
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　

　

　

　

【請求項２】
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ケラバ（４）下方の壁面が屋根端部の側板（５）端面よりも屋内側の位置に設けられた
家屋の屋根に破風化粧板（１）を取り付ける構造において、

前記ケラバ（４）下方の壁面として設置された不燃材からなる仕切板（６）とその下側
で上端を仕切板（６）の下端に段違いに接合させて設置された外壁板（７）に、

前記壁面に接合する基部（２ａ）の上端部に当該端部から側方へ垂直に折れ曲がって突
出していて先端を下方へ折れた垂下片（２ｃ）とした受け部（２ｂ）を設け、基部（２ａ
）の下端部に当該端部から側方へ段状に折れ曲がり且つ先端を適宜な長さ垂下させてなる
被覆面部（２ｄ）を設けて形成された破風受板（２）を、

前記仕切板（６）に基部（２ａ）、その下側で段違いに接合した仕切板（６）と外壁板
（７）の取り合い部に被覆面部（２ｄ）をそれぞれ接合させて基部（２ａ）に固着具（３
）を打ち込んで固定し、

破風化粧板（１）の下端部に設けた裏面側上方へ折れた折れ部（１ｂ）を破風受板（２
）の垂下片（２ｃ）に係合させ、前記折れ部（１ｂ）よりも先端側で側方へ突出させて設
けた突片部（１ｃ）を破風受板（２）の受部（２ｂ）の下面に重合させた状態で前記側板
（５）に破風化粧板（１）の上部を固定し、前記重合部分を固着具（３）で止着して破風
化粧板（１）の下部を破風受板（２）に一体に固定することを特徴とする破風化粧板の取
り付け構造。



　

　

　

　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、屋根の妻側端部であるケラバに取り付けて破風を構成する破風化粧板の取り付
け構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
家屋の切妻屋根廻りの造作において、妻側端部を装飾するため、ケラバに沿って破風形の
化粧板を取り付けることがある。従来、破風化粧板の取り付けは、図５（Ａ）に示される
ように、先ず破風化粧板５１の上部をケラバ５２を構成する屋根端部の側板５３にネジや
ビスなどの固着具５４で固定し、次いで破風化粧板５１の下部をケラバ５２の下方の外壁
５５に同じく固着具５４で固定して行っていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
破風化粧板５１の取り付けは、破風化粧板５１を屋根端部に被さるように取り付け位置を
合わせて支持しながら、或いは仮止めした状態で行われるが、破風化粧板５１の上部を固
定した場合に、図５（Ｂ）に示されるように、破風化粧板５１の下部が外方に反り、家屋
の外壁５５から浮き上がってしまうことがあった。この場合、浮き上がった破風化粧板５
１の下部を外壁５５側に押さえつつ再度取り付け位置を合わせて固着具５４を打ち込まね
ばならず、取り付け作業に手間を要していた。
【０００４】
本発明は従来技術の有するこのような問題点に鑑み、破風化粧板の取り付けを迅速且つ正
確に行えるようにし、家屋建築工事の施工性の向上を図ることを課題とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するため本発明では、
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ケラバ（４）下方の壁面が屋根端部の側板（５）端面よりも屋内側の位置に設けられた
家屋の屋根に破風化粧板（１）を取り付ける構造において、

前記ケラバ（４）下方の壁面として設置された不燃材からなる仕切板（６）に、前記壁
面に接合する基部（２ａ）の下端部に当該端部から側方へ垂直に折れ曲がって突出してい
て先端を下方へ折れた垂下片（２ｃ）とした受け部（２ｂ）を設けて形成された破風受板
（２）を、基部（２ａ）を接合させて固着具（３）を打ち込んで固定し、

破風化粧板（１）の下端部に設けた裏面側上方へ折れた折れ部（１ｂ）を破風受板（２
）の垂下片（２ｃ）に係合させ、前記折れ部（１ｂ）よりも先端側で側方へ突出した突片
部（１ｃ）を破風受板（２）の受部（２ｂ）の下面に重合させた状態で前記側板（５）に
破風化粧板（１）の上部を固定し、前記重合部分を固着具（３）で止着して破風化粧板（
１）の下部を破風受板（２）に一体に固定し、

その後、仕切板（６）に重ねてケラバ（４）下方の壁面に設置される外壁板（７）の上
部を、仕切板（６）と破風化粧板（１）の折れ部（１ｂ）との間隙に装着して固定するこ
とを特徴とする破風化粧板の取り付け構造。

ケラバ下方の壁面が屋根端部の側板端面よりも屋
内側の位置に設けられた家屋の屋根に破風化粧板を取り付ける構造において、

前記ケラバ下方の壁面として設置された不燃材からなる仕切板とその下側で上端を仕切
板の下端に段違いに接合させて設置された外壁板に、

前記壁面に接合する基部の上端部に当該端部から側方へ垂直に折れ曲がって突出してい
て先端を下方へ折れた垂下片とした受け部を設け、基部の下端部に当該端部から側方へ段
状に折れ曲がり且つ先端を適宜な長さ垂下させてなる被覆面部を設けて形成された破風受
板を、

前記仕切板に基部、その下側で段違いに接合した仕切板と外壁板の取り合い部に被覆面
部をそれぞれ接合させて基部に固着具を打ち込んで固定し、

破風化粧板の下端部に設けた裏面側上方へ折れた折れ部を破風受板の垂下片に係合させ



固定することを特徴とする。
【０００６】
　

　

　

【０００７】
　

、見切り材を用いることなく外壁上端部が納まり、使用部材及び作業工数の
削減が図れて施工性が向上する。
【０００８】
【発明の実施の形態】
図面を参照して本発明の好適な実施の形態を説明する。
図１は本発明の一実施例の破風化粧板の取り付け構造を示す屋根端部の断面図、図２は破
風化粧板の要部外観図、図３は破風受板の要部外観図、図４は本発明の他の実施例の破風
化粧板の取り付け構造を示す屋根端部の断面図である。
【０００９】
　図１は、外壁の取り合い部が破風受板の基部で覆われるように構成された実施例を示し
、図中、符号１は破風化粧板、２は破風受板、３はネジやビスなどの固着具、４はケラバ
、５はケラバを構成する屋根端部の側板、６は不燃材からなる仕切板、 ８は
ケラバ化粧板をそれぞれ示している。

【００１０】
破風化粧板１は、例えば表面を塩化ビニル樹脂膜で被覆した鋼板などの金属板を用い、板
金加工により、側板５を被覆する幅及び長さを有してＬ字形の断面形状に形成されている
。
詳しくは、図２に示されるように、破風化粧板１は、側板５の表面とその下部を覆う被覆
面部１ａの下部に、端部を裏面側上方へＵ字状に折り返した折れ部１ｂとその縁部を側方
へ垂直に突出させた突片部１ｃを設けて形成されている。
【００１１】
　破風受板２は、破風化粧板１と同様に金属板を用い、図３に示されるように、家屋の壁
面に接合する基部２ａと、基部２ａの上端部を基部に対して垂直に折り曲げて側方に突出
させるとともに先端に下方へ折れた係合部としての垂下片２ｃを設けてなる受部２ｂと、
基部２ａの下端部を後述する仕切板６と 取り合い部に接合し得るように段状に
折り曲げるとともに端部を適宜な長さ垂下させてなる被覆面部２ｄとを有して、破風化粧
板１と略同じ長さに形成されている。
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、前記折れ部よりも先端側で側方へ突出させて設けた突片部を破風受板の受部の下面に重
合させた状態で前記側板に破風化粧板の上部を固定し、前記重合部分を固着具で止着して
破風化粧板の下部を破風受板に一体に

また、本発明は、前記ケラバ下方の壁面として設置された不燃材からなる仕切板に、前
記壁面に接合する基部の下端部に当該端部から側方へ垂直に折れ曲がって突出していて先
端を下方へ折れた垂下片とした受け部を設けて形成された破風受板を、基部を接合させて
固着具で固定し、

破風化粧板の下端部に設けた裏面側上方へ折れた折れ部を破風受板の垂下片に係合させ
、前記折れ部よりも先端側で側方へ突出した突片部を破風受板の受部の下面に重合させた
状態で前記側板に破風化粧板の上部を固定し、前記重合部分を固着具で止着して破風化粧
板の下部を破風受板に一体に固定し、

その後、仕切板に重ねてケラバ下方の壁面に設置される外壁板の上部を、仕切板と破風
化粧板の折れ部との間隙に装着して固定することを特徴とする。

これによれば、破風化粧板の取り付けは、破風化粧板を取り付け位置に支持し、或いは
仮止めするとともにその下端部を破風受板の受部下面に重合させ、その状態で破風化粧板
の上部をケラバ側板に固定し、次いで重合部分をビスなどで一体に止着し、破風化粧板の
下部を破風受板に連結することにより行われる。破風化粧板の上部を固定する際に破風化
粧板の下部が反り返っても、受部下面に重合した破風化粧板の下端部が受部の係合部に係
合して重合位置に保持されるため、破風受板から離脱して外壁から浮き上がるようなこと
はなく、当初位置合わせした取り付け位置に破風化粧板を迅速且つ正確に取り付けること
ができ、また

７は外壁板、
図示した家屋の屋根は、ケラバ４の下方の壁面が、

側板５の端面よりも屋内側の位置に設置したものとなっている。

外壁板７の



【００１２】
　図示された家屋の屋根端部は、 、不燃材からなる仕切板６
を設置して防火構造としてあり、仕切板６の下部に仕切板６よりも厚みのある
設置してある。
【００１３】
　本実施例ではこれらの部材を用い、以下の手順で破風化粧板が取り付けられる。
　先ず、ケラバ４の下方の壁面に破風受板２を取り付ける。破風受板２の取り付けは、仕
切板６と 段違いに接合する取り合い部に被覆面部２ｄを重ね、仕切板６に接合
させた基部２ａに固着具３を打ち込んで行う。
　次に、ケラバ４の取り付け位置に破風化粧板１を仮止めする。このとき、破風化粧板１
の突片部１ｃを破風受板２の受部２ｂの下面に重ね合わせておく。
　破風化粧板１が仮止めされたならば、破風化粧板１の被覆面部１ａの上部を、

打ち込んで側板５に固定する。このとき、破風化粧板１の被覆面部１ａの下部が外方に
反り返っても、折れ部１ｂが破風受板２の垂下片２ｃに係合するため破風化粧板１の下端
部が破風受板２から離脱して浮き上がるようなことはなく、受部２ｂとの重合位置に保持
される。
　そして、重なり合った破風化粧板１の突片部１ｃと とを固着具３
で止着し、破風化粧板１の下部を破風受板２に一体に連結することにより破風化粧板１が
取り付けられ、さらに破風化粧板１の上部に重ねてケラバ化粧板８を取り付けることによ
りケラバ４の造作が完了する。
【００１４】
　図４は、不燃材からなる仕切板 6の外側に設置された 取り合い部が、破風化
粧板１の下端部と重合した破風受板２の受部２ｂで覆われるように構成された実施例を示
している。
　この実施例では、基部２ａの下端部に、端部に垂下片２ｃを有する受部２ｂを基部２ａ
に対して側方へ垂直に突出させた形態の破風受板２が用いられ、前記と同様の手順で破風
受板２の固定、破風化粧板１の固定及び破風化粧板１の下端部と破風受板２の連結一体化
作業を行った後、仕切板６と破風化粧板１の折れ部１ｂとの間隙に 装着
し、固定することによりケラバ４の廻りの造作が完了する。
【００１５】
なお、破風化粧板１と破風受板２の形態は図示した形態に限定されない。図示した形態で
は、破風化粧板１とケラバ化粧板８を別体としたが、一体に構成されていてもよい。また
、破風化粧板１は棟から軒に連なる側板５全長に渡る長さのものでも、それよりも短いユ
ニット化された複数の部材によって構成されるものでもよい。受部２ｂの端部に垂下片２
ｃを設けて破風化粧板１の端部を係合させたが、破風化粧板１の端部が係合する限り、他
の形態の係合部を設けて構成してもよい。
また、破風化粧板１を仮止めせずに、取り付け位置に支持したまま固定作業を行ってもよ
い。破風化粧板１と破風受板２の固着具３が打ち込まれる表面部分に予め小径の開口が形
成されていれば、取り付け作業をより迅速に行うことができる。
【００１６】
【発明の効果】
本発明によれば、ケラバ下方に破風受板を固定し、これに破風化粧板の下端部を重合させ
ることにより、固定作業中に破風化粧板が浮き上がったり取り付け位置がずれたりするこ
とを防止でき、当初位置合わせした取り付け位置に破風化粧板を迅速且つ正確に取り付け
ることができる。
また、破風受板で外壁の取り合い部が覆われるように設けることにより、見切り材を用い
ることなく外壁上端部が納まり、使用部材及び作業工数の削減が図れて施工性が向上する
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例の破風化粧板の取り付け構造を示す屋根端部の断面図である。
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ケラバ４の下方の壁面として
外壁板７を

外壁板７が

固着具３
を

破風受板２の受部２ｂ

外壁板７の

外壁板７の上部を



【図２】図１の破風化粧板の要部外観図である。
【図３】図１の破風受板の要部外観図である。
【図４】本発明の他の実施例の破風化粧板の取り付け構造を示す屋根端部の断面図である
。
【図５】（Ａ），（Ｂ）は従来の破風化粧板取り付け構造を示す屋根端部の断面図である
。
【符号の説明】
１  破風化粧板、１ａ  被覆面部、１ｂ  折れ部、１ｃ  突片部、２  破風受板、２ａ  基部、
２ｂ  受部、２ｃ  垂下片、２ｄ  被覆面部、 、４  ケラバ、５  側板、６  仕切板
、 、８  ケラバ化粧板 10

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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３  固着具
７  外壁板



【 図 ５ 】
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【 図 １ 】
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