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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左右の側縁に立ち上げ成形部を有する縦葺き外装材と、両端に上方へ突出状の係合部を
有する化粧材と、躯体に固定されて前記縦葺き外装材及び前記化粧材を保持する保持材と
で構成される縦葺き外装構造であって、
　前記保持材は、流れ方向に配設され、その左右には起立部を有し、その裏面側には化粧
部を設けてなり、
　左右に隣り合う前記保持材の化粧部間に、前記化粧材を架設したことを特徴とする縦葺
き外装構造。
【請求項２】
　縦葺き外装材は内側係合部を有し、保持材は前記内側係合部に対応する起立部を有し、
化粧材は、前記内側係合及び／又は前記起立部に係合することを特徴とする請求項１に記
載の縦葺き外装構造。
【請求項３】
　保持材裏面には、壁部躯体と接続する連結材を配したことを特徴する請求項１又は２に
記載の縦葺き外装構造。
【請求項４】
　保持材は、躯体の軒先端から更に軒先側へ延出していることを特徴とする請求項１～３
の何れか一項に記載の縦葺き外装構造。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、裏面側から見て美麗な天井構造を有する縦葺き外装構造であって、例えば軒
先側へ大きく延在する軒先構造にも適用でき、しかも屋根の施工と、軒先構造の施工とが
容易に且つ同時に実施できる縦葺き外装構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、山部と谷部が連続する縦葺き屋根の軒先やけらば等の端部の構造としては、化粧
等の目的で特許文献１や特許文献２のような構造のものが提案されている。
【０００３】
　まず、特許文献１は、縦葺構造の屋根において、ルーフ材と外壁との間の軒先開口を塞
ぐシール構造に関し、張り出し部分の下面開口を塞ぐ軒先カバー１３が記載されている。
　一方、特許文献２は、軒天井板の軒先端を容易に支持でき、施工の省力化を図る軒天井
板の支持構造に関し、屋根材に鼻板枠材３を垂下状に取り付け（吊り下げ）、鼻板枠材３
と掛止金具５１間に軒天材２を配設する（壁と軒先間を覆っている）構成が記載されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実公平７－０３８５３９号公報
【特許文献２】特開平６－２９９６４７号公報
【発明の概要】
【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１では、屋根材（ルーフ材５）の裏面は露出したままであ
るため、裏張り（断熱層５ａ）が下方（裏面側）から見えることになり、意匠的には好ま
しいものではなかった。
　また、この種の断熱層（裏張り）は、発泡ポリエチレンフォーム等から構成されること
が多いため、長年風雨に曝されると、老化等によって汚損部分が拡大するものであった。
　一方、前記特許文献２は、屋根材に「孔」を開けることになり、この孔からの浸水や経
年による腐食の恐れがあった。
　また、屋根の傾斜と関係なく水平状の軒天材を配設するため、軒先が厚くなり必ずしも
意匠のよいものでは無かった。 
　さらに、軒先の化粧を行うために鼻板枠材、掛止金具等の部材が増え、部材管理の問題
やコスト増を招くものであった。また、施工としてレベル（水平）をとる必要があり、施
工自体も面倒であった。
【０００６】
　そこで、本発明は、裏面側から見て美麗な天井構造を有する縦葺き外装構造であって、
例えば軒先側へ大きく延在する軒先構造にも適用でき、しかも屋根の施工と、軒先構造の
施工とが容易に且つ同時に実施できる縦葺き外装構造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】
【０００７】
　本発明は、上記に鑑み提案されたものであり、左右の側縁に立ち上げ成形部を有する縦
葺き外装材と、両端に上方へ突出状の係合部を有する化粧材と、躯体に固定されて前記縦
葺き外装材及び前記化粧材を保持する保持材とで構成される縦葺き外装構造であって、前
記保持材は、流れ方向に配設され、その左右には起立部を有し、その裏面側には化粧部を
設けてなり、左右に隣り合う前記保持材の化粧部間に、前記化粧材を架設したことを特徴
とする縦葺き外装構造に関するものである。
【０００８】
　また、本発明は、前記縦葺き外装構造において、縦葺き外装材は内側係合部を有し、保
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持材は前記内側係合部に対応する起立部を有し、化粧材は前記内側係合部及び／又は前記
起立部に係合することを特徴とする縦葺き外装構造をも提案する。
【０００９】
　また、本発明は、前記縦葺き外装構造において、保持材裏面には、壁部躯体と接続する
連結材を配したことを特徴する縦葺き外装構造をも提案する。
【００１０】
　さらに、本発明は、前記縦葺き外装構造において、保持材は躯体の軒先端から更に軒先
側へ延出することを特徴とする縦葺き外装構造をも提案する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の縦葺き外装構造は、保持材の裏面に設けた化粧部と、該化粧部間に架設される
化粧材とが、交互に配された裏面側の化粧面を有するものであり、裏面側から見て美麗な
天井構造を有するものである。
　そのため、この縦葺き外装構造の軒先端を、軒先側へ大きく延在させて形成した軒先構
造にも適用でき、この軒先構造では、大きく迫り出した軒先構造が美麗な軒天景観を有す
るものとなる。そして、屋根の施工と、軒先構造の施工とが同時に実施されるものとなり
、工事費用の低廉化に寄与するものである。
【００１２】
　また、縦葺き外装材は内側係合部を有し、保持材は前記内側係合部に対応する起立部を
有し、化粧材は前記内側係合部及び／又は前記起立部に係合する場合には、縦葺き外装材
が保持材に安定に取り付けられるものとなり、また化粧材がそれらの少なくとも一方に安
定に取り付けられるものとなる。したがって、これらの縦葺き外装材、保持材、化粧材が
一体化された安定な構造を有するものとなる。
【００１３】
　また、保持材裏面には、壁部躯体と接続する連結材を配した場合には、保持材がより安
定に支持されるものとなり、それに支持させる縦葺き外装材や化粧材も、より安定に取り
付けられるものとなり、外装構造としての支持強度が向上する。
【００１４】
　さらに、保持材は躯体の軒先端から更に軒先側へ延出する場合には、裏面側から見て美
麗な軒天構造が軒先側へ大きく延出されて形成されるものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】（ａ）本発明の第１実施例の縦葺き外装構造を示す側断面図、（ｂ）その拡大正
断面図である。
【図２】（ａ）第１実施例における縦葺き外装構造を施工する手順を示す斜視図であり、
配設された保持材間に化粧材を臨ませた状態を示す第１の工程を示す斜視図、（ｂ）化粧
材を取り付けた状態を示す斜視図、（ｃ）縦葺き外装材を臨ませた状態を示す第２の工程
を示す斜視図、（ｄ）縦葺き外装材を取り付けた状態を示す斜視図である。
【図３】（ａ）本発明の第２実施例の縦葺き外装構造を示す側断面図、（ｂ）その拡大正
断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の縦葺き外装構造は、左右の側縁に立ち上げ成形部を有する縦葺き外装材と、両
端に上方へ突出状の係合部を有する化粧材と、躯体に固定されて前記縦葺き外装材及び前
記化粧材を保持する保持材とで構成される縦葺き外装構造であって、前記保持材は、流れ
方向に配設され、その左右には起立部を有し、その裏面側には化粧部を設けてなり、左右
に隣り合う前記保持材の化粧部間に、前記化粧材を架設したことを特徴とする。
【００１７】
　この本発明の縦葺き外装構造は、前述のように保持材と、縦葺き外装材と、化粧材とか
ら構成される。
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【００１８】
　本発明における保持材は、縦葺き外装材を躯体に取り付ける，一般的に吊子と称される
部材であり、流れ方向に配設（躯体に直接的又は間接的に固定）するための固定部と、そ
の左右に形成される起立部と、その裏面側に設けられる化粧部と、を備えた構成のものを
用いる。
　前記固定部は、２箇所以上に設けられることが好ましい。例えばこの保持材を、軒先側
から延出状に配設する場合には、最も軒先側に位置する躯体等（躯体や該躯体に固定した
支持部材など）から片持ち状に保持材が延出することになるので、強度等を勘案すると少
なくとも２つ以上の躯体等に跨がって固定されることが好ましい。また、補強等の状況に
もよるが、張り出し長さ（延出長さ）よりも躯体等上に位置する保持部材の長さが長いこ
とが好ましい。
　前記起立部は、特にその形状を限定するものではなく、略鉛直状の縦片でもよいし、後
述する図示実施例のように先端が傾斜する構成であってもよい。
　また、前述のように縦葺き外装材を躯体に取り付けるための構成としては、躯体に固定
した保持材に縦葺き外装材が取り付けられるような部位、例えば被係合部等が設けられる
が、この被係合部等は、前記起立部に設けてもよいし、その内側に各種形状の被係合部等
を設けてもよいし、複数設けるようにしてもよい。
【００１９】
　また、この保持材の前記化粧部は、別部材からなるものでも、保持材を連続材（通し材
）として裏面を化粧部とするものであってもよい。また、別部材としては、化粧だけを目
的とするものであっても、保持材の強度を向上させるものであってもよい。そして、この
化粧部としては、架設される化粧材の間隔を塞ぐものであればその形状等は特に限定する
ものではない。
　例えば保持材の裏面を化粧部（化粧面）とする場合には、金属材からなる保持材の裏面
を略平坦状とする，或いは更に表面を研磨する等にて化粧部（化粧面）としてもよい。
　また、別部材を取り付けて化粧部とする場合には、例えば略平坦状面に弧状やリブなど
を付けたものであってもよい。
【００２０】
　この保持材の裏面には、壁部躯体と接続する連結材を配するようにしてもよい。
　前記連結材は、保持材の裏面（化粧部）の一部と壁の躯体（躯体から持ち出す金具を含
む）を連結し、主に軒先部の補強材として用いる部材を指す。このような連結材は、パイ
プ材（四角、三角等）であっても、鋼材等を加工したもの、あるいは押出材であってもよ
く、その断面形状は強度を得られれば特に問わない。また、この連結材は、略直線状（略
棒状）であっても、後述する図示実施例のように略円弧状であってもよい。
　なお、この連結材は、全ての保持材にそれぞれ配するものであってもよいし、桁行き方
向に複数配置されている保持材（例えば一つおき）に一定の間隔で配されるものであって
もよい。
【００２１】
　本発明における縦葺き外装材は、左右の側縁に立ち上げ成形部（外側立上り部）を有す
る構成であって、それ以外の構成は特に限定するものではない。例えば後述する図示実施
例のように中央に面板部が、その左右側縁には凸状部（内側立上り部）が形成されると共
に、各凸状部の外側には導水溝を介して立ち上げ成形部が形成される構成としてもよい。
更に、図示実施例のように左右の立ち上げ成形部のうち、一方には被重合部を、他方側に
は重合部を形成してもよい。この場合、一方の被重合部に、左右方向に隣接する縦葺き外
装材の他方側の重合部がオーバーハング状に重合するように接続できる構成とすることが
好ましい。
　前記立ち上げ成形部（外側立上り部）は、外方へ突出する係合部（＝外側係合部）を有
する構成としてもよい。この外側係合部は、前記保持材の被係合部等に適応するものであ
り、特にその形状を限定するものではない。
【００２２】
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　また、この縦葺き外装材は、内側立上り部（凸状部）を有する構成でもよく、この内側
立上り部を前記保持材の起立部又は化粧材の係合部に取り付けるようにしてもよい。
　この内側立上り部は、裏側に上方が閉塞する空間を有する構成であり、前記保持材の起
立部又は係合部を覆うように配設する際に、より安定に配設できるように、起立部又は係
合部の上端に密接状に嵌め付けられるようにしてもよい。
【００２３】
　本発明における化粧材は、前述のように両端に上方へ突出状の係合部を有する構成であ
って、左右に隣接する前記保持材の化粧部間に架設されるように配設される。前述のよう
に化粧部は、保持材の裏面に設けられるので、この化粧材を化粧部間に架設することで、
前記縦葺き外装材の裏面側に沿うように配設される。そのため、縦葺き外装材の裏面側が
裏面側から見えることもなく、美麗な天井構造を有する。
　この化粧材の係合部は、前記保持材の化粧部以外、もしくは外装材に保持されるもので
あり、保持は、係合であっても挟着であっても、接着、ビス止め等であってもよい。後述
する図示実施例では、保持材に設けた起立部にこの化粧材の係合部を係合（係止）してい
るが、必ずしも係合箇所はこれに限定されない。例えば前記保持材と前記縦葺き外装材の
係合部等にこの化粧材の係合部を介在（係合、挟着）するものでもよい。即ち化粧材は、
保持材の化粧部とで一連の化粧面を形成するものであればよい。
　また、この化粧材は、その水下端が躯体上に位置することが望ましい。
【００２４】
　これらの保持材、縦葺き外装材、化粧材からなる本発明の縦葺き外装構造を、軒先側へ
大きく延在させて形成した構造（軒先構造）では、大きく迫り出した軒先構造が美麗な軒
天景観を有するものとなる。そして、屋根の施工と、軒先構造の施工とが同時に実施され
るものとなり、工事費用の低廉化に寄与するものである。
【実施例】
【００２５】
　図１に示す本発明の縦葺き外装構造の第１実施例は、母屋３ａに固定された保持材２と
、左右の側縁に立ち上げ成形部１２，１２'を有する縦葺き外装材１とで構成され、前記
保持材２は、流れ方向に配設され、その左右には起立部２２，２２を有し、その裏面側に
は化粧部２１を設けてなり、左右に隣接する前記保持材２，２の化粧部２１，２１間に、
両端に上方へ突出状の係合部４２，４２を有する化粧材４を架設している構成である。
【００２６】
　前記保持材２は、縦葺き外装材１を躯体（母屋）３ａに取り付ける，一般的に吊子と称
される部材であり、流れ方向に配設するための固定部２３と、その左右に形成される起立
部２２，２２と、その裏面側に設けられる化粧部２１と、を備えた構成である。
　この第１実施例における保持材２は、図１（ａ）に示すようにＣ型鋼（母屋）である躯
体３ａへの固定が合計３箇所（図中、２ｂは固定具）に設けられており、図１（ｂ）に示
すように左右の平坦状部分（２３）に形成した孔２３１から固定具２ｂを母屋３ａに打ち
込んで固定部２３としている。この保持材２は、軒先側における張り出し長さ（延出長さ
）よりも母屋３ａを含む躯体（下地）３上に位置する保持材の長さが僅かに長くなるよう
に配設されている。
【００２７】
　前記起立部２２は、図１（ｂ）に示すように略鉛直状の縦片の先端がそれぞれ内側へ傾
斜する構成である。
　また、この第１実施例における保持材２は、前記起立部２２及び前記固定部２３の内側
に、上面２４１が略平坦状の中央隆起部２４を有する構成であり、該中央隆起部２４の左
右には、側方へ肩状の突出部２４２が形成され、その下方には、側方から内側へ没入する
凹状部２４３が形成されているので、縦葺き外装材１の立ち上げ成形部１２，１２'を弾
性的に係合させて取り付けることができる。
【００２８】
　また、前記化粧部２１は、保持材２を連続材（通し材）として裏面を化粧部２１とした
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ものであり、この第１実施例では、金属材からなる保持材２の裏面を略平坦状とした構成
である。
【００２９】
　前記縦葺き外装材１は、左右の側縁に立ち上げ成形部（外側立上り部）１２，１２'を
有する構成である。
　この第１実施例における縦葺き外装材１は、中央に面板部１１が、その左右側縁には凸
状部（内側立上り部）１３，１３が形成されると共に、各凸状部１３の外側には導水溝１
４を介して立ち上げ成形部１２（１２'）が形成される構成であり、裏面側には裏貼り材
１７が添設されている。また、一方（図面では左方）の立ち上げ成形部１２'には前記保
持材２の中央隆起部２４の上面２４１に沿う平坦状部分を介して略Ｃ字状に被重合部１５
が形成され、他方の立ち上げ成形部１２側にはやはり平坦状部分を介して重合部１６が形
成されている。これらの構成は、立ち上げ成形部１２，１２'を前記保持材２の突出部２
４２や凹状部２４３に対して弾性的に係合させて取り付ける点では共通であり、一方の被
重合部１５に、隣接する縦葺き外装材１の他方の重合部１６がオーバーハング状に重合し
、且つ弾性的に嵌合するように接続されている。加えて、図中、一点鎖線にて示す部分に
、上方からビス等を打ち込んで対向状の被重合部１５及び重合部１６を一体的に固定し、
接続強度を向上するようにしてもよい。その場合、仮にビス穴から雨水が浸入しても、雨
水は被重合部１５を貫通するビスの下端から落下するため、裏貼り材１７として止水材を
用いれば重合部１６や被重合部１５の内面側に雨水が伝うことを防止することができる。
【００３０】
　前記化粧材４は、前述のように両端に上方へ突出状の係合部４２，４２を有する構成で
あって、左右に隣接する前記保持材２，２の化粧部２１，２１間に架設されるように配設
される。
　この第１実施例における化粧材４は、略平坦状の化粧面部４１の左右の側縁に係合部４
２，４２が形成され、この係合部４２は、上方へ突出状に形成されているが、その上端は
やや外側へ屈曲され、前記保持材２のやや内側へ傾斜する起立部２２に対して密着状に嵌
合させることができる。
　また、この化粧材４は、図１（ａ）に示すようにその水下端が躯体３上に位置するよう
に配設されている。
【００３１】
　なお、前記縦葺き外装構造の裏面側には、大型鋼材等を一体に組み付けた梁３ｂが配設
されているが、前記母屋３ａを含めて、煩雑化を避けるために符号をしていない金具類も
含めて一体的に固定されたものであり、総称して躯体（下地）３としている。また、前記
母屋３ａの外側には、野地材６Ａ及び防水シート材６ｂが配設され、前記保持材２は、こ
れらの野地材６Ａ及び防水シート材６ｂを貫通して母屋３ａに取り付けられている。
【００３２】
　次に、前記構成の保持材２、縦葺き外装材１、化粧材４を用いて縦葺き外装構造を敷設
する方法を、図２に基づいて説明する。
　まず、第１の工程として、図２（ａ）～（ｂ）に示すように躯体３（ここでは図示して
いない）に固定した左右に隣接する保持材２，２の化粧部２１，２１間に、化粧材４を架
設する。
　より詳細には、前記構成の保持材２が左右方向に所定間隔を隔てて流れ方に沿うように
複数固定されているが、その上方に予め寸法を調整して作成した前記構成の化粧材４を臨
ませ、上方から落とし込むように配設し、その係合部４２，４２を起立部２２，２２に嵌
合状に取り付けて架設する。
【００３３】
　次に、第２の工程として、図２（ｃ）～（ｄ）に示すように左右に隣接する前記保持材
２，２間に、縦葺き外装材１を取り付ける。
　即ち前記第１の工程にて取り付けた化粧材４，４間に、前記構成の縦葺き外装材１を臨
ませ、上方から落とし込むように配設して左右方向に隣接する縦葺き外装材１，１を接続
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する。より詳細には、保持材２の起立部２２には、化粧材４の係合部４２が係合されてい
るが、更にその上方に凸状部（内側立上り部）１３を覆うように嵌合させて取り付けると
共に前記保持材２の中央隆起部２４に立ち上げ成形部１２，１２'を弾性的に係合させて
取り付け、左右に隣接する縦葺き外装材１，１の重合部１６及び被重合部１５を弾性的に
嵌合させて取り付ける。
　なお、図中５は、縦葺き外装材１の軒先端に取り付ける軒先面戸であり、７Ａは軒先幕
板、７Ｂは幕板下地、７Ｃは軒天、７Ｄは外壁材である。
【００３４】
　これらの保持材２、縦葺き外装材１、化粧材４からなる本発明の縦葺き外装構造を、図
示するように軒先側へ大きく延在させて形成したこの第１実施例の構造（軒先構造）は、
保持材２の裏面に設けた化粧部２１と、該化粧部２１，２１間に架設される化粧材４（化
粧面部４１）とが、交互に配され、裏面側から見て美麗な天井構造を有する。そのため、
大きく軒先へ迫り出した構造（軒先構造）が、裏面側から見て美麗な軒天景観を有するも
のとなる。そして、屋根の施工と、軒先構造の施工とが同時に実施されるものとなり、工
事費用の低廉化に寄与するものである。
【００３５】
　なお、この第１実施例では、縦葺き外装材１は内側係合部である凸状部１３を有し、保
持材２は前記凸状部１３に対応する起立部２２を有し、化粧材４は前記凸状部１３及び前
記起立部２２に係合するので、縦葺き外装材１が保持材２に安定に取り付けられるものと
なり、また化粧材４がそれらに安定に取り付けられるものとなる。したがって、これらの
縦葺き外装材１、保持材２、化粧材４が一体化された安定な構造を有するものとなる。
【００３６】
　さらに、この第１実施例では、保持材２が躯体３の軒先端から更に軒先側へ延出する軒
先構造であるため、裏面側から見て美麗な軒天構造が軒先側へ大きく延出されて形成され
るものとなるため、通常の一般屋根に比べて先端がシャープな先鋭な印象を受ける屋根が
表面側から見ても裏面側から見ても美麗に施工できる。また、該軒先により所定領域の雨
避けや日光避けの庇（ひさし）として有効利用する空間を形成することができる。
【００３７】
　図３に示す第２実施例では、縦葺き外装材１、保持材２、及び化粧材４の各構成につい
ては前記第１実施例と同様であるが、保持材２の裏面には、壁部躯体７Ｄと接続する略円
弧状の連結材８が配されている。
【００３８】
　この第２実施例における前記連結材８は、保持材２の裏面（化粧部）の一部と壁部躯体
７Ｄを連結し、主に軒先部の補強材として用いている。このような連結材８は、図３（ｂ
）に示すように断面略正方形状のパイプ材であって、略円弧状に大きく湾曲した形状に成
形され、下端を８ｂで示す固定具等にて壁部躯体７Ｄに固定し、上端には前記保持材２を
固定具８ｃや固定板８ｄにて固定している。
　なお、この第２実施例における連結材８は、図３（ｂ）に示すように各保持材２に対し
てそれぞれ配しているが、特にそれに限定されるものではなく、桁行き方向に複数配置さ
れている保持材（例えば一つおき）に一定の間隔で配されるものであってもよい。
【００３９】
　前記固定板８ｄについては、保持材２の裏面を覆うように配設するので、例えばこの固
定板８ｄの寸法を長く形成してすることにより、化粧面を形成するための別部材としての
機能を持たせるようにしてもよい。なお、その場合には、前述のように例えば略平坦状面
に弧状やリブなどを付けた形状構成を採用することもできるし、金属材に限らず、どのよ
うな材質の化粧面部を形成することも可能である。
【００４０】
　この第２実施例の縦葺き外装構造では、前記第１実施例と同様の効果を奏することは説
明するまでもないが、特に保持材２の裏面に、壁部躯体７Ｄと接続する連結材８を配した
構造であるため、保持材２がより安定に支持されるものとなり、それに支持させる縦葺き
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外装材１や化粧材４も、より安定に取り付けられるものとなり、外装構造としての支持強
度が向上する。
【符号の説明】
【００４１】
　１　縦葺き外装材
　１２．１２'　立ち上げ成形部
　１３　内側係合部
　２　保持材
　２１　化粧部
　２２　起立部
　３　躯体
　３ａ　母屋
　４　化粧材
　４１　化粧面部
　４２　係合部
　

【図１】 【図２】
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