
JP 2013-189772 A 2013.9.26

10

(57)【要約】
【課題】けらばを覆うカバーに付着した雨水の大部分を
軒樋に流すことができるけらばカバーを提供する。
【解決手段】軒先１１に軒樋３が設けられた屋根１のけ
らば１２を覆うためのけらばカバー４である。けらば１
２及び軒樋３を側方から覆う化粧板部５と、けらば１２
の上面を覆う上覆い部６と、上覆い部６の突出先端部に
設けられて屋根勾配方向に連続し、下流側端部が軒樋３
の上方にまで延出した流路部７と、上覆い部６に設けら
れて流路部７を流れる雨水を軒樋３に流下させるための
開口部６１とを備える。上覆い部６が流路部７に向けて
下り傾斜している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軒先に軒樋が設けられた屋根のけらばを覆うためのけらばカバーであって、
前記けらば及び前記軒樋を側方から覆う化粧板部と、
この化粧板部の上縁部から屋根上面に沿って突出して前記けらばの上面を覆う上覆い部と
、
この上覆い部の突出先端部に設けられて屋根勾配方向に連続し、下流側端部が前記軒樋の
上方にまで延出した流路部と、
前記上覆い部に設けられて前記流路部を流れる雨水を前記軒樋に流下させるための開口部
と
を備え、
前記上覆い部が前記流路部に向けて下り傾斜している
ことを特徴とするけらばカバー。
【請求項２】
　前記化粧板部は、屋根勾配方向の下流側端部に、前記軒樋の開口端部に接続される軒樋
止まり部を備えている
ことを特徴とする請求項１記載のけらばカバー。
【請求項３】
　前記軒樋止まり部は、
前記化粧板部の一部であり前記軒樋の開口端部が当接又は近接対向する軒樋側端部と、
この軒樋側端部の裏面から軒樋側に向けて突出し前記軒樋の開口端部に嵌合する嵌合突条
と
を備えている
ことを特徴とする請求項２のいずれかに記載のけらばカバー。
【請求項４】
　前記上覆い部の突出先端部から上方に立ち上げられた立上部と、
この立上部の上端から側方に延出した横片部と、
この横片部における立上部とは反対側の端部から下方に延出した縦片部と
をさらに備え、
前記立上部と前記横片部と前記縦片部とは、前記屋根に設けられて屋根勾配方向に連続す
る突条部を上方から覆うものであり、
前記流路部は、前記上覆い部と前記立上部との境界部分により構成されている
ことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載のけらばカバー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、けらばを覆うためのけらばカバーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、屋根のけらばを覆うためのけらばカバーが知られている（例えば特許文献１参照
）。
【０００３】
　この特許文献１記載のけらばカバーは、破風被覆面と、上面被覆面とを備えている。破
風被覆面は、けらばの側面を側方から覆う。上面被覆面は、けらばの上面を上方から覆う
。上面被覆面は、破風被覆面の上縁から屋根上面に沿って突出している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２６２７９９号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで特許文献１記載のけらばカバーの上面被覆面は水平である。このため、上面被
覆面に付着した雨水は、破風被覆面側に流れ出てしまう。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、けらばを
覆うカバーに付着した雨水の大部分を軒樋に流すことができるけらばカバーを提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のけらばカバーは、軒先に軒樋が設けられた屋根のけらばを覆うためのけらばカ
バーであって、前記けらば及び前記軒樋を側方から覆う化粧板部と、この化粧板部の上縁
部から屋根上面に沿って突出して前記けらばの上面を覆う上覆い部と、この上覆い部の突
出先端部に設けられて屋根勾配方向に連続し、下流側端部が前記軒樋の上方にまで延出し
た流路部と、前記上覆い部に設けられて前記流路部を流れる雨水を前記軒樋に流下させる
ための開口部とを備え、前記上覆い部が前記流路部に向けて下り傾斜していることを特徴
とする。
【０００８】
　またこのけらばカバーにおいて、前記化粧板部は、屋根勾配方向の下流側端部に、前記
軒樋の開口端部に接続される軒樋止まり部を備えていることが好ましい。
【０００９】
　またこのけらばカバーにおいて、前記軒樋止まり部は、前記化粧板部の一部であり前記
軒樋の開口端部が当接又は近接対向する軒樋側端部と、この軒樋側端部の裏面から軒樋側
に向けて突出し前記軒樋の開口端部に嵌合する嵌合突条とを備えていることが好ましい。
【００１０】
　またこのけらばカバーにおいて、前記上覆い部の突出先端部から上方に立ち上げられた
立上部と、この立上部の上端から側方に延出した横片部と、前記横片部における前記立上
部とは反対側の端部から下方に延出した縦片部とをさらに備え、前記立上部と前記横片部
と前記縦片部とは、前記屋根に設けられて屋根勾配方向に連続する突条部を上方から覆う
ものであり、前記流路部は、前記上覆い部と前記立上部との境界部分により構成されてい
ることが好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のけらばカバーによれば、けらばを覆うカバーに付着した雨水の大部分を軒樋に
流すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施形態のけらばカバーが取り付けられた状態の斜視図である。
【図２】本実施形態のけらばカバーにおける取付施工中の斜視図である。
【図３】本実施形態のけらばカバーにおける取付施工中の斜視図である。
【図４】本実施形態のけらばカバーが取り付けられた状態の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について添付図面に基づいて説明する。
【００１４】
　本実施形態のけらばカバー４は、屋根１のけらば１２に取り付けられる。本実施形態の
屋根１は切妻屋根である。屋根１は棟（図示せず）と軒先１１とを有する。棟は、屋根１
において最も高い部分である。軒先１１は、屋根１の下端部において建物側壁から突出し
た部分である。軒先１１は、棟よりも下方に位置している。屋根１は、屋根勾配を有して
いる。本実施形態において屋根勾配方向９０とは、軒棟方向として定義される。屋根１は
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、切妻屋根の他に、片流れ屋根、のこぎり屋根、越し屋根などが挙げられる。
【００１５】
　また建物は、けらば１２を有している。けらば１２は、切妻屋根、片流れ屋根、のこぎ
り屋根、越し屋根等といった屋根１の妻側の端部として定義される。本実施形態における
妻側の端部とは、例えば、屋根勾配方向９０に直角な方向の建物の端部である。建物は、
破風板１３を有している。破風板１３は、けらば１２に設けられている。破風板１３は、
側面視山形に形成されている。破風板１３は、屋根１の下方に設けられている。破風板１
３は、屋根に沿って形成されている。
【００１６】
　建物は、図２に示されるように、鼻隠し板１４と、吊り具２と、軒樋３とを有する。鼻
隠し板１４は、軒先１１に設けられている。鼻隠し板１４は、屋根１の下方に設けられて
いる。鼻隠し板１４は、屋根勾配方向９０に直交する。鼻隠し板１４は、屋根１の軒先１
１の桁行方向の全長に亘って設けられている。
【００１７】
　吊り具２は、鼻隠し板１４に固定されている。吊り具２は、軒樋３を上方から吊持する
。吊り具２は、固定部２３と、吊部２０とを備えている。固定部２３は、固着具を介して
鼻隠し板１４に固定される。言い換えると固定部２３は、吊部２０を鼻隠し板１４に固定
する。
【００１８】
　吊部２０は、軒樋３を吊持する。吊部２０に吊持された軒樋３は、軒先に沿ってスライ
ドできるようになっている。言い換えると吊部２０は、軒樋３を桁行方向にスライド自在
に保持する。吊部２０は、前後方向に長さを有している。吊部２０は、第１の支持部２１
と、第２の支持部２２とを備えている。第１の支持部２１は、吊部２０の前端に設けられ
ている。第２の支持部２２は、第１の支持部２１よりも後方に設けられている。
【００１９】
　軒樋３は、断面略Ｕ字状に形成されている。軒樋３は上方に開口している。軒樋３は、
排水路を有している。軒樋３の上方の開口は排水路内に連通している。軒樋３は、軒先１
１に沿って長さを有する。軒樋３は、吊り具２により鼻隠し板１４に固定される。軒樋３
は、軒先１１に設けられている。より詳しく説明すると、軒樋３は、軒先１１から流下す
る雨水を受けることができる位置に配置されている。軒樋３は、前面部３１と、底面部３
２と、後面部３３とを備えている。前面部３１は、上端ほど前方に位置するようにして傾
斜している。前面部３１は、後面部３３に対向している。底面部３２は、前面部３１の下
端と後面部３３の下端とに接続されている。前面部３１と底面部３２と後面部３３とは一
体成形されている。前面部３１は、第１の支持部２１に支持される。後面部３３は、第２
の支持部２２に支持される。軒樋３の後面部３３は、鼻隠し板１４との間に隙間を形成す
る。
【００２０】
　屋根１は、図１等に示されるように、折板材により構成されている。屋根１は、金属屋
根である。屋根１は、突条部１５と、凹溝部１６とを備えている。突条部１５と凹溝部１
６とは、屋根勾配方向９０とは直角な方向に交互に並んでいる。突条部１５は屋根勾配方
向９０に連続している。凹溝部１６は屋根勾配方向９０に連続している。凹溝部１６は軒
棟方向に勾配を有している。凹溝部１６は、雨水を軒樋３へ流すための流水路として機能
する。
【００２１】
　なお、屋根１としては、折板材により構成されたものでなくてもよい。ルーフ材が用い
られていてもよいし、折板材以外の縦葺き屋根材であってもよい。また横葺き屋根材であ
ってもよい。また、屋根１としては、金属屋根でなく瓦屋根やスレート屋根であってもよ
い。
【００２２】
　けらばカバー４は、図１，２に示されるように、化粧板部５と、上覆い部６と、流路部
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７と、屋根上装着部８とを備えている。またけらばカバー４は、下覆い部４１と、前端面
部４２とをさらに備えている。けらばカバー４は、鋼板により構成されている。鋼板とし
ては、亜鉛めっき鋼板、塗装鋼板、ガルバリウム鋼板（登録商標）、ステンレス鋼板等が
挙げられる。
【００２３】
　化粧板部５は、破風板１３及び屋根１の側面を側方から覆う。また化粧板部５は、軒樋
３の側面を側方から覆う。言い換えると、化粧板部５はけらば１２及び軒樋３を側方から
覆う。化粧板部５は、屋根勾配方向９０に長さを有している。化粧板部５は、軒樋３の前
端から棟に亘った長さを有している。化粧板部５は、軒樋３と鼻隠し板１４との間の隙間
を側方から覆う。化粧板部５は上下方向に幅を有している。化粧板部５の幅は、屋根の厚
さと破風板１３の幅よりも長くなっている。化粧板部５は、鉛直面により形成されている
。
【００２４】
　上覆い部６は、化粧板部５の幅方向の上側の端縁から第１の方向９１に向かって延出し
ている。第１の方向９１とは、けらば１２から屋根中央側に向かう方向として定義される
。言い換えると、上覆い部６は、化粧板部５の上縁部から屋根１上面に沿って突出してい
る。上覆い部６は、けらば１２の上面を覆う。上覆い部６は、第１の方向９１に長さを有
している。また上覆い部６は、屋根勾配方向９０に長さを有している。上覆い部６は、第
１の方向９１に向かうほど、下方に位置するよう傾斜している。言い換えると、上覆い部
６は、第１の方向９１の先端に向けて下り傾斜している。
【００２５】
　屋根上装着部８は、上覆い部６の第１の方向９１の先端に設けられている。言い換える
と、屋根上装着部８は、上覆い部６の突出先端部に設けられている。屋根上装着部８は、
屋根勾配方向９０に長さを有している。詳しく説明すると、屋根上装着部８は、軒から棟
に亘る長さに形成されている。屋根上装着部８は、突条部１５を上から覆う。屋根上装着
部８は、立上部８１と、横片部８２と、縦片部８３とを備えている。屋根上装着部８の断
面形状は、突条部１５の断面形状に沿って形成されている。
【００２６】
　立上部８１は、上覆い部６の第１の方向９１の先端から上方に向かって延出している。
言い換えると立上部８１は、上覆い部６の突出先端部から上方に立ち上げられている。立
上部８１は、上覆い部６の屋根勾配方向９０の全長に亘って設けられている。横片部８２
は、立上部８１の上端から側方に向かって延出している。横片部８２は、立上部８１の屋
根勾配方向９０の全長に亘って設けられている。横片部８２は、突条部１５の頂面に沿っ
ている。縦片部８３は、横片部８２の第１の方向９１の先端から下方に向かって延出して
いる。言い換えると縦片部８３は、横片部８２における立上部８１とは反対側の端部から
下方に延出している。縦片部８３は、下方に行く程、第１の方向９１に向かうよう傾斜し
ている。縦片部８３の第１の方向の先端は、図４に示されるように、突条部１５の上下方
向の中間に位置している。
【００２７】
　屋根上装着部８は、図２に示すように、工場出荷時には、横片部８２と縦片部８３とが
同一平面上に位置している。すなわち、縦片部８３は、けらばカバー４をけらば１２に配
置した状態で、下方に曲げられる。
【００２８】
　流路部７は、上覆い部６と立上部８１との境界部分により構成されている。言い換える
と、流路部７は、上覆い部６の突出先端部に設けられている。より詳しく言うと、流路部
７は、上覆い部６の第１の方向９１の先端に設けられている。流路部７は、屋根勾配方向
９０に長さを有している。流路部７は、棟から軒先１１の全長に亘って設けられている。
流路部７は、棟から軒先１１に亘って連続している。流路部７は、棟側から軒側に向かっ
て下り傾斜している。つまり流路部７は、上流側端部と、下流側端部とを有している。上
流側端部は、屋根１の棟に位置している。下流側端部は、軒樋３の上方に位置している。
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言い換えると流路部７は、上覆い部６の突出先端部に設けられて屋根勾配方向９０に連続
し、下流側端部が前記軒樋３の上方にまで延出している。
【００２９】
　上覆い部６は、開口部６１を有している。開口部６１は、流路部７の下流側端部よりも
屋根勾配方向の下流側に設けられている。開口部６１は、流路部７を流れる雨水を軒樋３
に流下させるために設けられている。開口部６１は、切欠によって形成されていてもよい
。また開口部６１は、貫通孔によって形成されていてもよい。
【００３０】
　流路部７は、断面Ｖ字状に凹没している。また上覆い部６は、流路部７に向かって下り
傾斜している。さらに上覆い部６には、流路部７の下流側端部に開口部６１が形成されて
いる。このため、上覆い部６の上面に付着した雨水は、流路部７に流入し、軒先１１に向
かって流下する。軒先１１に向かって流下した雨水は、流路部７の下流側端部から落下し
、開口部６１を通過して軒樋３に流入する。
【００３１】
　また、化粧板部５は、図２に示されるように、軒樋止まり部５１を備えている。軒樋止
まり部５１は、化粧板部５における屋根勾配方向９０の下流側端部の裏側に設けられてい
る。化粧板部５の裏側とは、第１の方向９１を向く面として定義される。軒樋止まり部５
１は、軒樋３の長手方向の端部に固定される。軒樋３の長手方向の端部は、軒樋止まり部
５に取り付けられるまでは、開口端部３４となっている。軒樋止まり部５１は、軒樋３の
開口端部３４を閉塞する。言い換えると軒樋止まり部５１は、軒樋３の開口端部３４に接
続される。
【００３２】
　軒樋止まり部５１は、軒樋側端部５２と、嵌合突条５３とを備えている。軒樋側端部５
２は、化粧板部５に設けられている。軒樋側端部５２は、化粧板部５の長手方向の軒先側
の端部に設けられている。軒樋側端部５２は、鼻隠し板１４よりも外側に突出している。
【００３３】
　嵌合突条５３は、軒樋側端部５２の裏側から第１の方向９１に向かって突出している。
嵌合突条５３は、第１の方向９１に長さを有している。嵌合突条５３は、図４に示される
ように、軒樋３の内側に設けられている。言い換えると嵌合突条５３の外側に、軒樋３の
開口端部３４が嵌め込まれる。嵌合突条５３は、側面視Ｕ字状に形成されている。
【００３４】
　下覆い部４１は、化粧板部５の下縁部から第１の方向９１に向かって延出している。下
覆い部４１は、破風板１３を下方から覆う。下覆い部４１は、化粧板部５の屋根勾配方向
９０の全長に亘って設けられている。
【００３５】
　前端面部４２は、化粧板部５の屋根勾配方向９０の下端部に設けられている。前端面部
４２は、上覆い部６から下覆い部４１に亘って設けられている。前端面部４２は、軒樋３
の前面部３１に平行するようにして設けられている。
【００３６】
　本実施形態のけらばカバー４は次のようにして、けらば１２に取り付けられる。
【００３７】
　施工者は、けらばカバー４をけらば１２の側方から、第１の方向９１に向かって嵌め込
む。施工者は、けらばカバー４の上覆い部６をけらば１２の上方に位置させる。施工者は
、けらばカバー４の流路部７の裏側を、屋根の突条部１５に当接させる（図２参照）。こ
の状態で施工者は、図３に示すように、上覆い部６に固着具４３を打入する。また施工者
は、下覆い部４１に固着具４３を打入する。固着具４３は、けらばカバー４を貫通し、破
風板１３に打ち込まれる。
【００３８】
　次いで施工者は、屋根上装着部８の縦片部８３をベンダーにより下方に折り曲げる。そ
して施工者は、図４に示すように、縦片部８３に固着具４３を打入する。固着具４３は、



(7) JP 2013-189772 A 2013.9.26

10

20

30

40

50

けらばカバー４と屋根の突条部１５とを貫通する。これにより、けらばカバー４は、けら
ば１２に固定される。このとき施工者は、固着具４３をコーキングにより埋める。つまり
施工者は、固着具４３に防水処理を施す。
【００３９】
　なお、ここで言う打入とは、釘を打ち込むことや、ビスを螺入することも含むものとし
て定義される。固着具４３としては、例えば、釘やビスやボルトが挙げられる。
【００４０】
　次いで、施工者は、軒樋３を設置する。軒樋３は、長手方向の端部が開口端部３４とな
っている。施工者は、軒樋３を吊り具２に保持させる。そして施工者は、軒樋３を第１の
方向９１とは反対側（つまり妻側）の方向に向かってスライド移動させる。軒樋３の開口
端部３４は、突条部１５の外側に嵌め込まれる。このとき施工者は、突条部１５の外側面
に接着剤を塗布する。これにより、軒樋３の開口端部３４は、軒樋止まり部５１によって
閉塞される。
【００４１】
　以上のように本実施形態のけらばカバー４は、化粧板部５と、上覆い部６と、流路部７
と、開口部６１とを備える。化粧板部５は、けらば１２及び軒樋３を側方から覆う。上覆
い部６は、化粧板部５の上縁部から屋根上面に沿って突出してけらば１２の上面を覆う。
流路部７は、上覆い部６の突出先端部に設けられて屋根勾配方向９０に連続し、下流側端
部が軒樋３の上方にまで延出する。開口部６１は、上覆い部６に設けられて流路部７を流
れる雨水を軒樋３に流下させるために設けられている。そして、上覆い部６が前記流路部
７に向けて下り傾斜している。
【００４２】
　このようなけらばカバー４が取り付けられた屋根１によれば、降雨し、雨水がけらばカ
バー４に付着した場合、雨水は、流路部７に向かって流れる。雨水は、流路部７に沿って
軒樋３に流れ込む。このため本実施形態のけらばカバー４によれば、上覆い部６から化粧
板部５側に流れにくい構造にできる。しかも本実施形態のけらばカバー４は、上覆い部６
に付着した雨水の大部分を軒樋３に流すことができる。このため、本実施形態のけらばカ
バー４によれば、排水性を向上させることができる。
【００４３】
　しかも本実施形態のけらばカバー４は、化粧板部５により軒樋３の側方を覆うため、外
観上、軒樋３を目立たないようにできる。特に、軒樋３と鼻隠し板１４との間の隙間は外
観を損ねてしまうが、本実施形態のけらばカバー４が取り付けられることで、この隙間を
覆うことができる。この結果、建物外観を向上させることができる。
【００４４】
　また本実施形態のけらばカバー４は、化粧板部５は軒樋止まり部５１を備えている。軒
樋止まり部５１は、化粧板部５の屋根勾配方向９０の下流側端部に設けられている。軒樋
止まり部５１は、軒樋３の開口端部３４に接続される。
【００４５】
　このように本実施形態のけらばカバー４は、軒樋止まり部５１により軒樋止まり部材の
機能も兼ねているため、軒樋止まり部材を軒樋３に別に取り付ける必要がない。このため
本実施形態のけらばカバー４によれば、軒樋止まり部材の部品点数を削減することができ
る。
【００４６】
　また本実施形態のけらばカバー４は、嵌合突条５３を備えている。嵌合突条５３は、軒
樋３側に向けて突出している。嵌合突条５３は、軒樋３の開口端部３４に嵌合する。
【００４７】
　このため本実施形態のけらばカバー４によれば、嵌合突条５３を軒樋３の開口端部３４
に接着することができる。このように嵌合突条５３によれば、接着代を確保できるため、
接着を確実に行なうことができる。これにより、止水性を向上させることができる。
【００４８】
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　特に、本実施形態の嵌合突条５３は、軒樋３の内側に嵌め込まれるよう構成されている
。このため、施工者は、軒樋３を嵌合突条５３に嵌め込むに当たり、前端面部４２や下覆
い部４１をガイドにして軒樋３をスライド移動させ、その後、軒樋３の開口端部３４を嵌
合突条５３側に押し上げるだけでよい。これにより施工者は、簡単且つ確実に軒樋３を設
置することができる。
【００４９】
　また本実施形態のけらばカバー４は、立上部８１と、横片部８２と、縦片部８３とを備
えている。立上部８１は、上覆い部６の突出先端部から上方に立ち上げられている。横片
部８２は、立上部８１の上端から側方に延出している。縦片部８３は、横片部８２におけ
る立上部８１とは反対側の端部から下方に延出している。また、立上部８１と横片部８２
と縦片部８３とは、屋根に設けられて屋根勾配方向９０に連続する突条部１５を上方から
覆う。流路部７は、上覆い部６と立上部８１との境界部分により構成されている。
【００５０】
　このように縦片部８３の端部は下方に臨む。つまり上から降る雨は、縦片部８３と屋根
との間の隙間に入り難い。このため、本実施形態のけらばカバー４によれば、屋根１とけ
らばカバー４との間に水が入り込みにくくすることができる。特に、本実施形態のけらば
カバー４は、上覆い部６が傾斜しているため、けらば１２上面との間に隙間を形成してし
まいやすい。このため本実施形態のけらばカバー４のように、立上部８１と横片部８２と
縦片部８３とが設けられていると、雨水の浸入を効果的に防ぐことができる。
【００５１】
　なお本実施形態においては、縦片部８３を下方に曲げる際、屋根１上でベンダーにより
曲げ加工したが、地上においてロール成形機によりけらばカバー４を曲げ加工してもよい
。また、縦片部８３は、予め工場出荷時に曲げられていてもよい。
【００５２】
　また本実施形態のけらばカバー４は、屋根上装着部８が設けられていたが、本発明のけ
らばカバーにおいて、屋根上装着部は必ずしも必要な構成ではない。
【符号の説明】
【００５３】
　１　　　屋根
　１１　　軒先
　１２　　けらば
　１５　　突条部
　３　　　軒樋
　３４　　開口端部
　４　　　けらばカバー
　５　　　化粧板部
　５１　　軒樋止まり部
　５２　　軒樋側端部
　５３　　嵌合突条
　６　　　上覆い部
　６１　　開口部
　７　　　流路部
　８　　　屋根上装着部
　８１　　立上部
　８２　　横片部
　８３　　縦片部
　９０　　　屋根勾配方向
　９１　　　第１の方向
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