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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一屋根の第１の平棟と、
　前記第一屋根に隣接した第二屋根の平棟であり前記第１の平棟よりも下方に設けられた
第２の平棟と
を有し、前記第一屋根の屋根面のうちの一の屋根面と、前記第二屋根の屋根面のうちの一
の屋根面とが面一である棟違い屋根に用いられるけらば水切りであって、
　前記第１の平棟から前記第２の平棟に亙るけらばにおいて屋根下地と屋根材との間に配
置され、上面に付着した雨水を軒側に向かって流下させる覆い部と、
　前記覆い部の軒側の端部に設けられ前記覆い部を流下する雨水を前記第二屋根の前記屋
根面に導水する導水部と
を備えている
ことを特徴とするけらば水切り。
【請求項２】
　請求項１記載のけらば水切りを備えた棟違い屋根のけらば水切り構造であって、
　前記棟違い屋根は、
　　第１の平棟を有する第一屋根と、
　　前記第１の平棟よりも下方に設けられた第２の平棟を有し、前記第一屋根に隣接した
第二屋根と
を備え、
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　前記第一屋根の屋根面のうちの一の屋根面と、前記第二屋根の屋根面のうちの一の屋根
面とが面一であり、
　前記第一屋根は、前記第１の平棟から軒先までの全長に亘って設けられた屋根材を有し
ており、
　前記けらば水切りの前記覆い部は、前記第１の平棟から前記第２の平棟に亙るけらばの
前記屋根材と屋根下地との間に配置され、
　前記導水部の水下側の端部は、前記第一屋根の前記屋根材における前記第二屋根側の端
縁から露出し、前記第二屋根の棟側の端部に配置されている
ことを特徴とする棟違い屋根のけらば水切り構造。
【請求項３】
　第一屋根の第１の平棟と、
　前記第一屋根に隣接した第二屋根の平棟であり前記第１の平棟よりも下方に設けられた
第２の平棟と
を有し、前記第一屋根の屋根面のうちの一の屋根面と、前記第二屋根の屋根面のうちの一
の屋根面とが面一である棟違い屋根のけらば水切りに取り付けられる導水板であって、
　前記導水板は前記けらば水切りの軒側の端部に取り付けられるものであり、
　前記導水板は、前記けらば水切りを流下する雨水を前記第二屋根の前記屋根面に導水す
る立上部を有する
ことを特徴とする導水板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、けらば水切り、棟違い屋根のけらば水切り構造、および導水板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、従来のけらば水切りが開示されている。この特許文献１記載のけらば
水切りは、例えば切妻屋根のけらばに取り付けられる。けらば水切りは、略逆Ｌ字状の水
切り本体と、水切り本体に設けられた連結板と、連結板の下端部に設けられた水切り捨て
板とを備えている。
【０００３】
　水切り本体は、けらばの側面と上面とを覆うようにして取り付けられる。水切り捨て板
は、野地板と屋根材との間に配置される。このけらば水切りは、切妻屋根に取り付けられ
る場合には、一般に、水下側端部が軒先に配置される。このため、水切り捨て板の上面に
付着した雨水は、当該水切り捨て板を伝って流下し、軒樋内に導水される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－５２２７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、この種のけらば水切りは、切妻屋根のけらばだけでなく、棟違い屋根のけら
ばにも取り付けられる。棟違い屋根は、図４に示すように、第一屋根の第１の平棟と、第
１の平棟よりも下方に設けられた第二屋根の第２の平棟とを有する。第二屋根は、第一屋
根に隣接している。
【０００６】
　このけらば水切りは、第１の平棟と第２の平棟とに亙るけらばにも取り付けられる。し
かしながら、このけらば水切りは、けらばを覆う水切り本体が略逆Ｌ字状に形成されてい
るため、第１の平棟と第２の平棟とに亙るけらばに取り付けた場合には、水切り捨て板の
水下側端部を軒先にまで配置することができない。このため、水切り捨て板上を伝って流
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下する雨水は、屋根下地上に流下してしまうという問題がある。
【０００７】
　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、棟違い屋
根のけらばに取り付けられたけらば水切りにおいて、屋根下地と屋根材との間に配置され
た覆い部の上面に雨水が流下しても、その雨水が屋根下地に流れ込むのを防ぐことができ
るけらば水切り、棟違い屋根のけらば水切り構造、および導水板を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のけらば水切りは、第一屋根の第１の平棟と、前記第一屋根に隣接した第二屋根
の平棟であり前記第１の平棟よりも下方に設けられた第２の平棟とを有し、前記第一屋根
の屋根面のうちの一の屋根面と、前記第二屋根の屋根面のうちの一の屋根面とが面一であ
る棟違い屋根に用いられるけらば水切りであって、前記第１の平棟から前記第２の平棟に
亙るけらばにおいて屋根下地と屋根材との間に配置され、上面に付着した雨水を軒側に向
かって流下させる覆い部と、前記覆い部の軒側の端部に設けられ前記覆い部を流下する雨
水を前記第二屋根の前記屋根面に導水する導水部とを備えていることを特徴とする。
【０００９】
　本発明の棟違い屋根のけらば水切り構造は、前記けらば水切りを備えた棟違い屋根のけ
らば水切り構造であって、前記棟違い屋根は、第１の平棟を有する第一屋根と、前記第１
の平棟よりも下方に設けられた第２の平棟を有し、前記第一屋根に隣接した第二屋根とを
備え、前記第一屋根の屋根面のうちの一の屋根面と、前記第二屋根の屋根面のうちの一の
屋根面とが面一であり、前記第一屋根は、前記第１の平棟から軒先までの全長に亘って設
けられた屋根材を有しており、前記けらば水切りの前記覆い部は、前記第１の平棟から前
記第２の平棟に亙るけらばの前記屋根材と屋根下地との間に配置され、前記導水部の水下
側の端部は、前記第一屋根の前記屋根材における前記第二屋根側の端縁から露出し、前記
第二屋根の棟側の端部に配置されていることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の導水板は、　第一屋根の第１の平棟と、前記第一屋根に隣接した第二屋根の平
棟であり前記第１の平棟よりも下方に設けられた第２の平棟とを有し、前記第一屋根の屋
根面のうちの一の屋根面と、前記第二屋根の屋根面のうちの一の屋根面とが面一である棟
違い屋根のけらば水切りに取り付けられる導水板であって、前記導水板は前記けらば水切
りの軒側の端部に取り付けられるものであり、前記導水板は、前記けらば水切りを流下す
る雨水を前記第二屋根の前記屋根面に導水する立上部を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のけらば水切りによれば、覆い部の上面を流下した雨水を、導水部を介して第二
屋根上に流すことができるので、雨水が屋根下地に流れ込むのを防ぐことができる。
【００１２】
　本発明の棟違い屋根のけらば水切り構造によれば、第一屋根の屋根材が軒棟方向の全長
に亘って形成されていても、導水部を第一屋根の屋根材から露出させることができるので
、覆い部の上面を流下した雨水を、導水部を介して第二屋根上に流すことができる。この
結果、本発明の棟違い屋根のけらば水切り構造によれば、雨水が屋根下地に流れ込むのを
防ぐことができる。
【００１３】
　本発明の導水板によれば、一般に使用される水切り材に取り付けるだけで、水切り材の
覆い部の上面を流下した雨水を、導水板を介して第二屋根上に流すことができる。この結
果、本発明の導水板によれば、雨水が屋根下地に流れ込むのを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施形態の棟違い屋根のけらば水切り構造の拡大斜視図であり、図４における
Ａ部分を示している。
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【図２】本実施形態のけらばの断面図である。
【図３】本実施形態のけらば水切りの斜視図である。
【図４】棟違い屋根を有する建物の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　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。
【００１６】
　本実施形態のけらば水切り４は、いわゆる棟違い屋根に取り付けられる。棟違い屋根は
、図４に示すように、第一屋根１と、第二屋根２とを備えている。第一屋根１と第二屋根
２とは、軒方向（桁行方向）に隣接している。第一屋根１の屋根面のうちの一の屋根面と
、第二屋根２の屋根面のうちの一の屋根面とは面一に形成されている。
【００１７】
　第一屋根１の棟には、第１の平棟１１が設けられている。また、第二屋根２の棟には第
２の平棟２１が設けられている。第１の平棟１１は、第２の平棟２１に平行である。第２
の平棟２１は、第１の平棟１１よりも下方に設けられている。第２の平棟２１は、第一屋
根１における第二屋根２側のけらばに連設されている。
【００１８】
　本実施形態のけらば水切り４は、第１の平棟１１と第２の平棟２１とに亙るけらば（以
下、特記なき場合、「けらば」といえば、この箇所のけらばをいう）に設けられる。
【００１９】
　第一屋根１は、図２に示すように、屋根下地８と、屋根下地８に葺かれた屋根材１２と
を備えている。屋根下地８は、屋根材１２を支持する。屋根下地８は、例えば、母屋（図
示せず）と、垂木８１と、野地板８２と、ルーフィング８３とを備えている。なお、野地
板８２は、垂木８１上に配置される。ルーフィング８３は、野地板８２上に敷かれる。
【００２０】
　屋根材１２は、金属屋根によって構成されている。屋根材１２は、例えば、折板屋根材
や、軒方向に凹凸が繰り返し形成された凹凸屋根材などによって構成される。本実施形態
の屋根材１２は、図１に示すように、金属製の凹凸屋根材によって構成される。屋根材１
２は、軒棟方向に長さを有し、軒方向に幅を有している。屋根材１２の長さは、第１の平
棟１１と軒先との間の全長に亘って連続している。屋根材１２は、幅方向に並ぶように複
数配置されている。
【００２１】
　第二屋根２は、屋根下地８と、屋根材２２とを備えている。屋根下地８は、屋根材２２
を支持する。第一屋根１の屋根下地８と、第二屋根２の屋根下地８とは、同一平面上に位
置している。なお、第一屋根１の屋根下地８と、第二屋根２の屋根下地８とが、一体であ
るか別体であるかは、特に限定されない。
【００２２】
　第二屋根２の屋根材２２も、第一屋根１の屋根材１２と同様、金属屋根によって構成さ
れている。屋根材２２は、軒棟方向に長さを有し、軒方向に幅を有している。屋根材２２
の長さは、第２の平棟２１と軒先との間の全長に亘って連続している。屋根材２２は、幅
方向に並ぶように複数配置されている。
【００２３】
　なお、屋根材１２，２２の端部同士は、キャップ３によって覆われて接続される。キャ
ップ３は、下方に開口した断面Ｕ字状をしている。キャップ３は、軒棟方向の全長に亘っ
て設けられている。
【００２４】
　本実施形態の棟違い屋根のけらばには、図１に示すように、けらば水切り４が取り付け
られる。けらば水切り４は、屋根下地８に雨水が浸水するのを防ぐ。けらば水切り４は、
図３に示すように、水切り本体４１と、覆い部５と、導水部６とを備えている。けらば水
切り４は、第１の平棟１１と第２の平棟２１との間の全長に亘って設けられている。
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【００２５】
　なお、けらば水切り４や屋根材１２，２２における「全長」とは、厳密な意味での全長
だけでなく、全長とみなせる範囲であれば、「全長」の範囲に含むものとする。また、け
らば水切り４は、鋼板などの金属板によって構成されるが、材質は特に限定されない。
【００２６】
　水切り本体４１は、けらばの側面と上面とを覆う。水切り本体４１は、垂下部４２と、
天面部４３と、連結部４４とを備えており、断面略Ｕ字状をしている。垂下部４２は、け
らばの側面を覆う。天面部４３は、垂下部４２の上端から軒方向に向かって突出しており
、けらばの上面を覆う。連結部４４は、天面部４３のけらばとは反対側の端部から下方に
向かって突出している。連結部４４の下端には、覆い部５が設けられている。
【００２７】
　覆い部５は、軒方向に幅を有し、軒棟方向に長さを有している。覆い部５の長さ方向は
、第１の平棟１１と第２の平棟２１との間の全長に亘って連続している。覆い部５は、屋
根面に取り付けられると屋根勾配に沿って傾斜し、これにより覆い部５の上面を伝う雨水
を、軒側に向かって流下させる。また、覆い部５の軒方向の先端側の端部には、折り返し
部５１が設けられている。折り返し部５１は、覆い部５の長さ方向と平行な方向に長さを
有している。折り返し部５１は、長さ方向に連続している。覆い部５は、図２に示すよう
に、第一屋根１の屋根下地８（ルーフィング８３）と屋根材１２との間に配置される。
【００２８】
　導水部６は、図３に示すように、覆い部５の軒側の端部に設けられている。導水部６は
、覆い部５を流下する雨水を、第二屋根２の上面に導水する。本実施形態の導水部６は、
導水板６１によって構成されている。導水板６１は、覆い部５の下面に重ねて固定される
。導水板６１は、本体部６２と、立上部６５とを備えている。本体部６２は、第一板部６
３と、第二板部６４とを有している。第一板部６３の上端部は、覆い部５に重ねられて固
定される。第二板部６４は、第一板部６３の下端部に連続するようにして設けられている
。第二板部６４の下端は、水切り本体４１のけらば側の端面（つまり垂下部４２）よりも
けらば側に突出している。
【００２９】
　立上部６５は、第１の立設部６６と、第２の立設部６７とを備えている。第１の立設部
６６は、その長手方向の全長に亘って連続している。第１の立設部６６は、下方に向かう
ほど、第二屋根２側に位置するように傾斜している。第１の立設部６６の下端は、水切り
本体４１の連結部４４よりも第二屋根２側に位置している。これにより、第１の立設部６
６は、覆い部５を伝って流下した雨水を、第二屋根２上に導水する。
【００３０】
　第２の立設部６７は、第一板部６３のけらば側の端縁に設けられている。第２の立設部
６７は、軒棟方向に長さを有している。第２の立設部６７は、長さ方向に連続している。
【００３１】
　このようなけらば水切り４は、図１に示すように、覆い部５が第一屋根１の屋根下地８
と屋根材１２との間に配置され、水切り本体４１がけらばを覆うように取り付けられる。
けらば水切り４の覆い部５が、第一屋根１の屋根下地８と屋根材１２との間に配置される
と、導水部６の水下側の端部（すなわち、第二板部６４）が、第一屋根１の屋根材１２の
第二屋根２側の端縁から露出する。この導水部６の水下側の端部は、第二屋根２の凹凸屋
根材の凹部の底面に沿って配置され、これにより、第二屋根２の棟側の端部に配置される
。
【００３２】
　けらば水切り４の覆い部５の上面に付着した雨水は、屋根勾配に沿って流下し、導水部
６に至る。導水部６に至った雨水は、第１の立設部６６に沿って流下し、第二板部６４に
向かって移動する。するとこの雨水は、第二板部６４から流下し、第二屋根２の凹部内の
棟側の端部に流れる。
【００３３】
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　このため、本実施形態のけらば水切り４によれば、第１の平棟１１と第２の平棟２１と
の間のけらばにのみ配置されていても、けらば水切り４の覆い部５を流下する雨水を第二
屋根２の上面に排水することができる。
【００３４】
　なお、けらば水切り４が取り付けられた後には、図１，２に示すように、屋根材１２の
端部とけらば水切り４とを覆うようにして、けらば化粧材７が取り付けられる。
【００３５】
　以上、説明したように、本実施形態のけらば水切り４は、棟違い屋根に用いられる。棟
違い屋根は、第一屋根１の第１の平棟１１と、第一屋根１に隣接した第二屋根２の第２の
平棟２１とを有する。第２の平棟２１は、第１の平棟１１よりも下方に設けられている。
けらば水切り４は、覆い部５と、導水部６とを備えている。覆い部５は、第１の平棟１１
から第２の平棟２１に亙るけらばにおいて、屋根下地８と屋根材１２との間に配置される
。また、覆い部５は、上面に付着した雨水を軒側に向かって流下させる。導水部６は、覆
い部５の軒側の端部に設けられており、覆い部５を流下する雨水を第二屋根２の上面に導
水する。
【００３６】
　このため、本実施形態のけらば水切り４は、第１の平棟１１と第２の平棟２１とに亙る
けらばに取り付けられても、覆い部５を流下する雨水を導水部６によって第二屋根２上に
排水することができる。このため、第１の平棟１１と第２の平棟２１とに亙るけらばにの
み、けらば水切り４が存在していても、覆い部５を流下する雨水が屋根下地８に流れ込ん
でしまうのを防ぐことができる。また、本実施形態のけらば水切り４は、導水部６が設け
られているため、第一屋根１の屋根材１２同士の軒棟方向の接続部の有無にかかわらず、
覆い部５の上面を流れる雨水を第二屋根２上に排水することができる。
【００３７】
　また、本実施形態のけらば水切り構造は、けらば水切り４を備えている。第一屋根１は
、第１の平棟１１から軒先までの全長に亘って設けられた屋根材１２を有している。覆い
部５は、第１の平棟１１から第２の平棟２１に亙るけらばにおいて、屋根材１２と屋根下
地８との間に配置されている。導水部６の水下側の端部は、第一屋根１の屋根材１２にお
ける第二屋根２側の端縁から露出し、第二屋根２の棟側の端部に配置されている。
【００３８】
　このため、本実施形態のけらば水切り構造は、屋根材１２が軒棟方向の全長に亘って設
けられていても、覆い部５を流下する雨水を第二屋根２上に排水することができる。すな
わち、屋根材１２として、軒棟方向に連続する屋根を用いることで、排水性と防水性とを
確保することができ、それでいて、覆い部５を流下する雨水を第二屋根２上に排水するこ
とができる。
【００３９】
　また、本実施形態の導水板６１は、けらば水切り４の軒側の端部に取り付けられている
。この導水板６１は、けらば水切り４を流下する雨水を第二屋根２上に導水するものであ
る。
【００４０】
　このため、本実施形態の導水板６１によれば、一般に使用されるけらば水切り４に取り
付けて、本実施形態のけらば水切り４を構成することができる。
【００４１】
　なお、本実施形態のけらば水切り４は、覆い部５の下面に導水板６１が固定されていた
が、導水板６１の上方に覆い部５を固定することなく重ねるだけでもよい。また、本実施
形態のけらば水切り４は、覆い部５と導水部６とが別部材で構成されていたが、導水部６
と覆い部５とが一部材で形成されたものであってもよい。
【００４２】
　本実施形態の屋根材１２は、第１の平棟１１から軒先までの全長に亘って設けられたも
のであったが、軒棟方向に複数並べて設けられたものであってもよく、第１の平棟１１か
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ら軒先までの全長に亘って設けられた点は、必ずしも必要な構造ではない。
【符号の説明】
【００４３】
　１　　　第一屋根
　１１　　第１の平棟
　１２　　屋根材
　２　　　第二屋根
　２１　　第２の平棟
　２２　　屋根材
　３　　　キャップ
　４　　　けらば水切り
　４１　　水切り本体
　４２　　垂下部
　４３　　天面部
　４４　　連結部
　５　　　覆い部
　５１　　折り返し部
　６　　　導水部
　６１　　導水板
　６２　　本体部
　６３　　第一板部
　６４　　第二板部
　６５　　立上部
　６６　　第１の立設部
　６７　　第２の立設部
　７　　　けらば化粧材
　８　　　屋根下地
　８１　　垂木
　８２　　野地板
　８３　　ルーフィング
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