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(57)【要約】
【課題】勾配等に関わらず、建築物の軒樋や内樋等に取
り付けられて落ち葉等による樋詰まりを防止すると共に
雨水の内樋等への導入を確実に行うことができるカバー
部材を提供する。
【解決手段】本発明のカバー部材１は、略平面状のカバ
ー部１１と、少なくとも一端に取付部１２，１３とを有
する部材であって、カバー部１１には、表面側平坦状部
１１１から裏面側へ連続する複数の案内部１１２と、該
案内部１１２の水下側に形成される開口部１１３とを有
し、案内部１１２の少なくとも一部が裏面側に中心或い
は重心が位置する弧状であ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】
　略平面状のカバー部と、少なくとも一端に取付部とを有するカバー部材であって、
　前記カバー部には、表面側平坦状部から裏面側へ連続する複数の案内部と、該案内部の
水下側に形成される開口部とを有し、前記案内部の少なくとも一部が裏面側に中心或いは
重心が位置する弧状であることを特徴とするカバー部材。
【請求項２】
　案内部及び開口部は、流れ方向及び幅方向に複数設けられ、流れ方向には、位相状に配
置されていることを特徴とする請求項１に記載のカバー部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、勾配等に関わらず、建築物の軒樋や内樋等に取り付けられて落ち葉等による
樋詰まりを防止すると共に雨水の軒樋等への導入を確実に行うことができるカバー部材に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　建築物の屋根には、雨水を流す流水路として各種の軒樋や内樋等の樋類が設けられてい
るが、それらの樋類の中に雨水に混じって落ち葉等が混入して閉塞状態となってしまうこ
とを防止するため、前記樋類の表面には落ち葉よけの蓋状構造を採用するか、或いは別途
カバー材等を配設することが多い。
　例えば特許文献１に記載の軒樋１や特許文献２に記載の雨樋４は、平坦状の装置であっ
て、その蓋状部分２５やその雨樋カバーは、ほぼ水平状に設置される部材であり、特許文
献１には長孔状の通孔２２が、特許文献２には正円状の穴１が形成されている。
　しかし、これらの特許文献１，２に記載の通孔２２や穴１では、雨水やゴミ等が入り難
く、閉塞し易いという問題があった。
【０００３】
　そのため、本願出願人は、特許文献３に記載の構造を提案し、ごみの侵入し難さや円滑
な裏面への排出を促すものとして、平面視が横長孔状で、略Ｊ字状の案内部分を備える構
造を提案した。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－１４８０１４号公報
【特許文献２】特開２００９－１６７７７６号公報
【特許文献３】特許第３９１４８７０号公報
【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、前記特許文献３の構造に形成される構造では、勾配等によっては裏面へ
流下した雨水が、樋に落下せずに落ち葉除けの裏面を伝わって落ち葉除けの先端まで伝わ
り、雨水が滞留したり、樋以外へ落下する恐れがあった。また、このような端部での滞留
等は、金属製の樋や落ち葉除け自体の腐食（サビ）を招く恐れの高いものであった。さら
に冬期においては、凍結による破損や氷柱の原因にもなり、危険性の高いものであった。
【０００６】
　そこで、本発明は、勾配等に関わらず、建築物の軒樋や内樋等に取り付けられて落ち葉
等による樋詰まりを防止すると共に雨水の樋材への導入を確実に行うことができ、接触角
や表面張力の影響もないカバー部材を提案することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本発明は、上記に鑑み提案されたもので、略平面状のカバー部と、少なくとも一端に取
付部とを有するカバー部材であって、前記カバー部には、表面側平坦状部から裏面側へ連
続する複数の案内部と、該案内部の水下側に形成される開口部とを有し、前記案内部の少
なくとも一部が裏面側に中心或いは重心が位置する弧状であることを特徴とするカバー部
材に関するものである。
【０００８】
　また、本発明は、前記カバー部材において、案内部及び開口部は、流れ方向及び幅方向
に複数設けられ、流れ方向には、位相状に配置されていることを特徴とするカバー部材を
も提案する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明のカバー部材は、表面側平坦状部から裏面側へ連続する複数の案内部と、該案内
部の水下側に形成される開口部とを設けたので、雨水を確実に落下させて軒樋や内樋の内
部に導入させることができ、落ち葉等による樋詰まりを防止することができる。しかも、
前記案内部の少なくとも一部が裏面側に中心或いは重心が位置する弧状であるため、当該
カバー部材が配設された勾配に関わらず、ごみが侵入し難く、裏面側へ円滑に且つ確実に
排水できる。そのため、金属製の樋やカバー部材自体の腐食（サビ）を招く恐れが低いも
のである。
【００１０】
　また、案内部及び開口部が、流れ方向及び幅方向に複数設けられ、流れ方向には、位相
状に配置されている場合、表面側平坦状部を流れる雨水を確実に案内部に集めることがで
き、裏面側へ排出させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】（ａ）本発明の第１実施例のカバー部材の施工例の一つを示す側断面図、（ｂ）
その案内部及び開口部から雨水が裏面側へ排出される状態を拡大して示す側断面図である
。
【図２】（ａ）第１実施例のカバー部材を示す平面部、（ｂ）その側面図、（ｃ）その案
内部及び開口部の拡大側面図、（ｄ）その案内部及び開口部の拡大正面図である。
【図３】（ａ）別の施工例を示す側面部、（ｂ）カバー部材の表面側平坦状部を流れる雨
水が、案内部及び開口部から裏面側へ排出される状態を拡大して示す側面図である。
【図４】（ａ）第２実施例のカバー部材の施工例の一つを示す側断面部、（ｂ）その案内
部及び開口部から雨水が裏面側へ排出される状態を拡大して示す側断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明のカバー部材は、略平面状のカバー部と、少なくとも一端に取付部とを有し、前
記カバー部には、表面側平坦状部から裏面側へ連続する複数の案内部と、該案内部の水下
側に形成される開口部とを有し、前記案内部の少なくとも一部が裏面側に中心或いは重心
が位置する弧状であることを特徴とする。
【００１３】
　本発明のカバー材のカバー部は、軒樋や内樋等を覆う部位（上面部）に相当するもので
あって、該カバー部に形成する案内部は、表面側平坦状部から裏面側へ連続する面状部分
であり、該案内部の水下側に形成される開口部を有するものである。そして、前記案内部
の少なくとも一部が裏面側に中心或いは重心が位置する弧状であるため、この案内部から
雨水は、確実に深さ方向へ導かれて落下する。
【００１４】
　前記案内部の少なくとも一部が、裏面側に中心或いは重心が位置する弧状である構成に
ついて説明を補足する。
　前記「弧状」は、円や楕円の円弧を指すものである。そのため、この案内部全体が円弧
状又は楕円弧状であってもよいし、一部のみが円弧状又は楕円弧状でもよい。
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　また、「一部」とは、その先端（下端）に限定されるものではなく、直線状平坦面を含
むものでもよい。
　このように案内部は、その水下端に形成される開口部に向かう傾斜曲面状が望ましく、
その平面視形状は、横長矩形状でも、左右の対向する上端角を円弧状に形成した横長状で
もよく、特に限定するものではない。
【００１５】
　これらの案内部及び開口部は、流れ方向、幅方向にそれぞれ複数設けられ、流れ方向に
は、位相状に配置されていることが望ましい。
　この場合、表面側平坦状部を流れる雨水を確実に案内部に集めることができ、裏面側へ
排出させることができる。
【００１６】
　前述のように本発明のカバー部材には、少なくとも一端に取付部を設けるが、該取付部
は、後述する図示実施例のようにカバー部の水上端や水下端にそれぞれ設けることが望ま
しい。
　水下側に設ける取付部としては、図示するように軒樋等の軒先側の側面上端に係合する
コ字状係合部を備えることが望ましい。この場合、その取付によって、軒樋の軒先側を引
っ張り上げるように保持させる作用を果たすものとなる。
　水上側に設ける取付部としては、図示するように外装下地に固定した軒先唐草等にビス
止めすることが望ましい。この場合、その取付によって、前記軒樋の荷重等を軒先唐草か
ら外装下地に負担させることができる。
【００１７】
　また、このカバー部材は、一面状、即ち側面視直線状でもよいし、二つの平面を連結し
た、即ち側面視く字状でもよく、後者の場合には、その表面側を谷状底部としてもよいし
、該谷状底部に断面凹状の軒側排水溝を設けるようにしてもよい。
　なお、側面視く字状に成形する場合としては、後述する図示実施例のようにカバー部を
軒先に向かって下り傾斜状面に成形し、水下側取付部（コ字状係合部）の上面部を軒先に
向かって上り傾斜状面に成形する態様があり、これらの境界が谷状底部となる。また該谷
状底部に断面凹状の軒側排水溝が形成されるものとなる。
【００１８】
　このように長さ方向に連続する断面凹状の軒側排水溝が設けられ、しかも該軒側排水溝
を谷状底部に形成している場合には、確実に雨水をこの軒側排水溝の表面側に捕集でき、
仮に前記案内部等にて裏面側（軒樋）へ落下できなかった雨水があったとしても、確実に
雨水を捕集して長さ方向へ排水させることができる。更に、前記開口部から落下せずにカ
バー部材の裏面を伝わって流下する雨水も、この軒側排水溝の裏面側にて、確実に捕集し
て裏面側（軒樋）へ落下させることができる。
【００１９】
　このような構成を有する案内部や開口部の成形加工は、特に限定するものではないが、
例えば幅寸法のスリット加工と、それを下端とするプレス加工とを併用する（同時に行う
）ことにより、所望の案内部及び開口部を形成できる。したがって、このカバー部材は、
金属製、合成樹脂製、その他の素材にて作製されるが、前述の加工を行うことができるよ
うな素材であれば特に限定するものではなく、例えば横葺き外装材（屋根材）としても用
いられる素材、代表的には概ね０．４～１．６ｍｍ程度の表面化粧鋼板、ラミネート鋼板
、メッキ鋼板、ステンレス鋼板、アルミ合金板、チタン合金板、銅板等の公知の金属素材
を用いることができる。
【００２０】
　なお、左右方向に隣り合う案内部の間隔に、表面側へ隆起する分水リブを設けることに
より、雨水がより確実に案内部へ案内されるようにしてもよい。
【実施例１】
【００２１】
　図１（ａ）は、本発明の第１実施例のカバー部材１を用いた施工例の一つを示すもので
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あって、カバー材１を軒樋２を覆うように傾斜状に取り付けた状態を示している。
　このカバー部材１は、略平面状のカバー部１１と、少なくとも一端に取付部１２，１３
とを有し、前記カバー部１１には、表面側平坦状部１１１から裏面側へ連続する複数の案
内部１１２と、該案内部１１２の水下側に形成される開口部１１３とを有し、前記案内部
１１２の少なくとも一部が裏面側に中心或いは重心が位置する弧状であって、図示実施例
では、案内部１１２を、全体が円弧（面）状に形成されている。
【００２２】
　これらの案内部１１２及び開口部１１３は、図２（ａ）に示すように流れ方向、幅方向
にそれぞれ複数設けられ、流れ方向には、位相状に配置されている。
　この場合、図１（ｂ）に拡大して示すように表面側平坦状部１１１を流れる雨水（図中
に白塗り部分で示している）を確実に案内部１１２に集めることができ、開口部１１３か
ら裏面側へ排出させることができる。
【００２３】
　前記カバー部１１の水下側に形成される水下側成形部１２は、上面部分１２１が軒先（
軒端）に向かって上り傾斜状面となるコ字状係合部であって、軒樋２の軒先側の側面２２
の上端２２１に係合するものである。
　また、前記カバー部１１の水上側に形成される水上側成形部１３は、外装下地６に固定
した軒先唐草５にビス止め（ビス１ｂ）される部位であり、カバー部１１を水上側に延在
させた部位である。
【００２４】
　この第１実施例では、図２（ａ）に示すように案内部１１２及び開口部１１３が、流れ
方向（図面では上から下へ）に四列、幅方向（図面では左右方向）に六～八列設けられ、
流れ方向には位相状に配置されている。
　また、この第１実施例では、カバー部１１と水下側取付部１２との境界に、長さ方向（
横方向）に連続する断面凹状の軒側排水溝１４が設けられている。そして、当該軒側排水
溝１４は、軒先側に向かって下り傾斜状のカバー部１１と、水下側取付部１２の上り傾斜
状の上面部分１２１と、の境界に、図２（ｂ）等に示されるように谷状底部に形成されて
いるので、確実に雨水をこの軒側排水溝１４の表面側に捕集して長さ方向へ排水させるこ
とができる。
　しかも万が一、前記開口部１１３から落下せずにカバー部材１の裏面を伝わって流下す
る雨水も、この軒側排水溝１４の裏面側にて、確実に捕集して裏面側（軒樋）へ落下させ
ることができる。
【００２５】
　前記カバー部材１がその上面を覆う軒樋２は、雨水等を排水する内部空間（排水部）を
有する通し材であり、底面２１と二つの側面２２，２３とからなる断面略溝状に形成され
、軒先側の側面２２が、三つの傾斜面と二つの水平面とで構成される段状に形成され、そ
の上端２２１が、前記カバー材１のコ字状係合部（水下側成形部１２）に包持状に係合さ
れる係合受部である。
　また、建築物側の側面２３は、下端に支持受部２３１が形成される略垂直状の縦面であ
って、縦方向に延在する壁材７Ｂの外側に固定された壁面外装材８に、前記支持受部２３
１が支持されている。図中、２ｂはこの側面２３を壁材７Ｂに固定する固定具であり、８
ｂは、壁面外装材８と共にこの側面２３を固定する固定具である。
【００２６】
　前記カバー部材１の水上側成形部１３を固定する軒先唐草５は、外装下地６の軒先部分
に係合状に取り付けられる取付部、カバー部材１の水上側成形部１３を固定する被固定部
、最も水下側の横葺き外装材３'の軒側成形部を保持する保持部、及びその裏面側に配設
されるバックアップ材４の水下側端を係止する係止部を備えている構成であって、図示し
ない固定具等により、外装下地６に一体的に固定されているので、該軒先唐草５に固定さ
れる前記カバー部材１も強固に取り付けられるものとなる。
【００２７】
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　前記横葺き外装材３は、代表的には概ね０．４～１．６ｍｍ程度の表面化粧鋼板、ラミ
ネート鋼板、メッキ鋼板、ステンレス鋼板、アルミ合金板、チタン合金板、銅板等の公知
の金属素材を用いて成形されたものであって、その裏面側には裏貼り材３ｂが添装され、
更に裏面側にはバックアップ材４が配設され、段状の外装面を構築している。
【００２８】
　また、この施工例における建築物は、傾斜方向に延在するＨ躯体７Ａに、木毛セメント
板等で形成される野地板６が敷設され、該野地板６の上面側に防水シート６ｂを介して前
記バックアップ材４が配設され、更にその上面側に前記横葺き外装材３が取り付けられて
いる。
【００２９】
　さらに、前記Ｈ躯体７Ａの軒端には、垂直方向に延在する壁材７Ｂが配設され、該壁材
７Ｂの外側には壁面外装材８が固定され、その縦面８１の下端に形成したＬ字状の支持部
８２にて前記軒樋２の建築物側の側面２３の下端（被係合部２３１）を支持している。な
お、壁材７Ｂの下端には、図中、点線にて示す天井材９が配されている。
【００３０】
　このような構成を有する本発明の第１実施例のカバー部材１は、表面側平坦状部１１１
から裏面側へ連続する複数の案内部１１２と、該案内部１１２の水下側に形成される開口
部１１３とを設けたので、雨水を確実に落下させて軒樋２に導入させることができ、落ち
葉等による樋詰まりを防止することができる。しかも、前記案内部１１２の少なくとも一
部が裏面側に中心或いは重心が位置する弧状であるため、当該カバー部材１が配設された
勾配に関わらず、落ち葉等のごみが侵入し難く、裏面側へ円滑に且つ確実に排水できる。
そのため、金属製の樋やカバー部材１自体の腐食（サビ）を招く恐れが低いものである。
【００３１】
　図３（ａ）に示す施工例は、前記第１実施例のカバー部材１を、より急勾配に配設した
状態を示している。
　この施工例は、前記図１（ａ）の施工例におけるカバー部材１の配設勾配より急勾配で
あるため、より円滑に雨水が流れることは説明するまでもなく、雨水を案内部１１２に沿
って円滑に且つ速やかに裏面側へ排出させることができる。
　なお、図中の大きな太矢印は、表面側平坦状部１１１から案内部１１２に導かれた雨水
が裏面側へ排出される状態を示しているが、小さな太矢印は、カバー部１１の裏面を伝っ
て流下する雨水が、軒側排水溝１４の裏面側にて捕集されて軒樋２へ落下する状態を示し
ている。
【００３２】
　図４（ａ）は、第２実施例のカバー部材１"を用いた施工例の一つを示すものであり、
カバー部材１"を除く軒樋２等の全ての部材については、前記図１（ａ）と全く同様であ
るから図面に同一符号を付して説明を省略する。
【００３３】
　この第２実施例におけるカバー部材１"は、前記第１実施例のカバー部材１における全
体が円弧（面）状である案内部１１２に代えて、直線状（面）と楕円（面）状とを組み合
わせた案内部１１２"とした以外は、全く同様であるから、図面に同一符号を付して説明
を省略する。
【００３４】
　この第２実施例での雨水の流れも、図１（ｂ）と同様に図４（ｂ）に示したが、カバー
部材１"の配設勾配に関わらず、雨水を裏面側へ導く案内部１１２"自体が急勾配になるよ
うに形成されているため、裏面側へ円滑に且つ確実に排水することができる。そのため、
金属製の樋やカバー部材自体の腐食（サビ）を招く恐れが低い。
【００３５】
　また、この第２実施例でも、前記第１実施例と同様に、カバー部１１"と水下側取付部
１２との境界である谷状底部に、長さ方向（横方向）に連続する断面凹状の軒側排水溝１
４が設けられているため、確実に雨水をこの軒側排水溝１４の表面側に捕集して長さ方向
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へ排水させることができる。しかも万が一、前記開口部１１３から落下せずにカバー部材
１"の裏面を伝わって流下する雨水も、この軒側排水溝１４の裏面側にて、確実に捕集し
て裏面側（軒樋）へ落下させることができる。
【符号の説明】
【００３６】
　１，１"  カバー部材
　１１，１１"  カバー部
　１１１　表面側平坦状部
　１１２，１１２"  案内部
　１１３　開口部
　１２　水下側取付部
　１２１　上面部分
　１３　水上側取付部
　１４　軒側排水溝
　２　軒樋
　２１　底面
　２２　（軒先側）側面
　２３　（建築物側）側面
　３　横葺き外装材
　４　バックアップ材
　５　軒先唐草
　６　外装下地（野地板）
　７Ａ　Ｈ躯体
　７Ｂ　壁材

【図１】 【図２】
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