深さｔとされ、また、溝部２２ａから側縁部までの寸法ｅは少なくとも６ｍｍ程度され
ている。上記溝部２２ａは、図６（ａ），（ｂ）に示すように屋根パネル３の上面におけ
る左右両側部にその長手方向に沿って例えば切削加工により形成されている。
【００１８】
　上記屋根パネル３においては、上向きの溝部２２ａが屋根パネル３の上面を流れる雨水
が側方へ溢れ出ないように長手方向に導く水路としての機能を有している。また、上記溝
部２２ａを含む屋根パネル３の前端側が上記樋部８の付近まで延出されている。このため
、雨水が屋根パネル３の上面を伝わって垂木２の内部空間２１に入り込んだとしても、内
部空間２１に流出することなく雨水をそのまま屋根パネル３の上面ないし溝部に保ったま
ま樋部８まで導いて容易に排水することができるようになっている。
【００１９】
　以上のように構成されたテラスとしての簡易屋根１によれば、所定間隔で配された複数
の垂木２と、隣り合う垂木２の間に架け渡された屋根パネル３と、上記垂木２の上部に設
けられ屋根パネル３の側部を垂木２との間で保持する垂木カバー４とを備え、上記垂木２
と垂木カバー４との間には屋根パネル３の側部を保持する保持部２０が設けられ、上記屋
根パネル３の側部の上下少なくとも一方の面（図示例では上面）には上記保持部２０を構
成する上部パッキン１８が押圧される溝状の被押圧部である溝部２２ａが設けられている
ため、強風時の屋根パネル３の飛散防止効果を高めることができると共に構造の簡素化及
びコストの低減が図れる。
【００２０】
　上記溝部２２ａは屋根パネル３の製造時又は製造後に屋根パネル３の側部の上下少なく
とも一方の面（図示例では上面）に切削加工により容易に設けることができるため、従来
の抜止金具と異なり取付作業を要せず、構造の簡素化及びコストの低減が図れる。
【００２１】
　屋根パネル３は、下面が垂木２及び野縁９によって支えられているため、下向きの風圧
に対しては比較的強いが、上向きの風圧に対しては野縁９に相当するものがない分だけ弱
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いが、本実施例では、屋根パネル３の側部の上面に保持部２０を構成する上部パッキン１
８が押圧される溝状の被押圧部である溝部２２ａが設けられているため、屋根パネル３が
上向きの風圧を受けると溝部２２ａが上部パッキン１８に対しより強く押圧ないし係合す
るようになり、より強く屋根パネル１０の引き抜けを抑制ないし防止することが可能とな
る。
【００２２】
　また、上記溝部２２ａは屋根パネル３の上面の左右両側部に長手方向に沿って連続して
設けられ、該溝部２２ａを含む屋根パネル３の前端側が上記樋部８の付近まで延出されて
いるため、雨水が屋根パネル３の上面を伝わって垂木２の内部空間２１に入り込んだとし
ても、内部空間２１に流出することなく雨水をそのまま屋根パネル３の上面又は溝部２２
ａに沿って樋部８まで導いて容易に排水することができ、排水性の向上が図れ、垂木２の
内部空間２１に雨水が流出することにより起因して起こる雨漏りを防止することができる
。
【００２３】
　図７，図８，図９は屋根パネルの変形例を示す断面図である。本実施の形態の簡易屋根
に用いられる屋根パネル３としては、図７（ａ）に示すように屋根パネル３の側部の下面
に溝状の被押圧部である溝部２２ａを設けたものであってもよく、或いは図７（ｂ）に示
すように屋根パネルの側部の上下両面に溝部２２ａ，２２ａを設けたものであってもよい
。
【００２４】
　また、屋根パネル３としては、図８（ａ）に示すように屋根パネル３の側部の上面に溝
状の被押圧部である溝部２２ａを設けると共に該溝部２２ａの底面に凹凸状の被押圧部で
ある凹凸部２２ｂを設けてもよく、或いは図８（ｂ）に示すように屋根パネル３の側部の
下面に溝状の被押圧部である溝部２２ａを設けると共に該溝部２２ａの底面に凹凸状の被
押圧部である凹凸部２２ｂを設けてもよく、或いは図８（ｃ）に示すように屋根パネル３
の側部の上下両面に溝状の被押圧部である溝部２２ａを設けると共に該溝部２２ａの底面
に凹凸状の被押圧部である凹凸部２２ｂを設けてもよい。このように溝部２２ａと凹凸部
２２ｂを組み合わせることにより凹凸部２２ｂの摩擦力の増大と相俟って強風時の屋根パ
ネル３の飛散防止効果を更に高めることが可能となる。なお、凹凸部２２ｂは、屋根パネ
ルの長手方向に沿ってＶ字溝を多数条形成することにより断面ジグザグ状に形成されてい
る。
【００２５】
　なお、図９は本発明の実施の形態ではない屋根パネルの参考例を示している。屋根パネ
ル３の側部の上面には溝状の被押圧部である溝部２２ａを設けることなく凹凸状の被押圧
部である凹凸部２２ｂのみが設けられている。屋根パネルの側部の下面に凹凸状の被押圧
部である凹凸部のみを設けてもよく、或いは屋根パネルの側部の上下両面に凹凸状の被押
圧部である凹凸部のみを設けてもよい（図示省略）。このように屋根パネル３の側部の上
下少なくとも一方の面に上記保持部２０が押圧される凹凸状の被押圧部である凹凸部２２
ｂを設けられているため、凹凸部２２ｂによる摩擦力の増大により強風時の屋根パネル３
の飛散防止効果を高めることができると共に構造の簡素化及びコストの低減が図れる。
【００２６】
　以上、本発明の実施の形態ないし実施例を図面により詳述してきたが、本発明は上記実
施の形態ないし実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲での種
々の設計変更等が可能である。例えば、本発明が適用される簡易屋根としては、カーポー
ト等であってもよい。樋部は必ずしも前枠と一体に形成されていなくても良く、垂木の前
端に横方向に配されていてもよい。また、屋根パネルは、必ずしも全てが平面である必要
はなく、例えば両側に配される屋根パネルは両側が垂れ下がるように曲面状に形成されて
いても良い。本発明における屋根パネルの保持構造は、例えばバルコニー等における垂直
のパネルの保持にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】



(6) JP 4860282 B2 2012.1.25

10

20

【００２７】
【図１】本発明の実施の形態である簡易屋根を概略的に示す斜視図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線拡大断面図である。
【図３】図１のＢ－Ｂ線拡大断面図である。
【図４】図１のＣ－Ｃ線拡大断面図である。
【図５】図２の要部拡大断面図である。
【図６】（ａ）は屋根パネルの平面図、（ｂ）は屋根パネルの断面図である。
【図７】屋根パネルの変形例を示す断面図である。
【図８】屋根パネルの変形例を示す断面図である。
【図９】本発明の実施の形態ではない屋根パネルの参考例を示す断面図である。
【符号の説明】
【００２８】
　１　簡易屋根
　２　垂木
　３　屋根パネル
　４　垂木カバー
　８　樋部
　２０　保持部
　２２ａ　溝部（溝状の被押圧部）
　２２ｂ　凹凸部（凹凸状の被押圧部）

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】
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【図８】

【図９】
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