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(57)【要約】
【課題】外装材に沿って吹き上げられた雨水が鼻隠しの
通気口から鼻隠し内に侵入するのを防止できる軒先構造
を提供する。
【解決手段】請求項１に記載の発明は、屋根１の軒先に
鼻隠し５と、この鼻隠し５の前方位置する軒樋７とが設
けられ、軒樋７と鼻隠し５との間に隙間Ｓが設けられ、
この隙間Ｓに面する前記鼻隠し５の前壁部８ａに、屋根
裏側に連通する通気口８ｆが形成され、鼻隠し５の後部
下面に、外装材１５の上端部がシーリング材１６を介し
て密着されているので、外装材１５に沿って吹き上げら
れた雨水は、鼻隠し５の下面で跳ね返されて落下する。
したがって、鼻隠し５の前壁部８ａに形成された通気口
８ｆからの雨水の侵入を防止できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軒天材がない屋根の軒先に鼻隠しと、この鼻隠しの前方位置する軒樋とが設けられた軒
先構造において、
　前記軒樋と鼻隠しとの間に隙間が設けられており、この隙間に面する前記鼻隠しの前壁
部に、屋根裏側に連通する通気口が形成されており、
　前記鼻隠しの後部下面に、外装材の上端部がシーリング材を介して密着されていること
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、
　前記鼻隠しは、前記前壁部を有する鼻隠し本体と、前記外装材が取り付けられている外
壁本体に取り付けられて、前記鼻隠し本体の後部を支持する受部材とを備えており、
　前記受部材の下面に、前記外装材の上端部が前記シーリング材を介して密着されている
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、
　前記鼻隠しの前壁部に、上壁部が前記通気口の上部位置で突出して設けられていること
を特徴とする軒先構造。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の軒先構造において、
　前記軒天材がない屋根の軒先に連続して軒天材がある屋根の軒先が設けられており、
　前記軒天材がある屋根の軒先に、第２鼻隠しが前記鼻隠しと連続して設けられており、
　この第２鼻隠しの後部背面に、前記軒天材の先端部を支持する支持部が設けられている
ことを特徴とする軒先構造。
【請求項５】
　請求項４に記載の軒先構造において、
　前記鼻隠しの下面と、第２鼻隠しの下面とは面一に設けられている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、屋根の軒先に、鼻隠しとこの鼻隠しの前方位置する軒樋とが設けられた軒先
構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　屋根の軒先に、鼻隠しとこの鼻隠しの前方位置する軒樋とが設けられた軒先構造の一例
として特許文献１に記載のものが知られている。
　この軒先構造では、屋根の軒先に鼻隠しと、この鼻隠しの前方位置する軒樋とが設けら
れている。そして、外壁本体には外装材が取り付けられており、この外装材の上端部に連
続して不燃材が前記外壁本体に取り付けられることによって設けられている。この不燃材
は、外壁本体の上端部と鼻隠しとの間に挿入されており、不燃材に対向する鼻隠しの後壁
面に通気口が形成されている。
　そして、外気は不燃材と鼻隠しとの間の隙間から入って、通気口を通って鼻隠し内に流
入し、さらに、屋根裏に流入するようになっている。
【特許文献１】特開２００３－１５５８０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところが、上記のような従来の軒先構造では、風雨が強い場合に、雨水が外装材に沿っ
て吹き上げられ、この吹き上げられた雨水が不燃材と鼻隠しとの間から通気口を通って鼻
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隠し内に侵入するおそれがあった。
【０００４】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、外装材に沿って吹き上げられた雨水が鼻隠
しの通気口から鼻隠し内に侵入するのを防止できる軒先構造を提供することを課題として
いる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、例えば図１、図３～図６に示す
ように、軒天材がない屋根１の軒先に鼻隠し５と、この鼻隠し５の前方位置する軒樋７と
が設けられた軒先構造において、
　前記軒樋７と鼻隠し５との間に隙間Ｓが設けられており、この隙間Ｓに面する前記鼻隠
し５の前壁部８ａに、屋根裏側に連通する通気口８ｆが形成されており、
　前記鼻隠し５の後部下面に、外装材１５の上端部がシーリング材１６を介して密着され
ていることを特徴とする。
【０００６】
　請求項１に記載の発明によれば、鼻隠し５の前壁部８ａに、屋根裏側に連通する通気口
８ｆが形成されており、前記鼻隠し５の後部下面に、外装材１５の上端部がシーリング材
１６を介して密着されているので、外装材１５に沿って吹き上げられた雨水は、鼻隠し５
の下面で跳ね返されて落下する。したがって、鼻隠し５の前壁部８ａに形成された通気口
８ｆからの雨水の侵入を防止できる。
【０００７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の軒先構造において、
　前記鼻隠し５は、前記前壁部８ａを有する鼻隠し本体８と、前記外装材１５が取り付け
られている外壁本体１１に取り付けられて、前記鼻隠し本体８の後部を支持する受部材９
とを備えており、
　前記受部材９の下面に、前記外装材１５の上端部が前記シーリング材１６を介して密着
されていることを特徴とする。
【０００８】
　請求項２に記載の発明によれば、受部材９の下面に、外装材１５の上端部がシーリング
材１６を介して密着されているので、鼻隠し本体８と軒樋７を含む屋根施工と、外装材１
５を外壁本体１１に取り付ける外装材の施工とを別々に行うことができる。したがって、
外装材１５の施工前に屋根施工を行うことができるので、その後の外装材１５の施工を含
む建物の施工を屋根付きで行うことができる。
【０００９】
　ここで、シーリング材１６としては、形状があらかじめ定まっている定型シーリング材
や、形状があらかじめ定まっていないペースト状の油性のコーキング材が使用される。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の軒先構造において、
　前記鼻隠し５の前壁部８ａに、上壁部８ｅが前記通気口８ｆの上部位置で突出して設け
られていることを特徴とする。
【００１１】
　請求項３に記載の発明によれば、鼻隠し５の前壁部８ａに、上壁部８ｅが前記通気口８
ｆの上部位置で突出して設けられているので、軒樋７と鼻隠し５との間の隙間Ｓから流入
した外気は上壁部８ｅに当たってそれより上方に流出しないので、外気を効果的に通気口
８ｆに流入させることができる。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、例えば図１～図６に示すように、請求項１～４のいずれか一
項に記載の軒先構造において、
　前記軒天材がない屋根１の軒先に連続して軒天材２０がある屋根１の軒先が設けられて
おり、
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　前記軒天材２０がある屋根１の軒先に、第２鼻隠し２５が前記鼻隠し５と連続して設け
られており、
　この第２鼻隠し２５の後部背面に、前記軒天材２０の先端部を支持する支持部２５ａが
設けられていることを特徴とする。
【００１３】
　請求項４に記載の発明によれば、軒天材がない屋根１の軒先に鼻隠し５が設けられてお
り、軒天材２０がある屋根１の軒先に第２鼻隠し２５が前記鼻隠し５と連続して設けられ
ているので、屋根１の軒先に沿って鼻隠し５と第２鼻隠し２５とが連続して秀麗な仕上が
りとなる。
　また、第２鼻隠し２５の後部背面に支持部２５ａが設けられているので、この支持部２
５ａによって軒天材２０の先端部を支持することができる。
【００１４】
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の軒先構造において、
　前記鼻隠し５の下面と、第２鼻隠し２５の下面とは面一に設けられていることを特徴と
する。
【００１５】
　請求項５に記載の発明によれば、鼻隠し５の下面と、第２鼻隠し２５の下面とが面一に
設けられているので、屋根軒先の下面が段差のない秀麗な仕上がりとなる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、屋根の軒先に設けられた軒樋と鼻隠しとの間に隙間が設けられており
、この隙間に面する前記鼻隠しの前壁部に、屋根裏側に連通する通気口が形成されており
、前記鼻隠しの後部下面に、外装材の上端部がシーリング材を介して密着されているので
、外装材に沿って吹き上げられた雨水は、鼻隠しの下面で跳ね返されて落下する。したが
って、鼻隠しの前壁部に形成された通気口からの雨水の侵入を防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
　図１は軒天材がない屋根の軒先部を示す側断面図、図２は軒天材がある屋根の軒先部を
示す側断面図である。
　図１に示すように、符号１は屋根を示す。この屋根１は、複数の屋根パネルを建物躯体
上に敷設することによって屋根本体２を構成し、この屋根本体２の上面にルーフィングを
挟んで屋根材３を敷設してなるものである。なお、屋根パネルは框材を矩形枠状に組み立
て矩形枠を形成するとともに、この矩形枠内に補強桟材を縦横に取り付け、さらに矩形枠
の上面に合板等からなる面材を取り付けたものである。
【００１８】
　前記屋根本体２の先端面には、調整桁材４が取り付けられており、この調整桁材４の前
面４ａは垂直面となっている。この前面４ａには、鼻隠し５と、この鼻隠し５上から吊金
具６が取り付けられている。屋根１の軒先には軒樋７が鼻隠し５の前方に配置されており
、この軒樋７は吊金具６によって吊持されている。軒樋７は屋根１の軒先に沿って長尺な
ものであり、その下面７ａは水平な面となっている。
【００１９】
　前記鼻隠し５は屋根１の軒先に沿って長尺（図１において紙面と直交する方法に長尺）
なものであり、鼻隠し本体８と、この鼻隠し本体８の後部を支持する受部材９とを備えて
いる。
　鼻隠し本体８は、調整桁材４の前面４ａに当接して該前面４ａに取り付けられる前壁部
８ａと、この前壁部８ａの上端から軒樋７側に延出する延出部８ｂと、前壁部８ａの下端
から水平に軒樋７と逆方向に延出する底壁部８ｃと、この底壁部８ｃの端部から上方に直
角に立ち上がる立上り部８ｄとを備えている。
　前壁部８ａの略下半分は、略上半分と別体に形成されており、略上半分と略下半分とは
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係合している。この係合部分は前方斜め下方に突出する上壁部８ｅとなっている。
【００２０】
　前壁部８ａの略下半分は調整桁材４より下方に延出しており、該前壁部８ａの略下半分
には、通気口８ｆが形成されている。この通気口８ｆは、多数の縦スリットを横方向に所
定間隔で形成することによって構成されている。この通気口８ｆの上部位置に前記上壁部
８ｅが斜め下方に向けて突出しており、これによって、下方からの外気は上壁部８ｅに当
たって、通気口８ｆに導かれるようになっている。
　前記延出部８ｂには、屋根１の先端部上面から延出する軒先水切り１０が上方から被さ
っており、これによって、軒先水切り１０は延出部８ｂによって下方から支持補強されて
いる。
【００２１】
　前記受部材９は、横断面視略コ字型に形成された凹部９ａと、この凹部９ａの開口縁部
に形成された補強部９ｂとを備えている。そして、このような受部材９は、外壁本体１１
の上端部に取り付けられた合板胴縁１２に取り付けられている。
　すなわち、受部材９の凹部９ａの底部を合板胴縁１２に当接するとともに補強部９ｂの
上端部を合板胴縁１２に当接し、さらに、凹部９ａの底部から合板胴縁１２にビス１２ａ
をねじ込むことによって、受部材９は合板胴縁１２を介して外壁本体１１の上端部に取り
付けられている。
　そして、受部材９の凹部９ａに、鼻隠し本体８の底壁部８ｃの端部と立上り部８ｄとが
挿入されて係合されている。これによって、鼻隠し本体８の後部は受部材９によって支持
されているので、鼻隠し本体８の後部は上下への移動が規制されている。
　なお、外壁本体１１は壁パネルを複数接合することによって構成されている。壁パネル
は、框材を矩形枠状に組み立て矩形枠を形成するとともに、この矩形枠内に補強桟材を縦
横に取り付け、さらに矩形枠の両面に合板等からなる面材を取り付けたものである。
【００２２】
　上記のようにして屋根１の軒先に設けられた鼻隠し５の内側の空間１３は屋根裏側に連
通している。すなわち、屋根本体２の先端部の框材２ａの下端部に切欠部２ｂが形成され
ており、この切欠部２ｂによって、前記空間１３と屋根裏とが連通されている。
　また、鼻隠し５の前方には、前記軒樋７が設けられており、この軒樋７と鼻隠し５との
間には隙間Ｓが設けられている。そして、この隙間Ｓに面する鼻隠し５の前壁部８ａに前
記通気口８ｆが形成されている。また、鼻隠し５の底壁部８ｃの下面と、軒樋７の下面７
ａは面一となっている。
【００２３】
　また、合板胴縁１２の下端部の前面には、バックアップ金物１４が取り付けられており
、このバックアップ金物１４は凸部１４ａを有している。
　一方、外壁本体１１の表面には、図示しない横胴縁を介して外装材１５が取り付けられ
ており、この外装材１５の上端部の裏面は合板胴縁１２にバックアップ金物１４を挟んで
当接され、該外装材１５の上端面はバックアップ金物１４の凸部１４ａに下方から当接さ
れている。
　そして、外装材１５の上端面と、前記受部材９の下面との間にはコーキング材１６が充
填されており、これによって、受部材９の下面に外装材１５の上端部がコーキング材１６
を介して密着されている。
【００２４】
　上記のような軒天材がない屋根１の軒先に連続して、図２に示すような軒天材２０があ
る屋根１の軒先が設けられている。軒天材２０がある屋根１の軒先は、図６に示すように
、インナーバルコニー２１がある部分の軒先である。
　図２に示す軒先構造が、図１に示す軒先構造と主に異なる点は、図１に示す鼻隠し５に
代えて、第２鼻隠し２５を設けた点であるので、以下ではこの第２鼻隠し２５やその取付
構造について説明する。なお、図２に示す軒先構造において、図１に示す軒先構造と共通
部分には同一符号を付して、その説明を省略もしくは簡略化する。
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【００２５】
　図２に示すように、第２鼻隠し２５は、調整桁材４の前面４ａに当接して該前面４ａに
取り付けられる前壁部８ａと、この前壁部８ａの上端から軒樋７側に延出する延出部８ｂ
と、前壁部８ａの下端から水平に軒樋７と逆方向に延出する底壁部８ｃと、この底壁部８
ｃの端部でかつ、第２鼻隠し２５の後部背面に形成された支持部２５ａと、この支持部２
５ａから上方に垂直に立ち上がる後壁部２５ｂと、この後壁部２５ｂの上端から斜め上方
に延出して、屋根本体２の下面に当接される当接部２５ｃとを備えている。
　前壁部８ａの略下半分は、略上半分と別体に形成されており、これらは係合している。
この係合部分は前方斜め下方に突出する上壁部８ｅとなっている。
　前壁部８ａの略下半分は調整桁材４より下方に延出しており、該前壁部８ａの下半分に
は、通気口は形成されておらず平面となっている。
　前記延出部８ｂには、屋根１の先端部上面から延出する軒先水切り１０が上方から被さ
っており、これによって、軒先水切り１０は延出部８ｂによって下方から支持補強されて
いる。
　このように、第２鼻隠し２５はその一部が鼻隠し５と横断面形状が等しくなっている。
つまり、第２鼻隠し２５は、その前壁部８ａ、延出部８ｂ、底壁部８ｃ、上壁部８ｅが鼻
隠し５と等しく形成されており、これらの部分において第２鼻隠し２５と鼻隠し５とは横
断面形状が等しくなっている。
【００２６】
　第２鼻隠し２５の支持部２５ａは屋根２の軒先に沿って延在する突条であり、該支持部
２５ａには、軒天材２０の先端部が支持されている。また、軒天材２０の後端部は、軒天
見切り材２６によって支持されている。
　軒天見切り材２６は野縁２７に固定されており、この野縁２７は屋根１から吊木２７ａ
によって吊持されている。野縁２７は角材状の野縁材を水平面内で縦横に組み付けたもの
であり、この野縁２７に軒天材２０が取り付けられている。
　また、軒天見切り材２６と外壁本体２８との間には、この外壁本体２８に取り付けられ
た外装材２９の上端部が挿入されている。なお、この外壁本体２８はインナーバルコニー
の奥側の外壁を構成するものである。
　また、第２鼻隠し２５の当接部２５ｃは屋根本体２の下面に当接されたうえで、該屋根
本体２に固定されている。
　さらに、第２鼻隠し２５の下面と前記鼻隠し５の下面とは面一となっている。
【００２７】
　次に、上記のように構成された軒先構造の施工方法について説明する。
　まず、図３および図４に示すように、屋根本体２の軒先を支持する外壁本体１１の上端
部に合板胴縁１２を軒先に沿って所定間隔で釘打ちや接着等によって固定する。
　次に、合板胴縁１２に受部材９をビス１２ａによって取り付ける。この場合、合板胴縁
１２の上端に受部材９の上端を合わせるようにして、受部材９を取り付ける。ここで、軒
先の長さが受部材９より長い場合、複数の受部材９を用意し、これら受部材９を連続して
合板胴縁１２に取り付ける。隣り合う受部材９，９の接合部においては合板胴縁１２，１
２を隣接して取り付ける。
　また、屋根本体２の軒先の角部においては、コーナ用受部材９ｃを合板胴縁１２に取り
付ける。コーナ用受部材９ｃは、横断面が受部材９と等しいもので、平面視Ｌ字型に形成
されたものである。
【００２８】
　次に、図５および図６に示すように、鼻隠し５を調整桁材４の前面４ａに当接して釘３
０によって固定するとともに、鼻隠し本体８の底壁部８ｃの端部と立上り部８ｄとを、受
部材９の凹部９ａに挿入して係合する。
　また、屋根本体２の軒先の角部においては、コーナ用鼻隠し５ａを調整桁材４の前面４
ａに当接して釘３０によって固定するとともに、鼻隠し本体８の底壁部８ｃの端部と立上
り部８ｄとを、受部材９の凹部９ａに挿入して係合する。コーナ用鼻隠し５ａは横断面が
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鼻隠し５と等しいもので、平面視Ｌ字型に形成されたものであり、該コーナ用鼻隠し５ａ
の端部には継手部５ｂが設けられている。そして、この継手部５ｂに鼻隠し５を当接する
ことによって、鼻隠し５とコーナ用鼻隠し５ａとが接合される。
【００２９】
　また、軒天材２０がある屋根本体２の軒先においては、つまり、インナーバルコニー２
１がある屋根本体２の軒先においては、第２鼻隠し２５を調整桁材４の前面４ａに当接し
て釘３０によって固定するとともに、第２鼻隠し２５の当接部２５ｃを屋根本体２の下面
に当接したうえで、該屋根本体２に固定する。これによって第２鼻隠し２５は鼻隠し５と
連続して軒先に設けられる。
　ここで、鼻隠し５と第２鼻隠し２５とは鼻隠し継手３１によって連続して接続する。鼻
隠し継手３１は調整桁材４の前面４ａに固定し、この鼻隠し継手３１に、鼻隠し５の長手
方向の端部と第２鼻隠し２５の長手方向の端部を当接することによって、鼻隠し５と第２
鼻隠し２５とを連続して状態で接続する。なお、第２鼻隠し２５の長手方向の端部は軒天
材２０がない屋根本体２の軒先側にはみ出しており、よって、第２鼻隠し２５の端部と鼻
隠し５の端部とは軒天材２０がない屋根本体２の軒先側に位置する調整桁材４側で接合さ
れる。
【００３０】
　次に、屋根本体２の先端部上面に軒先水切り１０を取り付けるとともに、この軒先水切
り１０の先端部を、鼻隠し５の延出部８ｂと第２鼻隠し２５の延出部８ｂに上方から被せ
る。次に、屋根本体２の上面にルーフィングを敷設したうえで、屋根材３を敷設する。こ
れによって屋根施工を終了する。
【００３１】
　次に、図１に示すように、外壁本体１１に、図示しない胴縁を介して外装材１５を取り
付けるとともに、合板胴縁１２の下端部の前面にバックアップ金物１４を取り付け、さら
に、外装材１５の上端部を合板胴縁１２の下端部に当接する。
　次に、外装材１５の上端面と、受部材９の下面との間にコーキング材１６を充填するこ
とによって、受部材９の下面に、外装材１５の上端部をコーキング材１６を介して密着さ
せる。
　また、第２鼻隠し２５の両端部の下面と、外装材１５の上端面との間にコーキング材１
６を充填することによって、第２鼻隠し２５の両端部の下面に、外装材１５の上端部をコ
ーキング材１６を介して密着させる。
【００３２】
　次に、図２に示すように、インナーバルコニー２１がある屋根本体２の軒先と、外壁本
体２８との間に野縁２７を配置するとともに、この野縁２７を吊木２７ａで吊持する。そ
して、この野縁２７に軒天見切り材２６を取り付けるとともに、軒天材２０を取り付け、
この軒天材２０の先端部を第２鼻隠し２５の支持部２５ａで支持するとともに、後端部を
軒天見切り材２６によって支持する。
　以上で軒先構造の施工を終了する。
【００３３】
　本実施の形態によれば、鼻隠し５の前壁部８ａに、屋根裏側に連通する通気口８ｆが形
成されており、鼻隠し本体８の後部を支持する受部材９の下面に、外装材１５の上端部が
コーキング材１６を介して密着されているので、外装材１５に沿って吹き上げられた雨水
は、鼻隠し５の下面で跳ね返されて落下する。したがって、鼻隠し５の前壁部８ａに形成
された通気口８ｆからの雨水の侵入を防止できる。
　また、鼻隠し５は、前壁部８ａを有する鼻隠し本体８と、外装材１５が取り付けられて
いる外壁本体１１に取り付けられて、鼻隠し本体８の後部を支持する受部材９とを備えて
おり、受部材９の下面に、外装材１５の上端部がコーキング材１６を介して密着されてい
るので、鼻隠し本体８と軒樋７を含む屋根施工と、外装材１５を外壁本体１１に取り付け
る外装材の施工とを別々に行うことができる。したがって、外装材１５の施工前に屋根施
工を行うことができるので、その後の外装材１５の施工を含む建物の施工を屋根付きで行
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【００３４】
　さらに、鼻隠し５の前壁部８ａに、上壁部８ｅが通気口８ｆの上部位置で突出して設け
られているので、軒樋７と鼻隠し５との間から流入した外気は上壁部８ｅに当たってそれ
より上方に流出しないので、外気を効果的に通気口８ｆに流入させることができる。
　また、軒天材２０がない屋根の軒先に鼻隠し５が設けられており、軒天材２０がある屋
根の軒先に第２鼻隠し２５が前記鼻隠し５と連続して設けられているので、屋根の軒先に
沿って鼻隠し５と第２鼻隠し２５とが連続して秀麗な仕上がりとなる。
　また、第２鼻隠し２５の後部背面に支持部２５ａが設けられているので、この支持部２
５ａによって軒天材２０の先端部を支持することができる。
　さらに、鼻隠し５の下面と、第２鼻隠し２５の下面とが面一に設けられているので、屋
根軒先の下面が段差のない秀麗な仕上がりとなる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明に係る軒先構造の一例を示すもので、軒天材がない屋根の軒先部を示す側
断面図である。
【図２】同、軒天材がある屋根の軒先部を示す側断面図である。
【図３】同、受部材を取り付けた状態を示す屋根の軒先部の側断面図である。
【図４】同、合板胴縁を取り付けた状態を示す屋根の軒先部の斜視図である。
【図５】同、鼻隠しを取り付ける様子を示す屋根の軒先部の側断面図である。
【図６】同、鼻隠しを取り付ける様子を示す屋根の軒先部の斜視図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１　屋根
　５　鼻隠し
　７　軒樋
　８　鼻隠し本体
　８ａ　前壁部
　８ｅ　上壁部
　８ｆ　通気口
　９　受部材
　１１　外壁本体
　１５　外装材
　１６　コーキング材（シーリング材）
　２０　軒天材
　２５　第２鼻隠し
　２５ａ　支持部
　Ｓ　隙間
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