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(57)【要約】
【課題】ハゼ部だけでなく、重ね式構造の場合でも取り
付け可能な折板屋根用取付具を提供する。
【解決手段】下方に向けて拡開した断面略コ状の本体部
１の両脚片２に、ボルト３を貫通したうえでナット４を
螺合し、緊締して前記両脚片２を近接させ、前記両脚片
２の下端から内方に向けて突設された当止片５を、折板
屋根Ｙの上面に突設した凸部に挟着させて取り付けてな
る折板屋根用取付具において、前記当止片５の先端には
、前記折板屋根Ｙの上面に突設し、前記凸部を構成する
ボルト体Ｂの外周面に嵌合可能な凹所６を形成したこと
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】
　下方に向けて拡開した断面略コ状の本体部の両脚片に、ボルトを貫通したうえでナット
を螺合し、緊締して前記両脚片を近接させ、前記両脚片の下端から内方に向けて突設され
た当止片を、折板屋根の上面に突設した凸部に挟着させて取り付けてなる折板屋根用取付
具において、
　前記当止片の先端には、前記折板屋根の上面に突設し、前記凸部を構成するボルト体の
外周面に嵌合可能な凹所を形成したことを特徴とする折板屋根用取付具。
【請求項２】
　請求項１において、
　凹所には、ボルト体のネジ溝に食い込んで係止可能な切り起し片を複数形成してなる折
板屋根用取付具。
【請求項３】
　請求項１又は２の何れかにおいて、
　凹所以外の当止片の先端には、肉厚に形成された挟着部を形成してなる折板屋根用取付
具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、折板屋根の上面に突設したハゼ部等の凸部に挟着させて取り付けてなる折板
屋根用取付具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、折板屋根の上面には、例えば破風板を設けるための破風止め金具やテレビアン
テナ、空調機器などの各種機器や器具類を配設するために折板屋根用取付具が取り付けさ
れている。
【０００３】
　具体的には、この折板屋根用取付具は、下方に向けて拡開した断面略コ状の本体部の両
脚片に、ボルトを貫通したうえでナットを螺合し、緊締して前記両脚片を近接させ、前記
両脚片の下端から内方に向けて突設された当止片を、折板屋根のハゼ部に挟着させて取り
付けてなる。
【０００４】
　これらハゼ部は、分割された長尺の折板屋根を幅方向に連結するための連結部分であり
、例えば、折板屋根の山部の上面に断面略円状に突出された丸ハゼや、断面略Ｌ状に突出
された角ハゼ等があり、これらハゼ部の脚部に前記当止片を挟着させて取り付けてなる（
例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特許第３３６８３７４号
【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、折板屋根の連結構造として、前記ハゼ部以外にも種々のものがあり、例
えば、隣接する前記山部の上面同士を重合したうえで、その適所に下方から剣先ボルト等
のボルト体を貫通すると共に、前記ボルト体にナットを螺合して、分割された長尺の折板
屋根を幅方向に連結してなる連結構造（以下、「重ね式構造」と呼ぶ。）もある。
【０００６】
　このような重ね式構造の折板屋根では、前記折板屋根用取付具の当止片を前記ボルト体
に挟着させた場合、前記ボルト体が円形であるために前記当止片が滑って上手く挟着でき
ず、前記折板屋根用取付具を取り付けることができないという問題があった。
【０００７】
　本発明は、かかる課題を解決することを目的とし、ハゼ部だけでなく、重ね式構造の場
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合でも折板屋根の上面に突設したハゼ部等の凸部に取り付け可能な折板屋根用取付具を提
供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的を達成するため、
　請求項１に係る折板屋根用取付具は、下方に向けて拡開した断面略コ状の本体部の両脚
片に、ボルトを貫通したうえでナットを螺合し、緊締して前記両脚片を近接させ、前記両
脚片の下端から内方に向けて突設された当止片を、折板屋根の上面に突設した凸部に挟着
させて取り付けてなる折板屋根用取付具において、前記当止片の先端には、前記折板屋根
の上面に突設し、前記凸部を構成するボルト体の外周面に嵌合可能な凹所を形成したこと
を特徴とする。
【０００９】
　請求項２に係る折板屋根用取付具は、請求項１において、凹所には、ボルト体のネジ溝
に食い込んで係止可能な切り起し片を複数形成してなる。
【００１０】
　請求項３に係る折板屋根用取付具は、請求項１又は２の何れかにおいて、凹所以外の当
止片の先端には、肉厚に形成された挟着部を形成してなる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、次のような効果がある。
【００１２】
　請求項１に係る折板屋根用取付具によれば、当止片の先端には、折板屋根の上面に突設
されたボルト体の外周面に嵌合可能な凹所を形成しているので、ハゼ部の場合には、前記
当止片をハゼ部の脚部に挟着させて取り付けることができ、又、重ね式構造の場合には、
当止片の先端に形成した凹所がボルト体の外周面に嵌合して取り付けできる。
【００１３】
　このように、本発明の折板屋根用取付具によれば、１つの折板屋根用取付具だけで、ハ
ゼ部及び重ね式構造の何れの構造の折板屋根に対しても簡単且つ確実に取り付けできる。
【００１４】
　請求項２に係る折板屋根用取付具によれば、凹所には、ボルト体のネジ溝に食い込んで
係止可能な切り起し片を複数形成してなるので、前記凹所をボルト体の外周面に嵌合して
取り付けた際、前記凹所及び切り起し片によって前記ボルト体を更に確実に取り付けでき
る。
【００１５】
　請求項３に係る折板屋根用取付具によれば、凹所以外の当止片の先端には、肉厚に形成
された挟着部を形成してなるので、前記当止片をハゼ部等の凸部に挟持して取り付けた際
、前記挟着部によって前記ハゼ部等の凸部を更に確実に取り付けできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明に係る折板屋根用取付具Ａを図面とともに説明する。
【実施例１】
【００１７】
　図１は、本発明に係る折板屋根用取付具Ａの一実施例を示す分解斜視図であり、図２（
ａ），（ｂ）及び図３（ｃ），（ｄ）は、図１で示した折板屋根用取付具Ａの施工状態を
示す断面図である。
【００１８】
　なお、図２（ａ）は、折板屋根用取付具Ａを折板屋根に取り付ける前の状態を示す断面
図、図２（ｂ）は、折板屋根用取付具Ａを折板屋根のボルト体に嵌挿した状態を示す断面
図、図３（ｃ）は、折板屋根用取付具Ａを折板屋根のボルト体に取り付けた状態を示す断
面図、図３（ｄ）は、取り付けた折板屋根用取付具Ａに各種機器や器具類を更に取り付け
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た状態を示す断面図を各々示している。
【００１９】
　以下、詳説する。
【００２０】
　本発明の折板屋根用取付具Ａは、下方に向けて拡開した断面略コ状の本体部１の両脚片
２に、ボルト３を貫通したうえでナット４を螺合し、緊締して両脚片２を近接させ、両脚
片２の下端から内方に向けて突設された当止片５を、折板屋根Ｙの上面に突設した後述す
るハゼ部等の凸部に挟着させて取り付けてなる折板屋根用取付具において、前記当止片５
の先端には、折板屋根Ｙの上面に突設し、凸部を構成するボルト体Ｂの外周面に嵌合可能
な凹所６を形成したことを特徴とする。
【００２１】
　すなわち、この折板屋根用取付具Ａは、折板屋根Ｙの上面に突設した後述するハゼ部や
ボルト体Ｂ等の凸部の何れにも取り付け可能にしたものであり、本実施例では、折板屋根
Ｙが重ね式構造のボルト体Ｂに取り付ける場合を説明している。
【００２２】
　本体部１は、金属板又は硬質樹脂板を、下方に向けて拡開した断面略コ状に形成し、対
向する両脚片２には、ボルト３の軸部３１が貫通可能な軸孔２１を各々開設している。な
お、ナット４は、該ナット４のネジ溝４１を一方の軸孔２１に連続するように予め溶接等
によって固着しておくことも可能である。
【００２３】
　又、両脚片２を架設する本体部１の上板１１中央には、ボルト体Ｂと同様の剣先ボルト
２等を立設し、後述する各種機器や器具類を取り付け可能にしている。
【００２４】
　両脚片２の下端には、内方に向けて各々当止片５を突設しており、これら当止片５の先
端同士にはボルト体Ｂや後述するハゼ部が嵌挿する程度の隙間５１を設けている。
【００２５】
　このような当止片５の先端略中央には、折板屋根Ｙの上面に突設したボルト体Ｂの外周
面に嵌合可能な凹所６を形成している。
【００２６】
　具体的には、凹所６は、ボルト体Ｂを両側から嵌合するように当止片５の先端中央を半
円状に切り欠くか、又は、先端中央を角状に切り欠いて形成している。
【００２７】
　ところが、このように当止片５の先端中央を半円状や角状に切り欠いて形成しただけで
は、当止片５を近接させた場合にボルト体Ｂを強固に挟持できない恐れもある。
【００２８】
　そのため、本実施例では、凹所６に、ボルト体Ｂのネジ溝Ｂ１に食い込んで係止可能な
切り起し片６１を複数形成してなる。
【００２９】
　具体的には、図１中の破線で囲んだ凹所６の拡大平面図に示すように、凹所６の中央部
分に２条の切込溝６１ａを形成し、この切込溝６１ａに挟まれた片を上方に起立させて１
つの起り起し片６１を形成すると共に、起立されていない凹所６の内縁部分を他の切り起
し片６１として、複数の切り起し片６１を形成している。
【００３０】
　このような複数の切り起し片６１を凹所６に形成することで、凹所６をボルト体Ｂの外
周面に嵌合して取り付けた際、複数の切り起し片６１がボルト体Ｂのネジ溝Ｂ１に異なる
位置に各々係止して強固に挟持でき、更に、当止片５を近接させた場合に複数の切り起し
片６１がボルト体Ｂを下方に押圧する作用を生じるために、凹所６及び切り起し片６１に
よってボルト体Ｂを更に確実に取り付けできる。
【００３１】
　以上のように構成した本発明の折板屋根用取付具Ａは、以下の要領で折板屋根Ｙに取り



(5) JP 2010-77692 A 2010.4.8

10

20

30

40

50

付けて使用する。
【００３２】
　先ず、両脚片２の軸孔２１の一方からボルト３の軸部３１を貫通したうえで、ボルト３
の先端側からナット４を軽く締めて仮止め状態にしたうえで、折板屋根Ｙに立設されたボ
ルト体Ｂの上方から、両脚片２の隙間５１を通じてボルト体Ｂを嵌挿する〔図２（ａ），
（ｂ）、参照。〕。
【００３３】
　次に、仮止め状態にしていたボルト３及びナット４を緊締すると、この締め付け力によ
って両脚片２が近接して、両脚片２下端の当止片５も互いに近接し、この当止片５に設け
た凹所６がボルト体Ｂの外周面に嵌合してボルト体Ｂを挟持する。もっとも、本実施例で
は、ボルト体Ｂのネジ溝Ｂ１に食い込んで係止可能な複数の切り起し片６１を形成してい
るため、本実施例の場合では、複数の切り起し片６１がボルト体Ｂのネジ溝Ｂ１に各々食
い込んで、ボルト体Ｂを複数の位置で挟持できるため、当止片５にてボルト体Ｂを強固に
挟持して本体部１をボルト体Ｂに確実に取り付けできる〔図３（ｃ）、参照。〕。
【００３４】
　そして、この取り付けた折板屋根用取付具Ａの本体部１の上板１１に立設された剣先ボ
ルト１２等に、従来同様にして各種機器や器具類Ｄを取り付けて施工を完了するのである
〔図３（ｄ）、参照。〕。
【００３５】
　以上、本実施例で説明した通り、本発明の折板屋根用取付具Ａによれば、当止片５に形
成した凹所６が、ボルト体Ｂの外周面に嵌合すると共に、凹所６に設けた複数の切り起し
片６１がボルト体Ｂのネジ溝Ｂ１に各々係止して、折板屋根用取付具Ａをボルト体Ｂに簡
単且つ確実に取り付けできる。
【実施例２】
【００３６】
　図４は、本発明に係る折板屋根用取付具Ａの他の実施例を示す分解斜視図であり、図５
（ａ），（ｂ）及び図６（ｃ），（ｄ）は、図４で示した折板屋根用取付具Ａの施工状態
を示す断面図である。
【００３７】
　なお、図５（ａ）は、折板屋根用取付具Ａを折板屋根に取り付ける前の状態を示す断面
図、図５（ｂ）は、折板屋根用取付具Ａを折板屋根のハゼ部に取り付けた状態を示す断面
図、図６（ｃ）は、折板屋根用取付具Ａを折板屋根のハゼ部に取り付けた状態を示す断面
図、図６（ｄ）は、取り付けた折板屋根用取付具Ａに各種機器や器具類を更に取り付けた
状態を示す断面図を各々示している。
【００３８】
　ここで、図１～図３と共通す部位には、同一の符号を付して、重複する説明を省略し、
以下では、本実施例の特徴についてのみ説明する。
【００３９】
　すなわち、本実施例では、図１～図３で示した折板屋根用取付具Ａを用いて、折板屋根
Ｙの連結構造として、折板屋根Ｙの上面に断面略円状に突出された丸ハゼ型のハゼ部Ｃに
よって連結されたものについて説明している。なお、折板屋根Ｙの上面に断面略Ｌ状に突
出された角ハゼ等についても同様であるため、前記角ハゼ等の説明については省略する。
【００４０】
　具体的には、本発明の折板屋根用取付具Ａをハゼ部Ｃに取り付ける場合には、凹所６で
はなく、両脚片２の下端から内方に向けて突設された当止片５の先端を、折板屋根Ｙのハ
ゼ部Ｃに形成された脚部Ｃ１に挟着させて取り付けることとなる。
【００４１】
　ところが、前記同様、当止片５の先端中央を単に脚部Ｃ１に挟着しただけでは、当止片
５を近接させた場合にズレが生じて、脚部Ｃ１を十分に挟持できない恐れもある。
【００４２】
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　そのため、本実施例では、凹所６以外の当止片５の先端には、リブ、折り返し等によっ
て肉厚に形成された挟着部５２を形成しており、ここでは、当止片５の前、後に亘ってリ
ブを形成して挟着部５２を構成している。
【００４３】
　このようなリブによる挟着部５２によれば、リブの一般的な効果である当止片５の強化
を図ることができるだけでなく、当止片５の先端を肉厚に形成して当止片５をハゼ部Ｃの
脚部Ｃ１に挟持して取り付けた際、肉厚の挟着部５２によってハゼ部Ｃの脚部Ｃ１との接
触面積が増して更に確実に取り付けできるという効果を得ることもできる。
【００４４】
　以上のように構成した本発明の折板屋根用取付具Ａは、以下の要領で折板屋根Ｙに取り
付けて使用する。
【００４５】
　先ず、両脚片２の軸孔２１の一方からボルト３の軸部３１を貫通したうえで、ボルト３
の先端側からナット４を軽く締めて仮止め状態にしたうえで、折板屋根Ｙに立設されたハ
ゼ部Ｃの上方から、両脚片２の隙間５１を通じてハゼ部Ｃを嵌挿する〔図５（ａ），（ｂ
）、参照。〕。
【００４６】
　次に、仮止め状態にしていたボルト３及びナット４を緊締すると、この締め付け力によ
って両脚片２が近接して、両脚片２下端の当止片５も互いに近接し、この当止片５に設け
た挟着部５２が、ハゼ部Ｃの脚部Ｃ１を挟持する。もっとも、本実施例では、当止片５の
先端を肉厚に形成して挟着部５２を形成しているため、この挟着部５２先端が脚部Ｃ１に
各々挟着するため、当止片５にて脚部Ｃ１を強固に挟持して本体部１をハゼ部Ｃの脚部Ｃ
１に取り付けできる〔図６（ｃ）、参照。〕。
【００４７】
　そして、この取り付けた折板屋根用取付具Ａの本体部１の上板１１に立設された剣先ボ
ルト１２等に、従来同様にして各種機器や器具類Ｄ等を取り付けて施工を完了するのであ
る〔図６（ｄ）、参照。〕。
【００４８】
　以上、本実施例で説明した通り、本発明の折板屋根用取付具Ａによれば、当止片５の先
端に形成した挟着部５２が、ハゼ部Ｃの脚部Ｃ１を確実に挟持して、折板屋根用取付具Ａ
をハゼ部Ｃに簡単且つ確実に取り付けできる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明に係る折板屋根用取付具Ａの一実施例を示す分解斜視図である。
【図２】（ａ），（ｂ）は、図１で示した折板屋根用取付具Ａの施工状態を示す断面図で
ある。
【図３】（ｃ），（ｄ）は、図１で示した折板屋根用取付具Ａの施工状態を示す断面図で
ある。
【図４】本発明に係る折板屋根用取付具Ａの他の実施例を示す分解斜視図である。
【図５】（ａ），（ｂ）は、図４で示した折板屋根用取付具Ａの施工状態を示す断面図で
ある。
【図６】（ｃ），（ｄ）は、図４で示した折板屋根用取付具Ａの施工状態を示す断面図で
ある。
【符号の説明】
【００５０】
Ａ　　折板屋根用取付具
Ｂ　　ボルト体
Ｂ１　ネジ溝
Ｃ　　ハゼ部
Ｙ　　折板屋根
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１　　本体部
２　　両脚片
３　　ボルト
４　　ナット
５　　当止片
５２　挟着部
６　　凹所
６１　切り起し片

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年3月11日(2009.3.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　又、両脚片２を架設する本体部１の上板１１中央には、ボルト体Ｂと同様の剣先ボルト
１２等を立設し、後述する各種機器や器具類を取り付け可能にしている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　このような複数の切り起し片６１を凹所６に形成することで、凹所６をボルト体Ｂの外
周面に嵌合して取り付けた際、複数の切り起し片６１がボルト体Ｂのネジ溝Ｂ１の異なる
位置に各々係止して強固に挟持でき、更に、当止片５を近接させた場合に複数の切り起し
片６１がボルト体Ｂを下方に押圧する作用を生じるために、凹所６及び切り起し片６１に
よってボルト体Ｂを更に確実に取り付けできる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　なお、図５（ａ）は、折板屋根用取付具Ａを折板屋根に取り付ける前の状態を示す断面
図、図５（ｂ）は、折板屋根用取付具Ａを折板屋根のハゼ部に嵌挿した状態を示す断面図
、図６（ｃ）は、折板屋根用取付具Ａを折板屋根のハゼ部に取り付けた状態を示す断面図
、図６（ｄ）は、取り付けた折板屋根用取付具Ａに各種機器や器具類を更に取り付けた状
態を示す断面図を各々示している。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　先ず、両脚片２の軸孔２１の一方からボルト３の軸部３１を貫通したうえで、ボルト３
の先端側からナット４を軽く締めて仮止め状態にしたうえで、折板屋根Ｙに立設されたハ
ゼ部Ｃの上方から、両脚片２の隙間５１を通じてハゼ部Ｃに嵌挿する〔図５（ａ），（ｂ
）、参照。〕。
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