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(57)【要約】
【課題】屋根、吊りボルトおよび樋支持具本体の関係に
おいて一体感が形成され、より強固で確実な補強が行え
る樋支持具用補強具を提供する。
【解決手段】樋支持具用補強具１０は、屋根２０の裏面
に添設され吊りボルト３１、ナット３２で固定される屋
根添設部１１と、樋支持具本体４０の上面に添設され固
定具（ボルト１４ａ、蝶ナット１４ｂ）で固定される本
体添設部１３と、屋根添設部１１の一側端と、本体添設
部１３の一側端との間を連結した連結杆部１５とを備え
た補強具本体を有している。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部が屋根に固定される吊りボルトと、該吊りボルトの下部に連結された板状の樋支持
具本体とを備えた樋支持具を補強するための樋支持具用補強具において、
　前記屋根の裏面に添設され前記吊りボルト、ナットで固定される屋根添設部と、
　前記樋支持具本体の上面に添設され固定具で固定される本体添設部と、
　前記屋根添設部の一側端と、前記本体添設部の一側端との間を連結した連結杆部とを備
えた補強具本体を有したことを特徴とする樋支持具用補強具。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記補強具本体は折曲板体よりなり、
　前記連結杆部は、前記屋根添設部の一側端より下方に延びた高さ調節杆部と、前記本体
添設部の一側端より上方に延びた固定杆部とに分離された構成とされており、前記高さ調
節杆部の下部と、前記固定杆部の上部とが、重ね代の長さを調整可能に重ねられた状態で
固定されるようになっていることを特徴とする樋支持具用補強具。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　前記樋支持具本体には、前記吊りボルトの取付位置を前後方向に可変とするための調節
用長孔と、該調節用長孔よりも前方、後方の少なくともいずれかに配された固定孔とが形
成されており、
　前記本体添設部は、固定具挿通孔を有し、該固定具挿通孔を前記固定孔に重ねて前記固
定具で固定される構成となっていることを特徴とする樋支持具用補強具。
【請求項４】
　請求項１または２において、
　前記樋支持具本体には、前記吊りボルトの取付位置を前後方向に可変とするための調節
用長孔が形成されており、
　前記本体添設部は、固定具挿通孔を有し、該固定具挿通孔を前記調節用長孔に重ねて前
記固定具で固定される構成となっていることを特徴とする樋支持具用補強具。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記固定具挿通孔は長孔とされ、
　前記固定具は、前記樋支持具本体を固定するための前記吊りボルト、ナットよりなる、
ことを特徴とする樋支持具用補強具。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、軒樋を吊り下げ支持する樋支持具を補強するための樋支持具用補強具に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の樋支持具用補強具として、樋支持具本体を直接吊り支持した吊りボルト
を覆うようにし、かつ、吊りボルトを取り付けた屋根の裏面に上部が当接するようにした
補強プレートが提案されている（特許文献１参照）。また、吊りボルトの上部（屋根の裏
面側）と、樋支持具本体とを連結して補強するようにした補強具も提案されている（特許
文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２００８－２４０４３２号公報
【特許文献２】特開２００８－２４０４３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１のものによれば屋根と吊りボルトとの関係を補強することは
できるが、樋支持具本体についてはあまり考慮されていない。また、特許文献２のものは
樋支持具本体を考慮した構成となっているが、樋支持具本体の一点に取り付けた長ボルト
を介して屋根と樋支持具本体とを連結した補強具であり、連結構造としてはやや弱い感が
ある。さらに、この補強具は長ボルトの頭部に溶接されただけの接続構造であり、その溶
接部位に負荷がかかりやすいという欠点もある。
【０００５】
　本発明は、このような従来の問題点を考慮して提案されたもので、その目的は、屋根、
吊りボルトおよび樋支持具本体の関係において一体感が形成され、より強固で確実な補強
が行える樋支持具用補強具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の樋支持具用補強具は、上部が屋根に固定
される吊りボルトと、吊りボルトの下部に連結された板状の樋支持具本体とを備えた樋支
持具を補強するための樋支持具用補強具において、屋根の裏面に添設され吊りボルト、ナ
ットで固定される屋根添設部と、樋支持具本体の上面に添設され固定具で固定される本体
添設部と、屋根添設部の一側端と、本体添設部の一側端との間を連結した連結杆部とを備
えた補強具本体を有したことを特徴とする。
【０００７】
　請求項２に記載の樋支持具用補強具は、補強具本体が折曲板体よりなり、連結杆部が、
屋根添設部の一側端より下方に延びた高さ調節杆部と、本体添設部の一側端より上方に延
びた固定杆部とに分離された構成とされており、高さ調節杆部の下部と、固定杆部の上部
とが、重ね代の長さを調整可能に重ねられた状態で固定されるようになっていることを特
徴とする。
【０００８】
　請求項３に記載の樋支持具用補強具は、樋支持具本体には、吊りボルトの取付位置を前
後方向に可変とするための調節用長孔と、調節用長孔よりも前方、後方の少なくともいず
れかに配された固定孔とが形成されており、本体添設部は、固定具挿通孔を有し、固定具
挿通孔を固定孔に重ねて固定具で固定される構成となっていることを特徴とする。
【０００９】
　請求項４に記載の樋支持具用補強具は、樋支持具本体には、吊りボルトの取付位置を前
後方向に可変とするための調節用長孔が形成されており、本体添設部が、固定具挿通孔を
有し、固定具挿通孔を調節用長孔に重ねて固定具で固定される構成となっていることを特
徴とする。
【００１０】
　請求項５に記載の樋支持具用補強具は、固定具挿通孔が長孔とされ、固定具が、樋支持
具本体を固定するための吊りボルト、ナットよりなることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１に記載の樋支持具用補強具によれば、上述した構成となっているため、屋根、
屋根に吊り下げた吊りボルトおよび吊りボルトの下部に吊り支持された樋支持具本体の関
係において一体感が形成され、より強固で確実な補強を行うことができる。
【００１２】
　請求項２に記載の樋支持具用補強具によれば、上述した構成となっているため、屋根と
樋支持具本体との間の上下方向の離間寸法に対応した調節ができる。つまり、雨樋の水勾
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配におうじた取り付け調整を簡単に行うことができる。
【００１３】
　請求項３に記載の樋支持具用補強具によれば、上述した構成となっているため、樋支持
具本体に対して、しっかりとした取り付けをすることができる。
【００１４】
　請求項４に記載の樋支持具用補強具によれば、上述した構成となっているため、本体添
設部の樋支持具本体への取り付けを簡単に行うことができる。
【００１５】
　請求項５に記載の樋支持具用補強具によれば、上述した構成となっているため、本体添
設部の樋支持具本体への取り付けをさらに簡単に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係る樋支持具用補強具の分解斜視図である。
【図２】樋支持具に対する樋支持具用補強具の取り付け態様の一例を示す側面図である。
【図３】（ａ）は図２におけるＡ－Ａ線に対応した拡大断面図、（ｂ）は図２におけるＡ
－Ａ線に対応した他の形態を示す拡大断面図である。
【図４】樋支持具に対する樋支持具用補強具の取り付け態様の他の例を示す側面図である
。
【図５】本発明の他の実施形態に係る樋支持具用補強具の説明図である。（ａ）は樋支持
具に対する樋支持具用補強具の取り付け態様の一例を示す側面図、（ｂ）は樋支持具用補
強具の一部の拡大斜視図である。
【図６】（ａ）は、本発明の樋支持具用補強具を用いずに設置された図２に示した樋支持
具の設置態様を示す側面図である。（ｂ）は、（ａ）におけるＢ－Ｂ線に対応した拡大断
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、本発明の実施の形態について、添付図面をもとに説明する。
　まず、本発明の樋支持具用補強具１０（以下では、たんに補強具１０と記述する）の概
略基本構成について説明する。
【００１８】
　補強具１０は、上部が屋根２０に固定される吊りボルト３１と、吊りボルト３１の下部
に連結された板状の樋支持具本体４０とを備えた樋支持具３０を補強するためのものであ
る。補強具１０は、屋根２０の裏面に添設され吊りボルト３１、ナット３２で固定される
屋根添設部１１と、樋支持具本体４０の上面に添設され固定具で固定される本体添設部１
３と、屋根添設部１１の一側端と、本体添設部１３の一側端との間を連結した連結杆部１
５とを備えた補強具本体を有している。
【００１９】
　本補強具１０によれば、補強具本体が、屋根添設部１１によりしっかりと屋根２０およ
び吊りボルト３１に連結され、本体添設部１３によりしっかりと樋支持具本体４０に連結
されているため、屋根２０、吊りボルト３１および樋支持具本体４０の関係において、よ
り強固で確実な補強ができる。
【００２０】
　ついで、個々の補強具１０（図１および図５参照）について順次、説明していく。まず
、これらの補強具１０で補強される樋支持具３０およびその取り付け態様について、補強
具１０で補強されていない樋支持具３０の取り付け状態を図示した図６にもとづいて説明
する。
【００２１】
　図６に示すように、樋支持具３０は、屋根２０に上部が取り付けられる吊りボルト３１
と、その吊りボルト３１の下部に吊り支持されるように連結された樋支持具本体４０とを
有してなる。この樋支持具３０は、図６（ａ）に示すように、吊りボルト３１の上部にお
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いて、防水パッキン３３、山座３４を介して上下のナット３２の螺着により屋根２０を挟
持する構造となっている。また、吊りボルト３１の下部においては、吊りボルト３１と樋
支持具本体４０とが上下のナット３５の螺着により連結固定される取り付け構造となって
いる。
【００２２】
　すなわち、これら上下２組のナット３２、３５を吊りボルト３１に対して上下方向の位
置を調節することによって、雨樋５０（軒樋）の高さ位置を調節できるようになっている
。
【００２３】
　樋支持具本体４０は、板状体よりなり、中央の板状の連結部４１より前後方向に昇段状
に形成された、雨樋５０の前耳５１を係止する前耳係止部４２および後耳５２を係止する
後耳係止部４３を有している。前耳係止部４２には抜け止め片４２ａが設けてあり、後耳
係止部４３には抜け止め片４３ａが設けてあり、それらで前耳５１、後耳５２の抜け外れ
を防止する構造となっている。
【００２４】
　樋支持具本体４０の連結部４１には、吊りボルト３１が挿通可能な調節用長孔４１ａが
開設されている（図６（ａ）（ｂ）参照）。この調節用長孔４１ａの吊りボルト３１の挿
通位置を長手（前後）方向に適宜調節することにより、雨樋５０の出具合調節が自在とな
っている。
【００２５】
　また、この連結部４１には、図２および図３（ａ）の説明にて後述するように、補強具
１０を固定するための固定孔４１ｂが開設されている。この固定孔４１ｂは、調節用長孔
４１ａの前方または後方の少なくともいずれかに開設されていることが望ましく、図２お
よび図３（ａ）の例では、補強具１０の配設位置に合わせて調節用長孔４１ａの前方に開
設されている。なお、この固定孔４１ｂは丸孔とすることが望ましい。
【００２６】
　また、図６（ｂ）に示すように、樋支持具本体４０には、前耳係止部４２から後耳係止
部４３にいたるまでにおいて幅方向の両端に山状のリブ４０ａが形成してある。
【００２７】
　このような吊り構造の樋支持具３０に対して、補強具１０は、図２に示すように、屋根
２０、樋支持具本体４０間を吊りボルト３１と並行して上下間をつなぐように、前耳係止
部４２側に取り付けられる。以下、具体的に説明する。
【００２８】
　この補強具１０は、図１に示すように、補強具本体が分離した上部材１０ａ、下部材１
０ｂを連結することで構成されている。上部材１０ａおよび下部材１０ｂはいずれも、金
属材または樹脂材などの硬質材を素材とした折曲板体で形成されている。
【００２９】
　上部材１０ａは、屋根添設部１１と、その一側端より下方に延び、長孔１５ａａを有し
た高さ調節杆部１５ａとよりなる。この屋根添設部１１は、図１に示すように、下方に連
成された高さ調節杆部１５ａや下部材１０ｂよりも幅広に形成されていることが望ましい
。
【００３０】
　下部材１０ｂは、本体添設部１３と、その一側端より上方に延び、長孔１５ｂａを有し
た固定杆部１５ｂとよりなる。ようするに、図１に示すように連結杆部１５は、上部材１
０ａの高さ調節杆部１５ａと、下部材１０ｂの固定杆部１５ｂとに分離された構成とされ
ている。
【００３１】
　そして、上部材１０ａの高さ調節杆部１５ａの下部と、下部材１０ｂの固定杆部１５ｂ
の上部とが、重ね代の長さを調整可能に長孔１５ａａ、１５ｂａどうしを重ねた状態で、
固定具（本図例ではボルト１６ａ、蝶ナット１６ｂ）で固定されるようになっている。な
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お、高さ調節杆部１５ａおよび固定杆部１５ｂは傾斜した形状となっているが、これには
限られない。
【００３２】
　上部材１０ａの屋根添設部１１は、屋根２０の裏面に添設される平板形状とされ、その
長手方向に沿った長孔１１ａを有している。この屋根添設部１１は、吊りボルト３１が長
孔１１ａに挿通された状態で、図２に示すように、屋根板といっしょに上下のナット３２
間に挟持固定されている。
【００３３】
　また、下部材１０ｂの本体添設部１３は、樋支持具本体４０の上面に添設される形状と
される。本図例の本体添設部１３は吊りボルト３１よりも前方に配されるものであり、そ
のため、連結部４１と前耳係止部４２の連続段差形状に合った、連結部４１に添設される
水平添設部１３ａと前耳係止部４２の後部４２ｂに添設される起立添設部１３ｂとを有し
た折曲形状となっている。水平添設部１３ａには固定具挿通孔を構成するボルト挿通孔１
３ａａが開設してある。
【００３４】
　また、本体添設部１３は、前耳係止部４２から後耳係止部４３にいたるまで幅方向の両
端に設けられた山状のリブ４０ａ間の上面に配されるようになっている。
【００３５】
　図３（ａ）（ｂ）には、樋支持具本体４０の連結部４１における水平添設部１３ａの配
設構造を断面図として示したが、前耳係止部４２においても同様であり、起立添設部１３
ｂは前耳係止部４２の後部４２ｂの傾斜面の上面に配設される。
【００３６】
　図３（ａ）は樋支持具本体４０の固定孔４１ｂを用いて補強具１０（下部材１０ｂ）を
固定した場合の断面図である。図３（ｂ）は樋支持具本体４０の調節用長孔４１ａを用い
て補強具１０（下部材１０ｂ）を固定した場合の断面図である。なお図２は、調節用長孔
４１ａが水平添設部１３ａを固定するボルト１４ａ、蝶ナット１４ｂよりも後方に開設さ
れた樋支持具本体４０が図示してあり、図３（ａ）に対応した図である。図３（ｂ）に対
応した全体側面図の図示は省略したが、図２における調節用長孔４１ａがさらに前方に長
く開設されたものであればよい。
【００３７】
　図２および図３（ａ）（ｂ）に示すように、本体添設部１３のボルト挿通孔１３ａａ、
および、連結部４１に開設した固定孔４１ｂ（図３（ａ）に対応）または吊りボルト３１
の取付位置を前後方向に可変とするための調節用長孔４１ａ（図３（ｂ）に対応）を介し
て挿通されたボルト１４ａ（固定具）に、蝶ナット１４ｂ（固定具）が螺着することで、
下部材１０ｂは樋支持具本体４０に固定される。
【００３８】
　補強具専用の固定孔４１ｂを用いて補強具１０を固定する場合は、補強具１０をしっか
りと固定することができる。本図例では固定孔４１ｂが丸孔であるため、補強具１０の樋
支持具本体４０に対するずれの発生は起こりにくい。また、調節用長孔４１ａを用いて補
強具１０を固定する場合は、補強具専用の孔を開設する必要がなく、効率的な作業を実施
することができる。
【００３９】
　なお、樋支持具本体４０の補強具固定用の固定孔４１ｂは、補強具１０を既設の樋支持
具３０に後付けする場合には現場で補強具１０のボルト挿通孔１３ａａの位置に合わせて
開設すればよい。また、雨樋５０を新設する場合には、補強具１０および樋支持具本体４
０の上下合致した箇所に、ボルト挿通孔１３ａａ、固定孔４１ｂを設ければよい。
【００４０】
　また、上部材１０ａと下部材１０ｂとは、高さ調節杆部１５ａの下部と、固定杆部１５
ｂの上部とが重ねられた状態で、両長孔１５ａａ、１５ｂａを介して、ボルト１６ａと蝶
ナット１６ｂで固定される。この固定位置は、屋根２０と樋支持具本体４０の連結部４１
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との間の離間寸法に合致するように定めればよい。
【００４１】
　以上のように本補強具１０は、屋根添設部１１が屋根２０といっしょに、両ナット３２
に挟持されるように吊りボルト３１に固定され、かつ本体添設部１３が樋支持具本体４０
に固定されているので、樋支持具３０による雨樋５０の支持構造を強固に補強することが
できる。特に、屋根添設部１１および本体添設部１３はそれぞれの対象物に面で接触する
ように添設されているため、補強具１０を付加することによって屋根２０、吊りボルト３
１および樋支持具本体４０の強固な一体感が形成される。
【００４２】
　本実施形態では、屋根添設部１１が幅広のより大きな面積で屋根に接触するようになっ
ているため、補強具１０は屋根２０に対して強固に一体化される。また、本体添設部１３
は樋支持具本体４０の段差形状に合致して接触する形状となっているため、補強具１０は
樋支持具３０に対して強固に一体化される。そのため、樋支持具本体４０の揺れも発生し
にくい。
【００４３】
　なお、本体添設部１３は樋支持具本体４０の段差形状に合致した形状でなくてもよく、
連結部４１、前耳係止部４２の後部４２ｂのいずれかの上面にのみ添設するものであって
もよい。その場合でも、より広い面積で樋支持具本体４０に接触することが望ましい。ま
た、補強具としては、吊りボルト３１よりも後ろ側に取り付けられるものであってもよく
、たとえば連結部４１から後耳係止部４３にかけての段差形状に合致して添設される形状
のものであってもよい。
【００４４】
　また、本補強具１０は上部材１０ａと下部材１０ｂとにより補強具１０の高さ寸法が調
節できる合体構造となっているため、雨樋５０の長手方向の適所に設けた複数の樋支持具
３０に対応させて、雨樋５０の水勾配におうじた取り付けが可能となる。具体的には、図
４に例示するように、上部材１０ａの高さ調節杆部１５ａと、下部材１０ｂの固定杆部１
５ｂとの重ね代の長さ寸法を、屋根２０と樋支持具本体４０の連結部４１との間の離間寸
法に合わせて図２のものよりも小さくすることができる。このように、補強具１０の高さ
寸法を調節することで、水勾配におうじて調節した樋支持具３０に合致した取り付けが可
能となる。
【００４５】
　また、本補強具１０は高さ調節杆部１５ａと固定杆部１５ｂとが傾斜している（図２、
図４参照）ため、高さ調節をすれば、屋根添設部１１と吊りボルト３１の位置関係を変化
させる必要があるが、屋根添設部１１には吊りボルト３１の位置調整用の長孔１１ａが形
成されているため、高さ調節におうじて変化する屋根添設部１１の固定位置をずらすこと
ができ、屋根２０への添設作業をスムーズに行える。
【００４６】
　さらに、本体添設部１３は樋支持具本体４０に合致した形状であるため、樋支持具本体
４０との一体感が生まれる。さらに、下部材１０ｂの取り付けもしやすい。また、下部材
１０ｂ（本体添設部１３）は樋支持具本体４０に対して、吊りボルト３１とともにではな
く個別に取り付けられるようになっているため、後付けがしやすい。
【００４７】
　ついで、他の実施形態に係る補強具１０について、図５を参照して説明する。
【００４８】
　図５の補強具１０は、屋根添設部１１と本体添設部１３と連結杆部１５とを備えた点で
図１のものと変わらない。また、連結杆部１５が上部材１０ａと下部材１０ｂとによる高
さ調節自在な分離構造である点についても、図１のものと変わらない。
【００４９】
　この補強具１０の図１のものと相違する点は、本体添設部１３にある。本体添設部１３
は、図１のものより後方に長く、その板体には、図５（ｂ）に示すような長孔１３ａｂ（
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固定具挿通孔）が開設されている。そして、調節用長孔４１ａに重合された長孔１３ａｂ
を介して、図５（ａ）に示すように、本体添設部１３が吊りボルト３１で固定されるよう
になっている。つまり、吊りボルト３１と、樋支持具本体４０とを連結した上下のナット
３５とが、補強具１０の本体添設部１３を樋支持具本体４０に固定するための固定具を構
成する。
【００５０】
　したがって、樋支持具本体４０を吊りボルト３１に取り付けるときに同時に補強具１０
を取り付ければよい。雨樋５０を新設する場合には、本補強具１０を簡単に取り付けるこ
とができる。また、本体添設部１３を樋支持具本体４０に取り付けるための新たな固定具
を必要とせず、部品点数を少なくすることもできる。
【００５１】
　また、この補強具１０の固定構造によれば、上部材１０ａおよび下部材１０ｂの両方が
上下において吊りボルト３１に連結されているため、一体感はさらに高められる。
【００５２】
　図２、図３（ａ）（ｂ）および図５に示した各種の補強具１０の固定構造はいずれも、
本体添設部１３が樋支持具本体４０のリブ４０ａ間に添設されるように設置される取り付
け構造となっているため、補強具１０を１箇所で樋支持具本体４０に固定するだけでも、
ずれは発生しにくい。また、取り付け対象の樋支持具本体４０の幅方向の両端にリブ４０
ａが形成されているため、下部材１０ｂの取り付け作業はしやすい。
【００５３】
　もちろん、リブ４０ａの形成されていない樋支持具本体４０にも本補強具１０を取り付
けることができる。その場合、ずれの発生を考慮して、本体添設部１３は樋支持具本体４
０に複数個所で固定されるようにすることが望ましい。
【００５４】
　また以上に説明した補強具１０は、連結杆部１５を構成する高さ調節杆部１５ａ、固定
杆部１５ｂのいずれにも長孔１５ａａ、１５ｂａが開設されているが、高さ調節杆部１５
ａ、固定杆部１５ｂの一方に長孔、他方に丸孔が開設された構成であってもよい。
【００５５】
　また、連結杆部１５は分離された構成でなくてもよく、つまり補強具１０全体が一体構
成であってもよい。その場合、水勾配に対応させるために、高さ寸法の種々異なる補強具
を用いてもよいし、同形状の補強具を用いて、スペーサ板体（不図示）を屋根２０、屋根
添設部１１間に介装させて屋根２０と、樋支持具本体４０の連結部４１との離間寸法に合
うように調節するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００５６】
　１０　　　　　補強具（樋支持具用補強具）
　１０ａ　　　　上部材
　１０ｂ　　　　下部材
　１１　　　　　屋根添設部
　１１ａ　　　　長孔
　１３　　　　　本体添設部
　１３ａ　　　　水平添設部
　１３ａａ　　　ボルト挿通孔（固定具挿通孔）
　１３ａｂ　　　長孔（固定具挿通孔）
　１３ｂ　　　　起立添設部
　１４ａ　　　　ボルト（固定具）
　１４ｂ　　　　蝶ナット（固定具）
　１５　　　　　連結杆部
　１５ａ　　　　高さ調節杆部
　１５ａａ　　　長孔



(9) JP 2017-190561 A 2017.10.19

10

20

　１５ｂ　　　　固定杆部
　１５ｂａ　　　長孔
　１６ａ　　　　ボルト
　１６ｂ　　　　蝶ナット
　２０　　　　　屋根
　３０　　　　　樋支持具
　３１　　　　　吊りボルト（図５の例における固定具）
　３２　　　　　ナット（上用）
　３３　　　　　防水パッキン
　３４　　　　　山座
　３５　　　　　ナット（下用）（図５の例における固定具）
　４０　　　　　樋支持具本体
　４０ａ　　　　リブ
　４１　　　　　連結部
　４１ａ　　　　調節用長孔
　４１ｂ　　　　固定孔
　４２　　　　　前耳係止部
　４２ａ　　　　抜け止め片
　４２ｂ　　　　後部
　４３　　　　　後耳係止部
　４３ａ　　　　抜け止め片
　５０　　　　　雨樋
　５１　　　　　前耳
　５２　　　　　後耳
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【手続補正書】
【提出日】平成29年6月12日(2017.6.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部が屋根に固定される吊りボルトと、該吊りボルトの下部に連結された板状の樋支持
具本体とを備えた樋支持具を補強するための樋支持具用補強具において、
　前記樋支持具本体は、前記吊りボルトとの連結用の連結部と、該連結部より前方向に昇
段状の段差形状に形成された前耳係止部とを有しており、
　前記樋支持具用補強具は、
　前記屋根の裏面に添設され前記吊りボルト、ナットで固定される屋根添設部と、
　前記樋支持具本体における、前記連結部から前記前耳係止部にかけての前記段差形状の
上面に添設され固定具で固定される本体添設部と、
　前記屋根添設部の一側端と、前記本体添設部の一側端との間を連結した連結杆部とを備
えた補強具本体を有したことを特徴とする樋支持具用補強具。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記補強具本体は折曲板体よりなり、
　前記連結杆部は、前記屋根添設部の一側端より下方に延びた高さ調節杆部と、前記本体
添設部の一側端より上方に延びた固定杆部とに分離された構成とされており、前記高さ調
節杆部の下部と、前記固定杆部の上部とが、重ね代の長さを調整可能に重ねられた状態で
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固定されるようになっていることを特徴とする樋支持具用補強具。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　前記樋支持具本体には、前記吊りボルトの取付位置を前後方向に可変とするための調節
用長孔と、該調節用長孔よりも前方、後方の少なくともいずれかに配された固定孔とが形
成されており、
　前記本体添設部は、固定具挿通孔を有し、該固定具挿通孔を前記固定孔に重ねて前記固
定具で固定される構成となっていることを特徴とする樋支持具用補強具。
【請求項４】
　請求項１または２において、
　前記樋支持具本体には、前記吊りボルトの取付位置を前後方向に可変とするための調節
用長孔が形成されており、
　前記本体添設部は、固定具挿通孔を有し、該固定具挿通孔を前記調節用長孔に重ねて前
記固定具で固定される構成となっていることを特徴とする樋支持具用補強具。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記固定具挿通孔は長孔とされ、
　前記固定具は、前記樋支持具本体を固定するための前記吊りボルト、ナットよりなる、
ことを特徴とする樋支持具用補強具。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の樋支持具用補強具は、上部が屋根に固定
される吊りボルトと、吊りボルトの下部に連結された板状の樋支持具本体とを備えた樋支
持具を補強するための樋支持具用補強具において、樋支持具本体は、吊りボルトとの連結
用の連結部と、連結部より前方向に昇段状の段差形状に形成された前耳係止部とを有して
おり、樋支持具用補強具は、屋根の裏面に添設され吊りボルト、ナットで固定される屋根
添設部と、樋支持具本体における、連結部から前耳係止部にかけての段差形状の上面に添
設され固定具で固定される本体添設部と、屋根添設部の一側端と、本体添設部の一側端と
の間を連結した連結杆部とを備えた補強具本体を有したことを特徴とする。
 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment

