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(57)【要約】
【課題】陸屋根部と傾斜屋根部とが一体感のある外観と
なるうえに防水性能に優れた屋根構造を提供する。
【解決手段】陸屋根部１１とその端縁から下向きに形成
される傾斜屋根部１２とを備えた屋根１０である。
　そして、陸屋根部の端縁１１１は傾斜屋根部側に庇状
に突出されるとともに、端縁を覆う軒先カバー３１が設
けられ、軒先カバーと傾斜屋根部の上縁１２１との間に
水切り材３２が配置される。
　ここで、陸屋根部は、平面状に敷設される下地板２１
と、その下地板の上に設置される両縁に壁部が形成され
た複数の溝板２３と、隣接する溝板の壁部どうしを上か
ら覆う目地カバー２４とを備えた構成とすることができ
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陸屋根部とその端縁から下向きに形成される傾斜屋根部とを備えた屋根構造であって、
　前記陸屋根部の端縁は前記傾斜屋根部側に庇状に突出されるとともに、前記端縁を覆う
軒先カバーが設けられ、
　前記軒先カバーと前記傾斜屋根部の上縁との間に水切り材が配置されることを特徴とす
る屋根構造。
【請求項２】
　陸屋根部とその端縁から下向きに形成される傾斜屋根部とを備えた屋根構造であって、
　前記陸屋根部の端縁から前記傾斜屋根部の上縁までを連続して覆う水切り材が配置され
ることを特徴とする屋根構造。
【請求項３】
　前記陸屋根部は、平面状に敷設される下地板と、その下地板の上に設置される両縁に壁
部が形成された複数の防水面板と、隣接する前記防水面板の壁部どうしを上から覆う目地
カバーとを備えたことを特徴とする請求項１又は２に記載の屋根構造。
【請求項４】
　前記軒先カバーは上縁部が前記陸屋根部の端縁の上面に固定されるとともに下縁部は前
記傾斜屋根部の上面から離隔した状態で配置され、前記水切り材は上縁部が前記陸屋根部
の庇状に突出された下面に固定されるとともに表面に前記軒先カバーの下縁部が接続され
ることを特徴とする請求項１に記載の屋根構造。
【請求項５】
　前記陸屋根部と前記傾斜屋根部との境界上の端部には、前記陸屋根部のパラペット部と
前記傾斜屋根部のケラバ部とを繋ぐ化粧部材が設置されることを特徴とする請求項１乃至
４のいずれか一項に記載の屋根構造。
【請求項６】
　前記化粧部材には、前記ケラバ部の化粧カバーの上端と接続させる接続金具が設けられ
ることを特徴とする請求項５に記載の屋根構造。
【請求項７】
　前記化粧部材には、前記パラペット部の内側面に沿うように延設される垂下壁と、その
垂下壁に略直交して屋根内側に向けて延設される重ね片部とが設けられ、前記重ね片部の
下方には圧縮されたシーリング材が介在されることを特徴とする請求項５又は６に記載の
屋根構造。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一項に記載の屋根構造を備えたことを特徴とする建物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、陸屋根部とその端縁から下向きに形成される傾斜屋根部とを備えた屋根構造
、及びそれを備えた建物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　折板屋根材や屋根パネルを使って平面状の陸屋根部を形成し、その陸屋根部の端縁から
下り勾配の傾斜屋根部が形成される屋根構造が知られている（特許文献１－３参照）。
【０００３】
　このような屋根構造には、陸屋根部と傾斜屋根部との境界が発生するため、この不連続
となる境界部分の防水処理及び外観処理をどのようにおこなうかという問題がある。
【０００４】
　例えば、特許文献１の陸屋根部は、凸部が比較的大きくなる折板屋根材によって形成さ
れているため、陸屋根部と傾斜屋根部との境界に背の高い破風化粧板（パラペット）を配
置して折板屋根材の端縁を覆い隠すような外観に仕上げている。
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【０００５】
　また、特許文献２には、屋根パネルの端部にパネルの半分の厚さの凸部を設け、隣り合
う屋根パネルの凸部どうしを上下に重ね合わせることによって防水処理をおこなう構造が
開示されている。
【０００６】
　さらに、特許文献３には、陸屋根部と傾斜屋根部との境界にパラペットを設けない外観
であって、陸屋根部と傾斜屋根部の境界に沿って樋を設ける構造が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平６－１７５１８号公報
【特許文献２】特開平６－７３８２４号公報
【特許文献３】特開２０１０－１７１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、陸屋根部と傾斜屋根部との境界に背の高いパラペットが配置されると、
パラペットの存在感が大きくなるため、屋根全体の一体感に欠ける外観になる。一方、陸
屋根部と傾斜屋根部との境界における防水処理は、簡単な構造で防水性能の高いものが望
まれる。
【０００９】
　そこで、本発明は、陸屋根部と傾斜屋根部とが一体感のある外観となるうえに防水性能
に優れた屋根構造、及びそれを備えた建物を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記目的を達成するために、本発明の屋根構造は、陸屋根部とその端縁から下向きに形
成される傾斜屋根部とを備えた屋根構造であって、前記陸屋根部の端縁は前記傾斜屋根部
側に庇状に突出されるとともに、前記端縁を覆う軒先カバーが設けられ、前記軒先カバー
と前記傾斜屋根部の上縁との間に水切り材が配置されることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の別の屋根構造は、陸屋根部とその端縁から下向きに形成される傾斜屋根
部とを備えた屋根構造であって、前記陸屋根部の端縁から前記傾斜屋根部の上縁までを連
続して覆う水切り材が配置されることを特徴とする。
【００１２】
　ここで、前記陸屋根部は、平面状に敷設される下地板と、その下地板の上に設置される
両縁に壁部が形成された複数の防水面板と、隣接する前記防水面板の壁部どうしを上から
覆う目地カバーとを備えた構成とすることができる。
【００１３】
　また、前記軒先カバーは上縁部が前記陸屋根部の端縁の上面に固定されるとともに下縁
部は前記傾斜屋根部の上面から離隔した状態で配置され、前記水切り材は上縁部が前記陸
屋根部の庇状に突出された下面に固定されるとともに表面に前記軒先カバーの下縁部が接
続される構成にすることもできる。
【００１４】
　さらに、前記陸屋根部と前記傾斜屋根部との境界上の端部には、前記陸屋根部のパラペ
ット部と前記傾斜屋根部のケラバ部とを繋ぐ化粧部材が設置される構成とすることができ
る。
【００１５】
　また、前記化粧部材には、前記ケラバ部の化粧カバーの上端と接続させる接続金具が設
けられていてもよい。さらに、前記化粧部材には、前記パラペット部の内側面に沿うよう
に延設される垂下壁と、その垂下壁に略直交して屋根内側に向けて延設される重ね片部と
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が設けられ、前記重ね片部の下方には圧縮されたシーリング材が介在される構成であって
もよい。
【００１６】
　そして、本発明の建物は、上記いずれかの屋根構造を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　このように構成された本発明の屋根構造は、陸屋根部の傾斜屋根部側に庇状に突出され
た端縁を覆う軒先カバーと、その下に配置される水切り材とを備えている。
【００１８】
　このため、陸屋根部と傾斜屋根部とが連続しているような外観が創出される。また、軒
先カバーと水切り材とによって二重の防水処理がなされるので、陸屋根部と傾斜屋根部と
の境界を優れた防水性能にすることができる。
【００１９】
　さらに、陸屋根部の端縁から傾斜屋根部の上縁までを連続して覆う水切り材を配置すれ
ば、陸屋根部と傾斜屋根部との境界において高い防水性能を確保することができる。
【００２０】
　また、陸屋根部を防水面板によって形成する場合は、折板屋根材を使用する場合に比べ
て上方への突出量を抑えることができるので、境界に高いパラペットを設けなくても、地
上からの外観における陸屋根部の端縁の露出を防ぐことができる。
【００２１】
　さらに、軒先カバーを張り出させ、その下縁部と水切り材の表面とを接続する構成であ
れば、軒先カバーから水切り材に連続して水が流れる構造となって、陸屋根部と傾斜屋根
部との接合部における漏水を抑えることができる。
【００２２】
　また、陸屋根部と傾斜屋根部との境界上の端部に、陸屋根部のパラペット部及び傾斜屋
根部のケラバ部に繋がる化粧部材が設置される構成であれば、屋根のコーナー部において
も一体感のある外観を創出することができる。
【００２３】
　さらに、屋根のコーナー部に設置される化粧部材にケラバ部の化粧カバーの上端を接続
可能な接続金具が設けられていれば、化粧部材と傾斜屋根部のケラバ部とが連続した外観
を容易に形成することができる。
【００２４】
　そして、化粧部材に屋根上面との間のシーリング材を押え付ける重ね片部を設けておく
ことによって、屋根のコーナー部周辺の防水処理を簡単におこなうことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本実施の形態の陸屋根部と傾斜屋根部との境界の屋根構造を説明する断面図であ
る。
【図２】ユニット建物の全体構成を説明する斜視図である。
【図３】陸屋根部の構成を説明する斜視図である。
【図４】陸屋根部と傾斜屋根部との境界上の端部に化粧部材を設置する工程を説明する斜
視図である。
【図５】化粧部材に傾斜屋根部のケラバ部を接続する工程を説明する斜視図である。
【図６】化粧部材に繋がる屋根の構成を示した側面図である。
【図７】実施例のユニット建物の全体構成を説明する斜視図である。
【図８】実施例の陸屋根部と傾斜屋根部との境界の屋根構造を説明する断面図である。
【図９】陸屋根部と傾斜屋根部との境界上の端部に化粧部材とケラバ部を設置する工程を
説明する斜視図である。
【図１０】陸屋根部と傾斜屋根部との境界上の端部の防水処理の工程を説明する斜視図で
ある。
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【図１１】化粧部材周辺の屋根の構成を示した平面図である。
【図１２】実施例の化粧部材に繋がる屋根の構成を示した側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図１は、本実施の形態の
屋根１０における陸屋根部１１と傾斜屋根部１２との境界の構成を説明する断面図である
。この屋根１０は、図２に示すような建物としてのユニット建物１に設けられる。
【００２７】
　まず、図２を参照しながらユニット建物１の構成から説明すると、このようなユニット
建物１は、工場で製作される複数の建物ユニット及び屋根ユニットを現地で連結すること
によって構築される。
【００２８】
　このユニット建物１は、屋根１０の大部分が平坦な陸屋根部１１となっており、長方形
の短辺側となる妻側に傾斜屋根部１２が設けられる。以下では、陸屋根部１１の端縁１１
１と傾斜屋根部１２の上縁１２１とが交わる境界を接合部１３と呼ぶ。
【００２９】
　この陸屋根部１１は、図３に示すように平面状に敷設される下地板２１と、その下地板
２１の上に設置される両縁に壁部２３１，２３１が形成された複数の防水面板としての溝
板２３と、隣接する溝板２３，２３の壁部２３１，２３１どうしを上から覆う目地カバー
２４とを主に備えている。
【００３０】
　この溝板２３は、ステンレス鋼板、アルミメッキ鋼板又は塩化ビニル樹脂被覆銅板など
の薄い金属板によって帯状又は長方形状に成形される。そして、金属板の両側の側縁を上
方に向けて折り曲げ加工した部分が壁部２３１，２３１となる。
【００３１】
　この溝板２３は、下地板２１の上に敷設されたルーフィング２２の上に隙間なく並べら
れる。また、一方の溝板２３の壁部２３１と、それに隣接して配置される他方の溝板２３
の壁部２３１との間には、図３に示すように断面視略Ｕ字形のアンカークリップ２５が挿
入される。
【００３２】
　このアンカークリップ２５は、溝板２３と同様の金属板によって成形される。アンカー
クリップ２５は、ルーフィング２２上に設置される底部２５ｃと、その両側縁を折り曲げ
加工することによって形成されるフランジ２５ａ，２５ａとを備えている。
【００３３】
　また、アンカークリップ２５の底部２５ｃには、複数のビス孔２５ｂ，・・・が穿孔さ
れており、ビス孔２５ｂ，・・・に挿入されるビス（図示省略）によって下地板２１にア
ンカークリップ２５が固定される。
【００３４】
　そして、このアンカークリップ２５のフランジ２５ａ，２５ａによって、隣接して配置
される溝板２３，２３の壁部２３１，２３１の移動が規制されることになる。
【００３５】
　一方、壁部２３１，２３１とアンカークリップ２５とによって形成される溝板２３，２
３間の目地は、両側にスカート部２４ａ，２４ａを備えた断面視略Ω状の目地カバー２４
によって上から覆われる。目地カバー２４の内空には、合成ゴムなどによって形成される
底面に粘着層２６ａが設けられた防水材２６が収容される。
【００３６】
　本実施の形態の陸屋根部１１では、図４に示すように目地カバー２４が接合部１３に略
直交する向きに、換言すると陸屋根部１１の桁側に設けられるパラペット部２８（パラペ
ット本体２８ａ参照）と略平行となる向きに延設される。
【００３７】
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　以上のようにして構築される陸屋根部１１の端縁１１１は、図１に示すように傾斜屋根
部１２の上縁１２１よりも外側に庇状に突出される。すなわち、陸屋根部１１の端縁１１
１においては、下地板２１よりも外側に溝板２３と目地カバー２４とが張り出している。
【００３８】
　なお、下地板２１は、その下方のたる木２０Ａ，２０Ｂによって支持されている。また
、たる木２０Ａ，２０Ｂは、天井梁２７によって支持され、その天井梁２７の下面は天井
２７ａで覆われている。
【００３９】
　一方、傾斜屋根部１２も同様に、たる木４０と受木桟４４によって下地板４１が支持さ
れるとともに、その下方は傾斜面となる傾斜天井４５によって覆われている。
【００４０】
　傾斜屋根部１２の下地板４１の上にはルーフィング４２が敷設され、そのルーフィング
４２の上に台形板状の屋根面材４３が隙間無く設置される。そして、傾斜屋根部１２の上
縁１２１は、図１に示すように庇状に突出された溝板２３及び目地カバー２４に覆われる
位置まで延設される。
【００４１】
　この突出された溝板２３及び目地カバー２４の縁部に沿って、軒先カバー３１が取り付
けられる。軒先カバー３１は、図１，４に示すように、例えばフッ素鋼板などの金属板を
断面視逆Ｌ字形に加工することによって成形される。
【００４２】
　軒先カバー３１は、目地カバー２４上に設置させる帯状の上縁部３１ａと、上縁部３１
ａの側縁から垂下される垂下壁３１ｄと、垂下壁３１ｄの下端から傾斜屋根部１２の上面
と略平行となるように延設される下縁部３１ｂとを備えている。
【００４３】
　軒先カバー３１は、上縁部３１ａがリベット３３によって陸屋根部１１の目地カバー２
４上面に固定される。そして、庇状に突出された溝板２３及び目地カバー２４の側端面は
、軒先カバー３１の上縁部３１ａ及び垂下壁３１ｄによって覆われることになる。
【００４４】
　また、軒先カバー３１の下縁部３１ｂは、傾斜屋根部１２の上面から離隔した位置、す
なわち浮いた位置に配置される。そして、この軒先カバー３１の下縁部３１ｂと傾斜屋根
部１２の上面との間には、水切り材３２が配置される。
【００４５】
　水切り材３２は、図１に示すように、例えばフッ素鋼板などの金属板を断面視７字形に
加工することによって成形される。この水切り材３２は、溝板２３の下面に沿って取り付
けられる帯状の上縁部３２ａと、上縁部３２ａの内側の側縁から軒先カバー３１の下縁部
３１ｂと傾斜屋根部１２との略中間に向けて延設される本体部３２ｂとを備えている。
【００４６】
　この水切り材３２の本体部３２ｂは、軒先カバー３１の下縁部３１ｂと略平行になるよ
うに延設される。また、本体部３２ｂは、軒先カバー３１の下縁部３１ｂよりも下方まで
突出している。よって、軒先カバー３１を伝って流れ落ちた雨水は、水切り材３２上に落
ちて傾斜屋根部１２に流れることになる。
【００４７】
　そして、軒先カバー３１の下縁部３１ｂと水切り材３２の本体部３２ｂとは、Ｚ字状の
Ｚ金具３１ｃによって接続される。すなわち、Ｚ金具３１ｃの上片がリベット３３によっ
て下縁部３１ｂの裏面に固定される。また、Ｚ金具３１ｃの下片がリベット３３によって
本体部３２ｂの表面に固定される。
【００４８】
　このようにして取り付けられた水切り材３２と傾斜屋根部１２のルーフィング４２との
間には、下水切り材３４が介在される。この下水切り材３４の上縁部３４ａは、水切り材
３２の本体部３２ｂの裏面に沿うフランジが形成されるように折り曲げ加工されており、



(7) JP 2013-113075 A 2013.6.10

10

20

30

40

50

リベット３４ｃによって水切り材３２と下水切り材３４とが接続される。一方、下水切り
材３４の下縁部３４ｂは、屋根面材４３の上に重ねられる。
【００４９】
　以上のようにして構成される陸屋根部１１と傾斜屋根部１２との接合部１３の端部には
、図４に示すように化粧部材としての出隅カバー５が設置される。この出隅カバー５は、
陸屋根部１１の桁側の縁部に沿って設けられるパラペット部２８と、傾斜屋根部１２のケ
ラバ部４７とを繋ぐ部材となる。
【００５０】
　出隅カバー５は、パラペットカバー２８ｂ（図６）に連続させるように延設されるパラ
ペットカバー部５２と、ケラバ部４７の化粧カバーとなる水上カバー４７ａ（図５）の上
端を接続させる接続金具５１と、軒先カバー３１に接続させる垂下壁５３とを主に備えて
いる。
【００５１】
　陸屋根部１１のパラペット部２８は、図４，６に示すように陸屋根部１１の桁側の縁部
に沿って壁状に形成されるパラペット本体２８ａと、その上に被せるパラペットカバー２
８ｂとによって主に構成される。
【００５２】
　パラペット本体２８ａには、図４－６に示すように、パラペットカバー２８ｂや出隅カ
バー５を固定するためのジョイント材２８ｃ，・・・が取り付けられている。
【００５３】
　一方、傾斜屋根部１２の傾斜する側縁に沿って設けられるケラバ部４７は、図４－６に
示すように、ケラバ受木桟４６と、その上に被せる化粧カバーとによって主に構成される
。この化粧カバーは、図６に示すように、傾斜屋根部１２の上部に配置される水上カバー
４７ａと、その下に接続される中間カバー４７ｂと、さらにその下に接続される水下カバ
ー４７ｃと、これらを連結させるジョイント材４７ｄ，・・・とによって主に構成される
。
【００５４】
　また、図４に示すように、パラペット本体２８ａと溝板２３との隅角部からケラバ受木
桟４６と傾斜屋根部１２上面との隅角部にかけて、合成ゴムなどによって線状に成形され
たシーリング材３５が取り付けられる。
【００５５】
　そして、出隅カバー５は、陸屋根部１１と傾斜屋根部１２との接合部１３と、パラペッ
ト部２８と、ケラバ部４７とが交差するコーナー部に設置される。この出隅カバー５には
、傾斜屋根部１２のケラバ部４７に向けて突出される接続金具５１が設けられる。
【００５６】
　この接続金具５１は、水上カバー４７ａの内部に収容可能な外形に形成されており、図
５に示すように接続金具５１を覆うように水上カバー４７ａを挿し込むことによって接続
をおこなう。
【００５７】
　さらに、出隅カバー５には、パラペット本体２８ａの内側面に沿って形成される垂下壁
５３と、その下端から垂下壁５３に略直交するように延設される重ね片部５３ａと、重ね
片部５３ａの傾斜屋根部１２側の端縁から垂下されるヒレ部５３ｂとが形成される。
【００５８】
　このように形成された出隅カバー５を、図４に示すように陸屋根部１１と傾斜屋根部１
２とのコーナー部に設置すると、パラペットカバー部５２によってパラペット本体２８ａ
が覆われるとともに、重ね片部５３ａがシーリング材３５に押し付けられて、溝板２３と
重ね片部５３ａとの間で圧縮されたシーリング材３５による防水処理が施される。
【００５９】
　また、出隅カバー５のパラペットカバー部５２は、図５に示すようにドリルねじ５５に
よってジョイント材２８ｃに固定される。さらに、出隅カバー５の接続金具５１は、水上
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カバー４７ａの上端に入れ込んで接続させる。
【００６０】
　図６は、完成したユニット建物１の屋根１０を側面から見た側面図である。陸屋根部１
１においては、ジョイント材２８ｃが設置されている箇所でパラペットカバー２８ｂの端
面が出隅カバー５の端面に突き合わされて、パラペット部２８と出隅カバー５とが連続し
た外観となっている。
【００６１】
　また、水上カバー４７ａの上端では、出隅カバー５の接続金具５１が入れ込まれた接続
によって、出隅カバー５とケラバ部４７とが連続した外観となっている。なお、傾斜屋根
部１２の下縁に沿って軒樋４８が取り付けられている。
【００６２】
　次に、本実施の形態の屋根１０及びそれを備えたユニット建物１の作用について説明す
る。
【００６３】
　このように構成された本実施の形態の屋根１０は、陸屋根部１１と傾斜屋根部１２との
接合部１３に、陸屋根部１１の傾斜屋根部側に庇状に突出される軒先カバー３１と、その
下に配置される水切り材３２とを備えている。
【００６４】
　このため、地上から見ると陸屋根部１１と傾斜屋根部１２とが連続しているような外観
が創出される。すなわち、折板屋根材の凸部の高さに比べて低い高さの壁部２３１が設け
られた溝板２３，・・・によって陸屋根部１１を構築することで、端縁１１１においても
上方への突出量が抑えられる。これにより、端縁１１１を隠すための高いパラペットを接
合部１３に設けなくてもよくなり、陸屋根部１１と傾斜屋根部１２とが一体になったよう
な外観にすることができる。
【００６５】
　また、軒先カバー３１の下方に水切り材３２を重ねた二重の防水処理となるため、防水
性能に優れた接合部１３にすることができる。すなわち、軒先カバー３１を張り出させ、
その下縁部３１ｂと水切り材３２の表面とを接続する構成であれば、軒先カバー３１から
水切り材３２に連続して水が流れる構造となって、陸屋根部１１と傾斜屋根部１２との接
合部１３における漏水を抑えることができる。
【００６６】
　また、陸屋根部１１と傾斜屋根部１２との接合部１３の端部に、陸屋根部１１のパラペ
ット部２８及び傾斜屋根部１２のケラバ部４７に繋がる出隅カバー５が設置される構成で
あれば、屋根１０のコーナー部においても一体感のある外観を創出することができる。
【００６７】
　さらに、コーナー部に設置される出隅カバー５の接続金具５１を傾斜屋根部１２の水上
カバー４７ａの上端に挿入できれば、地上からは出隅カバー５と傾斜屋根部１２のケラバ
部４７とが連続しているように見える。また、接続金具５１に水上カバー４７ａを挿し込
むだけでよいため、接続作業が簡単である。
【００６８】
　そして、出隅カバー５に傾斜屋根部１２上面との間のシーリング材３５を押え付ける重
ね片部５３ａを設けておくことによって、屋根１０のコーナー部周辺の防水処理を簡単に
おこなうことができる。
【実施例】
【００６９】
　以下、前記した実施の形態で説明した屋根１０とは別の形態の屋根１０Ａを備えたユニ
ット建物１Ａについて、図７－１２を参照しながら説明する。なお、前記実施の形態で説
明した内容と同一乃至均等な部分の説明については、同一用語や同一符号を付して説明す
る。
【００７０】
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　この実施例で説明するユニット建物１Ａの屋根１０Ａは、図７に示すように屋根１０Ａ
の一部が平坦な陸屋根部１１Ａとなっており、長方形の長辺側となる桁側に傾斜屋根部１
２Ａが設けられる。以下では、陸屋根部１１Ａの端縁１１１と傾斜屋根部１２Ａの上縁１
２１とが交わる境界を接合部１３Ａと呼ぶ。
【００７１】
　そして、実施例の陸屋根部１１Ａでは、図８，９に示すように目地カバー２４が接合部
１３Ａと略平行となる向きに、換言すると陸屋根部１１Ａの妻側に設けられるパラペット
部２８（パラペット本体２８ａ参照）に略直交する向きに延設される。
【００７２】
　この実施例の陸屋根部１１Ａの端縁１１１は、図８に示すように傾斜屋根部１２Ａの上
縁１２１と僅かに離隔している。すなわち、陸屋根部１１Ａの下地板２１の側端面と傾斜
屋根部１２Ａの下地板４１の上端面との間には、隙間が開いている。
【００７３】
　そこで、その隙間を覆うようにルーフィング材３ｆが架け渡され、その上に水切り材３
が配置される。この水切り材３によって、陸屋根部１１Ａの端縁１１１から傾斜屋根部１
２Ａの上縁１２１までが連続して覆われることになる。
【００７４】
　この水切り材３は、図８，９に示すように、帯状の例えばフッ素鋼板などの金属板によ
って成形される。水切り材３は、陸屋根部１１Ａの端縁１１１上方を覆う上部３ａと、傾
斜屋根部１２Ａの上縁１２１を覆う下部３ｂとを備えている。
【００７５】
　ここで、陸屋根部１１Ａの端縁１１１に最も近い位置に設置する溝板２３Ａの側縁には
、壁部２３１に代えて鉤状の端縁部２３２が形成される。この端縁部２３２はドリルねじ
３ｅによって下地板２１に固定されたＬ金具３ｄに、リベット３ｃによって固定される。
【００７６】
　そして、Ｌ金具３ｄとの固定箇所から上方の下地板２１と平行となる端縁部２３２の上
面に水切り材３の上部３ａの端縁を重ね、リベット３ｃによって双方を接合する。
【００７７】
　一方、上部３ａから鈍角に折り曲げられて傾斜屋根部１２Ａの上面に沿って吊り下げら
れる下部３ｂは、最も高い位置に配置される台形板状の屋根面材４３の上に重ねられる。
【００７８】
　このようにして構成される陸屋根部１１Ａと傾斜屋根部１２Ａとの接合部１３Ａの端部
には、図９に示すように化粧部材としての出隅カバー５Ａが設置される。
【００７９】
　出隅カバー５Ａは、パラペットカバー２８ｂ（図１２）に連続させるように延設される
パラペットカバー部５２と、ケラバ部４７の化粧カバーとなる水上カバー４７ａ（図９）
の上端を接続させる接続金具５１と、水切り材３に接続させる垂下壁５４とを主に備えて
いる。
【００８０】
　また、出隅カバー５Ａには、パラペット本体２８ａの内側面に沿って形成される垂下壁
５４と、その下端から垂下壁５４に略直交するように延設される重ね片部５４ａとが形成
される。この重ね片部５４ａは、水切り材３の上面形状に沿うように折り曲げ加工される
。
【００８１】
　このように形成された出隅カバー５Ａを、図９に示すように陸屋根部１１Ａと傾斜屋根
部１２Ａとのコーナー部に設置すると、重ね片部５４ａがシーリング材３５に押し付けら
れて、水切り材３と重ね片部５４ａとの間で圧縮されたシーリング材３５による防水処理
が施される。
【００８２】
　また、出隅カバー５Ａのパラペットカバー部５２は、図１０に示すようにドリルねじ５
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５によってジョイント材２８ｃに固定される。さらに、出隅カバー５Ａの接続金具５１に
は、水上カバー４７ａの上端を嵌め込んで接続させる。
【００８３】
　そして、出隅カバー５Ａと水上カバー４７ａとの隙間には、変性シリコーンなどの防水
剤５６を注入して防水処理を行う。続いて、水上カバー４７ａの下部から突出したジョイ
ント材４７ｄの下半部には、中間カバー４７ｂを接続する。
【００８４】
　図１１は、完成したユニット建物１Ａの屋根１０Ａを上方から見た平面図で、図１２は
側面から見た側面図である。陸屋根部１１Ａにおいては、ジョイント材２８ｃが設置され
ている箇所でパラペットカバー２８ｂの端面が出隅カバー５Ａの端面に突き合わされて、
パラペット部２８と出隅カバー５Ａとが連続した外観となっている。
【００８５】
　また、水上カバー４７ａの上端では、出隅カバー５Ａの接続金具５１が入れ込まれた接
続によって、出隅カバー５Ａとケラバ部４７とが連続した外観となっている。
【００８６】
　このように構成された実施例の屋根１０Ａは、陸屋根部１１Ａの端縁１１１から傾斜屋
根部１２Ａの上縁１２１までを連続して覆う水切り材３が配置されている。このため、陸
屋根部１１Ａと傾斜屋根部１２Ａとの接合部１３Ａにおいて高い防水性能を確保すること
ができる。
【００８７】
　なお、他の構成及び作用効果については、前記実施の形態と略同様であるので説明を省
略する。
【００８８】
　以上、図面を参照して、本発明の実施の形態を詳述してきたが、具体的な構成は、この
実施の形態又は実施例に限らず、本発明の要旨を逸脱しない程度の設計的変更は、本発明
に含まれる。
【００８９】
　例えば、前記実施の形態及び実施例では、建物としてユニット建物１，１Ａを例に説明
したが、これに限定されるものではなく、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などのあら
ゆる形態の建物に、本発明の屋根構造を適用することができる。
【符号の説明】
【００９０】
１，１Ａ　　　　ユニット建物（建物）
１０，１０Ａ　　屋根（屋根構造）
１１，１１Ａ　　陸屋根部
１１１　　　　　端縁
１２，１２Ａ　　傾斜屋根部
１２１　　　　　上縁
１３，１３Ａ　　接合部（境界）
２１　　　　　　下地板
２３，２３Ａ　　溝板（防水面板）
２３１　　　　　壁部
２４　　　　　　目地カバー
２８　　　　　　パラペット部
３１　　　　　　軒先カバー
３１ａ　　　　　上縁部
３１ｂ　　　　　下縁部
３２　　　　　　水切り材
３２ａ　　　　　上縁部
３２ｂ　　　　　本体部
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３５　　　　　　シーリング材
４７　　　　　　ケラバ部
４７ａ　　　　　水上カバー（化粧カバー）
５　　　　　　　出隅カバー（化粧部材）
５１　　　　　　接続金具
５３，５４　　　垂下壁
５３ａ，５４ａ　重ね片部
３　　　　　　　水切り材
３ａ　　　　　　上部
３ｂ　　　　　　下部
５Ａ　　　　　　出隅カバー（化粧部材）
５４　　　　　　垂下壁
５４ａ　　　　　重ね片部
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