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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水平方向に延びる梁材の上に間隔を置いて略平行に設置される一対の屋根フレームと、
前記屋根フレーム間を塞ぐように配置される屋根ふき材と、を備える屋根パネルが複数隣
接して構成される屋根構造に設けられる軒先の排水構造であって、
　前記軒先に沿って配置される軒樋と、
　前記軒樋の上方を覆う蓋部と、
　一対の前記屋根フレームの軒先側に取付けられて前記蓋部の軒元側を支持する取付部材
と、を備え、
　前記取付部材は、一対の前記屋根フレームを跨ぐように配置され、その上方に前記蓋部
の軒先側が配置される取付枠と、
　前記屋根フレームに配置される第１フランジ部、及び前記取付枠が載置されて該取付枠
を支持する第２フランジ部を有する一対の取付金具と、を有する
ことを特徴とする軒先の排水構造。
【請求項２】
　水平方向に延びる梁材の上に間隔を置いて略平行に設置される一対の屋根フレームと、
前記屋根フレーム間を塞ぐように配置される屋根ふき材と、を備える屋根パネルが複数隣
接して構成される屋根構造に設けられる軒先の排水構造であって、
　前記軒先に沿って配置される軒樋と、
　前記軒樋の上方を覆う蓋部と、
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　一対の前記屋根フレームの軒先側に取付けられて前記蓋部の軒元側を支持する取付部材
と、を備え、
　前記取付部材は、一対の前記屋根フレームを跨ぐように配置され、その上方に前記蓋部
の軒先側が配置される取付枠
を備えたことを特徴とする軒先の排水構造。
【請求項３】
　水平方向に延びる梁材の上に間隔を置いて略平行に設置される一対の屋根フレームと、
前記屋根フレーム間を塞ぐように配置される屋根ふき材と、を備える屋根パネルが複数隣
接して構成される屋根構造に設けられる軒先の排水構造であって、
　前記軒先に沿って配置される軒樋と、
　前記軒樋の上方を覆う蓋部と、
　一対の前記屋根フレームの軒先側に取付けられて前記蓋部の軒元側を支持する取付部材
と、を備え、
　前記取付部材は、前記屋根フレームに配置される第１フランジ部、及び前記蓋部の軒元
側が載置されて該蓋部の軒元側を支持する第２フランジ部を有する一対の取付金具
を備えたことを特徴とする軒先の排水構造。
【請求項４】
　前記取付枠は、前記蓋部の軒先側が載置される上壁と、
　該上壁と略平行に配置されて両端が前記一対の取付金具の各第２フランジに配置される
下壁と、
　前記上壁及び前記下壁を連結する側壁と、を有することを特徴とする請求項１に記載の
軒先の排水構造。
【請求項５】
　隣接する前記屋根パネルの隣接する前記屋根フレーム及び前記第１フランジ部の上面が
、カバー材により覆われていることを特徴とする請求項１又は３に記載の軒先の排水構造
。
【請求項６】
　前記蓋部の軒先側は、複数のブラケットによって前記梁材に支持された軒先受材上に配
置されていることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の軒先の排水構造。
【請求項７】
　前記屋根パネルは、前記屋根ふき材の上方を跨ぐように前記屋根フレームに固定される
遮蔽板状部材を備えていることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の軒先
の排水構造。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一項に記載の軒先の排水構造が設けられ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、軒先の排水構造及び建物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、一対の屋根フレームに野地板と屋根ふき材（溝板）を固定し、屋根ふき材の上方
を跨ぐように屋根フレームに太陽電池モジュールを固定して屋根パネルを構成し、この屋
根パネルの軒先に沿って設けられた排水構造が開示されている（例えば、特許文献１参照
）。
【０００３】
　特許文献１に記載の排水構造は、屋根ふき材の端部に吊り下げられた軒樋と、この軒樋
の上方を覆う蓋部とを備えている。このような排水構造では、積雪があった場合でも、蓋
部によって軒樋内に雪などが堆積しにくくなるため、軒樋による排水性を保持可能となっ
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ている。
【０００４】
　特許文献１では、屋根ふき材の防水性が損なわれることがないように、軒樋の軒元側と
蓋部の軒元側を、野地板よりも軒先側に突出させた屋根ふき材の縁部、すなわち防水性を
確保する必要のある場所から離間した位置に固定している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１５－１６１１２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来技術のように軒樋が屋根ふき材の端部に吊り下げられた構成で
は、積雪量が多くなった場合、軒樋及び蓋部と屋根ふき材の縁部との接合部分に、大きな
荷重が作用し、軒樋や屋根ふき材の耐久性に影響するおそれがある。
【０００７】
　そこで、本発明は、屋根ふき材の防水性を損なうことなく、積雪などに対する耐荷重性
を向上させることができる軒先の排水構造及びこの排水構造を有する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】
【０００８】
　前記目的を達成するために、本発明の軒先の排水構造は、水平方向に延びる梁材の上に
間隔を置いて略平行に設置される一対の屋根フレームと、前記屋根フレーム間を塞ぐよう
に配置される屋根ふき材と、を備える屋根パネルが複数隣接して構成される屋根構造に設
けられる軒先の排水構造であって、前記軒先に沿って配置される軒樋と、前記軒樋の上方
を覆う蓋部と、一対の前記屋根フレームの軒先側に取付けられて前記蓋部の軒元側を支持
する取付部材と、を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の建物は、上述のような軒先の排水構造を有していることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、軒樋を覆う蓋部の軒元側が、防水性を確保する屋根ふき材ではなく、
取付部材によって屋根フレームに取付けられているため、屋根ふき材の防水性を損なうこ
とがない。また、雪の堆積などによって蓋部に大きな荷重が作用しても、この荷重を屋根
フレームや屋根フレームが設置された梁材で受けることができる。したがって、屋根ふき
材の防水性を損なうことなく、積雪などに対する耐荷重性を向上させることができる軒先
の排水構造及びこの排水構造を有する建物を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施の形態に係る軒先の排水構造の構成を示す図であって、排水構造が設けら
れる屋根構造の軒先付近の拡大断面図である。
【図２】屋根パネルと取付金具の概略構成を示す分解斜視図である。
【図３】パラペットカバー蓋と補強部材と取付金具と屋根フレームとの関係を説明するた
めの図であって、図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図４】取付金具と補強部材の関係を説明するための図であって、屋根構造の軒先付近の
概略を示す斜視図である。
【図５】取付金具と補強部材の関係を説明するための図であって、排水構造が設けられる
屋根構造の軒先付近の拡大断面図である。
【図６】取付金具に固定された補強部材及び防水ラインを説明するための図であって、排
水構造を軒先側から見たときの断面図である。
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【図７】補強部材とパラペットカバー蓋の関係を説明するための図であって、屋根構造の
軒先付近の概略を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　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。まず、図１乃至図３を用
いて、本発明の実施の形態の軒先の排水構造が設けられる建物の屋根構造について説明す
る。図１は、本実施の形態の排水構造６が設けられる屋根構造の軒先付近の拡大断面図で
ある。図２は、屋根パネル１０と取付金具７３の概略構成を示す分解斜視図である。図３
は、パラペットカバー蓋７１と補強部材７２と取付金具７３と屋根フレーム２との関係を
説明するための図であって、図１のＡ－Ａ線断面図である。図３では、太陽電池モジュー
ル１や軒樋６１などの一部の構成を省略している。
【００１３】
　（屋根構造）
　この屋根構造は、ユニット建物を構成する建物ユニットに設けられ、図１に示すように
、水平に延びる桁屋根梁Ｈ１の上に、屋根パネル１０を設置して構築されている。
【００１４】
　この屋根パネル１０は、図１乃至図３に示すように、側縁を形成するために桁屋根梁Ｈ
１の上に略平行に配置される一対の屋根フレーム２，２と、屋根フレーム２，２間を塞ぐ
ように配置される屋根ふき材４と、該屋根ふき材４の上面から離間して屋根ふき材４の上
方を跨ぐように屋根フレーム２，２に固定される太陽電池モジュール（遮蔽板状部材）１
とを主に備えている。
【００１５】
　一対の屋根フレーム２，２の内側には、一対の支持材３１，３１と、下地板としての野
地板３２とを有するガイド部３が設けられている。
【００１６】
　屋根フレーム２は、図３に示すように、幅の広い下フランジ２１と、それよりも幅が狭
い上フランジ２３と、平行に配置された下フランジ２１と上フランジ２３との側縁間を繋
ぐウェブ２２とによって、断面視略略コ字形（Ｃ字形）に形成されている。
【００１７】
　そして、この屋根フレーム２のウェブ２２の内側面に沿って、断面視Ｌ字形の支持材３
１が取り付けられている。この支持材３１は、屋根ふき材４の上面に形成される勾配に合
わせて、屋根フレーム２，２の内側に取り付けられている。なお、支持材３１は、図２で
は、屋根フレーム２の略全長に亘る形状に形成したものを示しているが、野地板３２の長
手方向の複数箇所のみを支持するように、複数に分割されたものを用いることもできる。
【００１８】
　屋根フレーム２，２の内側面側にそれぞれ取り付けられた支持材３１，３１の上には、
図３に示すように野地板３２の両側縁部が載せられている。野地板３２は、一定の厚さに
成形されているため、野地板３２の上面は、支持材３１，３１の勾配と同じ勾配（屋根勾
配）が形成されている。
【００１９】
　野地板３２は、ねじなどの固定部材によって支持材３１に結合されている。また、野地
板３２の上面は、ポリエチレンルーフィングなどの防水シート３２ａにより覆われている
。この防水シート３２ａは、図３に破線で示すように、屋根フレーム２の内側面にかかる
位置まで敷設されている。そのため、野地板３２の全面が防水シート３２ａによって覆わ
れ、防水性が確保されている。
【００２０】
　そして、この防水シート３２ａの上に屋根ふき材４が設置されている。この屋根ふき材
４は、例えば防水性能および耐食性能に優れた溶融アルミニウムめっき鋼板などによって
形成されている。
【００２１】
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　屋根ふき材４は、図２に示すように、一枚の板材を折り曲げ加工して形成されたもので
、長方形の平板状の平板部４０と、平板部４０の両側縁からほぼ垂直に立ち上げられた立
壁部４１，４１と、立壁部４１，４１の上端からほぼ直角に外側に向けて張り出された上
縁部４２，４２とを備える。
【００２２】
　そして、屋根ふき材４は、図３に示すように、平板部４０が野地板３２の上面の上に重
ねられ、上縁部４２が、屋根フレーム２の上フランジ２３の上に載せられて、ドリルねじ
などの固定部材をねじ込むことで上フランジ２３に結合されている。
【００２３】
　したがって、屋根ふき材４は、図２に示すように、上面となる平板部４０に屋根フレー
ム２の長手方向に向けた勾配が形成されている。すなわち、側面視略台形状の立壁部４１
の高さは屋根フレーム２の長手方向の位置によって異なっており、それに繋がる平板部４
０には勾配が形成される。この屋根ふき材４の平板部４０に形成される勾配は、支持材３
１の取り付け勾配と一致し、これが連続することで、屋根勾配が形成されている。なお、
屋根ふき材４において、長手方向で勾配の最も高い側の一端部に立壁部４３が形成されて
いる。また、屋根ふき材４を長手方向に複数連続して設ける場合には、勾配の下側の屋根
ふき材４には立壁部４３は設けない。
【００２４】
　屋根フレーム２，２の間には、太陽電池モジュール１が設置されている。太陽電池モジ
ュール１の両側縁には、図２、図３に示すように、屋根フレーム２，２に固定する受金具
１１Ａ，１１Ｂが取り付けられている。
【００２５】
　この受金具１１Ａ，１１Ｂは、屋根フレーム２に対して太陽電池モジュール１を傾斜さ
せて取り付けるため、太陽電池モジュール１の支持位置が異なる。ここでは、受金具１１
Ｂによる太陽電池モジュール１の支持位置が、受金具１１Ａによる太陽電池モジュール１
の支持位置よりも高くなるように、その上下方向寸法が設定されている。本実施の形態で
は、図２に示すように、屋根ふき材４の勾配の低い側（紙面右側）に受金具１１Ｂを用い
、屋根勾配の高い側（紙面左側）に受金具１１Ａを用いて、屋根フレーム２に取り付けて
いる。これにより、太陽電池モジュール１の上面のＰＶ勾配と、屋根パネル１０の屋根ふ
き材４により形成される屋根勾配とを逆向きの勾配としている。
【００２６】
　このようにして取り付けられた太陽電池モジュール１の下面は、屋根ふき材４の上面か
らは離隔している。すなわち、屋根ふき材４の上面と太陽電池モジュール１の下面との間
には、雨水などを流下させることが可能となる隙間が存在する。
【００２７】
　さらに、図３に示すように、幅方向に隣接して配置された屋根フレーム２，２の上縁部
４２及び、これに結合された受金具１１Ａ，１１Ｂのフランジ部及び後述の取付金具７３
の第１フランジ部７３ａは、縦カバー（カバー材）５により上方から覆われている。この
縦カバー５は、屋根ふき材４と同様に防水性能および耐食性能に優れた金属板などにより
形成されているとともに、図示のように、断面視逆Ｕ字形（コ字形）に形成されている。
【００２８】
　上記構成の屋根パネル１０は、図３に示すように、屋根フレーム２の下フランジ２１が
、ボルトとナットからなる固定部材２１ａによって桁屋根梁Ｈ１に固定されている。
【００２９】
　また、下フランジ２１の上下には補強プレート２１ｂとスペーサ２１ｃとが介在してい
る。スペーサ２１ｃは、固定部材２１ａにより固定された屋根フレーム２に隣接する屋根
フレーム２の下方まで延在されている。
【００３０】
　隣接する屋根フレーム２，２のウェブ２２，２２は、ボルトとナットやリベットなどか
らなる固定部材によって連結されている。
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【００３１】
　（軒先構造）
　次に、屋根勾配の下側の端部における軒先構造及び軒先の排水構造を図１乃至図３に基
づいて説明する。図１に示すように、屋根パネル１０の軒先には、外壁８１から張り出し
た庇部８０が形成されている。この庇部８０の先端面はパラペット７によって覆われてい
る。そして、この庇部８０の下面が、軒天井パネル８によって塞がれている。この軒天井
パネル８は、外壁８１に対して紙面直交方向に延在されている。また、この軒天井パネル
８の上方には、排水構造６の軒樋６１が敷設されている。
【００３２】
　この軒先部分では、屋根フレーム２の先端部が野地板３２および屋根ふき材４よりも外
方（軒先側）に突出して設けられている。また、この屋根フレーム２の突出した部分の下
方位置には、ブラケット１２が設けられている。このブラケット１２は、基端部が、桁屋
根梁Ｈ１及び屋根フレーム２に取付けられている。さらに、ブラケット１２の先端部及び
屋根フレーム２の先端部に、軒先受材１３がねじ留めされて固定されている。
【００３３】
　そして、ブラケット１２の下側に軒天井パネル８が取り付けられ、このブラケット１２
の上側に二次樋６２を介して、軒樋６１が支持されている。また、上述したパラペット７
は、ブラケット１２及び軒先受材１３にねじ留めなどにより取付けられ、これら及びこれ
らが取付けられたに桁屋根梁Ｈ１によって支持されている。
【００３４】
　軒樋６１は、図１に示すように一対の側壁６１ａ，６１ａと底部６１ｂとを有する細長
い溝状であって、断面視略逆ハット形に形成されている。軒樋６１の建物側（軒元側）の
端部が屋根ふき材４に接合部４４を介して連結され、軒先側の端部が軒先受材１３の上端
部に固定部材１３ａにより連結されている。
【００３５】
　軒樋６１は、底部６１ｂに水勾配が設けられており、水勾配の最下流位置に排水口６３
が開口され、この排水口６３に集水器６４及びたて樋６５が接続されている。たて樋６５
は、軒天井パネル８及び外壁８１に沿って下方に延在されている。
【００３６】
　したがって、屋根パネル１０に降った雨水は、屋根ふき材４の表面のルーフドレーンを
流れて、軒先側の縁部から軒樋６１に流れ込む。そして、軒樋６１に流れ込んだ雨水は、
底部６１ｂの水勾配に従って流れ、集水器６４からたて樋６５を通り、排水される。
【００３７】
　また、軒樋６１は、その上方が蓋部としてのパラペットカバー蓋７１によって覆われて
いる。このパラペットカバー蓋７１は、軒先側が軒先受材１３に載置されるとともに軒先
側の端縁近辺がパラペット７に連結固定されている。また、建物側（軒元側）の端縁近辺
が取付部材Ｆ及び縦カバー５に連結固定されている。
【００３８】
　取付部材Ｆは、補強部材（取付枠）７２と取付金具７３から構成される。パラペットカ
バー蓋７１の軒元側は、補強部材７２に連結固定され、補強部材７２は、一対の取付金具
７３によって一対の屋根フレーム２に連結固定されている。したがって、パラペットカバ
ー蓋７１の軒元側は、補強部材７２及び一対の取付金具７３，７３を介して屋根フレーム
２に支持される。
【００３９】
　次に、図１乃至図７を参照して、パラペットカバー蓋７１、補強部材７２及び取付金具
７３の構成を詳細に説明する。図４、図５は、それぞれ取付金具７３と補強部材７２の関
係を説明するため図である。図４は、軒先付近の概略を示す斜視図であり、図５は排水構
造６を有する屋根構造の断面図である。図６は、取付金具７３に固定された補強部材７２
及び防水ラインＬを説明するための図である。図７は、補強部材７２とパラペットカバー
蓋７１の関係を説明するための図である。
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【００４０】
　パラペットカバー蓋７１は、図７に示すように、軒先に沿って長尺に形成されており、
複数の屋根パネル１０に跨って配置される。また、パラペットカバー蓋７１は、軒樋６１
の上方を覆うカバー部７４と、このカバー部７４から軒先側に突設された軒先側連結部７
５と、カバー部７４から軒元側に突設された軒元側連結部７６とを有している。カバー部
７４の軒先側は、軒先受材１３上に載置されている。軒先側連結部７５は、ドリルねじな
どの固定部材７７ａによってパラペット７に連結固定され、軒元側連結部７６は、ドリル
ねじなどの固定部材７７ｂによって補強部材７２に連結固定されている。
【００４１】
　また、軒元側連結部７６は、軒元側の端縁側が下方に略垂直に折り曲げられて下垂壁７
６ａが設けられている。また、軒元側連結部７６は、各屋根パネル１０の補強部材７２の
上面に、縦カバー５を避けて配置できるように、縦カバー５の上方に配置される部分が切
欠かれている。この切欠き部分は、側面視Ω形の連結金具７６ｂによって連結されている
。また、この連結金具７６ｂによって縦カバー５の上方を覆うことで、防水性を向上させ
ることができる。
【００４２】
　また、カバー部７４には、排水口６３の上方に臨む位置に、該排水口６３のメンテナン
ス用の開口部７４ａが設けられている。この開口部７４ａには、図１に示すように、ねじ
などの固定部材７４ｂにより取付けられた外蓋７４ｃによって通常は閉じられている。そ
のため、開口部７４ａから軒樋６１内への雪などの落下が防止可能となっている。一方、
排水口６３の詰まりなどによってメンテナンスの必要が生じた場合は、外蓋７４ｃを外す
ことで、開口部７４ａを介して排水口６３などのメンテナンス作業を行うことができる。
よって、メンテナンス作業を、パラペットカバー蓋７１を取り外すことなく、容易かつ効
率的に行うことができる。
【００４３】
　パラペットカバー蓋７１には、長手方向に間隔を置いて複数の水抜き孔を設けることが
できる。これにより、パラペットカバー蓋７１上の雪が溶けた水などを、水抜き孔から軒
樋６１に流下させることができる。
【００４４】
　パラペットカバー蓋７１の軒元側連結部７６が連結固定される補強部材７２は、図１、
図４、図７などに示すように、屋根パネル１０の軒先側の縁部付近に設けられる。この補
強部材７２は、パラペットカバー蓋７１の耐荷重性を補強する補強部材としての機能を持
たせるため、上下に平行に配置した上壁７２ａ及び下壁７２ｂと、上壁７２ａ及び下壁７
２ｂを連結し、軒先側に向いて配置される側壁７２ｃと、を有する断面視コ字形（Ｃ字形
）の長尺な枠材によって形成されている。
【００４５】
　下壁７２ｂの両端部には、図４に示すように、挿通穴７２ｄが設けられ、この挿通穴７
２ｄに挿通されたドリルねじなどの固定部材７２ｅによって、下壁７２ｂが取付金具７３
に固定される。また、上壁７２ａには、固定部材７２ｅの頭部よりも大径の挿通穴７２ｆ
が設けられ、この挿通穴７２ｆを介して、下壁７２ｂと取付金具７３に固定部材７２ｅを
ねじ込めるようになっている。
【００４６】
　一対の取付金具７３，７３は、図１乃至図４に示すように、一対の屋根フレーム２に固
定されている。各取付金具７３は、図３に示すように、側面視Ｕ字形（Ｊ字形）の収容部
７３ｄと、収容部７３ｄの一方及び他方の上端からそれぞれ略水平方向に延在して設けら
れた第１フランジ部７３ａ及び第２フランジ部７３ｂとを有し、側面視略逆Ω字形に形成
されている。
【００４７】
　側面視Ｕ字形の収容部７３ｄの内側には、図３に示すように、縦カバー５の略コ字形に
垂れ下がる側壁が収容される。第１フランジ部７３ａは、屋根フレーム２の上フランジ２
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３の上面に載置されて、該上フランジ２３に連結固定されている。第２フランジ部７３ｂ
は、第１フランジ部７３ａよりも低い位置で収容部７３ｄの他方の上端から略水平方向に
延在して設けられ、その上面に補強部材７２の下壁７２ｂが載置されて、該下壁７２ｂに
連結固定されている。
【００４８】
　次に、上述のような構成のパラペットカバー蓋７１を、補強部材７２及び取付金具７３
を用いて屋根パネル１０に取付ける手順を説明する。まず、図４に示すように、取付金具
７３を一対ずつ、各屋根パネル１０，１０の一対の屋根フレーム２，２に固定する。
【００４９】
　このとき、各取付金具７３の第１フランジ部７３ａを、屋根フレーム２の上フランジ２
３の上に積層する。そして、第１フランジ部７３ａを貫通して上フランジ２３にドリルね
じなどの固定部材７３ｃをねじ込むことによって、取付金具７３を屋根フレーム２に固定
する。なお、この取付金具７３の屋根フレーム２への固定は、屋根パネル１０を組立てる
際に行ってもよいし、屋根パネル１０を建物ユニットに取り付ける際に行ってもよい。ま
た、ユニット建物の建設現場で行ってもよい。そして、隣接する屋根フレーム２，２及び
取付金具７３の第１フランジ部７３ａの上方に、縦カバー５を設置する。なお、縦カバー
５は、補強部材７２の取付け後に設置することもできる。
【００５０】
　次いで、第２フランジ部７３ｂの上に、補強部材７２の下壁７２ｂを積層し、上壁７２
ａの挿通穴７２ｄから補強部材７２内に固定部材７２ｅを挿入する（図４、図５参照）。
そして、下壁７２ｂの挿通穴７２ｄを貫通して第２フランジ部７３ｂに固定部材７２ｅを
ねじ込むことによって、図６に示すように、補強部材７２を取付金具７３に固定する。
【００５１】
　この図６に、屋根ふき材４と屋根フレーム２の内側面にかかる位置まで敷設された防水
シート３２ａと屋根フレーム２，２の上縁部４２を覆う縦カバー５とから構成される防水
ラインＬを、一点鎖線で示す。補強部材７２、取付金具７３との固定及び屋根フレーム２
の固定は、防水性を確保する必要のある防水ラインＬから離隔した位置で行われるため、
ねじなどによって防水ラインＬに穿孔などされることがない。
【００５２】
　したがって、この固定作業を行っても防水ラインＬが損なわれることがなく、屋根ふき
材４の優れた防水性を維持することができる。また、固定作業後の防水処理を気にする必
要がないため、建設現場などであっても固定作業を容易に行うことができる。
【００５３】
　次に、パラペットカバー蓋７１を軒樋６１の上面に載置し、カバー部７４で軒樋６１を
覆うとともに、カバー部７４の軒先側を軒先受材１３の上に積層する。また、軒先側連結
部７５をパラペット７の上に積層し、軒元側連結部７６を補強部材７２の上壁７２ａの上
に積層する（図１参照）。このとき、軒元側連結部７６と上壁７２ａの間に防水テープな
どの弾性部材製の防水部材７２ｇを配置することで、軒元側連結部７６と上壁７２ａとの
間の防水性を向上させることができる。
【００５４】
　そして、軒元側連結部７６及び防水部材７２ｇを貫通して上壁７２ａに固定部材７７ｂ
をねじ込むことで（図７参照）、軒元側連結部７６と補強部材７２を連結固定する。また
、軒先側連結部７５を貫通してパラペット７に固定部材７７ａをねじ込むことで、軒先側
連結部７５とパラペット７を連結固定する。
【００５５】
　これにより、図１、図３に示すように、軒樋６１にパラペットカバー蓋７１を取付ける
ことができる。このパラペットカバー蓋７１の補強部材７２への固定も、防水性を確保す
る必要のある防水ラインＬから離隔した位置で行われるため、防水ラインＬを損なうこと
がなく、固定作業後の防水処理を気にする必要もない。そのため、固定作業を現場で容易
に行うことができる。
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【００５６】
　次に、本実施の形態の軒先の排水構造６及びこの排水構造６を備えた建物の作用効果に
ついて説明する。
【００５７】
　本実施の形態の軒先の排水構造６は、軒先に沿って配置される軒樋６１と、軒樋６１の
上方を覆うパラペットカバー蓋７１と、一対の屋根フレーム２の軒先側に取付けられてパ
ラペットカバー蓋７１の軒元側を支持する取付部材Ｆとを備えている。
【００５８】
　このようにパラペットカバー蓋７１の軒元側は、屋根ふき材４ではなく、取付部材Ｆに
よって屋根フレーム２に取付けられている。したがって、防水ラインＬがねじなどで穿孔
されることがなく、防水ラインＬの防水性が損なわれることがない。そのため、屋根ふき
材４の優れた防水性能を維持することができる。
【００５９】
　また、降雪があってもパラペットカバー蓋７１により、軒樋６１に雪が積もるのを抑制
して、軒樋６１の排水性を維持することができる。また、積雪によってパラペットカバー
蓋７１に鉛直方向への大きな荷重が作用しても、この荷重を屋根フレーム２や桁屋根梁Ｈ
１で受けることができる。したがって、屋根ふき材４の防水性を損なうことなく、積雪な
どに対する耐荷重性を向上させることが可能な軒先の排水構造６を提供することができる
。また、このような排水構造６を備えることで、屋根ふき材４の防水性を損なうことなく
、積雪などに対する耐荷重性を向上させることが可能な建物を提供することができる。
【００６０】
　また、本実施の形態では、取付部材Ｆは、一対の屋根フレーム２を跨ぐように配置され
、その上方にパラペットカバー蓋７１の軒先側が配置される取付枠としての補強部材７２
と、屋根フレーム２に配置される第１フランジ部７３ａ、及び補強部材７２が載置されて
該補強部材７２を支持する第２フランジ部７３ｂを有する一対の取付金具と、を有してい
る。
【００６１】
　したがって、補強部材７２によって、パラペットカバー蓋７１の支持安定性が向上する
とともに、排水構造６の耐荷重性をより向上させることができる。また、パラペットカバ
ー蓋７１を取付けるときに、例えば、まず屋根フレーム２に取付金具７３を取付ける。次
に、軒先に排水構造を設けるときに、取付金具７３に補強部材７２を連結固定し、この補
強部材７２にパラペットカバー蓋７１の軒元側を連結固定する。これにより、各部材の取
付けを容易に行うことができる。したがって、工場又は建設現場のいずれにおいても、防
水性と耐荷重性に優れる排水構造を、建物に容易に設けることができる。
【００６２】
　また、本実施の形態では、補強部材７２は、パラペットカバー蓋７１の軒先側が載置さ
れる上壁７２ａと、該上壁７２ａと略平行に配置されて両端が一対の取付金具７３の各第
２フランジ部７３ｂに配置される下壁７２ｂと、上壁７２ａ及び下壁７２ｂを連結する側
壁７２ｃと、を有している。この構成により、補強部材７２の強度が増すとともに、パラ
ペットカバー蓋７１の軒元側連結部７６と補強部材７２の上壁ａとの面接触により、取付
部材Ｆによるパラペットカバー蓋７１の支持安定性や耐荷重性も向上する。したがって、
屋根ふき材４の防水性を維持しつつ、排水構造６の耐荷重性をより向上させることができ
る。
【００６３】
　また、本実施の形態の排水構造６を設ける屋根パネル１０では、隣接する屋根パネル１
０の隣接する屋根フレーム２及び取付金具７３の第１フランジ部７３ａの上面が、縦カバ
ー５により覆われている。この縦カバー５によって、屋根フレーム２間、及び屋根フレー
ム２と取付金具７３の連結固定部分への防水処理を行うことができ、防水性をより向上さ
せることができる。
【００６４】
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　また、本実施の形態では、パラペットカバー蓋７１の軒先側（カバー部７４の軒先側）
が、複数のブラケット１２によって桁屋根梁Ｈ１に支持された軒先受材１３上に配置され
ている。したがって、パラペットカバー蓋７１は、軒元側が屋根フレーム２に支持される
だけでなく、軒先側が軒先受材１３及びブラケット１２を介して桁屋根梁Ｈ１に支持され
る。またパラペットカバー蓋７１の軒先側（カバー部７４）と軒先受材１３とが面接触す
ることで、軒先受材１３によるパラペットカバー蓋７１の支持安定性もより向上する。以
上より、排水構造６の雪などに対する耐荷重性をさらに向上させることができる。
【００６５】
　また、本実施の形態では、屋根ふき材４の上方を跨ぐように屋根フレーム２に固定され
る遮蔽板状部材としての太陽電池モジュール１を備えた屋根パネル１０に、軒先の排水構
造６を適用している。したがって、太陽電池モジュール１を有する屋根パネル１０を備え
た屋根構造及び建物においても、屋根ふき材４の防水性能も損なうことがなく、優れた防
水性及び耐荷重性を備えることができる。
【００６６】
　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
。
【００６７】
　例えば、上記実施の形態では、取付部材Ｆは、別体の補強部材７２と取付金具７３とで
構成されているが、本願がこの構成に限定されるものではない。補強部材７２と取付金具
７３とが一体となった取付部材Ｆとすることもでき、部品点数や屋根フレーム２への取付
け手数を削減することができる。また、上記実施の形態では、第１、第２フランジ部７３
ａ，７３ｂと、側面視Ｕ字形の収容部７３ｄとを有する側面視略逆Ω形の取付金具７３と
しているが、この構成に限定されることもない。第１、第２フランジ部をフランジ部７３
ａ，７３ｂから構成される側面視クランク形として、より簡易な構成の取付金具７３とす
ることもできる。
【００６８】
　また、取付枠として、断面視コ字形（Ｃ字形）とする枠材からなる補強部材７２を用い
ているが、断面視ロ字形の角形鋼管を用いて側壁７２ｃが２つ設けられた構成とすること
もでき、耐荷重性をより向上させることができる。その結果、取付枠によって支持される
パラペットカバー蓋７１及び排水構造６の耐荷重性をより向上させることができる。また
、いずれの場合でも、軒元側連結部７６が固定される上壁７２ａと、取付金具７３に固定
される下壁７２ｂとに高さの差を設けることができ、部品取付けの自由度が向上する。な
お、取付枠が断面視コ字形やロ字形の枠材に限定されることもなく、側面視Ｔ形、Ｌ形、
Ｉ形、Ω形などの枠材や、平板を用いることもできる。
【符号の説明】
【００６９】
１　　　太陽電池モジュール（遮蔽板状部材）
２　　　屋根フレーム
３　　　ガイド部
４　　　屋根ふき材
５　　　縦カバー（カバー材）
６　　　排水構造
７　　　パラペット
１０　　屋根パネル
１２　　ブラケット
１３　　軒先受材
３１　　支持材
３２　　野地板
４０　　平板部
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６１　　軒樋
７１　　パラペットカバー蓋
７２　　補強部材（取付枠）
７３　　取付金具
７３ａ　第１フランジ部
７３ｂ　第２フランジ部
Ｆ　　　取付部材
Ｈ１　　桁屋根梁（梁材）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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【図７】
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