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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　積雪のある地域に設けられる軒先の排水構造であって、
　前記軒先に沿って配置される軒樋と、
　前記軒先の延伸方向に間隔を置いて取り付けられて前記軒樋の軒先側を支持させるブラ
ケット部と、
　前記軒樋の上方を覆う有孔の蓋部とを備え、
　前記軒樋の軒先側の側壁には上面が形成される段差部が設けられ、その段差部に前記蓋
部の軒先側の側縁を支持させるとともに、
　前記ブラケット部には、前記側壁に沿って設けられる側面部の下端に固定用の脚部が下
方に向けて突出されるとともに、前記側面部とその軒先側に略平行となるように設けられ
る前面部との上端面間を斜めに繋ぐ上面部が形成されていることを特徴とする軒先の排水
構造。
【請求項２】
　前記ブラケット部には、前記段差部を下方から支持する突起部が形成されていることを
特徴とする請求項１に記載の軒先の排水構造。
【請求項３】
　前記軒樋の下方には、水を軒先側に排水させるためのルーフドレーン部が形成されてい
ることを特徴とする請求項１又は２に記載の軒先の排水構造。
【請求項４】
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　前記軒樋は、軒先側に配置される集水器に接続されており、その集水器の内部にはヒー
ター部が配置されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の軒先の
排水構造。
【請求項５】
　前記軒樋の側壁には、軒先側に向けて延伸されるオーバーフロー管が連通されており、
そのオーバーフロー管の内部にはヒーター部が配置されていることを特徴とする請求項１
乃至４のいずれか一項に記載の軒先の排水構造。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の軒先の排水構造が設けられたことを特徴とする
建物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、積雪のある地域に建つ建物の軒樋などを含めた軒先の排水構造、及びそれが
設けられた建物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　積雪の多い地域では、雪が軒樋に充満すると、排水を阻害したり破損の原因になったり
天井への漏水が起きたりするため、軒樋の上を網状又は孔付きの蓋で覆うことによって軒
樋の排水機能を確保することが知られている（特許文献１，２など参照）。
【０００３】
　一方、特許文献３には、軒樋の内部に線状の発熱体を敷設するとともに軒樋に蓋をして
、発熱体の熱によって屋根の融雪水が氷結するのを防ぐ氷結防止装置が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献４には、雪が多量に積もった場合に、雪の重みで湾曲して補強用受け金
具に係合されることで、雪の重みを分散させることができる軒樋取付金具が開示されてい
る。さらに、特許文献５には、屋根からの落雪を防止するための雨樋付き落雪防止装置が
開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開昭６１－１２３１３６号公報
【特許文献２】特開平１１－３５０６７５号公報
【特許文献３】特開２００２－２９４９４７号公報
【特許文献４】実開昭５９－１０４９１７号公報
【特許文献５】特開２００８－２９１４９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら特許文献１－３に開示された蓋付きの軒樋は、軒先から張り出して取り付
けられる雨樋に被せるだけの構造となっているため、蓋の上に積もった雪は落雪となって
通行人に危害を及ぼすおそれがある。
【０００７】
　そこで、本発明は、軒樋の側壁による落雪防止機能を有するうえに、蓋部の軒先側を確
実に支持させることが可能な軒先の排水構造及び建物を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的を達成するために、本発明の軒先の排水構造は、積雪のある地域に設けられる
軒先の排水構造であって、前記軒先に沿って配置される軒樋と、前記軒先の延伸方向に間
隔を置いて取り付けられて前記軒樋の少なくとも軒先側を支持させるブラケット部と、前
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記軒樋の上方を覆う有孔の蓋部とを備え、前記軒樋の軒先側の側壁には上面が形成される
段差部が設けられ、その段差部に前記蓋部の軒先側の側縁を支持させることを特徴とする
。
【０００９】
　ここで、前記ブラケット部は、前記段差部を下方から支持する突起部が形成された構成
とすることができる。また、前記軒樋の下方には、水を軒先側に排水させるためのルーフ
ドレーン部が形成されているのが好ましい。
【００１０】
　また、前記軒樋は、軒先側に配置される集水器に接続されており、その集水器の内部に
はヒーター部が配置されている構成とすることができる。さらに、前記軒樋の側壁には、
軒先側に向けて延伸されるオーバーフロー管が連通されており、そのオーバーフロー管の
内部にはヒーター部が配置されている構成とすることができる。
【００１１】
　そして、本発明の建物は、上記いずれかの軒先の排水構造が設けられたことを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１２】
　このように構成された本発明の軒先の排水構造は、ブラケット部に支持された軒樋の軒
先側の側壁に、上面が形成される段差部が設けられ、その段差部に有孔の蓋部の軒先側の
側縁が支持される。
【００１３】
　このため、蓋部の軒先側を段差部によって確実に支持させることができる。また、段差
部より上方の側壁部分によって蓋部に積もった雪の落下を防ぐことができる。
【００１４】
　さらに、ブラケット部に段差部を下方から支持する突起部が形成されていれば、蓋部に
積もった雪の荷重はブラケット部で負担されるようになるため、側壁の負荷を減らすこと
ができる。
【００１５】
　また、軒樋の下方に水を軒先側に排水させるためのルーフドレーン部が形成されていれ
ば、軒樋から水が溢れても速やかに外部に排水されるので、屋内天井側への漏水を防ぐこ
とができる。そして、ルーフドレーン部からの排水があった場合は、軒樋の排水性能が何
らかの原因で低下していることを検知することができる。
【００１６】
　さらに、軒樋を接続させる集水器の内部にヒーター部を配置しておくことで、集水器や
軒樋の氷結を起きにくくすることができる。また、軒樋の側壁に連通されるオーバーフロ
ー管の内部にヒーター部が配置されていれば、オーバーフロー管の氷結を起きにくくする
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態の軒先の排水構造の構成を示した断面図である。
【図２】軒先の排水構造が設けられた建物の概略構成を示した説明図である。
【図３】軒先のブラケット部の配置関係を説明する斜視図である。
【図４】ブラケット部と軒樋との位置関係を示した斜視図である。
【図５】軒樋を軒樋カバーで覆う工程を説明する断面図である。
【図６】軒樋を軒樋カバーで覆う工程を説明する斜視図である。
【図７】軒樋カバーの構成を説明する平面図である。
【図８】オーバーフロー管を取り付ける工程を説明する斜視図である。
【図９】ヒーター部が配置されたオーバーフロー管の構成を説明する断面図である。
【図１０】集水器とオーバーフロー管の構成を説明する斜視図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１８】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図１は、本発明の実施の
形態の軒先の排水構造が設けられる屋根１１の軒先１１ａ付近を拡大して示した断面図で
ある。また、図２は、このような屋根１１を備えた建物１の概略構成を示した斜視図であ
る。
【００１９】
　この屋根１１は、図２に示すように切妻屋根などの傾斜屋根に比べて平坦に形成される
陸屋根である。ここでは、建物ユニットを複数並べて構築されるユニット建物を建物１と
して説明する。
【００２０】
　この屋根１１は、図１に示すように、野地板１１３と溶融アルミニウムめっき鋼板など
によって形成される溝板１１１とを積層させたパネルを鉄たる木１１４の上に架け渡し、
パネル間を目地カバー１１２で覆うことによって構築される。
【００２１】
　そして、図２に示すように、屋根１１の軒先１１ａに沿って軒樋２が設けられる。この
軒樋２には、図１の紙面直交方向に対して排水勾配が設けられるため、軒樋２は位置によ
って後述するルーフドレーン部５との距離が異なっている。
【００２２】
　すなわち軒樋２は、図３に示すように、軒先１１ａの延伸方向に間隔を置いて取り付け
られる複数のブラケット部３，・・・によって吊り下げられている。このブラケット部３
は、屋根１１の軒先１１ａの本体側に固定される。
【００２３】
　軒樋２は、図１，５に示すように、一対の側壁２１，２３とそれらの下縁間を塞ぐ底面
２２とによって、細長い溝状に形成される。ここで、軒先側を側壁２１とし、軒元側を側
壁２３とする。軒元側の側壁２３の上端には張出部２４が設けられ、屋根１１の本体側に
接合部２４ａを介して固定される。
【００２４】
　そして、軒先１１ａ側の側壁２１には、図４に示すように上面が形成される段差部２１
１が設けられる。この段差部２１１は、図１に示すように、対向する側壁２３の上端と略
同じ高さに設けられる。
【００２５】
　例えば、側壁２１の高さの１／２～２／３程度の位置となる側壁２１の途中に、段差部
２１１が設けられる。段差部２１１より上方の側壁２１は、図５に示すように下方よりも
軒先側に拡幅されている。
【００２６】
　段差部２１１は、ブラケット部３の庇状に張り出された突起部３１の上に載せられる。
このブラケット部３は、側壁２１に沿って設けられる側面部３２と、側面部３２と略平行
となるように軒先側に設けられる前面部３４と、側面部３２と前面部３４の上端間を斜め
に繋ぐ上面部３３と、側面部３２と前面部３４の間を中間及び底部付近で繋ぐ中段部３６
及び底面部３５とによって主に構成される。
【００２７】
　側壁２１の軒先側に配置される側面部３２には、段差部２１１の下面に向けて張り出さ
れる突起部３１が形成される。また、側面部３２の下端からは脚部３７が下方に向けて突
出されている。
【００２８】
　この脚部３７は、図９に示すように、ルーフドレーン部５の上面に設けられた取付部５
６に固定するための部分である。また、上面部３３には、パラペット１３の上面部１３１
が取り付けられる。
【００２９】
　さらに、図３に示すように、ブラケット部３の前面部３４に沿ってパラペット１３の前
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面部１３２がドリルねじ３８を介して取り付けられる。また、軒先１１ａの隅角部には、
パラペット１３のコーナー部１３４が取り付けられる。
【００３０】
　そして、図１，８に示すように、パラペット１３の前面部１３２の下方には下縁部１３
３が配置される。また、図４に示すように、パラペット１３の下縁部１３３の上方には、
下側水返し１４が配置される。
【００３１】
　一方、軒樋２の側壁２１の上部は、図５に示すように、蓋部としての軒樋カバー４とと
もにドリルねじ４３２によってブラケット部３の側面部３２に固定される。
【００３２】
　この軒樋カバー４は、図５－７に示すように、軒樋２の上方を覆う上面部４０と、上面
部４０の軒先側の側縁４１から上方に向けて壁状に形成される側面部４５と、屋根１１の
溝板１１１の上に載せられる台座部４２とを主に備えている。
【００３３】
　上面部４０は、軒元側が高くなるように２段に形成されている。そして、上面部４０の
低い段の軒先側の側縁４１を、軒樋２の側壁２１の段差部２１１の上に載せる。
【００３４】
　側面部４５は、上面部４０の側縁４１に対して略直角に交わっている。この側面部４５
は、側壁２１の段差部２１１より上部と略同じ高さとなる。また、台座部４２は、ブロッ
クなどをネジ４２ａで固定することによって形成される。
【００３５】
　一方、図６に示すように、屋根１１の溝板１１１の軒先側の縁部付近には、軒樋カバー
４の軒元側の側縁を固定するための取付金具４３が設けられる。この取付金具４３は、正
面視Ω字状に形成されており、両側片が防水接合部４３１を介して溝板１１１側に固定さ
れている。
【００３６】
　そして、軒樋カバー４は、取付金具４３の凸部にドリルねじ４３２によって固定される
。この軒樋カバー４と取付金具４３との接合は、防水性を確保しなければならない溝板１
１１から離隔した位置で行われるため、防水処理を気にする必要がなく、現場で容易に行
うことができる。
【００３７】
　軒樋カバー４には、図７に示すように、長手方向に間隔を置いて複数の水抜き孔４４が
設けられる。すなわち軒樋カバー４は、有孔の蓋部である。この水抜き孔４４は、例えば
長方形又は長円形の形状をしており、上面部４０の低い側の段に設けられる。
【００３８】
　一方、上面部４０の高い方の段には、取付金具４３に固定するためにドリルねじ４３２
を通す穴４３３と、台座部４２とが設けられる。また軒樋カバー４には、図６に示すよう
に、側壁２１の切欠き部２１ａの位置に合わせてケーブル６１ａを通すための箱抜き部４
６が設けられる。
【００３９】
　上述した軒樋２の下方には、図１に示すように、水を軒先側に排水させるためのルーフ
ドレーン部５が形成される。このルーフドレーン部５は、軒先側に向けて下り勾配となる
流下面５１と、流下面５１の軒元側の縁部に壁状に形成される立上壁５２と、軒先側の軒
先縁５３とを主に備えている。
【００４０】
　このルーフドレーン部５は、鉄たる木１１４側に固定されて軒先側に向けて張り出され
る支持金具５４によって下方から支持される。また、流下面５１と軒樋２の底面２２との
間には、ゴム製のスペーサ５５が介在される。
【００４１】
　このルーフドレーン部５を流下した水は、図２に白抜き矢印で示したように、外壁１２
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の上部から外部に向けて排水される。他方、軒樋２は、最下流点において集水器６を介し
て竪樋６３に接続される。
【００４２】
　この集水器６と軒樋２との間は、図１，１０に示すように落し口６４によって連通され
る。すなわち、軒樋２の最下流点の側壁２１に一端が接続された四角筒状の落し口６４は
、他端が集水器６の内部に収容される。
【００４３】
　そして、軒樋２から落し口６４に流れ込んだ水は、集水器６を通ってトラップ部６２か
ら竪樋６３に流れ込む。また、この集水器６の内部には、発熱体となるヒーター部６１が
収容される。詳細には、ヒーター部６１は、トラップ部６２から落し口６４にかけて配置
される。
【００４４】
　このヒーター部６１の配線は、軒樋２を通過するケーブル６１ａによって行われる。ま
た、ケーブル６１ａが外部に飛び出す箇所には、保護カバー６１ｂが取り付けられる。
【００４５】
　ここで、集水器６に竪樋６３の排水能力以上の水が流れ込んだ場合は、トラップ部６２
から水が溢れだし、図２に示すように集水器６の底面のオーバーフロー用の穴（図示省略
）から排水が行われる。
【００４６】
　さらに、軒樋２には、オーバーフロー管７が接続される。オーバーフロー管７は、図８
に示すように円筒状の管材である。オーバーフロー管７は、パラペット１３の前面部１３
２に穿孔された貫通穴１３２ａを通して、軒樋２の側壁２１に取り付けられる。
【００４７】
　すなわち軒樋２の側壁２１には、鍔状のアタッチメント７２が取り付けられ、そのアタ
ッチメント７２に接着剤７２ａを塗布したオーバーフロー管７の端部を挿し込む。
【００４８】
　また、図９に示すように、オーバーフロー管７の内部には、発熱体となるヒーター部７
３が収容される。また、オーバーフロー管７の外部に突出した端部は、カバー部７１によ
って覆われる。
【００４９】
　図１０は、オーバーフロー管７と集水器６との取付状況を示している。オーバーフロー
管７は、集水器６の落し口６４よりも高い位置で軒樋２に接続されている（図１，９参照
）。
【００５０】
　このため、軒樋２を流れる水は、まずは集水器６に流れ込む。そして、流量が増える、
又は落し口６４が凍結するなどで軒樋２の水位が上昇したときに、オーバーフロー管７か
らの排水が行われることになる。
【００５１】
　次に、本実施の形態の軒先の排水構造及びそれが設けられた建物の作用について説明す
る。
【００５２】
　このように構成された本実施の形態の軒先１１ａの排水構造は、ブラケット部３に支持
された軒樋２の軒先側の側壁２１に、上面が形成される段差部２１１が設けられ、その段
差部２１１に複数の水抜き孔４４，・・・を有する軒樋カバー４の軒先側の側縁４１が支
持される。
【００５３】
　このため、軒樋カバー４の軒先側を段差部２１１によって確実に支持させることができ
る。また、段差部２１１より上方の側壁部分によって軒樋カバー４に積もった雪の落下を
防ぐことができる。
【００５４】
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　さらに、ブラケット部３に段差部２１１を下方から支持する突起部３１が形成されてい
れば、軒樋カバー４に積もった雪の荷重はブラケット部３で負担されるようになるため、
側壁２１の負荷を減らすことができる。
【００５５】
　また、軒樋２を接続させる集水器６の内部にヒーター部６１を配置しておくことで、集
水器６や軒樋２の氷結を起きにくくすることができる。さらに、軒樋２の側壁２１に連通
されるオーバーフロー管７の内部にヒーター部７３が配置されていれば、オーバーフロー
管７の氷結を起きにくくすることができる。
【００５６】
　また、軒樋２の下方に水を軒先側に排水させるためのルーフドレーン部５が形成されて
いれば、軒樋２から水が溢れても速やかに外部に排水されるので、屋内天井側への漏水を
防ぐことができる。
【００５７】
　そして、ルーフドレーン部５による外壁１２伝いの排水があった場合は、ヒーター部６
１及びヒーター部７３に異常が発生するなどして、集水器６及びオーバーフロー管７が凍
結するなどして軒樋２の排水性能が低下している状態を示すことになるため、ルーフドレ
ーン部５は異常検知機能を備えているといえる。排水順序の詳細については、以下で説明
する。
【００５８】
　本実施の形態の軒先の排水構造を備えた建物では、積雪量や気温によって次のように排
水が行われる。まず、通常の積雪時では、軒樋カバー４によって軒樋２内への雪の侵入が
防がれるので、軒樋カバー４に積もった雪の下では、軒樋２による排水が行われる。
【００５９】
　また、軒樋カバー４によって軒樋２が覆われているので、建物１の屋内から伝達される
熱やヒーター部６１，７３の熱などが逃げにくくなって、軒樋２内の凍結防止効果も発揮
される。
【００６０】
　一方、積雪や低気温が続くと、竪樋６３が凍結することがある。この竪樋６３が凍結し
ても、集水器６内にはヒーター部６１が配置されているので、落し口６４周辺の凍結を防
ぐことができる。
【００６１】
　そこで、図２に矢印で示すように、竪樋６３から排水できない水を、集水器６の底面に
設けられたオーバーフロー用の穴から排水させる。これに対してヒーター部６１が止まる
などして集水器６内が凍結してしまった場合には、軒樋２に連通されたヒーター部７３を
備えたオーバーフロー管７から、外部に向けて排水させる（図２の矢印参照）。
【００６２】
　そして、ヒーター部６１やヒーター部７３が止まるなどして軒樋２に連通された集水器
６、オーバーフロー管７及び軒樋２のすべてが凍結してしまった場合には、軒樋２から水
が溢れて建物１の内部方向に流れることになるが、軒樋２の直下にはルーフドレーン部５
が設けられている。
【００６３】
　このルーフドレーン部５に落ちた水は、流下面５１を外壁１２方向に流れて、外壁１２
の上部から図２の白抜き矢印で示すように外部に向けて排水される。このため、軒樋２が
凍結してしまっても、屋内天井側への漏水を防ぐことができる。
【００６４】
　以上、図面を参照して、本発明の実施の形態を詳述してきたが、具体的な構成は、この
実施の形態に限らず、本発明の要旨を逸脱しない程度の設計的変更は、本発明に含まれる
。
【００６５】
　例えば、前記実施の形態では、陸屋根の軒先１１ａに設けられる排水構造について説明
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したが、これに限定されるものではなく、切妻屋根などの傾斜屋根の軒先にも本発明を適
用することができる。
【００６６】
　また、前記実施の形態では、長手方向に間隔を置いて長方形状の水抜き孔４４，・・・
が穿孔された軒樋カバー４を蓋部として使用する場合について説明したが、これに限定さ
れるものではなく、網状の蓋部を使用することもできる。
【符号の説明】
【００６７】
１　　　　　　　建物
１１　　　　　　屋根
１１ａ　　　　　軒先
２　　　　　　　軒樋
２１　　　　　　側壁
２１１　　　　　段差部
３　　　　　　　ブラケット部
３１　　　　　　突起部
４　　　　　　　軒樋カバー（蓋部）
４１　　　　　　（軒先側の）側縁
４４　　　　　　水抜き孔（有孔）
５　　　　　　　ルーフドレーン部
６　　　　　　　集水器
６１　　　　　　ヒーター部
７　　　　　　　オーバーフロー管
７３　　　　　　ヒーター部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】



(11) JP 6406833 B2 2018.10.17

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平１０－１７６３９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２３８９０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６１－０３６０２４（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平０８－２４６６１６（ＪＰ，Ａ）　　　
              登録実用新案第３０６９００９（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特公平０１－０５８２８７（ＪＰ，Ｂ２）　　
              実開昭６０－１２０１２５（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２０１２－０６７４３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－１４９４６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００６／０２３０６８７（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開平０１－３０４２５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０６４４２９０４（ＵＳ，Ｂ１）　　
              特開２００３－１３８７００（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０４Ｄ　　１３／００－１５／０７


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

