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(57)【要約】
【課題】　軒樋の裏側への雨水の回り込みを低減し、豪
雨時に軒樋の裏側へ雨水が浸入したとしてもその雨水を
屋外側へ導いて軒天井を濡らさないようにする。
【解決手段】　軒先の鼻隠し部２０２に沿って軒樋４を
備えるとともに軒樋４の屋外側に化粧部材３が配設され
ている。軒先上端から水切り材２７が軒樋に向けて垂下
され、化粧部材３は屋内側下部に水受け溝３３を備えて
いる。水切り材２７の背面側から鼻隠し部２０２にかけ
ての凹部は、内水切り６によって覆われる。内水切り６
の下端縁は、軒樋４の裏側から化粧部材３の水受け溝３
３に向けて延設されている。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軒先の鼻隠し部に沿って軒樋を備えるとともに軒樋の屋外側に化粧部材が配設された軒
先構造であって、
　軒先上端から水切り材が軒樋に向けて垂下され、化粧部材は屋内側下部に水受け溝を備
え、
　水切り材の背面側から鼻隠し部にかけての凹部が内水切りによって覆われるとともに、
内水切りの下端縁は、軒樋の裏側から化粧部材の水受け溝に向けて延設されていることを
特徴とする軒先構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の軒先構造において、
　化粧部材は、上端および下端に、屋外側に張り出した薄板状のフランジ部を長手方向に
沿って備え、前記水受け溝は、下端のフランジ部の屋内側に設けられたことを特徴とする
軒先構造。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の軒先構造において、
　化粧部材は、前記水受け溝の屋内側から下方に延設された垂れ壁を備えたことを特徴と
する軒先構造。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一つの請求項に記載の軒先構造において、
　化粧部材は、前記水受け溝よりも屋内側に予備溝を備えたことを特徴とする軒先構造。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一つの請求項に記載の軒先構造において、
　鼻隠し部に化粧部材の支持具が取り付けられ、
　内水切りは、鼻隠し部に接合される取付板部と、取付板部の上方から水切り材の先端方
向へ延び水切り材と鼻隠し部との間を覆う上方カバー部と、取付板部の下方から化粧部材
の支持具に沿って延び軒樋の裏側を覆う下方カバー部と、水垂れ勾配を有して下方カバー
部の先端から化粧部材の水受け溝に向かって延びる下方水切り板部とを一体に備えたこと
を特徴とする軒先構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物の軒先構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、軒先には軒樋が設けられ、軒樋への降雨が跳ね返って軒内へ浸入しないようにす
る対策が講じられている。例えば、特許文献１に開示された軒先構造では、屋根板の延長
上に水切り板が設けられ、その前端部に軒先水切として斜板が備えられている。水切り板
はビス等で軒の前端部に固着されるとともに下方に折れ曲がり、その先端部が軒樋に近接
して設けられている。これにより、雨水は水切り板に導かれて軒樋を流れ、雨水の跳ね上
げが発生せず、鼻板が濡れることなく鼻板の汚れや腐食が防止できるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－３０３００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、上記先行技術による場合、水切り板にはビス等をねじ込むための貫通孔
が複数箇所に設けられているため、軒樋で跳ね返った雨水は貫通孔に浸入し、軒樋の外側
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に回り込む可能性があった。また、樋吊金具が配置された箇所には水切り板が設けられて
いないため、軒樋へ落下した雨水が跳ね上がり、軒樋の外側に回り込む可能性もあった。
【０００５】
　近年では、ゲリラ豪雨と呼ばれる局所的な降雨が頻発するようになってきており、短時
間に多量の雨水が軒樋を流れることがある。このような場合には、軒樋から跳ね返る雨水
が増加したり雨水があふれ出たりすることも考えられ、軒樋の隙間などから軒裏へと雨水
が浸入する可能性が高まる。雨水が浸入すると、庇の内部に雨水が滴下して軒天井の上部
に溜まってしまい、軒天井にしみや、変色を生じるおそれがあった。
【０００６】
　本発明は、上記のような問題点にかんがみてなされたものであり、その目的とするとこ
ろは、雨水を軒樋へ確実に集めて排水するとともに、軒天井へ雨水が流れにくい構造を備
えさせて、軒樋の裏側へ雨水が浸入したとしてもその雨水を屋外側へ導いて軒天井を濡ら
さないようにすることのできる軒先構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記の目的を達成するための本発明の解決手段は、軒先の鼻隠し部に沿って軒樋を備え
るとともに軒樋の屋外側に化粧部材が配設された軒先構造を前提としており、軒先上端か
ら水切り材が軒樋に向けて垂下され、化粧部材は屋内側下部に水受け溝を備える。この水
切り材の背面側から鼻隠し部にかけての凹部が内水切りによって覆われるとともに、内水
切りの下端縁は、軒樋の裏側から化粧部材の水受け溝に向けて延設されて構成されている
。
【０００８】
　このような特定事項により、雨水を軒樋に集めるとともに、軒樋から跳ね返った雨水を
、内水切りによって、軒樋の裏側へ浸入させることなく軒樋へ集めて排水することができ
る。仮に、雨水が軒樋の裏側へ回り込むことがあったとしても、雨水を、内水切りを伝っ
て、軒樋の屋外側に配設された化粧部材の水受け溝まで導くことができ、軒天井を濡らす
ことが防がれる。
【０００９】
　前記軒先構造において、化粧部材は、上端および下端に、屋外側に張り出した薄板状の
フランジ部を長手方向に沿って備え、前記水受け溝は、下端のフランジ部の屋内側に設け
られていることが好ましい。これにより、フランジ部が屋外側に張り出して意匠性の高い
外観を形成することができるとともに、水受け溝から雨水を排水することができる。
【００１０】
　また、前記化粧部材は、前記水受け溝の屋内側から下方に延設された垂れ壁を備えてい
ることが好ましい。また、化粧部材には、前記水受け溝よりも屋内側に予備溝が備えられ
てもよい。このような垂れ壁や予備溝によって、外観からは軒裏が見えないように納める
ことができ、意匠性を高めることができる。
【００１１】
　また、前記鼻隠し部には化粧部材の支持具が取り付けられ、前記内水切りは、鼻隠し部
に接合される取付板部と、取付板部の上方から水切り材の先端方向へ延び水切り材と鼻隠
し部との間を覆う上方カバー部と、取付板部の下方から化粧部材の支持具に沿って延び軒
樋の裏側を覆う下方カバー部と、水垂れ勾配を有して下方カバー部の先端から化粧部材の
水受け溝に向かって延びる下方水切り板部とを一体に備えた構成であることが好ましい。
【００１２】
　これにより、通常、軒樋から跳ね返った雨水は、内水切りの上方カバー部に当たり、軒
樋へ流れる。降雨量が多いとき、軒樋の裏側に雨水が浸入したとしても、その雨水は内水
切りを伝って下方へ流れ、下方水切り板部まで導くことができる。下方水切り板部へ導か
れた雨水は、化粧部材の水受け溝に流れて排水されるので、軒天井を濡らすことが防がれ
る。
【発明の効果】
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【００１３】
　本発明では、軒先の水切り材に加えて内水切りを備えており、軒樋の屋内側への雨水の
回り込みを低減させている。また、軒樋の裏側へ雨水が浸入したとしても、内水切りによ
って、軒樋の屋外側へ雨水を導き、化粧部材の水受け溝から排水することができるので、
軒天井を濡らす事態を回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態に係る軒先構造を示す外観斜視図である。
【図２】実施の形態に係る軒先構造を示す断面図である。
【図３】図２の軒先構造の水下側を示す断面図である。
【図４】前記軒先構造の鼻隠し部における取付構造を示す斜視図である。
【図５】前記軒先構造の施工手順を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の実施の形態に係る軒先構造について、図面を参照しつつ説明する。
【００１６】
　以下の説明では、建物の屋外側に外壁面より張り出して設けられる屋根の部分を軒、軒
の屋外側の部分を軒先と称する。また、かかる軒には、窓などの開口部の上部に部分的に
設けられた屋根である庇や、さらに軽微な屋根である霜除け庇などの壁面より張り出して
設けられた建物の構造部を含む。
【００１７】
　図１に例示する形態では、建物１に、外壁から屋外側に張り出した庇２が設けられてい
る。この庇２は開口部の上部などに設けられ、フラット屋根として構成されている。庇２
の軒先の辺縁部には、化粧部材３が取り付けられている。化粧部材３は、上端と下端に薄
板状のフランジ部３１を有しており、フランジ部３１が屋外側に張り出して意匠性の高い
外観を形成している。
【００１８】
　図２および図３に示すように、庇２は、サイディング材からなる屋根下地２１に塗装鋼
板からなる屋根材２２が重ねられ、屋根下地２１および屋根材２２には適宜の水勾配が設
けられている。屋根下地２１は、溝形またはＣ形の屋根フレーム２３の上端に配設されて
いる。屋根フレーム２３の下端には、吊金具２４を介して鋼製の野縁２５が取り付けられ
、野縁２５にサイディング材からなる軒裏材２６が取り付けられて軒天井２０１が形成さ
れている。屋根フレーム２３の屋外側の側面は、庇２の軒厚に相当して鼻隠し部２０２を
構成している。
【００１９】
　化粧部材３の屋内側には軒樋４が配設されている。軒樋４は、軒先の辺縁部に沿って配
設され、屋根材２２を流れた雨水を受けて排水する作用をなす。図１に建物外観を示すよ
うに、軒樋４は、化粧部材３によって視覚的に遮蔽されている。この場合、軒樋４は、化
粧部材３と軒先の屋根フレーム２３との間に配設されている。軒樋４の下流には図示しな
い竪樋が接続されて、雨水が排水される。
【００２０】
　軒樋４は、合成樹脂系材料を用いて押出成形により角型形状に形成されている。図５に
示すように、鼻隠し部２０２には、軒樋４の受け具４０と、化粧部材３の支持具３０とが
、それぞれ間隔を設けて取り付けられている。受け具４０は、金属製帯板材を折曲して、
軒樋４の外面を保持しうる凹状に形成されている。化粧部材３の支持具３０も、金属製帯
板材を折曲して溝形状に形成されている。
【００２１】
　軒樋４は水勾配が付されて受け具４０によって支持されている。受け具４０は、屋根フ
レーム２３に対して取付位置を高さ方向に調整することで、軒樋４を支持する高さを変更
することができるように構成されている。例えば、図４に示すように、鼻隠し部２０２に
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対応する屋根フレーム２３には、高さ方向に長いスリット状の長孔２３１が設けられてい
る。受け具４０の取付位置は、かかる長孔２３１の開口範囲内で変更することができる。
【００２２】
　受け具４０は、屋内側の側面に図示しない貫通孔を備えており、長孔２３１を挿通させ
たボルト５１およびボルト５１に螺合させた蝶ナット５２によって屋根フレーム２３に止
着される。軒樋４の水上側では長孔２３１の上部側にて蝶ナット５２を止め付け、水下側
では長孔２３１の下部側にて蝶ナット５２を止め付ける。軒樋４は、受け具４０の上方か
ら受け具４０に嵌め込まれて固定される。これにより、図２に示す水上側の軒樋４の高さ
位置に対して、図３に示す水下側の軒樋４の高さ位置を低くすることができ、水勾配を付
して軒樋４を配設することができる。
【００２３】
　屋根材２２には、軒樋４に向けて軒先上端から垂下された水切り材２７が備えられてい
る。水切り材２７は、屋根材２２の軒先側の辺縁部に一体に形成され、斜め下方に延設さ
れて水垂れ勾配を有している。水切り材２７の先端は、水返しが設けられている。
【００２４】
　図２および図３に示すように、水切り材２７の背面側から鼻隠し部２０２（屋根フレー
ム２３）にかけての凹部は、内水切り６によって覆われている。内水切り６は、アルミニ
ウム板等の金属板材を折曲して形成され、上方カバー部６１、取付板部６２、下方カバー
部６３、および下方水切り板部６４を一体に備えている。
【００２５】
　取付板部６２は、屋根フレーム２３に接合される、高さ方向に延びる部分である。上方
カバー部６１は、取付板部６２の上方から水切り材２７の先端方向へ延び、水切り材２７
と屋根フレーム２３との間を覆う。下方カバー部６３は、取付板部６２の下方から化粧部
材３の支持具３０に沿って延び、軒樋４の外面を覆う。下方水切り板部６４は、下方カバ
ー部６３の先端から化粧部材３の下部に向かって延設され、斜め下方に傾斜して水垂れ勾
配を付して形成されている。
【００２６】
　例示の形態では、化粧部材３は、屋内側に、断面略Ｚ形の接合部材３２を備えている。
化粧部材３は、接合部材３２を介して支持具３０に接合され固定されている。また、化粧
部材３は、接合部材３２の下方に水受け溝３３を備えている。水受け溝３３は、下方のフ
ランジ部３１の背面側に、長手方向に沿って設けられている。図２および図３に示すよう
に、水受け溝３３は、下方のフランジ部３１の屋内側端縁に立ち上がりが設けられて、凹
溝状に形成されている。内水切り６の下方水切り板部６４は、この化粧部材３の水受け溝
３３に向けて延設されている。
【００２７】
　内水切り６には、補助水切り７が添設されている。補助水切り７は、内水切り６の取付
板部６２に重ねて配設される支持板部７１と、この支持板部７１の上方から軒樋４に向け
て延設された水切り板部７２とを一体に備えている。水切り板部７２は、斜め下方に水垂
れ勾配を持って形成された部分と、その先端から垂直方向下方へ延設された部分とを有す
る。補助水切り７は、支持板部７１と水切り板部７２とによって、軒樋４の屋内側端縁に
覆い被さり、軒樋４と受け具４０との屋内側の接合部を上から覆うように設けられている
。
【００２８】
　軒樋４と受け具４０との屋外側の接合部は、カバー部材８によって被覆されている。軒
樋４の屋外側の端縁部は、受け具４０の屋外側の端縁部の上に重ねられ、受け具４０に備
えられたバンド４０１で押さえられている。カバー部材８は、これらの軒樋４と受け具４
０との屋外側の接合部に被せて配設されている。さらに、カバー部材８の屋外側の端縁部
は、化粧部材３の背面に接合されるとともにシール材８１で被覆されている。
【００２９】
　かかる軒先構造は、図５に示すように、庇２の屋根フレーム２３に屋根下地２１および
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屋根材２２を順に配設して施工される。屋根フレーム２３の鼻隠し部２０２には、内水切
り６、補助水切り７、および支持具３０を順に重ねて取り付ける。軒樋４の受け具４０に
ついては、図４に示したように、長孔２３１により取付レベルを調整し、軒樋４の水勾配
に対応させて取り付ける。内水切り６および補助水切り７は、屋根フレーム２３にあらか
じめ一体化されて施工現場に搬入されることで、精度よく短期間での施工が可能となる。
【００３０】
　次いで、化粧部材３を、支持具３０に対して接合部材３２を介してボルト・ナット５３
を用いて取り付ける。受け具４０には、上方から軒樋４を嵌め込み、軒樋４を固定する。
軒樋４の水勾配は、前述のとおり、受け具４０の固定位置により調整することができる。
【００３１】
　次いで、軒樋４と受け具４０との屋外側の接合部にカバー部材８を嵌め込む。カバー部
材８の屋外側の端縁部を、接合部材３２に止着して固定し、上からシール材８１で被覆す
る。これにより、実施の形態に係る軒先構造が施工される。
【００３２】
　以上の構成を備える軒先構造においては、降雨時に、屋根材２２を流れた雨水は水切り
材２７を伝って軒樋４に集められる。軒樋４の雨水は水下側に流れて排水される。降雨量
が多い時や風雨が強い時には、軒樋４に落下した雨水は、軒樋４の底部に当たって跳ね返
る可能性がある。軒樋４から屋内側に跳ね返った雨水は、内水切り６に当たり、上方カバ
ー部６１を伝って軒樋４へ落下する。また、屋内側に跳ね返って補助水切り７に当たった
雨水は、水切り板部７２を伝って軒樋４へ落下する。これにより、軒樋４の屋内側に跳ね
返った雨水は、軒樋４の裏側に浸入することなく、軒樋４内に集められて排水される。
【００３３】
　軒樋４から屋外側に跳ね返った雨水は、カバー部材８に当たり、カバー部材８から軒樋
４に流れ込む。カバー部材８は、軒樋４と受け具４０との屋外側の接合部を被覆している
ので、これらの隙間に雨水が入り込むことはない。
【００３４】
　ゲリラ豪雨が発生し降雨量が増大すると、多量の雨水が軒樋４で跳ねたり、軒樋４から
あふれ出たりすることも考えられる。これに対し、実施の形態に係る軒先構造では、内水
切り６および補助水切り７が備えられているので、雨水が軒樋４の裏側へは浸入しにくく
、仮に浸入したとしても、その雨水は内水切り６を伝って下方水切り板部６４に導かれる
。下方水切り板部６４は、化粧部材３の水受け溝３３に向かって延設されているので、雨
水は水受け溝３３に集められる。このため、万一、軒樋４の裏側へ回り込む水があっても
、軒天井２０１を濡らすことにはならず、屋外側の水受け溝３３から排水することができ
る。
【００３５】
　さらに、化粧部材３には、水受け溝３３の屋内側に垂れ壁３４が接続され、予備溝３５
が備えられていることが好ましい。垂れ壁３４は、水受け溝３３の屋内側の辺縁部から下
方に垂設されている。予備溝３５は、垂れ壁３４の下端部に、屋内側に張り出して溝状に
形成され、水受け溝３３と平行に配設されている。この予備溝３５は軒裏材２６と接する
ことなく配設され、両者の縁は切られている。
【００３６】
　これにより、軒樋４の裏側へ回り込んだ雨水は水受け溝３３に集められ、さらに、水受
け溝３３から雨水があふれ出ることがあっても、その下方の予備溝３５にて、あふれた雨
水を受けることができる。したがって、雨水の回り込みによって軒天井２０１（軒裏材２
６）を濡らすことが回避される。また、これらの垂れ壁３４および予備溝３５によって、
軒裏材２６の外縁部は、外観から見えないように納められ、化粧部材３の見付け寸法も小
さく抑えられている。これにより、庇２の外観の意匠性を高めることができる。
【００３７】
　以上のように、本発明によれば、雨水を軒樋４に効果的に集めて排水することができ、
軒樋４の裏側への雨水の浸入を抑制し、万一、雨水が浸入しても軒天井２０１に変色やし
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み等を生じることが防がれ、耐久性および美観に優れた軒先構造とすることができる。
【００３８】
　なお、庇２において、屋根フレーム２３、屋根下地２１、および屋根材２２は、ユニッ
ト化されて、あらかじめ組付けられた状態で施工現場に搬入されても、また施工現場にて
組み上げられてもよい。屋根フレーム２３や屋根材２２等は、金属製の部材を例示したが
、本発明はこれに限られず、木質材等のどのような材質からなる部材であってもよい。さ
らに、庇２および軒樋４には、水勾配を付すことが好ましいが、水勾配を付さずに略水平
に設けられてもよい。軒樋４も上記構成に限定されるものではなく、丸樋等であってもよ
く、また耐蝕加工が施され、または耐蝕性を有する金属板材からなる部材でもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明は、建物の軒先構造として好適に利用可能である。
【符号の説明】
【００４０】
　１　　　建物
　２　　　庇
　２１　　屋根下地
　２２　　屋根材
　２３　　屋根フレーム
　２３１　長孔
　２４　　吊金具
　２５　　野縁
　２６　　軒裏材
　２７　　水切り材
　２０１　軒天井
　２０２　鼻隠し部
　３　　　化粧部材
　３１　　フランジ部
　３２　　接合部材
　３３　　水受け溝
　３０　　支持具
　４　　　軒樋
　４０　　受け具
　６　　　内水切り
　６１　　上方カバー部
　６２　　取付板部
　６３　　下方カバー部
　６４　　下方水切り板部
　７　　　補助水切り
　７１　　支持板部
　７２　　水切り板部
　８　　　カバー部材
　８１　　シール材
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