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(57)【要約】
【課題】主に、軒先面戸をなくすと共に、換気効率を良
くし得るようにする。
【解決手段】建物本体３の上部に、建物本体３の外方へ
軒先側の端部が突出した状態で折版屋根４を設置し、折
版屋根４の軒先側の端部の下方に、庇アーム５を介して
軒樋７を設置し、庇アーム５の軒先側の端部に、（取付
金具４１を介して）軒樋７を外側から覆う軒先化粧カバ
ー８を取付け、軒先化粧カバー８の上端部と折版屋根４
の軒先側の端部との間に庇カバー９を設けた軒先構造２
に関する。
　軒樋７の建物１側の立上部３３の上縁部と、折版屋根
４の下面との間に、止水材５１を設けると共に、軒先化
粧カバー８の、少なくとも庇アーム５の下部よりも高い
位置に、換気部５２，５３を設けるようにする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物本体の上部に、建物本体の外方へ軒先側の端部が突出した状態で折版屋根を設置し
、該折版屋根の軒先側の端部の下方に、庇アームを介して軒樋を設置し、前記庇アームの
軒先側の端部に、前記軒樋を外側から覆う軒先化粧カバーを取付け、該軒先化粧カバーの
上端部と前記折版屋根の軒先側の端部との間に庇カバーを設けた軒先構造であって、
  前記軒樋の建物側の立上部の上縁部と、前記折版屋根の下面との間に、止水材を設ける
と共に、前記軒先化粧カバーの、少なくとも前記庇アームの下部よりも高い位置に、換気
部を設けたことを特徴とする軒先構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、軒先構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　建物本体の上部に、鋼板を波型に折り曲げてなる折版屋根を、折版屋根の軒先側の端部
が建物本体の外方へ突出するように設置した建物が存在している。
【０００３】
　この建物では、建物本体の上部と波型の折版屋根の下面との間に、軒先面戸と呼ばれる
（波型の折版屋根に合わせた）山型の部材を設置することで、軒先面戸によって、折版屋
根の軒先側の端部から折版屋根の下面側へ回り込んだ伝い水を切ったり、風雨をブロック
したりするようにしている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　一方、建物本体の上部に陸屋根を設けた場合には、建物本体の上部に設置した軒樋を軒
先化粧カバーで外側から覆うことで、軒先構造を見栄え良くすることなどが行われている
（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実用新案登録第３２０９１１８号公報
【特許文献２】特開２０１２－４７００５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１に記載された軒先構造には、伝い水を切ったり、風雨をブロックしたり
するのに、軒先面戸が必要になるという問題があった。
【０００７】
　また、特許文献２の軒先構造には、軒先化粧カバーの内部などの換気のために、軒先化
粧カバーの下側にのみ換気口を設けるようにしていたので、換気効率が良くないという問
題があった。
【０００８】
　そこで、本発明は、主に、上記した問題点を解決することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明は、建物本体の上部に、建物本体の外方へ軒先側の
端部が突出した状態で折版屋根を設置し、該折版屋根の軒先側の端部の下方に、庇アーム
を介して軒樋を設置し、前記庇アームの軒先側の端部に、前記軒樋を外側から覆う軒先化
粧カバーを取付け、該軒先化粧カバーの上端部と前記折版屋根の軒先側の端部との間に庇
カバーを設けた軒先構造であって、前記軒樋の建物側の立上部の上縁部と、前記折版屋根
の下面との間に、止水材を設けると共に、前記軒先化粧カバーの、少なくとも前記庇アー
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ムの下面よりも高い位置に、換気部を設けたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、上記構成によって、軒先面戸をなくすと共に、換気効率を良くするこ
となどができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施の形態にかかる建物の軒先構造の縦断面図である。
【図２】比較例にかかる建物の軒先構造の縦断面図である。
【図３】図２の軒先構造で用いられている軒先面戸の部品図である。このうち、（ａ）は
正面図、（ｂ）は平面図、（ｃ）は側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本実施の形態を、図面を用いて詳細に説明する。
  図１～図３は、この実施の形態を説明するためのものである。
【実施例１】
【００１３】
　＜構成＞以下、構成について説明する。
【００１４】
　図１は、本実施の形態にかかる建物１の軒先構造２を示す縦断面図である。
【００１５】
　戸建住宅や集合住宅などの建物１の軒先構造２として、建物本体３の上部に、建物本体
３の外方へ軒先側の端部が突出した状態で折版屋根４を設置する。そして、折版屋根４の
軒先側の端部の位置の下方（ほぼ真下）に、庇アーム５を介して軒樋７を設置する。庇ア
ーム５の軒先側の端部に、軒樋７を外側から覆う軒先化粧カバー８を取付ける。軒先化粧
カバー８の上端部と折版屋根４の軒先側の端部との間に庇カバー９を設ける。
【００１６】
　ここで、建物１は、どのような構造のものであっても良いが、この実施例では、ユニッ
ト建物１１としている。ユニット建物１１は、工場で予め製造されたほぼ直方体状の建物
ユニット１２を建築現場へ搬送して、建築現場で組み立てることにより、短期間のうちに
建物１を構築できるようにしたものである。建物ユニット１２には、鋼製のもの（鋼製ユ
ニット）や木製のもの（木質系ユニット）など存在しているが、この実施例では、鋼製の
ものとしている。鋼製の建物ユニット１２は、４本の柱の上端部間を４本の天井梁１４で
矩形状に連結し、４本の柱の下端部間を４本の床梁で矩形状に連結してなるボックスラー
メン構造のユニットフレームを有している。
【００１７】
　建物本体３は、複数の建物ユニット１２によって構成される。図では、最上階の建物ユ
ニット１２の天井梁１４が示されている。最上階の建物ユニット１２の天井梁１４の外側
には外壁２１を構成する外壁パネルが取付けられている。外壁２１は、その上端部が、ほ
ぼ天井梁１４の下部の位置まで延ばされている。
【００１８】
　折版屋根４は、鋼板を波型に折り曲げた屋根材である。折版屋根４は、軒元側から軒先
側へ向かって下り勾配に設置される。波型の凹凸部は、軒元側から軒先側へ向かって延び
るように形成される。折版屋根４は、最上階の建物ユニット１２の天井梁１４の上部に、
ドリルビスなどの固定具２３を用いて上下方向に固定されたタイトフレーム２２と呼ばれ
る取付金具を介して取付けられる。
【００１９】
　庇アーム５は、外壁２１の上端部よりも僅かに高い位置から建物本体３の外方へ向けて
ほぼ水平に延びる支持部材であり、紙面と直交する方向に間隔を有して複数設けられる。
庇アーム５は、上記した天井梁１４の側面にボルト、ナットなどの固定具２４を用いて横
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方向に固定される。
【００２０】
　庇アーム５の下部には、ほぼ水平な軒天井２５が、紙面と直交する方向に設置される。
軒天井２５は、例えば、ケイカル板などの断熱板２６や、塩ビ鋼板などの軒天井パネル２
７などで構成することができる。断熱板２６や軒天井パネル２７は、受金具２８などを用
いて、庇アーム５の長手方向の両端部を庇アーム５の下面に取付けられる。
【００２１】
　軒樋７は、折版屋根４に降った雨水Ｘを集める集水部材であり、また、集めた雨水Ｘを
導く導水部材である。軒樋７は、折版屋根４の軒先側の端部に沿って紙面と直交する方向
に延ばされる。軒樋７は、底面３１と、底面３１の前後（軒先側および建物１側）の縁部
からほぼ上方へ立ち上がる前後の立上部３２，３３とを有するほぼＵ字状断面のものとさ
れる。
【００２２】
　軒樋７は、折版屋根４の軒先側の端部の位置の下方で、かつ、庇アーム５の中間部（建
物１寄りの位置）の上部に設置される。軒樋７は、庇アーム５の上面に、軒樋受具３４を
用いて保持固定される。
【００２３】
　軒樋７は、延設方向に所要の排水勾配を有して設置され、排水勾配の下流側には、縦樋
が接続される。また、排水勾配の上流側には、オーバーフロー樋３５が設けられる。この
オーバーフロー樋３５は、軒樋７内の雨水Ｘの水位が所定値以上となったときに、雨水Ｘ
を真下へ向かってオーバーフローさせるものである。
【００２４】
　この実施例では、オーバーフロー樋３５は、上部部材３６と下部部材３７とに上下分割
されている。上部部材３６と下部部材３７とは、それぞれ別々に取付けられる。
【００２５】
　上部部材３６は、ほぼ漏斗状の部材とされて、軒樋７の側に、軒樋７の底面３１を上下
に貫通した状態で取付けられる。ほぼ漏斗状の上部部材３６は、軒樋７の底面３１よりも
上側に流入口３６ａを有し、軒樋７の底面３１よりも下側に流出口３６ｂを有している。
流入口３６ａは、軒樋７の内部の建物１側の立上部３３よりも低い位置に設けられる。流
出口３６ｂは、流入口３６ａが設けられた上部部材３６の上側の部分よりも小径の筒状と
なっている。
【００２６】
　上部部材３６が取付けられることで、軒樋７は、底面３１が、庇アーム５の上面よりも
高い位置に配置される。これにより、軒樋７の下側を通して換気を行い易くすることなど
ができる。
【００２７】
　下部部材３７は、上部部材３６の流出口３６ｂから流出された雨水Ｘを受ける受容器と
されて、軒天井２５の側に取付けられる。受容器状の下部部材３７は、軒天井２５の上側
に受入口３７ａを有し、軒天井２５の下側に排出口３７ｂを有している。受入口３７ａの
内部には、上部部材３６の流出口３６ｂが上側から挿入配置される。受入口３７ａは、上
部部材３６の上側の部分よりも大径とされており、上部部材３６からの雨水Ｘを溜めつつ
排出口３７ｂから所定量ずつ排出するようになっている。
【００２８】
　軒先化粧カバー８は、取付金具４１を介して庇アーム５の先端部にビスなどの取付具４
２で取付けられる。取付金具４１は、主に、紙面と平行な面を有する金属板などで構成さ
れており、庇アーム５の先端部の位置から、折版屋根４の軒先側の端部の頂部とほぼ同じ
かそれよりも高くなるように上方へ延ばされている。
【００２９】
　庇カバー９は、軒樋７の上部を上方から覆う部材であり、軒先化粧カバー８や取付金具
４１の上端部またはその近傍と、折版屋根４の軒先側の端部またはその近傍との間を覆う
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ように架設されて、ビスなどの取付具４３で軒先化粧カバー８や取付金具４１や折版屋根
４の上面に取付けられる。折版屋根４の上面は、詳しくは、折版屋根４の凹凸部の凸部の
頂面の上面となる。
【００３０】
　そして、庇カバー９や軒先化粧カバー８や軒天井２５などで軒樋７の周囲を囲むことに
より、軒樋７の周囲に所要の密閉性を有する空間が形成される。そのため、この空間や、
この空間につながる建物１の内部には換気を行う必要が生じる。
【００３１】
　なお、庇カバー９の折版屋根４側の端部には、ほぼ下方へ屈曲する屈曲部４５を設ける
ことができる。屈曲部４５は、折版屋根４の凹凸部の形状に合わせた凹凸形状とすること
ができる。屈曲部４５は、庇アーム５の延設方向に対し、軒樋７の建物１側の立上部３３
とほぼ同じ位置か、それよりも若干軒先寄りの位置に形成される。
【００３２】
　そして、上記のような基本的または全体的な構成に対し、この実施例は、以下のような
構成を備えることができる。
【００３３】
　（１）軒樋７の建物１側の立上部３３の上縁部と、折版屋根４の下面との間に、止水材
５１を設ける。また、軒先化粧カバー８の、少なくとも庇アーム５の下面よりも高い位置
に、換気部５２，５３を設けるようにする。
【００３４】
　ここで、軒樋７は、軒先側の立上部３２を、建物１側の立上部３３、および、折版屋根
４の軒先側の端部の下面よりも高くなるように上へ延ばしている。これにより、折版屋根
４を流下した雨水Ｘが、軒樋７を越えることが防止され、確実に軒樋７に雨水Ｘを集水す
ることができる。
【００３５】
　そして、軒樋７の建物１側の立上部３３を、折版屋根４の下面へ向かって、折版屋根４
の下面に僅かに到達しない程度の長さとなるように上へ延ばしている。これにより、軒樋
７の建物１側の立上部３３の上縁部と、折版屋根４の下面との間に止水材５１を設けるこ
とが可能になる。
【００３６】
　止水材５１は、発泡系の材料などを用いることができる。止水材５１は、軒樋７の建物
１側の立上部３３の上縁部に沿って紙面と直交する方向に延ばされる。止水材５１の下面
は、軒樋７の建物１側の立上部３３の上縁部に粘着剤や接着剤などによって固定すること
ができる。止水材５１の上面は、折版屋根４の下面に当接される。止水材５１の上面は、
折版屋根４の下面に粘着剤や接着剤などによって固定することができる。折版屋根４の下
面は、詳しくは、折版屋根４の凹凸部の凹部の底面の下面となる。
【００３７】
　軒先化粧カバー８は、上下方向に対し複数に分割されている。例えば、軒先化粧カバー
８は、上部カバー５５と中間カバー５６と下部カバー５７とに３分割されている。
【００３８】
　そして、上部カバー５５の下端部分を、中間カバー５６の上端部分の上側に、隙間５８
を有して重ねて配置することにより、隙間５８の部分に第一の換気部５２が形成される。
第一の換気部５２は、軒樋７の軒先側の立上部３２の上縁部とほぼ同じかそれよりも高い
位置に設けることができる。第一の換気部５２は、風雨が入り込み難いようにラビリンス
形状にすることができる。この実施例では、上部カバー５５の下端部分を外側へ向けて下
り勾配や下向きなどに屈曲し、中間カバー５６の上端部分を建物１側へ向けて上り勾配に
屈曲することで、隙間５８をラビリンス形状にしている。
【００３９】
　また、中間カバー５６の下端部分を、下部カバー５７の上端部分の外側に、隙間５９を
有して重ねて配置することにより、隙間５９の部分に第二の換気部５３が形成される。第
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二の換気部５３は、庇アーム５の下面と上面との間の位置に設けることができる。第二の
換気部５３は、風雨が入り込み難いようにラビリンス形状にすることができる。この実施
例では、中間カバー５６の下端部分を建物１側へ向けてほぼ水平に屈曲し、下部カバー５
７の上端部分を外側へ向けてほぼ水平に屈曲することで隙間５９をラビリンス形状にして
いる。
【００４０】
　その他に、下部カバー５７と、軒天井２５の軒先側の端部との間には、第三の換気部５
４を形成しても良い。第三の換気部５４は、庇アーム５の下面よりも低い位置に形成され
る。この第三の換気部５４は、既存のものと同様のものである。
【００４１】
　＜作用＞以下、この実施例の作用について説明する。
【００４２】
　この実施例にかかる建物１の軒先構造２では、建物本体３の上部に、建物本体３の外方
へ軒先側の端部が突出した状態で折版屋根４を設置し、折版屋根４の軒先側の端部の位置
の下方に、庇アーム５を介して軒樋７を設置している。これにより、折版屋根４に降った
雨水Ｘは、折版屋根４を流下して軒樋７に集められる。軒樋７に集められた雨水Ｘは、軒
樋７の下流側に設けられる縦樋を介して下水道などへ排出される。また、軒樋７に詰まり
などのトラブルが発生して、軒樋７に所定量以上の雨水Ｘが溜まった場合には、溜まった
雨水Ｘは、オーバーフロー樋３５から真下へ向けて排水される。これにより、溜まった雨
水Ｘが屋内側へ流入することが防止されると共に、住人は、軒樋７のトラブルを直接的に
知ることができる。
【００４３】
　そして、庇アーム５の軒先側の端部に、軒樋７を外側から覆う軒先化粧カバー８を取付
け、軒先化粧カバー８の上端部と折版屋根４の軒先側の端部との間に庇カバー９を設ける
。これにより、軒樋７を軒先化粧カバー８や庇カバー９で覆って外部から見え難くするこ
とができる。そのため、軒先構造２の外観品質を向上することができる。軒先化粧カバー
８や庇カバー９の内側などに対する換気は、軒先化粧カバー８の上部や中間部に設けた換
気部５２，５３によって行うことができる。
【００４４】
　この際、図２の比較例に示すような既存の軒先構造２では、タイトフレーム２２と呼ば
れる取付金具の近傍に、図３（ａ）～（ｃ）に示すような（折版屋根４の凹凸部の形状に
合わせた）山型の軒先面戸７１を設けて、軒先面戸７１によって折版屋根４の軒先側の端
部から下側へ回り込んだ伝い水を切ったり、風雨をブロックしたりさせているので、その
分、部品コストや取付けの手間がかかっている。
【００４５】
　また、図２の比較例のものは、軒先化粧カバー８の下部のみにしか換気部（第三の換気
部５４に相当）が設けられていなかったので、換気効率が良くなかった。
【００４６】
　＜効果＞この実施例によれば、以下のような効果を得ることができる。
【００４７】
　（効果 １）軒先構造２では、軒樋７の建物１側の立上部３３の上縁部と、折版屋根４
の下面との間に、止水材５１を設けると共に、軒先化粧カバー８の、庇アーム５の下面よ
りも高い位置に、換気部５２，５３を設けても良い。
【００４８】
　これにより、折版屋根４の軒先側の端部から折版屋根４の裏面へ回り込んだ伝い水を、
軒樋７の建物１側の立上部３３の上縁部の止水材５１で切ることができる。よって、伝い
水を切るための軒先面戸７１をなくすことができる。
【００４９】
　また、風雨は、軒先化粧カバー８や庇カバー９によってブロックすることができる。そ
して、換気は、矢印Ｙで示すように、軒先化粧カバー８の、庇アーム５の下面よりも高い
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位置に設けた単数または複数の換気部５２，５３によって行わせることができる。よって
、軒先面戸７１をなくしても、換気効率を向上しつつ、水切り機能と、風雨をブロックす
る機能とを軒先構造２に持たせることができる。
【００５０】
　しかも、軒先化粧カバー８の上部に第一の換気部５２を設け、軒先化粧カバー８の中間
部に第二の換気部５３を設けて、少なくとも上部と中間部との二箇所の位置で換気を行わ
せるようにすることで、換気効率をより高めることができる。この実施例では、上側の第
一の換気部５２から入った空気は、軒樋７の下側を通って、軒樋７の背面側（建物１側の
立上部３３の裏側）から建物本体３の内部へと通される。同様に、中間部に第二の換気部
５３から入った空気は、軒樋７の下側を通って、軒樋７の背面側（建物１側の立上部３３
の裏側）から建物本体３の内部へと通される。
【符号の説明】
【００５１】
　２　　軒先構造
　３　　建物本体
　４　　折版屋根
　５　　庇アーム
　７　　軒樋
　８　　軒先化粧カバー
　９　　庇カバー
　３３　立上部
　５１　止水材
　５２　換気部
　５３　換気部

【図１】 【図２】
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