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(57)【要約】
【課題】意匠の多様性を得ることができる金属製板状建
築材及びその製造方法を提供する。
【解決手段】長手方向１Ｌに沿って直線状に延在する角
部２を互いの間に置く複数の面３を有する金属製板状建
築材であって、複数の面３のうちの少なくとも１つの面
３に付されている色及び／又は柄が、複数の面３のうち
の他の面３に付されている色及び／又は柄と異なる。金
属製板状建築材１の複数の面３には、矩形波形状をなす
ように互いに接続された底面３ａ、側面３ｂ及び頂面３
ｃが含まれ得る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向に沿って直線状に延在する角部を互いの間に置く複数の面を有する金属製板状
建築材であって、
　前記複数の面のうちの少なくとも１つの面に付されている色及び／又は柄が、前記複数
の面のうちの他の面に付されている色及び／又は柄と異なる、
　金属製板状建築材。
【請求項２】
　前記角部に付されている色及び／又は柄は、該角部を間に置く一対の面の一方に付され
ている色及び／又は柄から他方に付されている色及び／又は柄に徐々に変化するものであ
る
　請求項１記載の金属製板状建築材。
【請求項３】
　前記角部に付されている色及び／又は柄は、該角部を間に置く一対の面に付されている
色及び／又は柄と異なる
　請求項１記載の金属製板状建築材。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの面に付されている柄と前記他の面に付されている柄とは、疎密が
異なる、
　請求項１から請求項３までのいずれか一項に記載の金属製板状建築材。
【請求項５】
　前記面内で色及び／又は柄が徐々に変化している、
　請求項１から請求項４までのいずれか一項に記載の金属製板状建築材。
【請求項６】
　前記複数の面には、前記角部を介して互いに接続された底面、側面及び頂面が含まれて
おり、
　前記底面、側面及び頂面に付されている色及び／又は柄が互いに異なっている、
　請求項１から請求項５までのいずれか一項に記載の金属製板状建築材。
【請求項７】
　前記複数の面には、前記角部を介して互いに接続された底面、側面及び頂面が含まれて
おり、
　前記底面、側面及び頂面のうちの二つに付されている色及び／又は柄が、前記底面、側
面及び頂面の残りの一つに付されている色及び／又は柄と異なっている、
　請求項１から請求項５までのいずれか一項に記載の金属製板状建築材。
【請求項８】
　前記頂面には、前記角部を間に置く第１頂面と第２頂面とが含まれており、
　前記第１頂面に付されている色及び／又は柄が前記第２頂面に付されている色及び／又
は柄と異なる、
　請求項６又は請求項７に記載の金属製板状建築材。
【請求項９】
　前記側面には、前記角部を介して前記第１頂面に接続された第１側面と、前記角部を介
して前記第２頂面に接続された第２側面とが含まれており、
　前記第１頂面及び前記第１側面に第１系統色が付されるとともに、前記第２頂面及び前
記第２側面に前記第１系統色とは異なる系統の第２系統色が付される、
　請求項８記載の金属製板状建築材。
【請求項１０】
　前記複数の面には、前記角部を介して互いに接続された底面、第１側面及び第２側面が
含まれており、前記第１及び第２側面は前記角部を互いの間に置いており、
　前記底面、第１側面及び第２側面に付されている色及び／又は柄が互いに異なっている
、
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　請求項１から請求項５までのいずれか一項に記載の金属製板状建築材。
【請求項１１】
　前記複数の面には、前記角部を介して互いに接続された底面、第１側面及び第２側面が
含まれており、前記第１及び第２側面は前記角部を互いの間に置いており、
　前記底面、第１側面及び第２側面の二つに付されている色及び／又は柄が、前記底面、
第１側面及び第２側面の残りの一つに付されている色及び／又は柄と異なっている、
　請求項１から請求項５までのいずれか一項に記載の金属製板状建築材。
【請求項１２】
　前記第１側面に第１系統色が付されるとともに、前記第２側面に前記第１系統色とは異
なる系統の第２系統色が付される、
　請求項１０又は請求項１１に記載の金属製板状建築材。
【請求項１３】
　前記複数の面には、前記角部を介して互いに接続された底面及び突状曲面が含まれてお
り、
　前記底面に付されている色及び／又は柄が、前記突状曲面に付されている色及び／又は
柄と異なっている、
　請求項１から請求項５までのいずれか一項に記載の金属製板状建築材。
【請求項１４】
　長手方向に沿って直線状に延在する角部を互いの間に置く複数の面を有する金属製板状
建築材を製造するための方法であって、
　成形加工を施した後に、前記複数の面のうちの少なくとも１つの面に付されている色及
び／又は柄が、前記複数の面のうちの他の面に付されている色及び／又は柄と異なるよう
に、平板状の金属板に塗装を施したプレコート金属板を製造する工程と、
　前記プレコート金属板に成形加工を施す工程と
　を含む、方法。
【請求項１５】
　前記角部に付されている色及び／又は柄は、該角部をはさむ一対の面の一方に付されて
いる色及び／又は柄から他方に付されている色及び／又は柄に徐々に変化するものである
　請求項１４記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、長手方向に沿って直線状に延在する角部を互いの間に置く複数の面を有する
金属製板状建築材及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば下記の非特許文献１等に示されているように、スパン調又はライン調等と呼ばれ
る直線状の線及び／又は面が強調された意匠を有する金属製板状建築材が知られている。
この種の金属製板状建築材は、そのシンプルな意匠を活かすように単色で塗装が施されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】「金属屋根外装建材成形品　総合カタログＮｏ．２１」、月星商事株式
会社、２０１６年１１月、６０～７３頁
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような従来の金属製板状建築材では、シンプルな意匠を活かすように単色で塗装
が施されているので、意匠の多様性を確保することが難しい。
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【０００５】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、その目的は、意匠
の多様性を得ることができる金属製板状建築材及びその製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る金属製板状建築材は、長手方向に沿って直線状に延在する角部を互いの間
に置く複数の面を有する金属製板状建築材であって、複数の面のうちの少なくとも１つの
面に付されている色及び／又は柄が、複数の面のうちの他の面に付されている色及び／又
は柄と異なる。
【０００７】
　本発明に係る金属製板状建築材の製造方法は、長手方向に沿って直線状に延在する角部
を互いの間に置く複数の面を有する金属製板状建築材を製造するための方法であって、成
形加工を施した後に、複数の面のうちの少なくとも１つの面に付されている色及び柄の少
なくとも一方が、複数の面のうちの他の面に付されている色及び柄の少なくとも一方と異
なるように、平板状の金属板に塗装を施したプレコート金属板を製造する工程と、プレコ
ート金属板に成形加工を施す工程とを含む。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の金属製板状建築材及びその製造方法によれば、複数の面のうちの少なくとも１
つの面に付されている色及び／又は柄が、複数の面のうちの他の面に付されている色及び
／又は柄と異なるので、意匠の多様性を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態１による金属製板状建築材を示す斜視図である。
【図２】図１の金属製板状建築材の要部を拡大して示す拡大斜視図である。
【図３】図２の底面、側面及び頂面に付される色及び／又は柄の配置パターンを示す説明
図である。
【図４】図２の底面、側面及び頂面に付される柄の例を示す説明図である。
【図５】図２の底面、側面及び頂面に付される色及び柄をより具体的に示す説明図である
。
【図６】図１の金属製板状建築材を製造するための方法を示すフローチャートである。
【図７】図１の角部をより詳細に示す説明図である。
【図８】図１の角部の変形例を示す説明図である。
【図９】本発明の実施の形態２による金属製板状建築材を示す斜視図である。
【図１０】図９の金属製板状建築材の要部を拡大して示す拡大斜視図である。
【図１１】図１０の底面、第１側面、第１頂面、第２頂面及び第２側面に付される色及び
柄の具体例に示す説明図である。
【図１２】図１０の角部に付す色及び／又は柄の例を示す説明図である。
【図１３】本発明の実施の形態３による金属製板状建築材を示す斜視図である。
【図１４】図１３の金属製板状建築材の要部を拡大して示す拡大斜視図である。
【図１５】図１４の底面、第１側面及び第２側面に付される色及び柄の具体例に示す説明
図である。
【図１６】図１０の角部に付す色及び／又は柄の例を示す説明図である。
【図１７】本発明の実施の形態４による金属製板状建築材を示す斜視図である。
【図１８】図１７の金属製板状建築材の要部を拡大して示す拡大斜視図である。
【図１９】図１８の底面及び突状曲面に付される色及び柄の具体例に示す説明図である。
【図２０】図１８の角部に付す色及び／又は柄の例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明を実施するための形態について、図面を参照して説明する。
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　実施の形態１．
　図１は本発明の実施の形態１による金属製板状建築材１を示す斜視図であり、図２は図
１の金属製板状建築材１の要部を拡大して示す拡大斜視図である。図１及び図２に示す金
属製板状建築材１は、例えば建物の外装及び内装等に用いることができる板状の建築資材
であり、凹凸を形成するように金属板に成形加工が施された折板部材である。
【００１１】
　図１及び図２に示すように、金属製板状建築材１は、金属製板状建築材１の長手方向１
Ｌに沿って直線状に延在する角部２を互いの間に置く複数の面３を有している。角部２及
び複数の面３は、長手方向１Ｌに関する金属製板状建築材１の幅全体に延在されており、
スパン調又はライン調等と呼ばれる意匠を構成している。
【００１２】
　図２に特に示すように、本実施の形態の金属製板状建築材１の複数の面３には、矩形波
形状をなすように互いに接続された底面３ａ、側面３ｂ及び頂面３ｃが含まれている。
【００１３】
　底面３ａは、金属製板状建築材１を建物の躯体に取り付けた際に奥側（躯体側）に位置
する面であり、主に金属製板状建築材１の長手方向１Ｌ及び短手方向１Ｓに沿って延在し
ている。各底面３ａは、短手方向１Ｓに互いに間隔を置いて配置されている。
【００１４】
　側面３ｂは、金属製板状建築材１を建物の躯体に取り付けた際に奥側（躯体側）から手
前側（反躯体側）に向けて底面３ａから延出された面であり、主に金属製板状建築材１の
長手方向１Ｌ及び奥行方向１Ｄに沿って延在している。各側面３ｂは、短手方向１Ｓに互
いに間隔を置いて配置されている。
【００１５】
　頂面３ｃは、金属製板状建築材１を建物の躯体に取り付けた際に手前側（反躯体側）に
位置する面であり、主に金属製板状建築材１の長手方向１Ｌ及び短手方向１Ｓに沿って延
在している。頂面３ｃは、一対の側面３ｂの先端を接続している。各頂面３ｃは、短手方
向１Ｓに互いに間隔を置いて配置されている。
【００１６】
　底面３ａと側面３ｂとの間に位置する角部２を谷線２ｖと呼び、側面３ｂと頂面３ｃと
の間に位置する角部２を稜線２ｒと呼ぶことがある。
【００１７】
　図１及び図２では図示を省略しているが、以下詳しく説明するように、底面３ａ、側面
３ｂ及び頂面３ｃ並びに角部２には、塗装により色及び／又は柄が付されている。色及び
／又は柄が付されているとは、色及び柄の少なくとも一方が付されていることを意味して
いる。すなわち、Ａ及び／又はＢとの説明は、Ａ及びＢの少なくとも一方と言い換えるこ
とができる。
【００１８】
　図３は、図２の底面３ａ、側面３ｂ及び頂面３ｃに付される色及び／又は柄の配置パタ
ーンを示す説明図である。図３のＮｏ．１～Ｎｏ．４に示すように、色及び柄は４つの配
置パターンで底面３ａ、側面３ｂ及び頂面３ｃに付すことができる。図３中の網掛けの差
異は、色及び柄の差異を表している。
【００１９】
　図３のＮｏ．１は、底面３ａ、側面３ｂ及び頂面３ｃに付される色及び／又は柄が互い
に異なることを表している。各面３ａ～３ｃの色及び柄の一方が異なっていれば、各面３
ａ～３ｃの色及び柄の他方が同じであってもよい。
【００２０】
　図３のＮｏ．２～Ｎｏ．４は、底面３ａ、側面３ｂ及び頂面３ｃのうちの２つに付され
る色及び／又は柄が、底面３ａ、側面３ｂ及び頂面３ｃのうちの残りの１つに付される色
及び／又は柄と異なることを表している。これらの場合も、各面３ａ～３ｃの色及び柄の
一方が異なっていれば、各面３ａ～３ｃの色及び柄の他方が同じであってもよい。
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【００２１】
　すなわち、本実施の形態の金属製板状建築材１では、複数の面３（３ａ～３ｃ）のうち
の少なくとも１つの面に付されている色及び／又は柄が、複数の面３（３ａ～３ｃ）のう
ちの他の面に付されている色及び／又は柄と異なる。このように色及び／又は柄が変えら
れることにより、意匠の多様性を得ることができる。
【００２２】
　色が異なるとは、第１色と第２色との色相、明度及び彩度の少なくも１つが異なること
を意味する。
　色相が異なるとは、赤、黄、緑、青、紫など「色みの違い」のことを言う。
　明度が異なるとは、「明るさの違い」のことを言う。例えば、最も明るい色は白、最も
暗い色は黒であり、その中間に明度が異なる灰色がある。
　彩度が異なるとは、色の「鮮やかさの違い」のことを言う。例えば、日の丸の赤は彩度
が高い鮮やかな赤であるが、レンガ色は彩度が低い、くすんだ赤と言える。
【００２３】
　次に、図４は、図２の底面３ａ、側面３ｂ及び頂面３ｃに付される柄の例を示す説明図
である。柄が異なるとは、柄の種類及び柄の疎密の少なくとも一方が異なることを意味す
る。
【００２４】
　柄の種類の種類としては、図４に示すように、縦線柄、斜線柄、ドット柄及び格子柄を
例示できる。縦線柄は、金属製板状建築材１の長手方向１Ｌに延びる複数の直線からなる
柄である。斜線柄は、金属製板状建築材１の長手方向１Ｌに対して傾斜した方向に延びる
複数の直線からなる柄である。ドット柄は、離散又は隣接した複数のドットからなる柄で
ある。格子柄は、金属製板状建築材１の長手方向１Ｌに延びる複数の直線と、それらに交
わるように金属製板状建築材１の短手方向１Ｓに延びる複数の直線とからなる柄である。
【００２５】
　柄の疎密が異なるとは、柄を構成する塗料が単位面積内で占める割合が異なることを意
味する。疎の柄を構成する塗料が単位面積内で占める割合は、密の柄を構成する塗料が単
位面積内で占める割合よりも低い。柄を構成する塗料は、各面３ａ～３ｃに付されている
色とは異なる色、すなわち色相、明度及び彩度の少なくとも１つが異なる色とされる。
【００２６】
　次に、図５は、図２の底面３ａ、側面３ｂ及び頂面３ｃに付される色及び柄をより具体
的に示す説明図である。図５のＮｏ．１に示すように、底面３ａ、側面３ｂ及び頂面３ｃ
に同じ色を付す一方で、底面３ａに疎の柄を付すとともに、側面３ｂに密の柄を付すこと
ができる。このように柄を付すことで、金属製板状建築材１の凹凸をより立体的に感じさ
せることができる。
【００２７】
　また、図５のＮｏ．２に示すように、底面３ａに明色を付し、側面３ｂに暗色を付し、
頂面３ｃに最明色を付すことができる。最明色は明色よりも明るい色（明度が高い色）で
あり、明色は暗色よりも明るい色である。このような配色とすることで、金属製板状建築
材１の凹凸をより立体的に感じさせることができる。
【００２８】
　さらに、図５のＮｏ．３は、Ｎｏ．１の柄の配置とＮｏ．２の色の配置とを組み合わせ
たものである。このように色及び柄を配置することで、金属製板状建築材１の凹凸をさら
に立体的に感じさせることができる。
【００２９】
　図５のＮｏ．４に示すように、頂面３ｃ内で色及び柄を徐々に変化させてもよい。金属
製板状建築材１の長手方向１Ｌに沿って色及び柄を変化させてもよいし、金属製板状建築
材１の長手方向１Ｌに交わる方向に沿って色及び柄を変化させてもよい。色の変化には、
色相の変化、明度の変化及び彩度の変化の少なくとも１つが含まれる。柄の変化には、疎
密の変化及び種類の変化の少なくとも１つが含まれる。頂面３ｃ内で色及び柄を徐々に変
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化させることで、意匠の多様性をより多くすることができる。頂面３ｃ内で変化させるの
は色及び柄のいずれか一方でもよい。底面３ａ又は側面３ｂで色又は柄を変化させてもよ
い。
【００３０】
　各面３に柄が付されることで、各面３の凹みや歪みを目立ちにくくすることができる。
【００３１】
　次に、図６は、図１の金属製板状建築材１を製造するための方法を示すフローチャート
である。図６に示すように、本実施の形態の製造方法には、プレコート金属板を製造する
工程（ステップＳ１）と、成形工程（ステップＳ２）とが含まれる。
【００３２】
　本実施の形態の製造方法では、成形加工の前に、平板状の金属板に塗装を施したプレコ
ート金属板を製造する。プレコート金属板は、成形加工の後に、上述のように複数の面３
のうちの少なくとも１つの面に付されている色及び／又は柄が複数の面３のうちの他の面
に付されている色及び／又は柄と異なるように塗装が施されたものである。換言すれば、
プレコート金属板では、成形加工後に複数の面３となる領域及び角部２となる領域に所定
の色及び柄が付されている。塗装としては、凸版印刷、平板印刷、凹版印刷及びインクジ
ェット印刷を含む印刷機による印刷を適用することができる。プレコート金属板の素材で
ある平板状の金属板として、単色で塗装された金属板を使用し、その上に他の色及び／又
は柄を付すこともできる。
【００３３】
　プレコート金属板を製造した後に、そのプレコート金属板に成形加工を施して、底面３
ａ、側面３ｂ及び頂面３ｃ並びに角部２を形成する。成形加工としては、ロール成形、ベ
ンダー成形及びプレス成型等を適用することができる。
【００３４】
　次に、図７は、図１の角部２をより詳細に示す説明図である。図７に示す角部２は、側
面３ｂ及び頂面３ｃの間に位置している。側面３ｂ及び頂面３ｃには互いに異なる色及び
／又は柄が付されている。角部２に付されている色及び／又は柄は、側面３ｂに付されて
いる色及び／又は柄から頂面３ｃに付されている色及び／又は柄に徐々に変化するものと
されている。例えば、側面３ｂに柄が付されているとともに、頂面３ｃに柄が付されてい
ない場合、側面３ｂから頂面３ｃに向けて徐々に疎となる柄が角部２に付されている。同
様に、側面３ｂに第１色が付されているとともに、頂面３ｃに第２色が付されている場合
、側面３ｂから頂面３ｃに向けて第１色から第２色に徐々に変化する色が角部２に付され
ている。
【００３５】
　図６を用いて説明したようにプレコート金属板を製造した後に成形加工を施す際、プレ
コート金属板の塗装と成形加工の加工位置との間に誤差が生じる虞がある。図７に示すよ
うに角部２に付されている色及び／又は柄を徐々に変化させることで、塗装と成形加工の
加工位置との間の誤差を目立ちにくくすることができる。
【００３６】
　他の角部２においても同様である。すなわち、角部２に付されている色及び／又は柄は
、その角部２を間に置く一対の面の一方に付されている色及び／又は柄から他方に付され
ている色及び／又は柄に徐々に変化するものとすることができる。
【００３７】
　次に、図８は、図１の角部２の変形例を示す説明図である。角部２に付されている色及
び／又は柄は、その角部２を間に置く一対の面に付されている色及び／又は柄と異なるよ
うにしてもよい。長手方向１Ｌに延在する角部２に付されている色及び／又は柄を隈取の
ように目立たせることができ、意匠の多様性をさらに確保することができる。図８に示す
ように、底面３ａと側面３ｂとの間に位置する谷線２ｖ（角部２）と、側面３ｂと頂面３
ｃとの間に位置する稜線２ｒ（角部２）とで、異なる色及び／又は柄を付してもよい。図
８では色の違いを網掛けで表現している。
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【００３８】
　このような金属製板状建築材１では、複数の面３のうちの少なくとも１つの面に付され
ている色及び／又は柄が、複数の面３のうちの他の面に付されている色及び／又は柄と異
なるので、意匠の多様性を得ることができる。
【００３９】
　また、角部２に付されている色及び／又は柄は、該角部２を間に置く一対の面の一方に
付されている色及び／又は柄から他方に付されている色及び／又は柄に徐々に変化するの
で、塗装と成形加工との間の誤差を目立ちにくくすることができる。
【００４０】
　さらに、角部２に付されている色及び／又は柄は、該角部２を間に置く一対の面に付さ
れている色及び／又は柄と異なるので、長手方向１Ｌに延在する角部２に付されている色
及び／又は柄を隈取のように目立たせることができ、意匠の多様性をさらに確保すること
ができる。
【００４１】
　さらにまた、少なくとも１つの面に付されている柄と他の面に付されている柄とは、疎
密が異なるので、金属製板状建築材１の凹凸をより立体的に感じさせることができる。
【００４２】
　また、面３内で色及び／又は柄が徐々に変化しているので、意匠の多様性をより多くす
ることができる。
【００４３】
　さらに、底面３ａ、側面３ｂ及び頂面３ｃに付されている色及び／又は柄が互いに異な
っているか、又は底面３ａ、側面３ｂ及び頂面３ｃのうちの二つに付されている色及び／
又は柄が、底面３ａ、側面３ｂ及び頂面３ｃの残りの一つに付されている色及び／又は柄
と異なっているので、意匠の多様性をさらに確保することができる。
【００４４】
　実施の形態２．
　図９は本発明の実施の形態２による金属製板状建築材１を示す斜視図であり、図１０は
図９の金属製板状建築材１の要部を拡大して示す拡大斜視図である。実施の形態１では矩
形波状に角部２を介して互いに接続された底面３ａ、側面３ｂ及び頂面３ｃが金属製板状
建築材１の複数の面３に含まれているように説明したが、実施の形態２～４で説明するよ
うに他の形状の金属製板状建築材１にも本発明を適用することができる。
【００４５】
　図９及び図１０に示すように実施の形態２の金属製板状建築材１の複数の面３には、底
面３ａと、五角形の上部をなすように突状に配置された第１側面３ｂ１、第１頂面３ｃ１

、第２頂面３ｃ２及び第２側面３ｂ２が含まれている。これら底面３ａ、第１側面３ｂ１

、第１頂面３ｃ１、第２頂面３ｃ２及び第２側面３ｂ２は、角部２を介して互いに接続さ
れている。底面３ａと第１及び第２側面３ｂ１，２との間に位置する角部２を谷線２ｖと
呼び、第１及び第２側面３ｂ１，２と第１及び第２頂面３ｃ１，２との間に位置する角部
２を稜線２ｒと呼び、第１頂面３ｃ１と第２頂面３ｃ２との間に位置する角部２を頂上線
３ｔと呼ぶことがある。
【００４６】
　図９及び図１０では図示を省略しているが、実施の形態１の底面３ａ、側面３ｂ、頂面
３ｃ及び角部２の関係と同様に、底面３ａ、第１側面３ｂ１、第１頂面３ｃ１、第２頂面
３ｃ２及び第２側面３ｂ２並びに角部２に異なる色及び／又は柄を付すことができる。
【００４７】
　図１１は、図１０の底面３ａ、第１側面３ｂ１、第１頂面３ｃ１、第２頂面３ｃ２及び
第２側面３ｂ２に付される色及び柄の具体例に示す説明図である。図１１のＮｏ．１に示
すように、底面３ａ、第１側面３ｂ１、第１頂面３ｃ１、第２頂面３ｃ２及び第２側面３
ｂ２に同じ色を付す一方で、底面３ａに疎の柄を付すとともに、第１及び第２側面３ｂ１

，２に密の柄を付すことができる。このように柄を付すことで、金属製板状建築材１の凹
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凸をより立体的に感じさせることができる。
【００４８】
　図１１のＮｏ．２に示すように、底面３ａに明色を付し、第１及び第２側面３ｂ１，２

に暗色を付し、第１及び第２頂面３ｃ１，２に最明色を付すことができる。最明色は明色
よりも明るい色であり、明色は暗色よりも明るい色である。このような配色とすることで
、金属製板状建築材１の凹凸をより立体的に感じさせることができる。
【００４９】
　図１１のＮｏ．３は、Ｎｏ．１の柄の配置とＮｏ．２の色の配置とを組み合わせたもの
である。このように色及び柄を配置することで、金属製板状建築材１の凹凸をさらに立体
的に感じさせることができる。
【００５０】
　図１１のＮｏ．４は、底面３ａ、第１側面３ｂ１、第１頂面３ｃ１、第２頂面３ｃ２及
び第２側面３ｂ２に互いに異なる色を付したものである。第１側面３ｂ１及び第１頂面３
ｃ１に同系色の色（第１系統色）が付され、第２頂面３ｃ２及び第２側面３ｂ２に他の同
系色の色（第２系統色）が付されている。このように配色することで、金属製板状建築材
１を見る角度に応じて異なる系統の色を認識できるようにすることができ、ユニークな意
匠を得ることができる。また、第１側面３ｂ１に比べて第１頂面３ｃ１に明るい色が付さ
れ、第２頂面３ｃ２に比べて第２側面３ｂ２に明るい色が付されている。このような配色
により、金属製板状建築材１の凹凸をより立体的に感じさせることができる。
【００５１】
　次に、図１２は、図１０の角部２に付す色及び／又は柄の例を示す説明図である。図１
２に示すように、頂上線２ｔに細い二本の平行な線からなる柄を付し、稜線２ｒに太い１
本の破線からなる柄を付すことができる。その他の構成は、実施の形態１と同じである。
【００５２】
　このような金属製板状建築材１では、第１頂面３ｃ１に付されている色及び／又は柄が
第２頂面３ｃ２に付されている色及び／又は柄と異なるので、意匠の多様性をより確実に
確保することができる。
【００５３】
　また、第１頂面３ｃ１及び第１側面３ｂ１に第１系統色が付されるとともに、第２頂面
３ｃ１及び第２側面３ｂ１に第１系統色とは異なる系統の第２系統色が付されるので、金
属製板状建築材１を見る角度に応じて異なる系統の色を認識できるようにすることができ
、ユニークな意匠を得ることができる。
【００５４】
　実施の形態３．
　図１３は本発明の実施の形態３による金属製板状建築材１を示す斜視図であり、図１４
は図１３の金属製板状建築材１の要部を拡大して示す拡大斜視図である。図１３及び図１
４に示すように実施の形態３の金属製板状建築材１の複数の面３には、底面３ａと、三角
形の上部をなすように突状に配置された第１側面３ｂ１及び第２側面３ｂ２が含まれてい
る。これら底面３ａ、第１側面３ｂ１及び第２側面３ｂ２は、角部２を介して互いに接続
されている。底面３ａと第１及び第２側面３ｂ１，２との間に位置する角部２を谷線２ｖ
と呼び、第１側面３ｂ１と第２側面３ｂ２との間に位置する角部２を頂上線３ｔと呼ぶこ
とがある。
【００５５】
　図１３及び図１４では図示を省略しているが、実施の形態１の底面３ａ、側面３ｂ、頂
面３ｃ及び角部２の関係と同様に、底面３ａ、第１側面３ｂ１及び第２側面３ｂ２並びに
角部２に異なる色及び／又は柄が付すことができる。すなわち、底面３ａ、第１側面３ｂ

１及び第２側面３ｂ２に付されている色及び／又は柄が互いに異なっていてもよいし、底
面３ａ、第１側面３ｂ１及び第２側面３ｂ２の二つに付されている色及び／又は柄が、底
面３ａ、第１側面３ｂ１及び第２側面３ｂ２の残りの一つに付されている色及び／又は柄
と異なっていてもよい。
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【００５６】
　図１５は、図１４の底面３ａ、第１側面３ｂ１及び第２側面３ｂ２に付される色及び柄
の具体例に示す説明図である。図１５のＮｏ．１に示すように、底面３ａ、第１側面３ｂ

１及び第２側面３ｂ２に同じ色を付す一方で、底面３ａに密の柄を付すとともに、第１及
び第２側面３ｂ１，２に疎の柄を付すことができる。このように柄を付すことで、金属製
板状建築材１の凹凸をより立体的に感じさせることができる。
【００５７】
　図１５のＮｏ．２に示すように、底面３ａに暗色を付し、第１及び第２側面３ｂ１，２

に明色を付すことができる。明色は暗色よりも明るい色である。このような配色とするこ
とで、金属製板状建築材１の凹凸をより立体的に感じさせることができる。
【００５８】
　図１５のＮｏ．３は、底面３ａ、第１側面３ｂ１及び第２側面３ｂ２に互いに異なる色
を付したものである。第１側面３ｂ１に第１系統色が付され、第２側面３ｂ２に第１系統
色とは異なる第２系統色が付されている。このように配色することで、金属製板状建築材
１を見る角度に応じて異なる系統の色を認識できるようにすることができ、ユニークな意
匠を得ることができる。
【００５９】
　次に、図１６は、図１０の角部２に付す色及び／又は柄の例を示す説明図である。図１
２に示すように、頂上線２ｔに太い一本線からなる柄を付し、谷線２ｖに太い一本線とそ
の両側で平行に配置された一対の細い線からなる柄を付すことができる。その他の構成は
、実施の形態１，２と同じである。
【００６０】
　このような金属製板状建築材１では、底面３ａ、第１側面３ｂ１及び第２側面３ｂ２に
付されている色及び／又は柄が互いに異なっているか、又は底面３ａ、第１側面３ｂ１及
び第２側面３ｂ２の二つに付されている色及び／又は柄が、底面３ａ、第１側面３ｂ１及
び第２側面３ｂ２の残りの一つに付されている色及び／又は柄と異なっているので、意匠
の多様性をより確実に確保することができる。
【００６１】
　また、第１側面３ｂ１に第１系統色が付されるとともに、第２側面３ｂ２に第１系統色
とは異なる系統の第２系統色が付されるので、金属製板状建築材１を見る角度に応じて異
なる系統の色を認識できるようにすることができ、ユニークな意匠を得ることができる。
【００６２】
　実施の形態４．
　図１７は本発明の実施の形態４による金属製板状建築材１を示す斜視図であり、図１８
は図１７の金属製板状建築材１の要部を拡大して示す拡大斜視図である。図１７及び図１
８に示すように実施の形態４の金属製板状建築材１の複数の面３には、底面３ａと突状曲
面３ｄとが含まれている。突状曲面３ｄは、一対の底面３ａの間に配置されるとともに、
それら一対の底面３ａから突出された曲面である。これら底面３ａ及び突状曲面３ｄは、
角部２を介して互いに接続されている。底面３ａと突状曲面３ｄとの間に位置する角部２
を谷線２ｖと呼ぶことがある。
【００６３】
　図１７及び図１８では図示を省略しているが、実施の形態１の底面３ａ、側面３ｂ、頂
面３ｃ及び角部２の関係と同様に、底面３ａ及び突状曲面３ｄ並びに角部２に異なる色及
び／又は柄が付すことができる。
【００６４】
　図１９は、図１８の底面３ａ及び突状曲面３ｄに付される色及び柄の具体例に示す説明
図である。図１９のＮｏ．１に示すように、底面３ａ及び突状曲面３ｄに同じ色を付す一
方で、底面３ａに暗色を付し、突状曲面３ｄに明色を付すことができる。明色は暗色より
も明るい色である。このような配色とすることで、金属製板状建築材１の凹凸をより立体
的に感じさせることができる。
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【００６５】
　図１９のＮｏ．２に示すように、底面３ａに柄を付すとともに、突状曲面３ｄを無柄と
することもできる。このように各面３ａ，３ｄの一方に柄を付すことで、金属製板状建築
材１の凹凸をより立体的に感じさせることができる。
【００６６】
　図１９のＮｏ．３は、Ｎｏ．１の色の配置とＮｏ．２の柄の配置とを組み合わせたもの
である。このように色及び柄を配置することで、金属製板状建築材１の凹凸をさらに立体
的に感じさせることができる。
【００６７】
　次に、図２０は、図１８の角部２に付す色及び／又は柄の例を示す説明図である。図１
２に示すように、谷線２ｖに太い一本線からなる柄を付すことができる。その他の構成は
、実施の形態１～３と同じである。
【００６８】
　このような金属製板状建築材１では、底面３ａに付されている色及び／又は柄が、突状
曲面３ｄに付されている色及び／又は柄と異なっているので、意匠の多様性をより確実に
確保することができる。
【符号の説明】
【００６９】
　１　　　　金属製板状建築材
　１Ｌ　　　長手方向
　２　　　　角部
　３　　　　面
　３ａ　　　底面
　３ｂ　　　側面
　３ｂ１，２　第１及び第２側面
　３ｃ　　　頂面
　３ｃ１，２　第１及び第２頂面
　３ｄ　　　突状曲面
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】

【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】
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