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(57)【要約】
【課題】本発明は、新築、既設を問わず各種住宅に容易
に適用でき、安定に各種の軒樋を取り付けることができ
る樋受け材及びそれを用いた軒先構造を提供する。
【解決手段】本発明の樋受け材１は、建築物の軒先に取
り付けられて軒樋２の建築物側の側面２３を受支する部
材であって、外装下地５Ｂの軒先又は建築物５Ｃの軒先
に取り付けられる固定部１１と、軒樋２の建築物側の側
面上端２３２が取り付けられる取付部１３と、軒樋２の
建築物側の側面下端２３１が支持される支持部１２と、
を備え、折曲加工にて形成されていることを特徴とする
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建築物の軒先に取り付けられて軒樋の建築物側の側面を受支する樋受け材であって、
　外装下地の軒先又は建築物の軒先に取り付けられる固定部と、
　軒樋の建築物側の側面上端が取り付けられる取付部と、
　軒樋の建築物側の側面下端が支持される支持部と、
を備え、折曲加工にて形成されていることを特徴とする樋受け材。
【請求項２】
　請求項１に記載の樋受け材を用いた軒先構造であって、
　軒樋の軒先側の側面上端が、軒樋の上面を覆うカバー材の下端と係合され、該カバー材
の上端が外装下地に連絡されていることを特徴とする軒先構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新築、既設を問わず各種住宅に容易に適用でき、安定に各種の軒樋を取り付
けることができる樋受け材、及びそれを用いた軒先構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
  従来、屋根の軒先に雨水を流す流水路として各種の軒樋を取付けた屋根が知られている
が、この軒樋に対し、ゴミ等の侵入防止、積雪時に樋内への堆積防止等のためにカバー材
を用いる構造も多く提案されている。
　例えば特許文献１には、建築物の外壁に、片持ち状の樋受け金具が取り付けられ、該樋
受け金具にて略Ｕ字状の断面を有する排水路（雨樋）を保持する構成が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平４－８２２３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
  しかしながら、前記特許文献１に記載の軒先構造では、前述のように片持ち状の金具が
建築物の外壁に取り付けられる構造であるから、金具や排水路自体の重量に加え、降雨や
降雪の重量が作用するため、金具の外壁への固定部分に荷重が集中するために破損等を生
じ易いという問題があった。
【０００５】
　そこで、本発明は、新築、既設を問わず各種住宅に容易に適用でき、安定に各種の軒樋
を取り付けることができる樋受け材、及びそれを用いた軒先構造を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記に鑑み提案されたもので、建築物の軒先に取り付けられて軒樋の建築物
側の側面を受支する樋受け材であって、外装下地の軒先又は建築物の軒先に取り付けられ
る固定部と、軒樋の建築物側の側面上端が取り付けられる取付部と、軒樋の建築物側の側
面下端が支持される支持部と、を備え、折曲加工にて形成されていることを特徴とする樋
受け材を提案するものである。
【０００７】
　さらに、本発明は、前記軒先支持材を用いたことを特徴とする軒先構造をも提案するも
のであって、軒樋の軒先側の側面上端が、軒樋の上面を覆うカバー材の下端と係合され、
該カバー材の上端が外装下地に連絡されていることを特徴とする軒先構造をも提案する。
【発明の効果】
【０００８】
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　本発明の樋受け材は、折曲加工にて形成され、外装下地の軒先又は建築物の軒先に取り
付けられる固定部と、軒樋の建築物側の側面上端が取り付けられる取付部と、軒樋の建築
物側の側面下端が支持される支持部と、を備えているので、新築、既設を問わず各種住宅
に容易に適用でき、安定に各種の軒樋を取り付けることができる。
　また、この樋受け材は、ロール成形等の折曲加工にて形成されるので、例えば現場にて
僅かに変形させて微調整でき、仮に現場への搬送の際に変形等が生じたとしても、外装下
地の軒先又は建築物の軒先に取り付けられるように角度を微調整して配設することができ
る。したがって、既設屋根の傾斜勾配に容易に適応でき、改修工事を簡易に施工すること
ができる。
【０００９】
　また、本発明の前記樋受け材を用いた軒先構造は、新設又は既設の一般住宅や集合住宅
等の建築物の各種の軒先構造に適用することができ、特に既設の建築物の軒先構造の老朽
化に伴い、各種の軒樋を容易に且つ確実に取り付けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】（ａ）本発明の樋受け材の一実施例（第１実施例）を示す側面図、（ｂ）該樋受
け材に受支される軒樋を示す側面図、（ｃ）該樋受け材を用いた軒先構造を示す側面図で
ある。
【図２】（ａ）本発明の樋受け材の他の一実施例（第２実施例）を示す側面図、（ｂ）該
樋受け材に受支される軒樋を示す側面図、（ｃ）該樋受け材を用いた軒先構造を示す側面
図である。
【図３】（ａ）本発明の樋受け材の他の一実施例（第３実施例）とそれに受支される軒樋
を示す側面図、（ｂ）それらを用いた軒先構造を示す側面図である。
【図４】（ａ）本発明の樋受け材の他の一実施例（第４実施例）とそれに受支される軒樋
を示す側面図、（ｂ）それらを用いた軒先構造を示す側面図である。
【図５】（ａ）本発明の樋受け材の他の一実施例（第５実施例）とそれに受支される軒樋
を示す側面図、（ｂ）用いた軒先唐草を示す側面図、（ｃ）それらを用いた軒先構造を示
す側面図である。
【図６】（ａ）本発明の樋受け材の他の一実施例（第６実施例）とそれに受支される軒樋
を示す側面図、（ｂ）それらを用いた軒先構造を示す側面図である。
【図７】（ａ）本発明の樋受け材の他の一実施例（第７実施例）とそれに受支される軒樋
を示す側面図、（ｂ）それらを用いた軒先構造を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の樋受け材は、建築物の軒先に取り付けられて軒樋の建築物側の側面を受支する
部材であって、外装下地の軒先又は建築物の軒先に取り付けられる固定部と、軒樋の建築
物側の側面上端が取り付けられ取付部と、軒樋の建築物側の側面下端が支持される支持部
と、を備え、折曲加工にて形成されていることを特徴とする。
【００１２】
　なお、当該樋受け材の固定部が取り付けられる「外装下地の軒先や建築物の軒先」とは
、前者が屋根材の裏面に位置する下地を指し、後者が外装下地に屋根材が取り付けられて
いる既存屋根等を指し、軒先から見て「面」で構成されるものであればよく、前記下地は
水平状であっても傾斜状であってもよい。
【００１３】
　また、当該樋受け材が形成される「折曲加工」としては、ロール成形やプレス加工、ベ
ンダー加工等、各種の成形法が知られているが、金属板材を折り曲げ可能なものであれば
よい。
　例えば後述する図示実施例（第１実施例）には、外装下地の軒先にも、建築物の軒先に
も固定される態様を示しているが、折曲加工にて適切な形状に容易に加工することができ
る。また、このように折曲加工にて形成される特性は、現場においても容易に形状の調整
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を行うことができる（加工性が高い）と共に、押し出し成形材等に比べて軽量な部材とな
る。
【００１４】
　前述のように本発明の樋受け材は、固定部、取付部、支持部を備えるが、それぞれにつ
いて以下に簡単に説明する。
　前記固定部は、外装下地の軒先又は建築物の軒先に取り付けられる部位であって、上方
から或いは側方からビス等の固定具を打ち込んで固定される部位を指す。
　前記取付部は、軒樋の建築物側の側面上端が取り付けられる部位であって、後述する図
示実施例のように下方が開放する溝状であってもよい。この場合には、軒樋の建築物側の
差込状の側面上端（上向き片）が下方から挿入状に差し込まれて安定に取り付けられる。
　前記支持部は、軒樋の建築物側の側面下端が支持される部位であって、後述する図示実
施例のように側方へ向かう横片状であってもよい。この場合には、軒樋の建築物側の隅部
状の側面下端が係合状に安定に支持することができる。
【００１５】
　前記本発明の樋受け材に受支される軒樋は、内部に雨水等の排水路が設けられているも
のであれば、その材質や寸法、特に底面及び両側面の形状等は限定するものではないが、
建築物側の側面下端には、前記樋受け材の支持部に支持される被支持部が形成されている
ことが望ましく、建築物側の側面上端には、前記樋受け材の取付部に安定に取り付けられ
る被取付部が形成されていることが望ましい。なお、前記被支持部としては、例えば後述
する図示実施例のように隅部状又は角状のものを例示することができ、前記被取付部とし
ては、例えば後述する図示実施例のように差込状（上向き片）のものを例示することがで
きるが、それぞれ樋受け材の支持部、取付部に応じて適宜に形成することができる。
【００１６】
　さらに、本発明は、前記樋受け材を用いたことを特徴とする軒先構造をも提案するもの
であって、軒樋の軒先側の側面上端が、軒樋の上面を覆うカバー材の下端と係合され、該
カバー材の上端が外装下地に連絡されていることを特徴とする。
　このカバー材は、軒樋の開放上面を覆うことで、内部に降雪が堆積したり、落ち葉等が
侵入、堆積したり、鳥類等が巣作りすることを防止する作用をも果たし、その表面には雨
水を内部へ導く導水口、例えば小径のスリット孔が形成されて雨水のみを軒樋内に導く作
用をも果たす部材である。
　また、このカバー材の望ましい態様としては、後述する図示実施例のようにその下端が
軒樋の軒先端と係合して取り付けられ、且つその上端が外装下地に連絡されて取り付けら
れる。このカバー材の下端には、後述する図示実施例に示すように下方へ更に内側へ折曲
した略コ字状の係合部が設けられることで、その裏面側に位置する軒樋の軒先端を係合さ
せ、建築物側へ引っ張るように保持するため、このカバー材は軒樋の荷重を保持するアー
ムの作用を果たす。
【００１７】
　そして、本発明の前記樋受け材を用いた軒先構造は、新設又は既設の一般住宅や集合住
宅等の建築物、又はその軒先構造に適用することができ、特に既設の建築物の軒先構造の
老朽化に伴い、各種の軒樋を容易に且つ確実に取り付けることができる。
【実施例１】
【００１８】
　図１（ａ）に示す本発明の第１実施例の樋受け材１は、外装下地の軒先に取り付けられ
る固定部１１と、軒樋２の建築物側の側面上端２３２が取り付けられる取付部１２と、軒
樋２の建築物側の側面下端２３１が支持される支持部１３と、を備え、折曲加工にて形成
されている。
【００１９】
　この樋受け材１は、ロール成形にて形成され、外装下地５Ｂに沿わせるように取り付け
る傾斜片部１６と、鼻隠し壁５Ｃに沿わせるように取り付ける垂直状の縦片部１５とから
なり、縦片部１５には、取付部１３や支持部１２が設けられ、固定部１１は傾斜片部１６
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に設けられている。
【００２０】
　この第１実施例における樋受け材１の固定部１１は、外装下地５Ｂの軒先への二箇所で
あり、傾斜片部１６に設けられ、図１（ｂ）に示すようにビス１ｂにて固定されているの
で、安定に取り付けられている。
【００２１】
　また、前記外装下地５Ｂの軒先とは、直接的には傾斜状に配された野地材５Ｂの軒先端
を指すが、該野地材５Ｂは、その裏面側に位置する躯体５Ａの上面に配設されている構成
であって、その表面側には断熱バックアップ材６Ｂを介して横葺き外装材である外装材６
Ａが敷設されている。なお、樋受け材１は図１（ａ），（ｃ）には図示されていない短ビ
ス（図１（ｂ）や図２におけるビス１ｂ）で固定され、その後、軒先唐草４がビス４ｂに
て固定されている。
【００２２】
　この第１実施例における取付部１３は、縦片部１５の中程に、側方へ垂れ下がる膨出部
１４を設けることで、下方が開放する溝状に形成されており、図１（ｂ）に示すように軒
樋２の建築物側の側面上端２３２を下方から差し込むように取り付けることができる。
【００２３】
　この第１実施例における支持部１２は、縦片部１５の下端に側方へ向かう横片状に形成
されており、図１（ｂ）に示すように軒樋２の建築物側の側面下端２３１を係合状に支持
することができる。なお、この支持部１２は、折返し状に形成することで軒樋２を受ける
強度を向上させている。
【００２４】
　前記軒樋２は、前記樋受け材１に受支されて内部に雨水等の排水路が設けられる部材で
あって、内部に導かれた雨水等は排水路から底面部２１に連結された縦樋（図１には図示
されず）へと流下される。
る。
　この軒樋２は、図１（ｂ）に示すように長さ方向に延在して略平坦状の底面部２１の側
端が立ち上げられ、軒先側（図面では左側）に、三つの傾斜面と二つの略水平面とで構成
される側面部２２が設けられ、建築物側（図面では右側）には、略垂直状に起立する側面
部２３が設けられ、これらの底面部２１及び側面部２２，２３にて排水路が形成されてい
る。
　前記軒先側の側面部２２の上端に位置する傾斜面と略水平面は、カバー材３の係合部３
２に保持（係合）される軒先端２２１である。
　また、前記側面部２３の下端には、隅部状の被保持部２３１が設けられ、前記樋受け材
１の横片状の支持部１２に、上方から載置状に配置されて支持される部位である。
　さらに、この側面部２３の上端には、差込状の被取付部２３２が、前記樋受け材１の溝
状の取付部１３に、下方から挿入状に差し込まれて取り付けられる部位である。また、こ
の側面部２３は、前記樋受け材１の縦片部１５に沿い、ビス２ｂを打ち込んで取り付けら
れるが、その先端が鼻隠し壁５Ｃに至っているので安定に取り付けられる。
【００２５】
　図１（ｃ）は、このような樋受け材１及び軒樋２を用いた軒先構造であって、新築の軒
先構造にも適用できるし、既設の屋根構造にも新たな軒先構造の構築或いは改修として適
用することもでき、軒樋２の軒先端２２１が、軒樋２の上面を覆うカバー材３の下端３２
と係合され、該カバー材３の上端３３が外装下地５Ｂに連絡されている。
　このカバー材３は、軒樋２の内部に降雪が堆積したり、落ち葉等が侵入、堆積したり、
鳥類等が巣作りすることを防止する部材であって、その表面（化粧面３１）には雨水を内
部へ導く導水口３１１として複数の小径のスリット孔が形成され、その下端には略コ字状
に形成された下端（係合部）３２が、前記軒樋２の軒先端２２１と係合して取り付けられ
、その上端付近に固定部３３が形成され、該固定部３３が、外装下地５Ｂの軒端に固定さ
れた軒先唐草４の延在片４１に固定されることで、外装下地５Ｂに連絡されている。
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　前記係合部３２は、化粧面３１の軒先端から斜め上方へ延在し、その先端を下方へ折曲
し、更にその下端を内側へ折曲した略コ字状に形成されているが、化粧面３１と係合部３
２との境界には下方へ凹む排水溝３１２が形成され、所定間隔で導水口が形成されている
。
　前記固定部３３は、化粧面３１の建築物側端付近に位置する部位であって、当該第１実
施例では、軒先唐草４の延在片４１にビス３ｂにて固定されている。
【００２６】
　前記躯体５Ａは、屋根勾配を形成するＨ躯体であって、その上面側には、木毛セメント
板等からなる野地材５Ｂが、更にその上面に外装材６Ａ及び断熱バックアップ材６Ｂが配
設されている。
　なお、前記野地材５Ｂの表面（上面）側には、防水シート６Ｄが敷設され、軒端上面側
には、軒先唐草４がビス４ｂにて固定されている。
【００２７】
　前記外装材６Ａは、裏面側に裏貼り材が添着された横葺き屋根材であって、該外装材６
Ａは、前記野地材５Ｂの上面に固定された断熱バックアップ材６Ｂの表面側に、流れ方向
に隣り合う外装材６Ａ，６Ａ同士が相互に係合される状態で敷設されている。なお、断熱
バックアップ材６Ｂを固定する固定具６ｃ及び外装材６Ａを固定する固定具６ｅは、それ
ぞれ長ビスであって、それぞれ躯体５Ａに達するように打ち込まれている。
【００２８】
　また、前記軒先唐草４は、軒先側へ延在して前記カバー材３の上端に設けられた固定部
３３を沿わせる延在片４１と、建築物の外装下地５Ｂへの取付固定部４２と、最軒側の外
装材６Ａを係合させる係合取付部４３及び最軒側の断熱バックアップ材６Ｂの端部を支持
する取付支持部４４を備えている。
【００２９】
　このように第１実施例の樋受け材１は、既存屋根の軒先や新設屋根の軒先の角度に何等
制限を受けることなく容易に取り付けられるものであって、軒樋２を容易に且つ確実に適
正位置に取り付けることができる。特にこの第１実施例では、野地材５Ｂ等の外装下地の
軒先（軒先唐草４）に対して二箇所の固定部１１，１１にて固定するので、樋受け材１の
取付も、軒樋２の取付も、より安定に行うことができる。
【００３０】
　また、この樋受け材１は、ロール成形等の折曲加工にて形成されるので、各種の新設又
は既設の屋根に対して容易に適用できる。また、折曲加工にて形成されるということは、
現場にて僅かに変形させて微調整できることを意味しているので、仮に現場への搬送の際
に変形等が生じたとしても、屋根の傾斜勾配に傾斜片部１６が、垂直状に縦片部１５が延
在するように角度を微調整して配設することができる。このように、既設屋根の傾斜勾配
に応じて改修にも容易に用いることができ、改修工事を簡易に施工することができる。
【００３１】
　また、この第１実施例では、樋受け材１に加え、前述のように前記軒先唐草４や前記カ
バー材３を用いているので、前記軒樋２を両サイド、即ち建築物側及び軒先端側から、安
定に保持することができる。
【００３２】
　図２（ａ）に示す第２実施例の樋受け材１は、部材としては前記第１実施例と全く同様
であり、該樋受け材１の固定部１１は、外装下地５Ｂの軒先（軒先唐草４）に二箇所に取
り付けられる。なお、縦片部１５における同位置に一点鎖線で示すビス２ｂを打ち込む点
でも共通するが、該ビス２ｂは、軒樋２の建築物側の側面部２３を樋受け材１に取り付け
るだけである。
【００３３】
　この第２実施例における樋受け材１の固定部１１，１１は、外装下地５Ｂの軒先への二
箇所の固定部１１であって、傾斜片部１６に設けられ、図２（ｂ）に示すようにビス１ｂ
，１ｂにて固定されているので、安定に取り付けられている。
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【００３４】
　この第２実施例の樋受け材１を用いた軒先構造は、図２（ｃ）に示すように鼻隠し壁自
体が存在しない構造であるが、それ以外の建築物自体の構成も軒樋２やカバー材３等の構
成も全く同一であるため、図面に同一符号を付して説明を省略する。
　この第２実施例では、前述のように鼻隠し壁自体が存在しないので、前記第１実施例の
方が取付安定性には優れているが、樋受け材１の固定部１１が外装下地５Ｂの軒先へ二箇
所に設けられてこの樋受け材１自体が軽量であるため、樋受け材１の取付も、軒樋２の取
付も、より安定に行うことができる点では前記第１実施例と全く同様である。
【００３５】
　図３（ａ）に示す第３実施例の樋受け材１'は、高さ寸法等が僅かに異なる以外は、前
記第１実施例とほぼ同様であり、該樋受け材１'に受支される軒樋２も同様であるから、
図面に同一符号を付して説明を省略する。
【００３６】
　この第３実施例の樋受け材１'を用いた軒先構造は、図３（ｂ）に示すようにカバー材
３'が水上側へ大きく（長く）延在する構成であって、その延在端３４が、外装材６Ａ'，
６Ａ'同士の接続部分に差し込むように取り付けられている。なお、このカバー材３'は、
前述のように水上側へ長く延在する以外の構成は、前記第１実施例等におけるカバー材３
と全く同様であり、導水口３１１等を省略して示している。
　また、この第３実施例では、野地材５Ｂの表面側に形成した屋根構造が前記第１，第２
実施例とは相違する。即ち屋根勾配を形成するＨ躯体５Ａの上面に、木毛セメント板等か
らなる野地材５Ｂが配設され、その表面側には防水シート６Ｄが敷設され、更にその上面
には吊子６ｆを介して外装材６Ａ'が配設され、前記野地材５Ｂの軒端上面側には、軒先
唐草４'がビス４ｂにて固定されている。
【００３７】
　前記外装材６Ａ'は、裏面側に裏貼り材が添着された横葺き屋根材である点では、前記
第１実施例における外装材６Ａと同様であるが、該外装材６Ａ'は、野地材５Ｂにビス５
ｇにて取り付けた吊子６ｆに保持される状態で敷設されている。
　また、前記軒先唐草４'は、野地材５Ｂの表面側から水平状に延在する横片部４６と、
該横片部４６の略中央から下方へ延在する縦片部４７とからなり、軒先側へ湾曲する縦片
部４７と横片部４６との間に空間部４８が形成されている。
【００３８】
　この第３実施例では、カバー材３'を水上側へ大きく延在させることで、例えば別部材
（化粧材）を用いなくても最も水下側に配され得る外装材６'の固定部分を隠すと共にそ
の固定具（ビス３ｂ）から浸入する雨水があったとしても、軒樋２内へ導くことができる
。また、カバー材３'は、ビス３ｂの打ち込み固定に加え、その延在端３４を、外装材６
Ａ'，６Ａ'同士の接続部分に差し込むように取り付けているので、吹き上げ等に起因する
負圧に強い耐久性を有する。
　なお、用いた軒先唐草４'は、前述のような空間部４８を有するので、ビス４ｂから雨
水が浸入することがあっても確実に軒樋２内へ導くことができる。
【００３９】
　図４（ａ）に示す第４実施例の樋受け材１"は、高さ寸法等が異なる以外は、前記第１
実施例とほぼ同様であり、該樋受け材１"に受支される軒樋２も同様であるから、図面に
同一符号を付して説明を省略する。
【００４０】
　この第４実施例の樋受け材１"を用いた軒先構造は、既設屋根の外装材６"の水下端に対
し、樋受け材１"の斜片部１６を重合させるように取り付けることで容易に施工すること
ができる。施工された軒先構造は、図４（ｂ）に示すようにカバー材３"が水上側へ更に
大きく（更に長く）延在する構成であって、その延在端３４が、外装材６Ａ"，６Ａ"同士
の接続部分に差し込むように取り付けられている構成では、前記第３実施例におけるカバ
ー材３'と同様である。
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　また、この第４実施例では、野地材５Ｂの表面側に形成した屋根構造が前記第１，第２
，第３実施例とは相違する。即ち屋根勾配を形成するＨ躯体５Ａの上面に、木毛セメント
板等からなる野地材５Ｂが配設され、その表面側には防水シート６Ｄが敷設され、更に外
装材６Ａ"が配設され、前記野地材５Ｂの軒端上面側には、納め材４Ｃがカバー材３"と共
にビス３ｂにて固定されている。
【００４１】
　前記外装材６Ａ"は、裏面側に裏貼り材が添着された横葺き屋根材である点では、前記
第１、第２実施例での外装材６Ａや第３実施例での外装材６Ａ'と同様であるが、該外装
材６Ａ"は、野地材５Ｂにビス６ｈにて直接的に固定される状態で敷設されている。
　また、前記納め材４Ｃは、樋受け材１"などと同様に折曲加工にて形成される部材であ
って、野地材５Ｂの表面側から水平状に延在する横片部４９１と、該横片部４９１の軒先
端を押し返した軒端部４９２と、該軒端部４９２から下方へ延在させた延在部４９３とか
らなる。
【００４２】
　この第４実施例でも、前記第３実施例と同様にカバー材３"を水上側へ大きく延在させ
ることで、例えば別部材（化粧材）を用いなくても最も水下側に配され得る外装材６"の
固定部分を隠すと共にその固定具（ビス３ｂ）から浸入する雨水があったとしても、軒樋
２内へ導くことができる。また、カバー材３'は、ビス３ｂの打ち込み固定に加え、その
延在端３４を、外装材６Ａ'，６Ａ'同士の接続部分に差し込むように取り付けているので
、吹き上げ等に起因する負圧に強い耐久性を有する。
　なお、この第４実施例では、前記第３実施例とは異なり、軒先唐草（納め材４Ｃ）を固
定するビス４ｂや樋受け材１"を固定する１ｂを用いることなく長ビス３ｂ"にてカバー材
３"を最表面側にして、樋受け材１"、外装材６Ａ"，納め材４Ｃの順で鼻隠し壁５Ｃの上
端に固定している。
【００４３】
　図５（ａ）に示す第５実施例の樋受け材１Ｅは、既設の建築物（折板屋根７Ｄ）の傾斜
勾配が緩勾配であるため、傾斜片部１６が略水平状に配設されているが、縦片部１５につ
いては他の実施例と同様に略鉛直状に配設されている以外は、前記第１実施例とほぼ同様
であり、該樋受け材１Ｅに受支される軒樋２も同様であるから、図面に同一符号を付して
説明を省略する。
【００４４】
　この第５実施例における樋受け材１Ｅの固定部１１，１１は、外装下地５Ｂの軒先への
二箇所の固定部１１であって、傾斜片部１６に設けられ、図５（ｃ）に示すように軒先唐
草４"を固定するビス４ｂ，４ｂにて一連に固定されているので、安定に取り付けられて
いる。
【００４５】
　この第５実施例の樋受け材１Ｅを用いた軒先構造は、図５（ｃ）に示すように流れ方向
に樋材７Ａが延在する折板屋根７Ｄの軒先に軒樋２を取り付ける改修構造であって、既設
の折板屋根７Ｄの軒端（水下端）に対し、前記樋受け材１Ｅや図５（ａ）に点線で示すカ
バー材３"及び図５（ｂ）に示す軒先唐草４"を用いて軒樋２を取り付ける。
　この第５実施例では、流れ方向に樋材７Ａが延在する折板屋根７Ｄは、流れ方向に連続
する樋材７Ａが支持部材７Ｂにて固定（固定具７ｃ）され、隣り合う樋材７Ａ，７Ａ間に
は断熱材７Ｅが配設された構造であり、樋材７Ａの水下端を下方へ折り下げて雨水等が円
滑に軒樋２へ落下するように形成されている。
【００４６】
　前記折板屋根７Ｄは、流れ方向に連続する縦葺き屋根材であって、樋材７Ａを固定する
支持部材７Ｂにて係合保持される構造であって、裏面側には下地材５Ｂ'や鼻隠し壁５Ｃ'
等が配されるが、当該樋受け材１Ｅにはおおよそ関与しないので、説明を省略する。
　また、前記軒先唐草４"は、軒先側へ延在して前記カバー材３"の上端に設けられた固定
部３３を沿わせる延在片４１と、野地材５Ｂへの取付固定部４２と、縦葺き屋根材６Ｄの
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水下端を係合させる係合取付部４３と、下方へ延在する縦片部４７とからなり、該縦片部
４７の下端と前記取付固定部４２とを繋ぐ傾斜片部の上方側に空間部４８が形成される構
成である。
【００４７】
　この第５実施例では、流れ方向に樋材７Ａが延在する折板屋根７Ｄの軒先に各種の軒樋
２を容易に取り付けることができ、特に樋材７Ａにて流下する雨水を軒樋２を用いて容易
に流下させることができる。より具体的には、樋材７Ａの水下端から、軒先唐草４"の取
付固定部４２及び空間部４８へと雨水を導き、軒樋２内へ落下させる。
　なお、折板屋根７Ｄ自体を流下する雨水等は、基本的には樋材７Ａに導かれるが、仮に
折板屋根（縦葺き屋根材）７Ｄ自体を流下する雨水があっても、その水下端からカバー材
３"へ、更に軒樋２内へと確実に導くことができる。
【００４８】
　図６（ａ）に示す第６実施例の樋受け材１Ｆは、垂直状の縦片部１５の構成については
他の実施例の樋受け材と同様であって、縦片部１５の上端に軒先側へ延在（下り傾斜状）
して直角状（上り傾斜状）に折り曲げられたＬ字状部１７を介して斜片部１６が形成され
ている以外は、該樋受け材１Ｆに受支される軒樋２も同様であるから、図面に同一符号を
付して説明を省略する。
　この第６実施例における斜片部１６には、外装下地５Ｂへの固定部１１（ビス１ｂ）が
設けられるが、既設屋根の軒先（水切り等）を被覆する化粧部を兼ねている。
【００４９】
　この第６実施例の樋受け材１Ｆを用いた軒先構造は、前記第４実施例の樋受け材１"を
用いた軒先構造とベース構成（既設屋根）は同一であって、この既設屋根に対し、樋受け
材１Ｆの斜片部１６を外装材６"の水下端に重合させるように取り付ける点でも同じであ
るが、その際、Ｌ字状部１７が納め材４Ｃや外装材４Ａ"の水下側に位置するように樋受
け材１Ｆを配置させる。
　また、この第６実施例でも、前記樋受け材１Ｆの固定部１１を、前記軒樋２の上面を覆
うカバー材３"にて被覆するように取り付けられてビス３ｂ'にて固定ている。
【００５０】
　図７（ａ）に示す第７実施例の樋受け材１Ｇも、垂直状の縦片部１５の構成については
他の実施例の樋受け材と同様であるが、縦片部１５の上端に軒先側へ延在（下り傾斜状）
して直角状（上り傾斜状）に折り曲げられたＬ字状部１７'を介して斜片部１６が形成さ
れている以外は、該樋受け材１Ｇに受支される軒樋２も同様であるから、図面に同一符号
を付して説明を省略する。
　なお、この樋受け材１Ｇと前記第６実施例の樋受け材１Ｆとの相違は、縦片部１５の上
端にＬ字状部１７'側へ傾斜する水返し片１８の有無である。
　この第７実施例における斜片部１６には、外装下地５Ｂへの固定部１１（ビス１ｂ）が
設けられるが、既設屋根の軒先（水切り等）を被覆する化粧部を兼ねている。
【００５１】
　この第７実施例の樋受け材１Ｇを用いた軒先構造は、前記第４実施例の樋受け材１"を
用いた軒先構造とベース構成（既設屋根）は同一であって、この既設屋根に対し、樋受け
材１Ｇの斜片部１６を外装材６"の水下端に重合させるように取り付ける点でも同じであ
るが、その際、Ｌ字状部１７'が納め材４Ｃや外装材４Ａ"の水下側に位置するように樋受
け材１Ｇを配置させる。特に図７（ｂ）に点線円で囲ったように納め材４Ｃの延在部４９
３の水上側に樋受け材１Ｇの水返し片１８が位置するように配設されることが望ましい。
　また、この第７実施例でも、前記樋受け材１Ｇの固定部１１を、前記軒樋２の上面を覆
うカバー材３"にて被覆するように取り付けられてビス３ｂ'にて固定ている。
【符号の説明】
【００５２】
　１，１'，１"，１Ｅ，１Ｆ，１Ｇ　樋受け材
　１１　固定部
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　１２　支持部
　１３　取付部
　１５　縦片部
　１６　斜片部
　２　軒樋
　２１　底面部
　２２　（軒先側の）側面部
　２２１　軒先端
　２３　（建築物側の）側面部
　２３１　被支持部
　２３２　側面上端（被取付部）
　３　カバー部材
　３１　化粧面
　３１１　導水口
　３１２　排水溝
　３２　係合部
　３３　固定部
　４，４'，４"  軒先唐草
　４Ｃ　納め材
　５Ａ　躯体（Ｈ躯体）
　５Ｂ　外装下地（野地材）
　５Ｃ　鼻隠し壁
　６Ａ，６Ａ'，６Ａ"，７Ａ　外装材
　６Ｂ　断熱バックアップ材
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