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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の建築板が階段状に重ねられて構造物下地に施工された建築板の施工構造であって、
前記建築板における下段の前記建築板と重なる端部を裏側から持ち上げて支持する支持部
を有する支持部材を備え、
前記支持部は、
前記端部を支持する部分と、
前記部分を挟んで前記複数の建築板が階段状に並ぶ方向に離間し、前記下段の建築板の表
面に沿う一対の設置片部とを有することを特徴とする建築板の施工構造。
【請求項２】
請求項１に記載の建築板の施工構造において、
前記支持部材は、
前記端部と対向するように前記支持部から立ち上がる立ち上がり部を更に有することを特
徴とする建築板の施工構造。
【請求項３】
請求項２に記載の建築板の施工構造において、
前記立ち上がり部は、前記下段の建築板と重なる前記端部の裏側に形成された隙間及び該
端部をカバーすることを特徴とする建築板の施工構造。
【請求項４】
請求項３に記載の建築板の施工構造において、
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前記立ち上がり部に、水抜き孔が形成されたことを特徴とする建築板の施工構造。
【請求項５】
請求項４に記載の建築板の施工構造において、
複数の前記建築板が階段方向と直交する方向に突付けて施工されており、
前記支持部材は、その下段において突付け施工された前記建築板上に設置されており、
前記水抜き孔は、前記直交する方向において、前記突付け部分からずれた位置に形成され
ていることを特徴とする建築板の施工構造。
【請求項６】
請求項２～５のいずれか１項に記載の建築板の施工構造において、
各前記建築板の前記下段の建築板と重なる前記端部が前記立ち上がり部と前記支持部との
間に差込まれていることを特徴とする建築板の施工構造。
【請求項７】
請求項２～６のいずれか１項に記載の建築板の施工構造において、
複数の前記建築板が階段方向と直交する方向に突付け施工されており、前記支持部材は、
前記直交する方向に長尺状に延びて、前記直交する方向に並ぶ複数の建築板における前記
下段の建築板と重なる前記端部を表側から押さえることを特徴とする建築板の施工構造。
【請求項８】
複数の建築板が階段状に重ねられて構造物下地に施工される建築板の施工構造において用
いられる支持部材であって、
前記建築板における下段の前記建築板と重なる端部を裏側から持ち上げて支持する支持部
を備え、
前記支持部は、
前記端部を支持する部分と、
前記部分を挟んで前記複数の建築板が並ぶ方向に離間し、前記下段の建築板の表面に沿う
一対の設置片部とを有したことを特徴とする支持部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建築板の施工構造及びこれに用いられる支持部材に関し、詳しくは複数の建
築板が階段状に重ねられて構造物下地に施工された建築板の施工構造及びこれに用いられ
る支持部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、平板屋根材が軒側から棟側に向かって重ね葺きされた施工構造が開示
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－２４６７０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１に開示された平板屋根材は、厚みが小さくて軽量であるものの、
施工された状態では、平板屋根材が薄く見えて重厚感が得られ難い。
【０００５】
　本発明は前記事情に鑑みてなされたものであって、薄くて軽量な建築板を用いながら、
建築板を厚く見せて重厚感を得ることができる建築板の施工構造及びこれに用いられる支
持部材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　前記目的を達成するために本発明に係る一態様の建築板の施工構造は、複数の建築板が
階段状に重ねられて構造物下地に施工された建築板の施工構造であって、前記建築板にお
ける下段の前記建築板と重なる端部が裏側から持ち上げられていることを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明に係る一態様の支持部材は、複数の建築板が階段状に重ねられて構造物下
地に施工される建築板の施工構造において用いられる支持部材であって、前記建築板にお
ける下段の前記建築板と重なる端部を裏側から持ち上げて支持する支持部を備えたことを
特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の建築板の施工構造及び支持部材にあっては、建築板の端部を裏側から持ち上げ
るため、薄く軽量な建築板を用いながら、建築板を厚く見せて、重厚感を得ることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明に係る一実施形態の建築板の施工構造を示した側断面図である。
【図２】図２Ａは、同上の施工構造の軒側から見た正面図であり、図２Ｂは図２ＡのＣ部
拡大図である。
【図３】図３Ａは図１のＡ部拡大図であり、図３Ｂは図１のＢ部拡大図である。
【図４】図４Ａ～図４Ｄは、同上の建築板の施工構造に用いられる支持部材（第１支持部
材）であって、図４Ａは正面図であり、図４Ｂは側面図であり、図４Ｃは図４ＡのＣ部拡
大図であり、図４Ｄは図４ＡのＤ－Ｄ線拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、添付図面に基づいて、本実施形態の建築板の施工構造及びこれに用いられる支持
部材について説明する。
【００１１】
　図１に示す本実施形態の建築板の施工構造は、構造物下地と、複数の建築板と、複数の
支持部材３と、複数の断熱材５と、複数の固着具６，７とを備えている。本実施形態の建
築板は、屋根板２であって、構造物下地は野地板で構成された屋根下地１である。複数の
屋根板２は、階段状に重ねられて屋根下地１に施工されている。また、本実施形態の建築
板の施工構造では、複数の屋根板２が階段方向と直交する方向に突付け施工されている。
ここで、「階段方向」とは、階段状に重ねられた複数の屋根板２が並ぶ方向であり、本実
施形態では後述する軒棟方向である。
【００１２】
　（建築板）
　本実施形態の屋根板２は、平板状のスレート瓦であって、セメント系成形材料を成形し
、養生硬化することで製造される。
【００１３】
　複数の屋根板２は、図１及び図２に示すように、屋根下地１上に、軒棟方向と軒方向と
の両方向に並んだ状態で設置されている。ここで、軒棟方向とは屋根の勾配方向であり、
軒方向とは軒棟方向と直交する水平方向である。
【００１４】
　複数の屋根板２は、軒棟方向に隣接する屋根板２のうち、軒側の屋根板２（以下、軒側
屋根板２ａという）の棟側部分が、棟側の屋根板２（以下、棟側屋根板２ｂという）に表
側から覆われるように、屋根下地１上に設置されている。すなわち、軒棟方向に隣接する
屋根板２にあっては、一方の屋根板２（軒側屋根板２ａ）の隣接方向他方側（棟側）の部
分が、他方の屋根板２（棟側屋根板２ｂ）に表側から覆われるように施工されている。な
お、図１及び図２では、便宜上、複数の屋根板２のうち、軒側から数えて２段目の屋根板
２を軒側屋根板２ａとし、軒側から数えて３段目の屋根板２を棟側屋根板２ｂとしている
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。
【００１５】
　本実施形態では、図２に示すように軒方向に隣接する屋根板２が、端面同士を突合せて
軒方向に突付けた状態で施工されている。以下、軒方向に隣接する屋根板２の突付けた部
分を突付け部分２５という。
【００１６】
　また、本実施形態の複数の屋根板２は、千鳥状に配置されており、軒棟方向に隣接する
屋根板２のうち、軒側屋根板２ａは、棟側屋根板２ｂと、軒方向においてずれた状態で配
置されている。本実施形態においては、棟側に施工された屋根板２の突付け位置が、その
軒側に施工された屋根板２の軒方向中央に位置するように施工されている。
【００１７】
　図１に示すように屋根板２は、軒棟方向と軒方向との両者に直交する方向に見て、棟側
に隣接した屋根板２と重なって表面が露出しない重なり部２０と、棟側に隣接した屋根板
２とは重ならない非重なり部２１とを備えている。
【００１８】
　（支持部材）
　各屋根板２の軒側端部２２の裏側には、支持部材３が設けられている。本実施形態の建
築板の施工構造は、支持部材３として、複数の屋根板２のうち最も軒側に位置する屋根板
２（以下、軒端屋根板２ｃという）の裏側に設けられた第１支持部材３ａと、複数の屋根
板２のうち軒端屋根板２ｃを除く他の屋根板２の裏側に設けられた第２支持部材３ｂとを
備えている。
【００１９】
　軒端屋根板２ｃの軒側端部２２は、この裏側の施工面を構成する屋根下地１の表面に第
１支持部材３ａを介して施工されている。本実施形態の第１支持部材３ａは、軒方向に複
数設けられている。
【００２０】
　軒端屋根板２ｃ以外の屋根板２における軒側端部（下段の屋根板２に重ねられる端部）
２２は、この裏側の施工面を構成する屋根板２の表面に第２支持部材３ｂを介して施工さ
れている。本実施形態の第２支持部材３ｂは、軒方向に複数設けられている。
【００２１】
　（第１支持部材）
　第１支持部材３ａは、軒方向に延びており、その長手方向は軒方向と一致している。図
４Ａ～図４Ｄに示す本実施形態の第１支持部材３ａは金属製であって、金属板を曲げ加工
して形成されている。
【００２２】
　図３Ａに示すように、本実施形態の第１支持部材３ａは、軒端屋根板２ｃの軒側端部２
２を裏側から持ち上げて支持する支持部３３と、軒端屋根板２ｃの軒側端部２２と対向す
るように支持部３３から立ち上がる立ち上がり部３４とを備えている。支持部３３により
軒端屋根板２ｃの軒側端部２２が持ち上げられることで、軒端屋根板２ｃは外観上厚く見
える。また、立ち上がり部３４は軒端屋根板２ｃの軒側への移動を規制する。
【００２３】
　本実施形態の第１支持部材３ａは、図２に示すように、軒端屋根板２ｃと軒方向の幅が
同じである。
【００２４】
　なお、第１支持部材３ａは、軒端屋根板２ｃよりも軒方向の幅が長く、軒端屋根板２ｃ
から、軒端屋根板２ｃの軒方向に隣接した軒端屋根板２ｃ（隣接建築板）まで延びていて
もよい。また、第１支持部材３ａは、軒端屋根板２ｃよりも軒方向の幅が短くてもよい。
【００２５】
　図３Ａに示すように、本実施形態の支持部３３は、軒方向と直交する断面の形状がハッ
ト状であり、一対の設置片部３５，３６と、一対の立上片部３７，３８と、支持片部３９
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とを備えている。
【００２６】
　一対の設置片部３５，３６は軒棟方向に離間して配置されている。設置片部３５，３６
は屋根下地１の表面に沿った板状に形成されている。
【００２７】
　一対の設置片部３５，３６のうち、棟側の設置片部３６は、屋根下地１に固着される固
着部を構成している。設置片部３６には、軒方向に並んだ複数の挿通孔４０が形成されて
いる。
【００２８】
　挿通孔４０には、釘又はねじからなる固着具６が挿通されており、固着具６は屋根下地
１に打入されている。これにより、設置片部３６は屋根下地１に固着され、第１支持部材
３ａは屋根下地１に対して固定されている。
【００２９】
　一対の立上片部３７，３８は、軒側の設置片部３５の棟側端及び棟側の設置片部３６の
軒側端からそれぞれ表側（上側）に向かって延出している。立上片部３７，３８は設置片
部３５，３６に対して垂直な板状に形成されている。
【００３０】
　支持片部３９は一対の立上片部３７，３８の上端（屋根下地１側とは反対側の端）同士
を繋いでおり、軒端屋根板２ｃの軒側端部２２の裏面に沿った板状に形成されている。
【００３１】
　軒端屋根板２ｃの軒側端部２２は、支持片部３９に載置されることで、屋根下地１の表
面から上方に離れた位置で支持されている。軒端屋根板２ｃは、図１に示すように、軒側
端に近い部分ほど屋根下地１の表面から離れるように軒棟方向に対して傾斜している。
【００３２】
　図３Ａに示すように、第１支持部材３ａが備えた立ち上がり部３４は、支持部３３の軒
側端に繋がっている。本実施形態の立ち上がり部３４は、軒端屋根板２ｃの軒側端部２２
及びこの裏側に形成された隙間８（軒端屋根板２ｃの軒側端部２２と屋根下地１との間）
を軒側からカバーする。
【００３３】
　本実施形態の立ち上がり部３４は、軒方向と直交する断面の形状が、逆Ｌ字状に形成さ
れており、軒側の設置片部３５の軒側端から表側（上側）に向かって延出した立ち上がり
片部４１と、立ち上がり片部４１の上端から棟側に向かって延出した押え片部４２とを備
えている。
【００３４】
　立ち上がり片部４１は、軒側の立上片部３７と略平行な板状に形成されている。立ち上
がり片部４１は、軒端屋根板２ｃ及び隙間８の軒側に位置し、軒端屋根板２ｃの軒側端面
と立上片部３７とに対向している。軒端屋根板２ｃの軒側端部２２及び隙間８は、立ち上
がり片部４１により、軒側からカバーされている。
【００３５】
　押え片部４２は支持片部３９と略平行な板状に形成されており、支持片部３９よりも上
方に位置している。
【００３６】
　第１支持部材３ａには、押え片部４２と支持片部３９とで、棟側に向かって開口した差
込溝４３が構成されている。差込溝４３は第１支持部材３ａの長手方向の全長に亘って形
成されている。差込溝４３には軒端屋根板２ｃの軒側端部２２が差し込まれている。
【００３７】
　押え片部４２は軒端屋根板２ｃの軒側端部２２の表面に沿った板状に形成されており、
軒端屋根板２ｃの軒側端部２２を表側から押える。なお、押え片部４２は軒端屋根板２ｃ
の軒側端部２２に接することで屋根下地１から離れる方向に移動することを規制する機能
を備えていればよく、施工状態においては、軒側端部２２に対して屋根下地１に近づく方
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向に力を加えるものであってもよいし、加えないものであってもよい。
【００３８】
　（断熱材）
　図１に示すように、各屋根板２の裏側には、断熱材５が設けられている。本実施形態の
断熱材５は、発泡プラスチックからなる発泡断熱材であって、ポリスチレン樹脂から形成
されている。なお、断熱材５は、ウレタン樹脂又はポリエチレン樹脂等のポリスチレン以
外の樹脂から形成されてもよい。
【００３９】
　本実施形態の建築板の施工構造は、断熱材５として、軒端屋根板２ｃの裏側に設けられ
た第１断熱材５ａと、他の屋根板２の裏側に設けられた第２断熱材５ｂとを備えている。
各断熱材５ａ，５ｂは、ルーフィング９を介して屋根下地１上に設置されている。
【００４０】
　（第１断熱材）
　軒端屋根板２ｃは第１断熱材５ａを介して屋根下地１上に施工されており、これにより
屋根において軒端屋根板２ｃが施工された部分の断熱性が高くなっている。また、第１断
熱材５ａはクッション性を有するため、屋根板２の施工時や改修時において作業者によっ
て軒端屋根板２ｃが踏まれる等して、軒端屋根板２ｃが割れることが抑制される。
【００４１】
　第１断熱材５ａは、軒方向に延びた長尺状に形成されている。第１断熱材５ａの軒方向
の幅は、軒端屋根板２ｃの軒方向の幅と比較して、長くてもよいし、短くてもよい。また
、第１断熱材５ａの軒方向の幅は、軒端屋根板２ｃの軒方向の幅と同じであってもよい。
【００４２】
　第１断熱材５ａの軒方向と直交する断面の形状は、直角三角形状である。第１断熱材５
ａの裏面は、屋根下地１の表面と第１支持部材３ａの設置片部３６の表面に沿っている。
第１断熱材５ａの軒側端面は、第１支持部材３ａの棟側の立上片部３８の棟側面に沿って
いる。第１断熱材５ａの表面は、軒端屋根板２ｃの裏面に沿っている。第１断熱材５ａは
、軒方向に見て、屋根下地１、支持部材３、軒端屋根板２ｃで囲まれた領域の全体に亘っ
ている。
【００４３】
　（第２支持部材）
　軒端屋根板２ｃ以外の屋根板２の軒側端部２２の裏側に設けられた第２支持部材３ｂは
、第１支持部材３ａと略同じ構成を有している。このため、以下では第２支持部材３ｂに
おいて第１支持部材３ａと共通する構成には同一の符号を付して重複する説明を省略する
。
【００４４】
　図３Ｂに示すように、第２支持部材３ｂは、軒側屋根板２ａと棟側屋根板２ｂの軒側端
部２２との間に位置している。第２支持部材３ｂの支持部３３は、棟側屋根板２ｂの軒側
端部２２を裏側から持ち上げて支持している。これにより、棟側屋根板２ｂは外観上厚く
見える。本実施形態の第２支持部材３ｂの立ち上がり部３４は、棟側屋根板２ｂの軒側端
部２２及びこの裏側に形成された隙間８（軒側屋根板２ａと棟側屋根板２ｂの間）を軒側
からカバーする。これにより、棟側屋根板２ｂはより一層厚く見える。
【００４５】
　図２に示すように、第２支持部材３ｂの軒方向の幅は、軒側屋根板２ａの軒方向の幅、
及び棟側屋根板２ｂの軒方向の幅と同じである。
【００４６】
　複数の第２支持部材３ｂの中には、軒方向に並んだ複数の軒側屋根板２ａに亘る第２支
持部材３ｂと、軒方向に並んだ複数の棟側屋根板２ｂに亘る第２支持部材３ｂとがある。
すなわち、複数の第２支持部材３ｂの中には、軒側屋根板２ａからこの軒側屋根板２ａに
軒方向において隣接した軒側屋根板２ａ（隣接建築板）まで延びた第２支持部材３ｂと、
棟側屋根板２ｂ及びこの棟側屋根板２ｂに軒方向において隣接した棟側屋根板２ｂまで延
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びた第２支持部材３ｂとがある。
【００４７】
　図３Ｂに示すように、第２支持部材３ｂの一対の設置片部３５，３６は、軒側屋根板２
ａの表面に沿っている。本実施形態の第２支持部材３ｂは、図１に示すように、支持部３
３の高さ（設置片部３５から支持片部３９までの距離）が、第１支持部材３ａの支持部３
３の高さよりも低くなっており、これにより、棟側屋根板２ｂの軒側端部２２の屋根下地
１からの高さは、軒端屋根板２ｃの軒側端部２２の屋根下地１からの高さと略同じになっ
ている。
【００４８】
　図３Ｂに示すように、第２支持部材３ｂの棟側の設置片部３６に形成された複数の挿通
孔４０の各々には、釘又はねじからなる固着具７が挿通されている。固着具７は、軒側屋
根板２ａの重なり部２０に予め形成された固着具用孔２４と、軒側屋根板２ａの裏側に配
置された断熱材５とを通して屋根下地１に打入されている。これにより、第２支持部材３
ｂ及び軒側屋根板２ａは、屋根下地１に対して固定されている。
【００４９】
　第２支持部材３ｂの挿通孔４０は、軒側屋根板２ａの固着具用孔２４よりも軒方向の寸
法が長い孔であることが好ましい。例えば軒側屋根板２ａの固着具用孔２４は、固着具７
の軸部と略同じ径の円孔であり、第２支持部材３ｂの挿通孔４０は、軒方向に延びた長孔
である。この場合、作業者が固着具７を用いて第２支持部材３ｂを屋根下地１に固定する
にあたって、軒側屋根板２ａの固着具用孔２４と、軒側屋根板２ａに載置された第２支持
部材３ｂの挿通孔４０との位置合わせを行う場合に、挿通孔４０よりも大きな固着具用孔
２４を通して挿通孔４０を視認し易くなる。このため、作業者は前述の位置合わせを容易
に行うことができる。
【００５０】
　第２支持部材３ｂの支持片部３９は、棟側屋根板２ｂの裏面に沿っている。棟側屋根板
２ｂの軒側端部２２は、第２支持部材３ｂの支持片部３９に載置されることで、軒側屋根
板２ａの表面から離れた位置で支持されている。
【００５１】
　本実施形態の第２支持部材３ｂは、図１に示すように、棟側屋根板２ｂを軒端屋根板２
ｃと平行になるように支持している。
【００５２】
　図３Ｂに示すように、第２支持部材３ｂの立ち上がり片部４１は、棟側屋根板２ｂ及び
隙間８の軒側に位置し、棟側屋根板２ｂの軒側端部２２及び隙間８を軒側からカバーして
いる。第２支持部材３ｂに形成された差込溝４３には、棟側屋根板２ｂの軒側端部２２が
差し込まれている。
【００５３】
　第２支持部材３ｂの押え片部４２は、棟側屋根板２ｂの軒側端部２２の表面に沿い、棟
側屋根板２ｂの軒側端部２２を表側から押える。
【００５４】
　（第２断熱材）
　図１に示すように、棟側屋根板２ｂ（軒端屋根板２ｃを除く屋根板２）は、第２断熱材
５ｂを介して軒側屋根板２ａ上に設置されており、これにより屋根における棟側屋根板２
ｂが設置された部分の断熱性が高くなっている。また、第２断熱材５ｂはクッション性を
有するため、屋根板２の施工時や改修時において作業者により棟側屋根板２ｂが踏まれる
等して、棟側屋根板２ｂや軒側屋根板２ａが割れることが抑制される。
【００５５】
　第２断熱材５ｂは、軒方向に延びた長尺状に形成されている。第２断熱材５ｂの軒方向
の幅は、棟側屋根板２ｂの軒方向の幅と同じであってもよい。また、第２断熱材５ｂの軒
方向の幅は、棟側屋根板２ｂの軒方向の幅と比較して、長くてもよいし、短くてもよい。
【００５６】
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　図１に示すように、本実施形態の第２断熱材５ｂは、軒棟方向に隣り合う軒側屋根板２
ａと棟側屋根板２ｂとの重なり部分に挟まれた第１部分５１と、第１部分５１とは別に第
１部分５１に隣接して配置され、第１部分５１の表側の建築板（棟側屋根板２ｂ）と屋根
下地１との間に配置される第２部分５２とを備えている。第１部分５１と第２部分５２と
は別部材である。
【００５７】
　第１部分５１は、軒方向と直交する断面の形状が、軒側屋根板２ａの表面に沿って延び
た矩形状である。第１部分５１の裏面は、軒側屋根板２ａの表面に沿い、第１部分５１の
表面は、棟側屋根板２ｂの裏面に沿っている。第１部分５１の軒側端面は、第２支持部材
３ｂの立上片部３８に沿っている。第１部分５１の棟側端は、軒側屋根板２ａの棟側端と
軒棟方向において同位置にあり、第１部分５１の棟側端面は、軒側屋根板２ａの棟側端面
と面一になるように配置されている。
【００５８】
　第２部分５２は、軒方向と直交する断面の形状が、直角三角形状である。第２部分５２
の裏面は、屋根下地１の表面に沿っている。第２部分５２の軒側端面は、軒側屋根板２ａ
の棟側端面及び第１部分５１の棟側端面に沿っている。第２部分５２の表面は、棟側屋根
板２ｂの裏面に沿っている。
【００５９】
　第１部分５１の棟側端面と第２部分５２の軒側端面とは接しており、軒方向に見て、第
１部分５１及び第２部分５２は、軒側屋根板２ａ、支持部材３、棟側屋根板２ｂ及び屋根
下地１で囲まれた領域の全体に亘っている。
【００６０】
　本実施形態では、第１部分５１と第２部分５２とが別部材であるので、第１部分５１及
び第２部分５２のそれぞれをシンプルな形状にすることができる。
【００６１】
　また、本実施形態の第２断熱材５ｂにあっては、棟側屋根板２ｂの軒棟方向幅が異なる
場合、第２部分５２として軒棟方向幅が同じ共通の第２部分５２を用い、かつ第１部分５
１として棟側屋根板２ｂの軒棟方向幅に応じたサイズの第１部分５１を用いることで、棟
側屋根板２ｂの裏側の略全体を断熱することができる。
【００６２】
　（排水構造）
　ところで、本実施形態の建築板の施工構造においては、雨水が、屋根板２の軒側端部２
２と、当該屋根板２を支持する支持部材３の押え片部４２との間から、当該支持部材３の
立ち上がり部３４と支持部３３との間に入り込む可能性がある。このため、本実施形態の
各支持部材３には、図４Ｃに示すように、軒側の設置片部３６から立ち上がる立ち上がり
片部４１の下端部に、立ち上がり部３４と支持部３３との間に入り込んだ雨水を排出する
ための水抜き孔４５が形成されている。
【００６３】
　本実施形態では、図４Ａに示すように、立ち上がり片部４１の下端部において軒方向の
両端部を除いた部分に、棟側に凹んだ凹部４６が形成されている。凹部４６の奥部４７は
、図４Ｄに示すように、下端に近い部分ほど棟側に位置するように傾斜した板状に形成さ
れている。本実施形態では、奥部４７に、軒方向に並んだ複数の水抜き孔４５が形成され
ている。
【００６４】
　立ち上がり部３４と支持部３３との間に入り込んだ雨水は、水抜き孔４５から立ち上が
り部３４の軒側に排出される。ここで、第２支持部材３ｂが支持する棟側屋根板２ｂの軒
側には、図２Ａ及び図２Ｂに示すように、下段の複数の軒側屋根板２ａが軒方向に突付け
て施工されているが、第２支持部材３ｂには、水抜き孔４５が軒方向において軒側屋根板
２ａの突付け部分２５からずれた位置に形成されている。このため、水抜き孔４５から排
出された雨水は、突付け部分２５に至り難い。従って、水抜き孔４５から排出された雨水
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が、突付け部分２５から断熱材５や屋根下地１に浸入するといった事態が生じ難い。
【００６５】
　また、立ち上がり部３４と支持部３３との間に入り込んだ、軒側の設置片部３５上の雨
水は、水抜き孔４５から吹き込んだ風により棟側に流れる可能性があるが、本実施形態の
支持部材３は、図３Ａ及び図３Ｂに示すように、立ち上がり部３４の棟側に、支持部３３
の軒側の立上片部３７が位置するので、前記吹き込みにより軒側の設置片部３５上の雨水
が棟側に向かって流れたとしても、この雨水は立上片部３７で堰き止められる。このため
、設置片部３５上の雨水が、棟側の設置片部３５の挿通孔４０に至り、当該挿通孔４０及
び屋根板２の固着具用孔２４を通って断熱材５や屋根下地１に浸入するといった事態が生
じ難い。
【００６６】
　（施工）
　複数の屋根板２の施工は、例えば以下のように行われる。まず、作業者は、複数の第１
支持部材３ａを施工する。この際、作業者は、第１支持部材３ａを屋根下地１上に載置し
、この後、複数の固着具６を第１支持部材３ａの設置片部３６の表側から複数の挿通孔４
０を通して屋根下地１に打入する。これにより、第１支持部材３ａは屋根下地１に固定さ
れる。
【００６７】
　次に作業者は、複数の第１断熱材５ａを施工する。この際、作業者は、第１断熱材５ａ
の軒側端面を第１支持部材３ａの棟側の立上片部３８に沿わせて、第１断熱材５ａを屋根
下地１に載置する。
【００６８】
　次に作業者は、複数の軒端屋根板２ｃを施工する。この際、作業者は、軒端屋根板２ｃ
の軒側端部２２を第１支持部材３ａの差込溝４３に棟側から差し込み、軒端屋根板２ｃを
第１支持部材３ａの支持片部３９及び第１断熱材５ａに載置する。
【００６９】
　次に作業者は、複数の第２支持部材３ｂを施工する。この際、作業者は、軒端屋根板２
ｃの重なり部２０に第２支持部材３ｂを載置し、この後、複数の固着具７を、当該第２支
持部材３ｂの設置片部３６の表側から、複数の挿通孔４０、複数の固着具用孔２４及び第
１断熱材５ａを通して屋根下地１に打入する。これにより、第２支持部材３ｂ及び軒側屋
根板２ａは、屋根下地１に固定される。
【００７０】
　次に作業者は、複数の第２断熱材５ｂを施工する。この際、作業者は、図１に示す第２
断熱材５ｂの第１部分５１の軒側端面を第２支持部材３ｂの棟側の立上片部３８に沿わせ
て、第１部分５１を軒端屋根板２ｃの重なり部２０に載置すると共に、第２部分５２の軒
側端面を第１部分５１の棟側端面に沿わせて、第２部分５２を屋根下地１に載置する。
【００７１】
　次に作業者は、軒端屋根板２ｃの一段棟側の複数の屋根板２を施工する。この際、作業
者は、図３Ｂに示すように軒端屋根板２ｃの棟側に隣接する屋根板２の軒側端部２２を第
２支持部材３ｂの差込溝４３に棟側から差し込み、この屋根板２を第２支持部材３ｂの支
持片部３９、第２断熱材５ｂの第１部分５１及び第２部分５２に載置する。
【００７２】
　そして、以後、作業者は、上述と同様に、第２支持部材３ｂの施工、第２断熱材５ｂの
施工及び屋根板２の施工を順に繰り返し行い、これにより屋根板２を軒先から棟に亘るま
で葺設する。
【００７３】
　（補足）
　以上説明した実施形態は、適宜設計変更可能である。例えば、屋根板２及び支持部材３
の各々の材質は、適宜変更可能である。また、支持部材３は軒方向に短尺のピース材であ
ってもよい。また、支持部材３の押え片部４２や水抜き孔４５は省略可能である。
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【００７４】
　また、本実施形態の支持部材３は屋根板２を持ち上げて支持する支持部３３を備えてい
るが、支持部材３は支持部３３を備えていなくてもよく、また、支持部材３は省略しても
よい。この場合、屋根板２は支持具等の他の支持具によって支持される。
【００７５】
　また、第２断熱材５ｂは第１部分５１と第２部分５２とが一体に形成されてもよい。ま
た、第１断熱材５ａは複数の断熱材５で構成されてもよい。また、断熱材５は省略しても
よい。
【００７６】
　また、本実施形態の建築板は、屋根板２であるが、これに限定されず、例えば建物の外
壁を構成する壁板であってもよい。また、建築板は外装材に限られず、建物の内壁を構成
する壁板等であってもよい。
【００７７】
　（効果）
　以上説明した実施形態の建築板の施工構造は、複数の建築板が階段状に重ねられて構造
物下地に施工された建築板の施工構造であって、以下に示す特徴を有している。建築板に
おける下段の建築板と重なる端部２２が裏側から持ち上げられる。以下、この特徴を有す
る建築板の施工構造を第１の態様の建築板の施工構造という。
【００７８】
　第１の態様の建築板の施工構造にあっては、建築板の端部２２が裏側から持ち上げられ
るため、薄く軽量な建築板を用いながら、建築板を厚く見せて、重厚感を得ることができ
る。
【００７９】
　また、前記実施形態の建築板の施工構造は、第１の態様の建築板の施工構造が有する特
徴に加えて、以下に示す付加的な特徴を有する。建築板の施工構造は、支持部材３を備え
る。支持部材３は、下段の建築板と重なる端部２２を裏側から持ち上げて支持する支持部
３３と、端部２２と対向するように支持部３３から立ち上がる立ち上がり部３４とを有す
る。以下、この建築板の施工構造を第２の態様の建築板の施工構造という。
【００８０】
　第２の態様の建築板の施工構造にあっては、支持部材３を用いて建築板の端部２２を持
ち上げて支持することができる。また、立ち上がり部３４によって建築板の移動を規制で
きる。
【００８１】
　また、前記実施形態の建築板の施工構造は、第２の態様の建築板の施工構造が有する特
徴に加えて、以下に示す付加的な特徴を有する。立ち上がり部３４は、下段の建築板と重
なる端部２２の裏側に形成された隙間８及び端部２２をカバーする。以下、この建築板の
施工構造を第３の態様の建築板の施工構造という。
【００８２】
　第３の態様の建築板の施工構造にあっては、建築板の端部２２の裏側に形成された隙間
８及び端部２２が、立ち上がり部３４によってカバーされる。このため、建築板をより一
層厚く見せることができる。
【００８３】
　また、前記実施形態の建築板の施工構造は、第３の態様の建築板の施工構造が有する特
徴に加えて、以下に示す付加的な特徴を有する。立ち上がり部３４に、水抜き孔４５が形
成される。以下、この建築板の施工構造を第４の態様の建築板の施工構造という。
【００８４】
　第４の態様の建築板の施工構造にあっては、建築板と立ち上がり部３４との間から、立
ち上がり部３４と支持部３３との間に入り込んだ雨水を水抜き孔４５から排出できる。ま
た、立ち上がり部３４と支持部３３との間に入り込んだ雨水が、水抜き孔４５から吹き込
んだ風により前記隣接方向他方側に流れることを支持部３３により抑制することができる
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【００８５】
　また、前記実施形態の建築板の施工構造は、第４の態様の建築板の施工構造が有する特
徴に加えて、以下に示す付加的な特徴を有する。複数の建築板が階段方向と直交する方向
に突付けて施工される。支持部材３は、その下段において突付け施工された建築板上に設
置される。水抜き孔４５は、前記直交する方向において、突付け部分２５からずれた位置
に形成される。以下、この建築板の施工構造を第５の態様の建築板の施工構造という。
【００８６】
　第５の態様の建築板の施工構造にあっては、水抜き孔４５が、前記直交する方向におい
て、下段において突付け施工された建築板の突付け部分２５からずれた位置に形成される
ため、水抜き孔４５から排出された水が、突付け部分２５に入り込み難くなる。このため
、突付け部分２５から建築板の裏側に水が浸入することが抑制される。
【００８７】
　また、前記実施形態の建築板の施工構造は、第２～第５のいずれかの態様の建築板の施
工構造が有する特徴に加えて、以下に示す付加的な特徴を有する。各建築板の下段の建築
板と重なる端部２２が立ち上がり部３４と支持部３３との間に差込まれる。以下、この建
築板の施工構造を、第６の態様の建築板の施工構造という。
【００８８】
　第６の態様の建築板の施工構造にあっては、立ち上がり部３４と支持部３３との間に建
築板の端部２２を差し込むことで、建築板を施工することができる。
【００８９】
　また、前記実施形態の建築板の施工構造は、第２～第６のいずれかの態様の建築板の施
工構造が有する特徴に加えて、以下に示す付加的な特徴を有する。複数の建築板が階段方
向と直交する方向に突付け施工されている。支持部材３は、前記直交する方向に長尺状に
延びる。支持部材３は、前記直交する方向に並ぶ複数の建築板における下段の建築板と重
なる端部２２を表側から押さえる。以下、この建築板の施工構造を第７の態様の建築板の
施工構造という。
【００９０】
　第７の態様の建築板の施工構造にあっては、支持部材３により、前記直交する方向に並
ぶ複数の建築板における下段の建築板と重なる端部２２を表側から押えて固定することが
できる。
【００９１】
　また、前記実施形態の支持部材３は、複数の建築板が階段状に重ねられて構造物下地に
施工される建築板の施工構造において用いられる支持部材３であって、以下に示す特徴を
有する。建築板における下段の建築板と重なる端部２２を裏側から持ち上げて支持する支
持部３３を備える。以下、この支持部材３を第１の態様の支持部材３という。
【００９２】
　第１の態様の支持部材３にあっては、支持部３３により建築板の端部２２を持ち上げて
支持することで、薄く軽量な建築板を用いながら、建築板を厚く見せて、重厚感を得るこ
とができる。
【符号の説明】
【００９３】
　１　屋根下地（構造物下地）
　２　屋根板（建築板）
　２ａ　軒側屋根板（一方の建築板）
　２ｂ　棟側屋根板（他方の建築板）
　２２　屋根板の軒側端部
　２５　突付け部分
　３　支持部材
　３３　支持部
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　３４　立ち上がり部
　４５　水抜き孔
　８　隙間

【図１】 【図２】
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