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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　横葺き屋根の棟、下り棟等の納め構造において、
　上面部とこの上面部の側縁から下方へ折曲した起立部と当該起立部下端から外側に折曲
した固定部からなり、連続材又は複数材の組み合わせで横葺き屋根の棟又は下り棟の一端
から他端まで達する支持部材を備え、
　前記支持部材を隣り合う下地面間に跨ぐように固定し、
　前記支持部材に、横葺き外装材の側縁又は端部、もしくは横葺き外装材の側縁又は端部
を保持する保持部材を固定することで接続部分とし、
　前記接続部分上にカバー部材を配設し、
　前記支持部材は、前記起立部下端の折曲部分に長手方向に沿って小間隔で連続的に複数
の開口部を有していることを特徴とする横葺き屋根の納め構造。
【請求項２】
　前記起立部は、傾斜状であることを特徴とする請求項１記載の横葺き屋根の納め構造。
【請求項３】
　前記支持部材は、前記固定部外側の副起立部と、該副起立部上縁外側の固定フランジ部
を有し、この固定フランジ部に、横葺き外装材の側縁を保持する前記保持部材を固定して
いることを特徴とする請求項１又は２記載の横葺き屋根の納め構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は横葺き屋根における棟や下り棟やケラバ等の納め構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　横葺き屋根における棟や下り棟等の端部納めは、現場での端部加工（横葺き外装材の端
部を裏面側に折り返したり、逆に表面側に立ち上げたりすること）が必要とされる。
しかし、現場で板金加工を行える熟練工の減少により、現場での端部加工等を必要としな
い施工構造が必要とされている。
その中で、下り棟等においては、側縁をジョイナー等で挟着して納める方法も行われてい
るが、施工者の認識（技術面）の程度の差によって横葺き外装材の飛散事故や浸水事故が
発生することもある。
たとえば、下り棟の棟芯側が固定されずにジョイナーで接続した場合には、端部が負圧等
によって捲れ上がってしまう。すなわち、棟部分では垂木の配設方向（軒棟方向）に直交
して横葺き外装材が配されるため、１枚の横葺き外装材が複数の垂木を跨ぎ、その結果と
して複数箇所（垂木上）に固定することができるが、下り棟等では、横葺き外装材が棟部
分に比べて短くなることが多く、複数の固定箇所（垂木上）を確保できずに、片持ち状に
止め付けられたり、引き抜き強度の弱い下地材にビス止めが行われてしまうことになる。
【特許文献１】実公昭５９－２９０５２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
解決しようとする課題は、第１には、横葺き外装材の側縁あるいは端部加工等を特別に必
要とせず且つ側縁あるいは端部の止め付けが確実に行え、しかも、横葺き外装材の側縁あ
るいは端部周りの雨仕舞性が高い横葺き屋根の納め構造を、第２には、さらに、異なる勾
配への対応および施工が容易で、部材の共有化が図れる横葺き屋根の納め構造を、第３に
は、さらに、組み付け作業が個別に単純化されて施工容易である横葺き屋根の納め構造を
、起立部へのビス等の固定具による固定が容易である横葺き屋根の納め構造を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は前記した課題を達成するため、以下の構成にしたことを特徴とする。
　横葺き屋根の棟、下り棟等の納め構造において、
　上面部とこの上面部の側縁から下方へ折曲した起立部と当該起立部下端から外側に折曲
した固定部からなり、連続材又は複数材の組み合わせで横葺き屋根の棟又は下り棟の一端
から他端まで達する支持部材を備え、前記支持部材を隣り合う下地面間に跨ぐように固定
し、
　前記支持部材に、横葺き外装材の側縁又は端部、もしくは横葺き外装材の側縁又は端部
を保持する保持部材を固定することで接続部分とし、
　前記接続部分上にカバー部材を配設し、
　前記支持部材は、前記起立部下端の折曲部分に長手方向に沿って小間隔で連続的に複数
の開口部を有していることを特徴とする。
　また、起立部は、傾斜状であることを特徴とする。
　また、支持部材は、前記固定部外側の副起立部と、該副起立部上縁外側の固定フランジ
部を有し、この固定フランジ部に、横葺き外装材の端部を保持する前記保持部材を固定し
ていることを特徴とする。
【０００５】
　本発明における納めは、横葺き屋根を構成する屋根面同士の取り合い部分（棟芯あるい
は下り棟芯を境にして隣り合う接続部分）を指し、主に、棟、下り棟、ケラバ等を指して
いる。
　横葺き外装材の端部とは長手方向（桁行き方向）の端であり、横葺き外装材の側縁とは
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長手方向に沿う水上側および水下側の側縁を指す。
　下地は、鉄骨でも、軒棟方向に架設された垂木でも、その他の公知のものでもよく、支
持部材の固定強度が十分に得られるものであれば制限はない。
支持部材は、端から端まで長尺状（連続材）のものであってもよいし、複数の垂木あるい
は下地に固定可能な長さであれば、一定長さのものからなる複数の組み合わせであっても
よい。すなわち支持部材は、取り付け対象となる屋根面同士の境界（棟芯、下り棟芯）に
沿って支持部材に固定される横葺き外装材等がその側縁あるいは端部を支障なく固定可能
であれば、支持部材端部間に隙間が介在していてもよい。
支持部材は、少なくとも上面部と起立部と固定部を有しており、また、固定部から副起立
部を経て固定フランジ部を有しているものであってもよい。この支持部材の上面部は、平
坦状、略三角状、湾曲状等でよく制限されない。起立部は、略鉛直状であっても傾斜状で
あってもよい。上向き等の傾斜状の場合、起立部へのビス等の固定具による固定が容易に
行えることになる。
支持部材は、横葺き外装材を保持する保持部材の固定部位として、上面部あるいは起立部
もしくは固定部さらには固定フランジ部であってもよい。
　支持部材における折曲部は、上面部と起立部間の角部、起立部と固定部間の角部、固定
部と副起立部間の角部、副起立部と固定フランジ部間の角部等の支持部材における全ての
曲げ部分を指し、たとえば上面部の中央が折り曲げられている場合の折り曲げ部分も含ま
れる。
　折曲部の開口部は、支持部材における任意（１～全て）の折曲部分に長手方向に沿って
小間隔で連続的に形成されていればよく、その形状は円形、長円形、長手方向の両端が外
側に凸の山形にしてある等の各種の開口形状のものでよい。特に、長手方向の両端が外側
に凸の山形にしてあるものでは、当該山形の頂部により大きく曲げ応力を集中させられる
ので、支持部材の折曲部分における曲げセンターが一層出しやすく且つ作業性も向上する
ことになる。
　横葺き外装材の端部あるいは側縁の固定は、直接ビス等によって固定されてもよいし、
保持部材等によって押え付けられて保持されるものでもよい。
　保持部材は、横葺き外装材の保持、止水材としての機能、カバー部材の被取付部等を適
宜備えるようにしてもよい。たとえば棟の場合では横葺き外装材側縁の保持および止水材
ならびにカバー部材の被取付部を備え、下り棟の場合では、横葺き外装材の端部を止水し
ながら押え付けて保持し、さらにカバー部材の被取付部を有するようにしてよい。
　カバー部材は、支持部材、支持部材と横葺き外装材の側縁あるいは端部との接続部分、
支持部材と横葺き外装材の側縁あるいは端部を保持する保持部材との接続部分を覆い隠せ
るものであればよい。このカバー部材は、前記の保持部材および／または支持部材に取り
付けられることになる。さらに、カバー部材が接続部分を直接カバーする関係にあるもの
では、構成部材点数が少なく施工効率の向上につながることになる。
　カバー部材の配設手段としては、ビス止め等によるもの（ビス孔から浸水しない箇所が
望ましい）でも、係合、カシメ、嵌合、その他の公知の手段であればよい　
【発明の効果】
【０００６】
　Ａ．横葺き外装材の側縁又は端部等に特別に加工を施すことなく施工ができる。納め部
に沿って支持部材が配されるので、この支持部材に横葺き外装材の側縁又は端部を強固に
取り付けることができる。
　支持部材と横葺き外装材の側縁又は端部、もしくは横葺き外装材の側縁又は端部を保持
する保持部材とを固定している接続部分がカバー部材でカバーされているので雨仕舞性が
高い。
　それにより、棟や下り棟等の納め構造として台風等の暴風による損傷を確実に回避でき
るし雨仕舞性が高いという効果が得られる。
　Ｂ．さらに、現場での折り曲げが容易であるから様々な勾配へ対応することができ、異
なる勾配への対応が可能で部材の共有化が図れる。
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　また、工場設備を要することなく隣り合う下地面間の角度に応じて現場で容易に曲げ加
工でき、その取り付けも鉄骨業の専門業者でなくとも容易に行うことができる。
　Ｃ．さらに、起立部が傾斜状であるため、起立部へのビス等の固定具による固定が容易
に行える。
　Ｄ．さらに、支持部材における固定フランジ部には、横葺き外装材の保持部材、その他
の各種取り合い部材を固定することができるので、これらの固定のために深層の鉄骨下地
レベルに依存する必要がなく、作業性及び固定の確実性を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　図１～図２には本発明の横葺き外装材の納め構造における実施の１形態として、棟部分
の納め構造を例示しており、棟芯を境にして隣り合う軒棟方向に沿う垂木１間に跨ぐよう
にして支持部材２を配設してある。
　支持部材２は棟の一端から他端まで達する金属板製の長尺状のもので、断面略逆Ｖ状上
面部２ａと、上面部２ａの両側縁から下方へ折曲した左右の起立部２ｂと、起立部２ｂ下
端から外側（軒側）に折曲して延出した左右の固定部２ｃと、固定部２ｃから上方へ折曲
した左右の副起立部２ｄと、副起立部２ｄ上端から外側に折曲して延出した左右の固定フ
ランジ部２ｅを有し、各折曲部のうちの上面部２ａ頂部の角部２ｆと、起立部２ｂと固定
部２ｃの角部２ｇには、長手方向に沿って小間隔で連続的に連なる複数の開口部２ｈを有
している。この開口部２ｈは、長孔の長手方向の両端が外側に凸の山形状にしてあり、曲
げセンターが出しやすく且つ曲げ作業し易くしてある。
【０００８】
　この支持部材２は、左右の固定部２ｃを左右の垂木１上面に当該上面の勾配に合わせて
調整してビス等の固定具３でそれぞれ固定し、左右の固定フランジ部２ｅにはそれぞれ擬
横葺き屋根板４とカバー部材１０の保持部材５をビス等の固定具６で固定してある。
　擬横葺き屋根板４は棟に沿い一方の下り棟から他方の下り棟まで達する金属板製の長尺
状のもので、軒側の係止部４ａを下段の横葺き屋根板９の水上側成形部９ａにおける被係
止部９ｂに係止させて接続してある。保持部材５は棟に沿い一方の下り棟から他方の下り
棟まで達する金属板製の長尺状のもので、軒側の被取付け部５ａにカバー部材１０をビス
等の固定具７で固定し、被取付け部５ａの内側（棟側）の凹部５ｂにはシール材８を擬横
葺き屋根板４との間に介在させることで軒側からの浸水を阻止して雨仕舞してある。
【０００９】
　横葺き屋根板９は金属製のもので、水上側成形部９ａにおける被係止部９ｂに水下側成
形部（図示セズ）の係止部（図示セズ）を係止することで葺いてある。
　カバー部材１０は棟の一端から他端まで達する金属製の長尺状のもので、上面部１０ａ
の左右側縁に取付け部１０ｂを折り下げて形成してあると共に左右の取付け部１０ｂ下縁
から外側に延長部１０ｃを延出してある。このカバー部材１０は左右の取付け部１０ｂを
被取付け部５ａに固定具７で固定してあり、支持部材２、固定具３による支持部材２すな
わち固定部２ｃと垂木１との接続部分１１、固定具６による支持部材２すなわち固定フラ
ンジ部２ｅと擬横葺き屋根板４および保持部材５との接続部分１２を覆い隠している。
　カバー部材１０における左右の延長部１０ｃの軒側縁は擬横葺き屋根板４の軒側縁と上
下に一致し、雨や風がカバー部材１０から横葺き屋根板９側へあるいは逆方向にスムーズ
に伝い流れ易くしてある。
【００１０】
　図３には本発明の横葺き外装材の納め構造における実施の１形態として、棟部分の他の
納め構造を例示しており、構成は前記した図１の態様のものと基本的に同一であるため、
共通している構成の説明は符合を準用して省略し、相違する構成について説明する。
　左右の保持部材５の被取付け部５ａに化粧部材１３を固定具７でそれぞれ固定してある
。この化粧部材１３は棟に沿い一方の下り棟から他方の下り棟まで達する金属製の長尺状
のもので、上縁から外側に折曲形成した被係合部１３ａと、下縁から内側に折曲形成した
挿入部１３ｂを有し、被係合部１３ａにはカバー部材１０の係合部１０ｄを係合して固定
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し、挿入部１３ｂを擬横葺き屋根板４と横葺き屋根板９との重合部分間に挿入してある。
【００１１】
　図４には本発明の横葺き外装材の納め構造における実施の１形態として、棟部分の他の
納め構造を例示しており、構成は前記した図１の態様のものと基本的に同一であるため、
共通している構成の説明は符合を準用して省略し、相違する構成について説明する。
　支持部材２は、断面略逆Ｖ状上面部２ａと、上面部２ａの両側縁から下方へ折曲した左
右の起立部２ｂと、起立部２ｂ下端から外側（軒側）に折曲して延出した左右の固定部２
ｃを有し、左右の固定部２ｃを左右の垂木１上面に固定具３でそれぞれ固定してある。
そして、左右の起立部２ｂには擬横葺き屋根板１４および保持部材１５をビス等の固定具
１６で固定してある。
　擬横葺き屋根板１４は棟に沿い一方の下り棟から他方の下り棟まで達する金属板製の長
尺状のもので、軒側の係止部１４ａを吊子部材１７で垂木１に固定された左右の横葺き屋
根板９の水上側成形部９ａにおける被係止部９ｂにそれぞれ係止させて、固定具３による
支持部材２すなわち固定部２ｃと垂木１との接続部分１１を覆い隠している。
保持部材１５は棟の一端から他端まで達する金属板製の長尺状のものでカバー部材を兼ね
ており、上面部１５ａの左右側縁に取付け部１５ｂを折り下げて形成してあると共に左右
の取付け部１５ｂ下縁から外側に押え部１５ｃを延出してあり、擬横葺き屋根板１４とも
ども支持部材２の起立部２ｂに固定具１６により固定されていることで、支持部材２を覆
い隠すと共に擬横葺き屋根板１４の棟側側縁をカバーし、且つ、押え部１５ｃと擬横葺き
屋根板１４との間にシール材１８を介在させることで軒側からの浸水を阻止して雨仕舞し
てある。
【００１２】
　図５～８には本発明の横葺き外装材の納め構造における実施の１形態として、下り棟部
分の納め構造を例示しており、構成は前記した図１の態様のものと基本的に同一であるた
め、共通している構成の説明は符合を準用して省略し、相違する構成について説明する。
　下り棟芯を境にして隣り合う軒棟方向に沿う垂木１間に跨ぐようにして支持部材２を配
設してある。
　この支持部材２の左右の固定部２ｃ上における左右の横葺き屋根板９端部上には保持部
材１９をそれぞれ配設してある。保持部材１９は下り棟に沿い棟から軒まで達する金属製
の長尺状のもので、押え部分１９ａの下り棟側に取付け部１９ｂを、軒側に被係合部１９
ｃを形成しており、取付け部１９ｂを支持部材２の上面部２ａにビス等の固定具２０によ
り固定し、押え部分１９ａが横葺き屋根板９端部を固定部２ｃとの間に挟着状に保持して
いる。かかる左右の保持部材１９における被係合部１９ｃにはカバー部材１０の係合部１
０ｄを係合して固定してある。
　左右の横葺き屋根板９端部裏面側には捨て板２１をそれぞれ配設してある。捨て板２１
は金属製のもので、外側側縁に軒棟方向に平行状の返し部２１ａを、内側側縁に支持部材
２の起立部２ｂに沿う立ち上げ部２１ｂを形成してあり、下り棟側の小幅状側縁部２１ｃ
は当該段の横葺き屋根板９の水上側成形部９ａよりも水上側に、軒側の広幅状側縁部２１
ｄは下段の横葺き屋根板９の水上側成形部９ａより水下側に、それぞれ位置し、横葺き屋
根板９端部から裏面側への浸水があったとしても、これを広幅状側縁部２１ｄから下段の
横葺き屋根板９の水上側成形部９ａに分散して当該段の横葺き屋根板９上に導くことで屋
根裏に漏水がないようにしてある。立ち上げ部２１ｂは起立部２ｂと押え部分１９ａに挟
着されている。
【００１３】
　図９には本発明の横葺き外装材の納め構造における実施の１形態として、下り棟部分の
他の納め構造を例示しており、構成は前記した図５の態様のものと基本的に同一であるた
め、共通している構成の説明は符合を準用して省略し、相違する構成について説明する。
　保持部材１９は押え部分１９ａ上部を起立部２ｂに固定具２０で固定してある。
　そして、保持部材１９の押え部分１９ａと横葺き屋根板９端部表面との間にはシール材
２２を介在させて雨仕舞してある。
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【００１４】
　図１０と図１１には本発明の横葺き外装材の納め構造における実施の１形態として、下
り棟部分の他の納め構造をそれぞれ例示しており、構成は垂木１の勾配が異なる点および
押え部分１９ａと横葺き屋根板９端部表面との間にシール材２２を介在させて雨仕舞して
いる点を除いて前記した図５の態様のものと基本的に同一であるため、符合を準用して説
明を省略する。
【００１５】
　図１２には本発明の横葺き外装材の納め構造における実施の１形態として、下り棟部分
の他の納め構造を例示しており、構成は前記した図５の態様のものと基本的に同一である
ため、共通している構成の説明は符合を準用して省略し、相違する構成について説明する
。
　支持部材２の左右の固定部２ｃ上における左右の横葺き屋根板９端部上には支持部材２
を覆い跨る保持部材２３の押え部２３ａをそれぞれ配設してある。保持部材２３は下り棟
の一端から他端まで達する金属製の長尺状のものでカバー部材を兼ねており、支持部材２
の起立部２ｂにビス等の固定具２０により固定し、押え部２３ａが横葺き屋根板９端部を
固定部２ｃとの間に挟着状に保持している。かかる左右の押え部２３ａと横葺き屋根板９
端部表面との間にはシール材２４を介在させて雨仕舞してある。
【００１６】
　図１３には本発明の横葺き外装材の納め構造における実施の１形態として、下り棟部分
の他の納め構造を例示しており、構成は前記した図５および図１２の態様のものと基本的
に同一であるため、共通している構成の説明は符合を準用して省略し、相違する構成につ
いて説明する。
　左右の横葺き屋根板９端部裏面側には捨て板２１をそれぞれ配設して屋根裏に漏水がな
いようにしてある。立ち上げ部２１ｂは起立部２ｂと保持部材２３に挟着されて固定具２
０で起立部２ｂに固定されている。
【００１７】
　図１４の（ａ）および（ｂ）には本発明の横葺き外装材の納め構造における支持部材の
他の態様を例示しており、構成は前記した図２の態様のものと基本的に同一であるため、
共通している構成の説明は符合を準用して省略し、相違する構成について説明する。
　図１４の（ａ）の支持部材２は、起立部２ｂと固定部２ｃの角部２ｇに長手方向に沿っ
て小間隔で連続的に連なる複数の開口部２ｈを配している。図１４の（ｂ）の支持部材２
は上面部２ａと起立部２ｂと固定部２ｃからなり、上面部２ａ頂部の角部２ｆに長手方向
に沿って小間隔で連続的に連なる複数の開口部２ｈを配している。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の横葺き外装材の納め構造における実施の１形態として、棟部分の納め構
造を例示している縦断面図。
【図２】支持部材の斜視図。
【図３】本発明の横葺き外装材の納め構造における実施の１形態として、棟部分の他の納
め構造を例示している縦断面図。
【図４】本発明の横葺き外装材の納め構造における実施の１形態として、棟部分の他の納
め構造を例示している縦断面図。
【図５】本発明の横葺き外装材の納め構造における実施の１形態として、下り棟部分の納
め構造を例示している縦断面図。
【図６】一部の平面部。
【図７】分解斜視図。
【図８】保持部材の斜視図。
【図９】本発明の横葺き外装材の納め構造における実施の１形態として、下り棟部分の他
の納め構造を例示している縦断面図。
【図１０】本発明の横葺き外装材の納め構造における実施の１形態として、下り棟部分の
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【図１１】本発明の横葺き外装材の納め構造における実施の１形態として、下り棟部分の
他の納め構造を例示している縦断面図。
【図１２】本発明の横葺き外装材の納め構造における実施の１形態として、下り棟部分の
他の納め構造を例示している縦断面図。
【図１３】本発明の横葺き外装材の納め構造における実施の１形態として、下り棟部分の
他の納め構造を例示している縦断面図。
【図１４】（ａ）および（ｂ）は本発明の横葺き外装材の納め構造における支持部材の他
の例を示している斜視図。
【符号の説明】
【００１９】
　１　垂木
　２　支持部材
　２ａ，１０ａ，１５ａ　上面部
　２ｂ　起立部
　２ｃ　固定部
　２ｄ　副起立部
　２ｅ　固定フランジ部
　２ｆ，２ｇ　角部
　２ｈ　開口部
　３，６，７，１６，２０　固定具
　４，１４　擬横葺き屋根板
　４ａ，１４ａ　係止部
５，１９，２３　保持部材
　５ａ　被取付け部
　５ｂ　凹部
　８，１８，２２，２４　シール材
　９　横葺き屋根板
　９ａ　水上側成形部
　９ｂ　被係止部
　９ｃ　水下側成形部
　１０，１５　カバー部材
　１０ｂ，１５ｂ，１９ｂ　取付け部
　１０ｃ　延長部
　１０ｄ　係合部
　１１，１２　接続部分
　１３　化粧部材
　１３ａ．１９ｃ　被係合部
　１３ｂ　挿入部
　１５ｃ，２３ａ　押え部
　１７　吊子部材
　１９ａ　押え部分
　２１　捨て板
　２１ａ　返し部
　２１ｂ　立ち上げ部
　２１ｃ　小幅状側縁部
　２１ｄ　広幅状側縁部
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