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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
軒先部とケラバとを有する勾配屋根のうち、連続する軒先側端面とケラバ側端面とからな
る屋根の外周端面に沿って、上部が開口した樋材が連続的に複数取り付けられてなる屋根
構造において、
前記樋材は、外部側に配置される第一底面部と、屋根側に配置される第二底面部とを有す
ることによって断面略Ｌ字状の溝として形成された底面部を備えており、
前記軒先側端面に取り付けられる樋材は、前記第一底面部が水平配置されており、前記ケ
ラバ側端面に取り付けられる樋材は、前記第一底面部が、断面視において外部側に向かう
につれて迫り上がるようにして斜めに配置されており、
前記屋根の外周端面と前記樋材との間には、前記樋材の延在方向に沿って連続的に設けら
れ、屋根裏空間と外部とを通気可能に連通する鼻隠し部材が介在しており、
前記鼻隠し部材は、前記樋材の前記第一底面部の延長線上に配置される第三底面部を備え
ており、
前記鼻隠し部材と前記樋材との間には、前記鼻隠し部材の長さ方向に沿って長尺なスリッ
トが形成されてなり、
前記底面部の外部側および屋根側には、外部側面部および屋根側面部が一体形成され、
前記屋根側面部には、この屋根側面部を前記軒先側端面または前記ケラバ側端面に取り付
ける取付部が一体形成されるとともに、
屋根側面部の上端部には、屋根側に延出し屋根上面に固定される延出部が一体形成されて
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おり、
前記取付部は前記屋根側面部の下端部に設けられ、被取付面に対して山型に突出する断面
視略Ｌ字状に形成されていることを特徴とする屋根構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の屋根構造において、
　前記軒先側端面の樋材と前記ケラバ側端面の樋材は、前記外周端面のコーナー部におい
て、互いの接合側端部が、平面視において同一角度で斜めカットされて接合されており、
　前記軒先側端面の鼻隠し部材と前記ケラバ側端面の鼻隠し部材は、前記外周端面のコー
ナー部において、互いの接合側端部が、平面視において同一角度で斜めカットされて接合
されており、
　前記樋材同士の接合部に現れる稜線と、前記鼻隠し部材同士の接合部に現れる稜線とが
一直線上に配置されていることを特徴とする屋根構造。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の屋根構造において、
　前記屋根は、前記ケラバの出がほとんどない状態の屋根であり、
　前記ケラバ側端面に取り付けられる鼻隠し部材は、建物の外壁近傍に配置されており、
　前記鼻隠し部材と前記外壁との間には、前記鼻隠し部材の長さ方向に沿って長尺なスリ
ットが形成されていることを特徴とする屋根構造。
【請求項４】
　請求項１または２に記載の屋根構造において、
　前記屋根は、前記ケラバの出がある状態の屋根であり、
　前記ケラバ側端面に取り付けられる鼻隠し部材は、建物の外壁から離間して配置されて
おり、
　前記鼻隠し部材と前記外壁との間にはケラバ天井材が架設されており、
　前記鼻隠し部材は、前記ケラバ天井材の外部側端部を見切るための見切り部を備えてい
ることを特徴とする屋根構造。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の屋根構造において、
　前記鼻隠し部材は、この鼻隠し部材と前記樋材との間に形成された前記スリットに向か
って開口する通気孔を有することを特徴とする屋根構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、軒先部とケラバとを有する勾配屋根の外周端面に沿って、上部が開口した樋
材が連続的に複数取り付けられてなる屋根構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば切妻屋根の外周端面、すなわち軒先側からケラバ側に連続して、同一断面
形状の樋材を取り付ける技術が知られている（例えば、特許文献１参照）。
　このように軒先側からケラバ側にかけて同一断面形状の樋材を取り付けることで、部品
の共通化を図ることができるので、コストを削減や外観の連続性を得ることができる。
【０００３】
　また、従来、屋根の軒先に、屋根裏換気が可能に構成された鼻隠し部材を介して、樋材
を取り付ける技術が知られている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２３１６６５号公報
【特許文献２】特開２００７－２０４９７０号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、特許文献１に記載の樋材は、雨水等を受け流す凹溝部を備え、屋根の外周端
面から突出して取り付けられるものであるため、例えば従前よりケラバ側端面に使用され
ている破風板のような板状のものに比して、風の影響を受けやすい。このため、通常は、
雨水による屋根の経年劣化への対策は種々行われるが、それに加えて、風による屋根の経
年劣化への対策も必要となる。
　さらに、屋根裏の換気効率を向上させるために、特許文献２に記載のような鼻隠し部材
を、屋根の軒先側だけでなく、屋根のケラバ側にも取り付けたいという要望がある。
【０００６】
　本発明の課題は、風雨による屋根の経年劣化を抑制できるとともに、屋根裏の換気効率
を向上させることが可能な屋根構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の発明は、例えば図１～図９に示すように、軒先部２とケラバ部３とを
有する勾配屋根１のうち、連続する軒先側端面４ａとケラバ側端面４ｂとからなる屋根１
の外周端面４に沿って、上部が開口した樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）が連続的に複数取り
付けられてなる屋根構造において、
　前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）は、外部側に配置される第一底面部２３ａと、屋根側
に配置される第二底面部２３ｂとを有することによって断面略Ｌ字状の溝として形成され
た底面部２３を備えており、
　前記軒先側端面４ａに取り付けられる樋材２０は、前記第一底面部２３ａが水平配置さ
れており、前記ケラバ側端面４ｂに取り付けられる樋材２０は、前記第一底面部２３ａが
、断面視において外部側に向かうにつれて迫り上がるようにして斜めに配置されており、
　前記屋根１の外周端面４と前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）との間には、前記樋材２０
（２０Ａ，２０Ｂ）の延在方向に沿って連続的に設けられ、屋根裏空間１３と外部とを通
気可能に連通する鼻隠し部材４０（４０Ａ，４０Ｂ）が介在しており、
　前記鼻隠し部材４０（４０Ａ，４０Ｂ）は、前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）の前記第
一底面部２３ａの延長線上に配置される第三底面部４４（４４Ａ，４４Ｂ）を備えており
、
　前記鼻隠し部材４０（４０Ａ，４０Ｂ）と前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）との間には
、前記鼻隠し部材４０（４０Ａ，４０Ｂ）の長さ方向に沿って長尺なスリットＥが形成さ
れてなり、
前記底面部２３の外部側および屋根側には、外部側面部２２および屋根側面部２１が一体
形成され、
前記屋根側面部２１には、この屋根側面部２１を前記軒先側端面４ａまたは前記ケラバ側
端面４ｂに取り付ける取付部２１ａが一体形成されるとともに、
屋根側面部２１の上端部には、屋根側に延出し屋根上面に固定される延出部２４が一体形
成されており、
前記取付部２１ａは前記屋根側面部２１の下端部に設けられ、被取付面１ｆに対して山型
に突出する断面視略Ｌ字状に形成されていることを特徴とする。
【０００８】
　請求項１に記載の発明によれば、前記鼻隠し部材４０（４０Ａ，４０Ｂ）は、前記屋根
１の外周端面４と前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）との間に、前記樋材２０（２０Ａ，２
０Ｂ）の延在方向に沿って連続的に設けられているので、前記屋根１の軒先側端面４ａと
ケラバ側端面４ｂとに連続して設けられることになる。そして、このような鼻隠し部材４
０（４０Ａ，４０Ｂ）によって、前記屋根１の前記ケラバ部３側も利用した屋根裏換気を
行うことができるので、前記軒先部２側のみで屋根裏換気を行うよりも、前記屋根裏空間
１３の換気効率を向上できる。
　また、前記ケラバ側端面４ｂにおいては、風を、前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）の前
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記第一底面部２３ａと前記鼻隠し部材４０（４０Ｂ）の前記第三底面部４４（４４Ｂ）に
沿って斜めに誘導できるので、効率良く風を逃がすことができる。また、前記軒先側端面
４ａにおいては、風を、前記ケラバ部３側へと逃がし、さらに前記ケラバ側端面４ｂ側に
おいて斜めに配置された前記第一底面部２３ａと前記第三底面部４４（４４Ｂ）に沿って
効率良く逃がせる。これによって、風による前記屋根１の軒先部２およびケラバ部３の経
年劣化を抑制できる。
　また、前記ケラバ側端面４ｂにおいては、斜めに配置された前記第一底面部２３ａと前
記第三底面部４４（４４Ｂ）に付着した雨水を誘導して意図的に下方に落とすことができ
る。これによって、雨が上がった後の乾燥を早めることができるので、粉塵等の付着を抑
制でき、前記第一底面部２３ａおよび前記第三底面部４４（４４Ｂ）を綺麗な状態に保つ
ことができる。さらに、このように雨水を意図的に下方に落とせるので、例えば表面張力
等によって長時間雨水が付着してしまう場合に比して、前記ケラバ側端面４ｂの前記樋材
２０および前記鼻隠し部材４０（４０Ｂ）の経年劣化をさらに抑制することができる。
　さらに、樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）を、延出部２４と屋根側面部２１とで、前記屋根
１の外周端部を上方および側方から挟み込んだような状態に取り付けることができる。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、例えば図３，図４に示すように、請求項１に記載の屋根構造
において、
　前記軒先側端面４ａの樋材２０と前記ケラバ側端面４ｂの樋材２０は、前記外周端面４
のコーナー部において、互いの接合側端部が、平面視において同一角度Ｂで斜めカットさ
れて接合されており、
　前記軒先側端面４ａの鼻隠し部材４０Ａと前記ケラバ側端面４ｂの鼻隠し部材４０Ｂは
、前記外周端面４のコーナー部において、互いの接合側端部が、平面視において同一角度
Ｂで斜めカットされて接合されており、
　前記樋材２０，２０同士の接合部２６に現れる稜線２６ａと、前記鼻隠し部材４０Ａ，
４０Ｂ同士の接合部４６に現れる稜線４６ａとが一直線上に配置されていることを特徴と
する。
【００１０】
　請求項２に記載の発明によれば、前記樋材２０，２０同士の接合部２６に現れる稜線２
６ａと、前記鼻隠し部材４０Ａ，４０Ｂ同士の接合部４６に現れる稜線４６ａとが一直線
上に配置されているので、前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）と前記鼻隠し部材４０（４０
Ａ，４０Ｂ）との間に統一感が生じることとなり、前記コーナー部付近を見上げた際の外
観性を向上できる。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、例えば図２，図４に示すように、請求項１または２に記載の
屋根構造において、
　前記屋根１は、前記ケラバの出がほとんどない状態の屋根であり、
　前記ケラバ側端面４ｂに取り付けられる鼻隠し部材４０Ｂは、建物の外壁１５近傍に配
置されており、
　前記鼻隠し部材４０Ｂと前記外壁１５との間には、前記鼻隠し部材４０Ｂの長さ方向に
沿って長尺なスリットＦが形成されていることを特徴とする。
【００１２】
　請求項３に記載の発明によれば、前記鼻隠し部材４０Ｂと前記外壁１５との間には、前
記鼻隠し部材４０Ｂの長さ方向に沿って長尺なスリットＦが形成されているので、該スリ
ットＦによって、前記鼻隠し部材４０Ｂの前記第三底面部４４（４４Ｂ）を伝って下方に
流れる雨水を、前記外壁１５側には伝わせずに遮断することができる。これによって、前
記第三底面部４４（４４Ｂ）を伝う雨水が建物側に流れることを防ぐことができるので、
雨仕舞いをより向上できる。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、例えば図９に示すように、請求項１または２に記載の屋根構
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造において、
　前記屋根１は、前記ケラバの出がある状態の屋根であり、
　前記ケラバ側端面４ｂに取り付けられる鼻隠し部材４０Ｂは、建物の外壁１５から離間
して配置されており、
　前記鼻隠し部材４０Ｂと前記外壁１５との間にはケラバ天井材１２が架設されており、
　前記鼻隠し部材４０Ｂは、前記ケラバ天井材１２の外部側端部を見切るための見切り部
４５Ｂｃを備えていることを特徴とする。
【００１４】
　請求項４に記載の発明によれば、前記鼻隠し部材４０Ｂと前記外壁１５との間にはケラ
バ天井材１２が架設されているので、該ケラバ天井材１２によって前記屋根１の裏面を保
護できる。また、前記鼻隠し部材４０Ｂは、前記ケラバ天井材１２の外部側端部を見切る
ための見切り部４５Ｂｃを備えているので、該見切り部４５Ｂｃによって前記ケラバ天井
材１２の端部を遮蔽でき、雨仕舞いをより向上できる。
【００１５】
　請求項５に記載の発明は、例えば図１～図４，図７～図９に示すように、請求項１～４
のいずれか一項に記載の屋根構造において、
　前記鼻隠し部材４０（４０Ａ，４０Ｂ）は、この鼻隠し部材４０（４０Ａ，４０Ｂ）と
前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）との間に形成された前記スリットＥに向かって開口する
通気孔４３ａ（４３Ａａ，４３Ｂａ）を有することを特徴とする。
【００１６】
　請求項５に記載の発明によれば、前記鼻隠し部材４０（４０Ａ，４０Ｂ）は、前記スリ
ットＥに向かって開口する前記通気孔４３ａ（４３Ａａ，４３Ｂａ）を有するので、該通
気孔４３ａ（４３Ａａ，４３Ｂａ）を介して前記屋根裏空間１３の換気を確実に行うこと
ができる。
　また、前記通気孔４３ａ（４３Ａａ，４３Ｂａ）は、前記スリットＥに向かって開口す
るため、横向きに開口することになるので、該通気孔４３ａ（４３Ａａ，４３Ｂａ）から
雨水が浸入しにくくなり、雨仕舞いをより向上できる。しかも、前記屋根１の軒先部２や
ケラバ部３を見上げた際に、前記通気孔４３ａ（４３Ａａ，４３Ｂａ）は下からは見えに
くくなるので、前記軒先部２と前記ケラバ部３を見上げた際の外観性を向上できる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、風雨による屋根の軒先部およびケラバ部と、ケラバ側端面の樋材およ
び鼻隠し部材の経年劣化を抑制できるとともに、屋根裏の換気効率を向上させることが可
能となる。
　さらに、樋材を、延出部と屋根側面部とで、前記屋根の外周端部を上方および側方から
挟み込んだような状態に取り付けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係る屋根構造のうち軒先部を示す断面図である。
【図２】同、ケラバ部を示す断面図である。
【図３】同、コーナー部を示す斜視図である。
【図４】同、底面図である。
【図５】樋材を示す斜視図である。
【図６】同、断面図である。
【図７】鼻隠し部材を示す斜視図である。
【図８】同、断面図である。
【図９】ケラバ部の他の実施の形態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　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。
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　なお、本実施の形態の屋根および該屋根が設けられる住宅等の建物は、該屋根や壁、床
等の建物の構成要素を予め工場にてパネル化しておき、施工現場でこれらのパネルを組み
立てて構築するパネル工法で構築されるが、従来の軸組工法や壁式工法の木造、鉄骨造、
鉄筋コンクリート造等の建物にも適用することができる。
　また、このパネルとは、縦横の框材が矩形状に組み立てられるとともに、矩形枠の内部
に補助桟材が縦横に組み付けられて枠体が構成され、この枠体の両面もしくは片面に、面
材が貼設されたものであり、内部中空な構造となっている。さらに、その内部中空な部分
には、通常、グラスウールやロックウール等の断熱材が装填されるものである。
【００２０】
　本実施の形態の屋根構造は、図１～図９に示すように、軒先部２とケラバ部３とを有す
る勾配屋根１のうち、連続する軒先側端面４ａとケラバ側端面４ｂとからなる屋根１の外
周端面４に沿って、上部が開口した樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）が連続的に複数取り付け
られてなる。
　また、前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）は、外部側に配置される第一底面部２３ａと、
屋根側に配置される第二底面部２３ｂとを有することによって断面略Ｌ字状の溝として形
成された底面部２３を備える。
　また、前記軒先側端面４ａに取り付けられる樋材２０は、前記第一底面部２３ａが水平
配置されており、前記ケラバ側端面４ｂに取り付けられる樋材２０は、前記第一底面部２
３ａが、断面視において外部側に向かうにつれて迫り上がるようにして斜めに配置されて
いる。
　さらに、前記屋根１の外周端面４と前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）との間には、前記
樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）の延在方向に沿って連続的に設けられ、屋根裏空間１３と外
部とを通気可能に連通する鼻隠し部材４０（４０Ａ，４０Ｂ）が介在している。
　そして、前記鼻隠し部材４０（４０Ａ，４０Ｂ）は、前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）
の前記第一底面部２３ａの延長線上に配置される第三底面部４４（４４Ａ，４４Ｂ）を備
える。
　また、前記鼻隠し部材４０（４０Ａ，４０Ｂ）と前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）との
間には、前記鼻隠し部材４０（４０Ａ，４０Ｂ）の長さ方向に沿って長尺なスリットＥが
形成されている。
【００２１】
　また、前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）の上部には、複数の排水孔を備えるとともに前
記樋材２０の上部の開口部分（後述する上部開口部２５ｃ）を覆う樋カバー材３０が、図
１，図２に示すように、前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）の延在方向に沿って連続的に、
かつ段差のない状態で設けられている。このような樋カバー材３０によって落ち葉等が前
記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）の内部に侵入することを防ぐことができる。
【００２２】
＜屋根の構成＞
　前記屋根１は、上述のように建築用パネルで構成された屋根パネルである。この屋根パ
ネルは、パネルの矩形枠を形成する縦横の框材１ａ，１ａと、矩形枠の内部に縦横に組み
付けられる桟材１ｂ，１ｂと、これら框材１ａおよび桟材１ｂの上面に貼設される面材１
ｃとを備える。
　前記框材１ａのうち、前記屋根１の勾配方向に沿って配置されるものは垂木として機能
することになる。また、前記桟材１ｂのうち、該垂木としての框材１ａと平行かつ離間し
て配置されるものも同様に垂木として機能する。
　また、前記框材１ａのうち、前記垂木として機能する前記框材１ａと前記桟材１ｂの軒
先側端面に、該框材１ａおよび桟材１ｂと直交して配置されるものは鼻隠し板として機能
する。また、前記桟材１ｂのうち、該鼻隠し板としての框材１ａと平行かつ離間して配置
されるものは桁材として機能する。
　さらに、前記面材１ｃは、後述する複数の屋根材５…，６…が葺設される野地板として
機能することになる。
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【００２３】
　また、本実施の形態の屋根１は例えば切妻屋根であり、前記軒先部２側の端部が、建物
の平側の外壁１７から離間した位置に配置されており、軒の出がある状態となっている。
一方、前記ケラバ部３側の端部は、建物の妻側の外壁１５近傍に配置されており、ケラバ
の出がほとんどない状態となっている。
　なお、本実施の形態の屋根１は切妻屋根としたが、これに限定されるものではなく、前
記軒先部２および前記ケラバ部３を備える形態の屋根であれば良い。
【００２４】
　前記鼻隠し板としての框材１ａの下面には、図１に示すように、該框材１ａの長さ方向
に間隔をあけて複数の切欠部Ｈが形成されている。そして、該切欠部Ｈを介して通気が可
能となっており、前記框材１ａの外部側と、該框材１ａの内部側である屋根裏空間１３と
が連通された状態となっている。
【００２５】
　また、前記鼻隠し板としての框材１ａのうち、前記屋根１の勾配方向下方に位置する外
側面には、前記切欠部Ｈを避けて、前記屋根１の勾配角度を考慮して形成された一対の調
整材１ｄ，１ｄが取り付けられている。
　前記一対の調整材１ｄ，１ｄは、双方ともに同一の断面台形状に形成されており、一方
の調整材１ｄが前記框材１ａに固定されている。また、他方の調整材１ｄが、前記一方の
調整材１ｄに対して、該一方の調整材１ｄとは天地を逆にした状態で固定されている。
【００２６】
　前記一方の調整材１ｄのうち、前記屋根１の勾配方向下方に位置する面は鉛直面１ｅと
されている。該鉛直面１ｅには、前記鼻隠し部材４０が固定される。すなわち、前記一対
の調整材１ｄ，１ｄ間に、前記鼻隠し部材４０が挟み込まれた状態となる。
　また、前記他方の調整材１ｄのうち、前記屋根１の勾配方向下方に位置する面は、前記
樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）が取り付けられる被取付面１ｆとされている。
　前記一対の調整材１ｄ，１ｄの断面形状を適宜変更することによって、例えば１／１や
１／１．５、１／２・・・等、様々な勾配角度に設定された屋根でもそれぞれの軒先側端
部に前記鉛直面１ｅを形成できる。なお、本実施の形態の屋根１は１／２勾配に設定され
ている。
【００２７】
　前記屋根１の外周端面４は、上述のように軒先側端面４ａとケラバ側端面４ｂとからな
る。本実施の形態において前記軒先側端面４ａは、前記一方の調整材１ｄが取り付けられ
る前記鼻隠し板としての框材１ａの側面を指している。また、前記ケラバ側端面４ｂは、
前記垂木としての框材１ａの側面と、前記面材１ｃの側端面とを指している。
　したがって、前記屋根１の軒先側端部においては、前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）の
前記屋根側面部２１は、前記一対の調整材１ｄ，１ｄを介して、前記鼻隠し板としての框
材１ａの側面（すなわち、前記軒先側端面４ａ）に固定されることになる。つまり、前記
一対の調整材１ｄ，１ｄは、前記屋根１の延長部として設けられるものであり、前記屋根
１は、これら一対の調整材１ｄ，１ｄを含んで構成されているものとする。
　図示はしないが、換言すれば、前記屋根１を、前記一対の調整材１ｄ，１ｄを使用せず
に、所定長さ分延長させたり、適宜加工したりするなどして該一対の調整材１ｄ，１ｄ同
様の機能を持たせようにしてもよいものとする。
　一方、前記屋根１のケラバ側端部においては、前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）の前記
屋根側面部２１は、前記ケラバ側端面４ｂである前記垂木としての框材１ａの側面と前記
面材１ｃの側端面に固定されることになる。
【００２８】
　なお、前記軒先側端面４ａおよび前記被取付面１ｆは、前記屋根１の勾配角度に対して
直交する角度に設定された面とされている。つまり、前記屋根１の勾配角度に対する前記
軒先側端面４ａおよび前記被取付面１ｆの角度は９０度に設定され、該軒先側端面４ａお
よび被取付面１ｆは、上端部に向かって迫り上がるようにして斜めに配置されている。



(8) JP 5775035 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

　一方の前記ケラバ側端面４ｂは、前記框材１ａの側面と前記面材１ｃの側端面とが面一
な状態の鉛直面とされている。
【００２９】
　また、前記屋根１の外周端面４は、前記軒先側端面４ａと前記ケラバ側端面４ｂとが交
差するコーナー部を有する。
　該コーナー部としては、前記軒先側端面４ａと前記ケラバ側端面４ｂとが出隅状に交差
する出隅コーナー部と、前記軒先側端面４ａと前記ケラバ側端面４ｂとが入隅状に交差す
る入隅コーナー部とがある。
【００３０】
　前記屋根１の面材１ｃの上面には、図１および図２に示すように、前記屋根１の勾配方
向および該屋根１の勾配方向と直交する方向に沿って、複数の屋根材５…，６…が葺設さ
れている。
　なお、本実施の形態の屋根材５…，６…は、例えば粘土や陶器等の瓦が採用されている
が、これに限られるものではなく、例えばスレートや金属製の屋根材等であってもよい。
【００３１】
　前記屋根材５は、前記屋根１の勾配方向に、かつ該屋根１のケラバ側端部に沿って複数
並設されるものである。そして、この屋根材５は、上面を構成する上面部５ａと、該屋根
材５を構成し、かつ上端部が前記上面部５ａのケラバ側端部と一体形成される側壁部５ｂ
と、を備える。さらに、この屋根材５は、該屋根材５の傾斜方向に沿って配置されるとと
もに前記上面部５ａの裏面に一体形成される複数の突条部５ｃ，５ｃと、これら複数の突
条部５ｃ，５ｃのうち屋根材５の傾斜方向上端部に一体形成されるとともに後述する屋根
材用桟材８に引っ掛けられる引掛部５ｄ，５ｄと、を備える。
　前記屋根材６は、前記側壁部５ｂを除き、前記屋根材５と略同様に形成されている。す
なわち、前記屋根材６は、前記ケラバ部３に配置されるものではないため、前記側壁部５
ｂは具備されない。
【００３２】
　さらに、前記屋根１の勾配方向と直交するに隣接する前記屋根材５，６（６，６）同士
は、隣接する側端部の凹凸嵌合部５ｅ，６ｅ同士が凹凸嵌合することによって連結されて
いる。
　また、前記屋根１の勾配方向に隣接する屋根材５，５（６，６）同士のうち、勾配方向
上方に位置する屋根材５（６）の突条部５ｃ，５ｃと、勾配方向下方に位置する屋根材５
（６）の上面部５ａとの間には水密材７が設けられている。
【００３３】
　また、前記屋根１の面材１ｃの上面には、前記屋根材５…，６…の引掛部５ｄが引っ掛
けられる複数の前記屋根材用桟材８…が、前記鼻隠し板としての框材１ａと平行に配置さ
れ、かつ勾配方向に間隔をあけて固定されている。
　また、前記他方の調整材１ｄの上面には、前記屋根１の勾配方向と直交する方向に沿っ
て、軒先側桟材１０が固定されている。この軒先側桟材１０上には、前記屋根１の軒先側
端部に沿って並設される複数の屋根材５…，６…のうち、前記突条部５ｃ，５ｃの傾斜方
向下端部が載置されている。つまり、前記屋根１の軒先側端部に沿って並設される複数の
屋根材５…，６…の傾斜方向下端部が、前記軒先側桟材１０によって支持されている。
　なお、前記軒先側桟材１０と前記他方の調整材１ｄとの間には、前記屋根１の上面から
前記樋材２０の上部開口部２５ｃにかけて配置される水切り部材９が介在した状態となっ
ている。つまり、前記軒先側桟材１０は、前記水切り部材９を釘５１等で固定した後に、
前記他方の調整材１ｄ上に固定される。
【００３４】
　また、前記屋根１の軒先側端部と前記建物の外壁１７との間には軒天井材１１が水平に
架設されている。
　さらに、前記軒天井材１１の上面には野縁１１ａが取り付けられており、該野縁１１ａ
は、前記垂木としての框材１ａまたは桟材１ｂに取り付けられた吊木１１ｂによって、該



(9) JP 5775035 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

框材１ａまたは桟材１ｂに対して吊られている。
　また、前記屋根裏空間１３は、前記屋根１と前記軒天井材１１との間の空間と、前記外
壁１７よりも建物中央側に位置する屋根１の下方空間とを指している。
　なお、前記屋根裏空間１３を構成する該空間同士は、図１に示すように、前記垂木とし
ての框材１ａおよび桟材１ｂの下面と、前記面材１ｃとの高低差により生じる空間部を利
用して連通された状態となっている。つまり、前記垂木としての框材１ａおよび桟材１ｂ
は、前記外壁１７の上端部によって支持された状態となっている。
【００３５】
＜樋材の構成＞
　前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）は、図１，図２，図５，図６に示すように、上述のよ
うに前記屋根側面部２１と、前記外部側面部２２と、前記底面部２３とを主体として構成
された長尺物であり、上部には、雨水を流れこませるために前記上部開口部２５ｃが形成
された状態となっている。また、前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）は、本実施の形態にお
いては金属製であるが、これに限定されるものではなく、樹脂製等でも良い。
　さらに、前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）は、前記屋根側面部２１の上端部に一体形成
されるとともに、該屋根側面部２１よりも屋根１側に延出する延出部２４を備える。
　また、前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）は、前記上部開口部２５ｃを含んで構成される
上面部２５を備える。
【００３６】
　なお、本実施の形態においては、図５に示すように、前記屋根１の外周端面４のうち、
前記軒先側端面４ａまたは前記ケラバ側端面４ｂの直線部分（コーナー部ではない部分）
に取り付けられるものは樋材２０と称する。さらに、前記外周端面４の前記出隅コーナー
部に取り付けられるものはコーナー用樋材２０Ａと称し、前記入隅コーナー部に取り付け
られるものはコーナー用樋材２０Ｂと称する。また、前記コーナー用樋材２０Ａ，２０Ｂ
は、平面視略Ｌ字状に形成されている。
　ただし、いずれの形態の樋材２０，２０Ａ，２０Ｂであっても、その断面形状は、図６
に示すように同一とされている。つまり、前記コーナー用樋材２０Ａ，２０Ｂは、二つの
同一断面の前記樋材２０，２０同士が接合されることによって形成されている。より詳細
には、前記コーナー用樋材２０Ａ，２０Ｂは、前記二つの樋材２０，２０の接合側端部を
、平面視（または底面視）において同一角度Ｂで斜めカットしたもの同士を接合すること
によって構成されている。また、これら樋材２０，２０同士の接合部２６には、稜線２６
ａが現れる。
　なお、前記角度Ｂは、本実施の形態においては４５度に設定されている。したがって、
前記コーナー用樋材２０Ａ，２０Ｂは、平面視において直角に形成されている。
【００３７】
　前記屋根側面部２１は、上述のように、前記屋根１の外周端面４に固定されるものであ
る。より詳細には、前記軒先部２においては、図１，図６に示すように、前記被取付面１
ｆに当接固定されるものである。また、前記ケラバ部３においては、図２，図６に示すよ
うに、前記垂木としての前記框材１ａの側面および前記面材１ｃの側端面に当接固定され
るものである。
　この屋根側面部２１は、断面視において略Ｌ字状に形成されるとともに前記被取付面１
ｆに対して山型に突出する取付部２１ａを有する。なお、該取付部２１ａは、前記屋根側
面部２１の下端部に一体形成されている。
　前記取付部２１ａを構成する二つの面のうち、上側の面にはビス孔（図示せず）が形成
されており、ビス５０を、該ビス孔から斜めに前記被取付面１ｆに対してねじ込むことに
よって、前記屋根側面部２１を前記被取付面１ｆに固定できるようになっている。
【００３８】
　前記外部側面部２２は、上述のように、前記屋根側面部２１と平行に、かつ外部側に離
間して配置されるものである。つまり、該外部側面部２２と前記屋根側面部２１とは、図
６に示すように、側断面視において等しい角度に設定されている。
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　また、上述のように、前記第一底面部２３ａに対する該外部側面部２２の角度Ａは、屋
根勾配プラス９０度に設定されている。本実施の形態の屋根１は１／２勾配であるため、
具体的に前記角度Ａは、１１６．５７度となる。例えば前記屋根１が１／３勾配の場合に
は、前記角度Ａは、１０８．４３度となる。
【００３９】
　前記底面部２３は、上述のように、前記屋根側面部２１および前記外部側面部２２の下
端部間に架け渡されるようにして一体形成されるものである。さらに、該底面部２３は、
上述のように前記第一底面部２３ａと前記第二底面部２３ｂとを有することによって断面
略Ｌ字状の溝として形成されている。
　なお、前記第一底面部２３ａと前記第二底面部２３ｂとは一体形成されており、前記第
一底面部２３ａと前記第二底面部２３ｂとで構成される前記断面略Ｌ字状の溝の内側面は
、図６に示すように、断面視において曲面とされている。
【００４０】
　前記第一底面部２３ａは、前記外部側面部２２に対する角度Ａが、屋根勾配プラス９０
度に設定されているため、前記樋材２０を前記軒先側端面４ａに固定した場合は、水平配
置されることになる。
　一方、前記樋材２０を前記ケラバ側端面４ｂに固定した場合は、前記ケラバ側端面４ｂ
は鉛直面であるため、前記第一底面部２３ａは、前記外部側面部２２に向かって迫り上が
るようにして斜めに配置されることになる。
　なお、前記第一底面部２３ａの屋根側端部から外部側端部までの長さは、前記屋根１の
勾配に関わらず一定の長さに設定されている。
【００４１】
　前記第二底面部２３ｂは、前記第一底面部２３ａに対する角度Ｄが９０度に設定されて
いる。
　また、前記第二底面部２３ｂの、前記第一底面部２３ａ側の端部から前記屋根側面部２
１の前記取付部２１ａ側の端部までの長さは、前記屋根１の勾配角度に応じて製造段階で
適宜変更される。つまり、前記屋根１の勾配角度が大きく（高く）なれば、これに応じて
前記角度Ａも大きくなるため、その分、前記第一底面部２３ａ側の端部から前記屋根側面
部２１の前記取付部２１ａ側の端部までの長さも長くなる。反対に、前記屋根１の勾配角
度が小さく（低く）なれば、これに応じて前記角度Ａも小さくなるため、その分、前記第
一底面部２３ａ側の端部から前記屋根側面部２１の前記取付部２１ａ側の端部までの長さ
も短くなる。
　また、これに応じて、前記屋根側面部２１に対する該第二底面部２３ｂの角度も製造段
階で適宜変更されることになる。
【００４２】
　前記延出部２４は、図１，図２，図６に示すように、前記屋根側面部２１に対する角度
Ｃが９０度に設定されており、前記屋根１の上面に固定されている。より詳細には、該延
出部２４は、前記屋根１の軒先側端部においては前記他方の調整材１ｄに固定されており
、前記屋根１のケラバ側端部においては前記面材１ｃおよび前記框材１ａに固定されてい
る。
　また、前記延出部２４にはビス孔（図示せず）が形成されており、ビス５０を、該ビス
孔から前記屋根１の上面に対してねじ込むことによって、該延出部２４を前記屋根１の上
面に固定できるようになっている。
　したがって、前記延出部２４と前記屋根側面部２１とで、前記屋根１の外周端部を上方
および側方から挟み込んだような状態となっている。
【００４３】
　前記上面部２５は、図６に示すように、前記上部開口部２５ｃよりも前記屋根１側に位
置し、前記屋根側面部２１の上端部および前記延出部２４に一体形成される部位２５ａと
、前記上部開口部２５ｃよりも外部側に位置し、前記外部側面部２２の上端部に一体形成
される部位２５ｂとを有する。前記上部開口部２５ｃは、これら一方の部位２５ａと他方
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の部位２５ｂとの間に形成されている。
　また、前記一方の部位２５ａは、前記屋根側面部２１に対する角度は９０度に設定され
ており、前記他方の部位２５ｂは、前記外部側面部２２に対する角度は９０度に設定され
ている。
【００４４】
　また、前記上面部２５は、前記上部開口部２５ｃを覆う樋カバー材３０が固定される被
固定部２５ｄ，２５ｅを有する。一方の被固定部２５ｄは、前記上面部２５の一方の部位
２５ａの下面に一体形成されており、他方の被固定部２５ｅは、前記上面部２５の他方の
部位２５ｂの下面に一体形成されている。
　前記被固定部２５ｄ，２５ｅのそれぞれは、前記上面部２５の下面から下方に向かって
突出する突出板部と、該突出板部の下端部から前記上部開口部２５ｃ側に突出するととも
に前記樋カバー材３０が固定される被固定板部とを備える。前記樋カバー材３０は、該被
固定板部に対して、ビス５０で固定されている。
【００４５】
　また、長さ方向に隣接する前記樋材２０，２０同士、前記樋材２０と前記コーナー用樋
材２０Ａ（２０Ｂ）同士は、図５に示すように、連結部分の内周面に取り付けられる内継
手としてのジョイナー２７を用いて連結されている。
　なお、前記ジョイナー２７は、前記樋材２０の内周面形状に対応して形成されている。
　また、前記ジョイナー２７と前記連結部分の内周面との間には、図示はしないが、該連
結部分からの漏水を防ぐためのシール材が介在しているものとする。
【００４６】
　以上のような樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）によれば、前記屋根側面部２１が前記屋根１
の外周端面４に固定されることによって、前記外部側面部２２は、前記屋根１の外周端面
４から外部側に離間して配置される。したがって、前記外部側面部２２は、前記屋根側面
部２１に対して、前記屋根１の勾配方向下方に位置することになる。
　また、前記外部側面部２２の下端部に前記第一底面部２３ａが一体形成され、前記第一
底面部２３ａに対する前記外部側面部２２の角度Ａが屋根勾配プラス９０度に設定されて
いるので、前記軒先側端面４ａに取り付けられる前記樋材２０の前記第一底面部２３ａは
、図１，図３に示すように、水平配置されることになる。
　一方、前記樋材２０を前記ケラバ側端面４ｂに取り付けた際には、前記屋根側面部２１
と前記外部側面部２２とが等しい高さに配置されることになるので、図２，図３に示すよ
うに、前記第一底面部２３ａは、前記外部側面部２２に向かって迫り上がるようにして斜
めに配置されることになる。
【００４７】
　さらに、前記第一底面部２３ａに対する前記第二底面部２３ｂの角度Ｄは９０度に設定
されているので、前記樋材２０が前記軒先側端面４ａに固定され、前記第一底面部２３ａ
が水平配置されることにより、前記第二底面部２３ｂは、鉛直方向に立ち上がるようにし
て配置されることになる。
　また、前記樋材２０が前記ケラバ側端面４ｂに固定され、前記第一底面部２３ａが、前
記外部側面部２２に向かって迫り上がるようにして斜めに配置されることにより、前記第
二底面部２３ｂは、前記屋根側面部２１に向かって迫り上がるようにして斜めに配置され
ることになる。
【００４８】
＜樋カバー材の構成＞
　前記樋カバー材３０は、図１および図２に示すように、前記軒先部２側に設けられるも
のを樋カバー材３０Ａと称し、前記ケラバ部３側に設けられるものを樋カバー材３０Ｂと
称する。
　すなわち、前記樋カバー材３０Ａは、前記軒先側端面４ａの長さ方向に沿って長尺に形
成されている。また、前記樋カバー材３０Ｂは、前記ケラバ側端面４ｂの長さ方向に沿っ
て長尺に形成されており、前記屋根１の勾配方向に応じ、傾斜して配置されている。
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【００４９】
　前記樋カバー材３０Ａは、図１に示すように、図示しない前記複数の排水孔が形成され
た上面部３１と、前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）の前記他方の被固定部２５ｅに固定さ
れる外部側固定部３２と、前記屋根材用桟材８の側面にビス５０によって固定される屋根
側固定部３４とを備える。
【００５０】
　前記樋カバー材３０Ｂは、図２に示すように、前記樋カバー材３０Ａの上面部３１と同
様の構成の上面部３１と、前記樋カバー材３０Ａの外部側固定部３２と同様の構成の外部
側固定部３２と、前記外部側固定部３２と対称的に構成されるとともに前記樋材２０（２
０Ａ，２０Ｂ）の前記一方の被固定部２５ｄに固定される屋根側固定部３３とを備える。
【００５１】
　なお、前記軒先部２側の樋カバー材３０Ａと前記ケラバ部３側の樋カバー材３０Ｂは、
前記外周端面４のコーナー部において、互いの接合側端部が、平面視において同一角度Ｂ
で斜めカットされて接合されているものとする。
【００５２】
＜鼻隠し部材の構成＞
　前記鼻隠し部材４０は、図１～図３に示すように、前記軒先部２側に設けられるものを
鼻隠し部材４０Ａと称し、前記ケラバ部３側に設けられるものを鼻隠し部材４０Ｂと称す
る。
　すなわち、前記鼻隠し部材４０Ａは、前記軒先側端面４ａの長さ方向に沿って長尺に形
成されている。また、前記鼻隠し部材４０Ｂは、前記ケラバ側端面４ｂの長さ方向に沿っ
て長尺に形成されており、前記屋根１の勾配方向に応じ、傾斜して配置されている。
【００５３】
　なお、前記鼻隠し部材４０Ａと前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）の前記第二底面部２３
ｂとの間には、前記鼻隠し部材４０Ａの長さ方向に沿って長尺な前記スリットＥが形成さ
れている。
　また、前記鼻隠し部材４０Ｂと前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）の前記第二底面部２３
ｂとの間にも、前記鼻隠し部材４０Ｂの長さ方向に沿って長尺な前記スリットＥが形成さ
れている。
　さらに、前記鼻隠し部材４０Ｂと前記外壁１５との間には、前記鼻隠し部材４０Ｂの長
さ方向に沿って長尺なスリットＦが形成されている。なお、前記外壁１５の表面には、胴
縁１６ａを介して外壁材１６が取り付けられており、前記スリットＦは、該外壁材１６と
前記鼻隠し部材４０Ｂとの間に形成されているものとする。
【００５４】
　前記鼻隠し部材４０Ａは、図１，図７，図８に示すように、固定部４１Ａと、突出部４
２Ａと、正面部４３Ａと、前記第三底面部である底面部４４Ａと、背面部４５Ａと、を備
える。
　また、本実施の形態の鼻隠し部材４０Ａは、一枚の金属板を適宜折曲加工することによ
って形成されている。
【００５５】
　前記固定部４１Ａは、前記一対の調整材１ｄ，１ｄ間に挟み込まれて固定される板状部
であり、前記一対の調整材１ｄ，１ｄに対しては、例えば接着剤等によって固定されてい
るものとする。
　なお、前記固定部４１Ａを前記一対の調整材１ｄ，１ｄのいずれか一方にビス固定する
際は、ビス頭部によって、前記一対の調整材１ｄ，１ｄ同士の位置関係が設計値と異なる
ものにならないように、適宜対応する必要がある。
【００５６】
　前記突出部４２Ａは、前記固定部４１Ａの下端部から外部側に向かって突出する板状部
である。また、この突出部４２Ａは、前記スリットＥを形成する前記樋材２０（２０Ａ，
２０Ｂ）の前記第二底面部２３ｂ近傍まで突出している。
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　前記突出部４２Ａは、前記スリットＥを下から見上げた際に、該スリットＥの天井とし
て機能する。これによって、前記突出部４２Ａよりも上方に位置する前記他方の調整１ｄ
を隠すことができるので、外観性の向上を図ることができる。
　さらに、前記スリットＥに吹き込む空気を、前記突出部４２Ａに沿って、後述する複数
の通気孔４３Ａａ…へと誘導できるようになっている。
【００５７】
　前記正面部４３Ａは、前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）の前記第二底面部２３ｂと対向
し、該第二底面部２３ｂから離間して配置される板状部である。この正面部４３Ａと前記
第二底面部２３ｂとの間が、前記スリットＥとされている。また、前記正面部４３Ａは、
前記突出部４２Ａの突出方向中央付近から鉛直下方に延びている。
　さらに、前記正面部４３Ａには、この正面部４３Ａの長さ方向に並んで複数の通気孔４
３Ａａ…が形成されている。つまり、前記鼻隠し部材４０Ａは、前記スリットＥに向かっ
て開口する前記複数の通気孔４３Ａａ…を有することになる。
【００５８】
　前記通気孔４３Ａａは、図７，図８に示すように、第一開口部４３Ａｂと、遮蔽壁部４
３Ａｃと、第二開口部４３Ａｄ，４３Ａｄとを備える。
　前記第一開口部４３Ａｂは、前記スリットＥに面する開口である。
　前記遮蔽壁部４３Ａｃは、前記第一開口部４３Ａｂに対して前記正面部４３Ａよりも屋
根１側に後退した位置で対向配置されている。
　前記第二開口部４３Ａｄ，４３Ａｄは、第一開口部４３Ａｂおよび遮蔽壁部４３Ａｃの
左右両側にそれぞれ開口している。
　このような形状の前記通気孔４３Ａａによれば、前記鼻隠し部材４０Ａの内部に入り込
もうとする雨水や虫が、前記第一開口部４３Ａｂから入った後に、前記遮蔽壁部４３Ａｃ
に当たることになる。
　なお、本実施の形態の通気孔４３Ａａは、前記正面部４３Ａを、パンチング技術等を採
用して適宜加工することによって形成されている。
【００５９】
　前記底面部４４Ａは、図１，図３に示すように、前記第三底面部４４Ａであり、上述の
ように前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）の前記第一底面部２３ａの延長線上に配置される
ものである。また、前記底面部４４Ａは、前記正面部４３Ａの下端部に一体形成され、該
下端部から前記屋根１側に向かって水平に配置されている。
　そして、前記底面部４４ＡのスリットＥ側端部と、前記第一底面部２３ａのスリットＥ
側端部とが、前記スリットＥの開口縁部とされている。
【００６０】
　前記背面部４５Ａは、図１，図７，図８に示すように、前記鼻隠し部材４０Ａ自体の背
面側に位置し、前記垂木としての前記框材１ａまたは前記桟材１ｂの下面に釘５１等で固
定されるものである。また、この背面部４５Ａは、前記底面部４４Ａの屋根側端部に一体
形成されている。
　また、前記背面部４５Ａは、前記軒天井材１１の端部が載置されるとともに該端部を見
切る見切り部４５Ａａと、前記垂木としての前記框材１ａまたは前記桟材１ｂの下面に沿
って傾斜する板状の傾斜部４５Ａｂとを有する。なお、この傾斜部４５Ａｂと前記切欠部
Ｈとによって、前記屋根裏空間１３への通気路が形成された状態となっている。
【００６１】
　前記鼻隠し部材４０Ｂは、図２に示すように、固定部４１Ｂと、突出部４２Ｂと、正面
部４３Ｂと、前記第三底面部である底面部４４Ｂと、背面部４５Ｂと、を備える。
　また、本実施の形態の鼻隠し部材４０Ｂは、一枚の金属板を適宜折曲加工することによ
って形成されている。
【００６２】
　前記固定部４１Ｂは、前記ケラバ側端面４ｂにビス５０等により固定される板状部であ
る。そして、図２に示すように、前記ケラバ側端面４ｂを構成する前記框材１ａの側面お
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よび前記面材１ｃの側端面と、前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）の前記屋根側面部２１と
に挟み込まれた状態となっている。
【００６３】
　前記突出部４２Ｂは、前記固定部４１Ｂの下端部から外部側に向かって突出する板状部
である。また、この突出部４２Ｂは、前記前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）の前記第二底
面部２３ｂ近傍まで突出している。
　前記突出部４２Ｂは、前記ケラバ部３側で前記スリットＥを見上げた際に、該突出部４
２Ｂよりも上方に位置する前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）の固定箇所を隠すことができ
るので、外観性の向上を図ることができる。
【００６４】
　前記正面部４３Ｂは、前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）の前記第二底面部２３ｂと斜め
に対向し、下方に向かうにつれて該第二底面部２３ｂから離間して配置される板状部であ
る。この正面部４３Ｂと前記第二底面部２３ｂとの間が、前記スリットＥとされている。
また、前記正面部４３Ｂは、前記突出部４２Ｂの突出方向先端部から鉛直下方に延びてい
る。
　さらに、前記正面部４３Ｂには、この正面部４３Ｂの長さ方向に並んで複数の通気孔４
３Ｂａ…が形成されている。つまり、前記鼻隠し部材４０Ｂは、前記スリットＥに向かっ
て開口する前記複数の通気孔４３Ｂａ…を有することになる。なお、これら複数の通気孔
４３Ｂａの構成は、上述の通気孔４３Ａａと同一である。
【００６５】
　前記底面部４４Ｂは、図２に示すように、前記第三底面部４４Ｂであり、上述のように
前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）の前記第一底面部２３ａの延長線上に配置されるもので
ある。また、前記底面部４４Ｂは、前記正面部４３Ｂの下端部に一体形成され、該下端部
と前記外壁１５との間で斜めに配置されている。
　そして、前記底面部４４ＢのスリットＥ側端部と、前記第一底面部２３ａのスリットＥ
側端部とが、前記スリットＥの開口縁部とされている。
【００６６】
　前記背面部４５Ｂは、図２に示すように、前記鼻隠し部材４０Ｂ自体の背面側に位置し
、前記桟材１ｂの下面にビス５０等で固定されるものである。また、この背面部４５Ｂは
、前記底面部４４Ｂの屋根側端部に一体形成されている。
　また、前記背面部４５Ｂは、前記スリットＦを形成するように折曲加工された折曲部４
５Ｂａと、前記桟材１ｂに当接固定される固定部４５Ｂｂとを有する。
【００６７】
　前記折曲部４５Ｂａは、前記底面部４４Ｂの屋根側端部から上方に突出する部位と、そ
の上端部から水平に外壁１５側に突出する部位と、その外壁側端部から上方に延出する部
位とを備える。
　そして、前記スリットＦは、該折曲部４５Ｂａの前記底面部４４Ｂの屋根側端部から上
方に突出する部位と前記外壁材１６との間に形成されている。また、該折曲部４５Ｂａの
前記水平に外壁１５側に突出する部位が、前記スリットＦの天井として機能する。
【００６８】
　前記固定部４５Ｂｂは、図２に示すように前記垂木としての前記框材１ａよりも前記外
壁１５側に配置された上で前記桟材１ｂに固定されている。これによって、前記鼻隠し部
材４０Ｂ内部と前記屋根裏空間１３とを連通する通気路が形成された状態となっている。
【００６９】
　また、前記軒先側端面４ａの鼻隠し部材４０Ａと前記ケラバ側端面４ｂの鼻隠し部材４
０Ｂは、前記外周端面４のコーナー部において、互いの接合側端部が、平面視において同
一角度Ｂで斜めカットされて接合されている。また、これら鼻隠し部材４０Ａ，４０Ｂ同
士の接合部４６には、稜線４６ａが現れる。
　そして、前記樋材２０，２０同士の接合部２６に現れる稜線２６ａと、前記鼻隠し部材
４０Ａ，４０Ｂ同士の接合部４６に現れる稜線４６ａとが、図４に示すように、前記コー
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ナー部において一直線上に配置されている。
【００７０】
　なお、本実施の形態において各種部材の固定用に用いられたビス５０や釘５１等の止着
材は、各種部材を固定する際に、必要に応じて複数本用いられるとともに、適切な位置に
設けられることは言うまでもない。
【００７１】
　なお、本実施の形態の鼻隠し部材４０Ｂは、以上のように構成され、かつ上述のように
ケラバの出（軒の出、同義とする）がほとんどない状態のケラバ部３に対して取り付けら
れている。しかし、これに限られるものではなく、鼻隠し部材４０Ｂを、ケラバの出があ
る状態のケラバ部３に取り付けるようにしても良いものとする。
　例えば、図９に示すように、ケラバの出がある状態のケラバ部３は、前記屋根１が、前
記外壁１５から、ある程度突出した状態となっている。
　そして、突出した前記屋根１の下面にはケラバ天井材１２が野縁１２ａを介して取り付
けられている。しかも、前記ケラバ天井材１２は、前記鼻隠し部材４０Ｂと前記外壁１５
との間に架設された状態となっており、前記屋根１の裏面の保護が可能となっている。
　このようなケラバ部３に設けられる鼻隠し部材４０Ｂは、前記外壁１５から離間して配
置されている。また、背面部４５Ｂの構成が、ケラバの出がない状態のケラバ部３に設け
られる鼻隠し部材４０Ｂと異なる。つまり、該背面部４５Ｂは、前記ケラバ天井材１２の
外部側端部を見切るための見切り部４５Ｂｃと、この見切り部４５Ｂｃの上端部に一体形
成され、前記桟材１ｂと前記野縁１２ａとの間に挟み込まれる固定部４５Ｂｄとを有する
。なお、この固定部４５Ｂｄは、前記鼻隠し部材４０Ｂ側の前記野縁１２ａとともに釘５
１等によって固定されている。
　また、前記ケラバ天井材１２の外壁側端部は、前記外壁１５側の前記野縁１２ａに取り
付けられる見切り材１２ｂによって見切られているものとする。
　以上のように、前記背面部４５Ｂの構成を若干変更するだけで、前記鼻隠し部材４０Ｂ
を、ケラバの出がない状態のケラバ部３にも、ケラバの出がある状態のケラバ部３にも適
用できる。そして、前記見切り部４５Ｂｃによって前記ケラバ天井材１２の外部側端部を
遮蔽でき、雨仕舞いの向上が可能となる。
【００７２】
　以上のように、本実施の形態によれば、前記鼻隠し部材４０Ａ，４０Ｂは、前記屋根１
の外周端面４と前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）との間に、前記樋材２０（２０Ａ，２０
Ｂ）の延在方向に沿って連続的に設けられているので、前記屋根１の軒先側端面４ａとケ
ラバ側端面４ｂとに連続して設けられることになる。そして、このような鼻隠し部材４０
Ａ，４０Ｂによって、前記屋根１の前記ケラバ部３側も利用した屋根裏換気を行うことが
できるので、前記軒先部２側のみで屋根裏換気を行うよりも、前記屋根裏空間１３の換気
効率を向上できる。
　また、前記ケラバ側端面４ｂにおいては、風を、前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）の前
記第一底面部２３ａと前記鼻隠し部材４０Ｂの前記第三底面部４４Ｂに沿って斜めに誘導
できるので、効率良く風を逃がすことができる。また、前記軒先側端面４ａにおいては、
風を、前記ケラバ部３側へと逃がし、さらに前記ケラバ側端面４ｂ側において斜めに配置
された前記第一底面部２３ａと前記第三底面部４４Ｂに沿って効率良く逃がせる。これに
よって、風による前記屋根１の軒先部２およびケラバ部３の経年劣化を抑制できる。
　また、前記ケラバ側端面４ｂにおいては、斜めに配置された前記第一底面部２３ａと前
記第三底面部４４Ｂに付着した雨水を誘導して意図的に下方に落とすことができる。これ
によって、雨が上がった後の乾燥を早めることができるので、粉塵等の付着を抑制でき、
前記第一底面部２３ａおよび前記第三底面部４４Ｂを綺麗な状態に保つことができる。さ
らに、このように雨水を意図的に下方に落とせるので、例えば表面張力等によって長時間
雨水が付着してしまう場合に比して、前記ケラバ側端面４ｂの前記樋材２０および前記鼻
隠し部材４０Ｂの経年劣化をさらに抑制することができる。
【００７３】
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　また、前記樋材２０，２０同士の接合部２６に現れる稜線２６ａと、前記鼻隠し部材４
０Ａ，４０Ｂ同士の接合部４６に現れる稜線４６ａとが一直線上に配置されているので、
前記樋材２０（２０Ａ，２０Ｂ）と前記鼻隠し部材４０Ａ，４０Ｂとの間に統一感が生じ
ることとなり、前記コーナー部付近を見上げた際の外観性を向上できる。
【００７４】
　また、前記鼻隠し部材４０Ｂと前記外壁１５との間には、前記鼻隠し部材４０Ｂの長さ
方向に沿って長尺なスリットＦが形成されているので、該スリットＦによって、前記鼻隠
し部材４０Ｂの前記第三底面部４４Ｂを伝って下方に流れる雨水を、前記外壁１５側には
伝わせずに遮断することができる。これによって、前記第三底面部４４Ｂを伝う雨水が建
物側に流れることを防ぐことができるので、雨仕舞いをより向上できる。
【００７５】
　また、前記鼻隠し部材４０Ａ，４０Ｂは、前記スリットＥに向かって開口する前記通気
孔４３ａ（４３Ａａ，４３Ｂａ）を有するので、該通気孔４３ａ（４３Ａａ，４３Ｂａ）
を介して前記屋根裏空間１３の換気を確実に行うことができる。
　また、前記通気孔４３ａ（４３Ａａ，４３Ｂａ）は、前記スリットＥに向かって開口す
るため、横向きに開口することになるので、該通気孔４３ａ（４３Ａａ，４３Ｂａ）から
雨水が浸入しにくくなり、雨仕舞いをより向上できる。しかも、前記屋根１の軒先部２や
ケラバ部３を見上げた際に、前記通気孔４３ａ（４３Ａａ，４３Ｂａ）は下からは見えに
くくなるので、前記軒先部２と前記ケラバ部３を見上げた際の外観性を向上できる。
【符号の説明】
【００７６】
１　屋根
１ａ　框材
１ｂ　桟材
１ｃ　面材
１ｄ　調整材
１ｅ　鉛直面
１ｆ　被取付面
２　軒先部
３　ケラバ部
４　外周端面
４ａ　軒先側端面
４ｂ　ケラバ側端面
５　屋根材
６　屋根材
１５　外壁
２０　樋材
２０Ａ　コーナー用樋材
２０Ｂ　コーナー用樋材
２１　屋根側面部
２２　外部側面部
２３　底面部
２３ａ　第一底面部
２３ｂ　第二底面部
２４　延出部
２５　上面部
２５ａ　部位
２５ｂ　部位
２５ｃ　上部開口部
２６ａ　稜線
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３０　樋カバー材
４０　鼻隠し部材
４０Ａ，４０Ｂ　鼻隠し部材
４１Ａ，４１Ｂ　固定部
４２Ａ，４２Ｂ　突出部
４３Ａ，４３Ｂ　正面部
４３Ａａ，４３Ｂａ　通気孔
４４Ａ，４４Ｂ　第三底面部
４５Ａ，４５Ｂ　背面部
４６ａ　稜線
Ａ　角度
Ｂ　角度
Ｃ　角度
Ｄ　角度
Ｅ　スリット
Ｆ　スリット

【図１】 【図２】
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