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(57)【要約】
【課題】本発明の目的は、軒の出を有しない場合であっ
ても簡易に設置することが可能な軒先ユニットを提供す
ることにある。
【解決手段】建物本体１の軒先に取付けられ、軒樋４２
を後付け可能な軒先ユニット２０に関する。
　建物本体１の屋外方向側の端部を覆うように立設され
る鼻隠し部材２２と、鼻隠し部材２２の建物本体１側の
内面に設けられ、軒先ユニット２０を建物躯体３に固定
するための複数の軒先ユニット取付部材２３と、鼻隠し
部材２２の外面から建物本体１の屋外方向へ突設され、
建物本体１の桁行方向に沿って配置される軒樋４２を支
持可能な複数の樋受け部材２５と、を少なくとも備え、
建物本体１の軒先は、軒の出を有さないものであり、軒
先ユニット取付部材２３は、建物躯体３に連結された建
物側取付部材１０に取付けられる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物本体の軒先に取付けられ、軒樋を後付け可能な軒先ユニットであって、
　前記建物本体の屋外方向側の端部を覆うように立設される鼻隠し部材と、
　前記鼻隠し部材の前記建物本体側の内面に設けられ、前記軒先ユニットを建物躯体に固
定するための複数の軒先ユニット取付部材と、
　前記鼻隠し部材の外面から前記建物本体の屋外方向へ突設され、前記建物本体の桁行方
向に沿って配置される軒樋を支持可能な複数の樋受け部材と、を少なくとも備え、
　前記建物本体の軒先は、軒の出を有さないものであり、前記軒先ユニット取付部材は、
建物躯体に連結された建物側取付部材に取付けられることを特徴とする軒先ユニット。
【請求項２】
　前記鼻隠し部材の外面から前記建物本体の屋外方向へ突設されると共に前記軒樋の上方
に配置され、転落防止部材を上方から着脱可能なように、前記転落防止部材を下方から支
持する複数の支持部材を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の軒先ユニット。
【請求項３】
　前記支持部材は、前記軒樋が前記樋受け部材に支持された状態で、前記軒樋の底面から
上方へ所定距離離間した高さ位置に配置されることを特徴とする請求項２に記載の軒先ユ
ニット。
【請求項４】
　前記軒先ユニットは、前記建物の桁行方向に沿って複数個連続して配置されることを特
徴とする請求項１乃至請求項３いずれか一項に記載の軒先ユニット。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、住宅等の各種建物に取付けられる軒先ユニットに係り、特に、軒の出を有し
ない場合であっても簡易に設置することが可能な軒先ユニットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、現場での軒先施工作業を簡易化して作業効率を向上させるために、軒天部材
や鼻隠し部材等の軒先部品を予めユニット化した軒先ユニットを、躯体に対して取付ける
技術が提唱されている。
　従来の技術によれば、外部足場を省略することができるように、軒先足場取付具を有す
る腕部と、この腕部上に配置される軒先部品とを備えた軒先ユニット等が開発されている
。
　この腕部は建物躯体に取付けることが可能であり、このように建物躯体に取付けられた
腕部に転落防止部材を取付けることが可能となっている。
【０００３】
　一方、従来より、住宅の小屋裏換気を行うために、軒先下方つまり軒天部に通気孔が設
けられていた。
　このような通気孔は、主として軒天板や見切り材に設けられ、小屋裏に連通する多数の
通気孔を設けることが多い。
　しかし、軒天板や見切り材に通気孔を設けた場合、通気孔の開口部が軒下より視認可能
となるため、外観上好ましくないという問題点があった。
　このため、鼻隠しに通気孔を設ける技術が提唱されており、軒下から通気孔が視認され
ることを有効に防止している。
【０００４】
　しかし、上記技術には種々問題点があり、例えば、外部足場に関しては、軒先ユニット
を建物に対して取付けた後に軒先足場を取付ける構成であり、転落防止部材設置作業が完
了するまでは、軒先作業時の安全性が十分に確保されないという問題点があった。
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　また、上記鼻隠しに設けた通気孔に関しては、鼻隠しと軒天井とが連続した板材によっ
て形成されるため、大面積の板材を用いる必要があり、脆性が高くなるという問題点があ
る。更に、鼻隠しに雨樋等の比較的軽量物は取付け可能であるが、重量物や荷重のかかる
部材を取付けることができないという問題点があった。
【０００５】
　このような問題点を解消するため、本願出願人は、新たな軒天ユニットを完成させた（
例えば、特許文献１参照）。
　特許文献１には、軒先ユニットが開示されている。
　特許文献１に開示された軒先ユニットは、建物本体の軒先に取付けられる。
　この軒先ユニットは、建物本体の屋外側に取付けられる軒天部材と、この軒天部材の屋
外方向側端部を覆うように立設される鼻隠し部材と、軒先ユニットを建物本体に固定する
ための軒先ユニット取付部材と、軒樋を支持する複数の樋受け部材と、転落防止材を支持
するための支持部材とを有して構成されている。
　そして、この支持部材は、軒先ユニット取付部材を介して鼻隠し部材に取付けられるよ
うに構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－００７０１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　このように、特許文献１の従来技術においては、外部足場を構成する転落防止部材を支
持するための支持部材が備えられており、このため、軒先作業時の安全性が十分に確保さ
れる。
　また、鼻隠しの脆性が高くなるという問題点も解消されるとともに、鼻隠しに雨樋等の
比較的軽量物のみならず、重量物や荷重のかかる部材を取付けることも可能となる。
【０００８】
　一方、住宅においては、斜線対応や採光を確保するために、軒の出を有しない軒先が存
在する。
　しかし、特許文献１の技術においては、軒天部材が必要な構成となるため、軒の出を有
する建物にしか有効に使用することができないという問題点があった。
【０００９】
　つまり、軒の出を有する場合（軒の出３１０ｍｍ～８３０ｍｍ）には、特許文献１記載
の軒先ユニットを固定するための軒天部材や軒先ユニットにプレセットするための防火ダ
ンパーなどを設置するためのスペース、及び軒先ユニット間をジョイントするための金物
設置スペース等を十分に確保することができる。
　しかし、軒の出を有しない場合（軒の出１３２ｍｍ）には、こうしたスペースを十分に
確保することができず、特許文献１にて開示された軒先ユニットでは、このような軒の出
を有しない軒先には使用することができない。
【００１０】
　また、転落防止部材は必要ではない場合も存在するため、転落防止部材を支持するため
の支持部材を備えないバージョンにも簡易に対応することが可能な軒先ユニットの開発が
望まれていた。
【００１１】
　本発明の目的は、上記各問題点を解決することにあり、軒の出を有しない場合であって
も簡易に設置することが可能な軒先ユニットを提供することにある。
　また、本発明の他の目的は、住宅等の各種建物に簡易に取付けられ、転落防止部材を支
持するための支持部材の有無に関わらず適用可能な軒先ユニットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】



(4) JP 2013-32649 A 2013.2.14

10

20

30

40

50

【００１２】
　上記課題は、請求項１に係る軒先ユニットによれば、建物本体の軒先に取付けられ、軒
樋を後付け可能な軒先ユニットであって、前記建物本体の屋外方向側の端部を覆うように
立設される鼻隠し部材と、前記鼻隠し部材の前記建物本体側の内面に設けられ、前記軒先
ユニットを建物躯体に固定するための複数の軒先ユニット取付部材と、前記鼻隠し部材の
外面から前記建物本体の屋外方向へ突設され、前記建物本体の桁行方向に沿って配置され
る軒樋を支持可能な複数の樋受け部材と、を少なくとも備え、前記建物本体の軒先は、軒
の出を有さないものであり、前記軒先ユニット取付部材は、建物躯体に連結された建物側
取付部材に取付けられることにより解決される。
【００１３】
　このように構成されていることにより、軒先部品である鼻隠し部材、軒先ユニット取付
部材、及び樋受け部材を予めユニットとして一体化する構成であるため、軒先工事の作業
工程を大幅に削減することができると共に、作業効率を格段に向上させることができる。
また、軒先ユニットを工場等で製作することが可能であるため、品質の均一化を確実に図
ることができる。
　更に、本発明に係る軒先ユニットは、軒先ユニット取付部材が、建物躯体（例えば、軒
桁）に連結された建物側取付部材（例えば、腕木部材）に取付けられるため、軒の出を有
しない場合（つまり、狭小な設置空間であっても）でも、設置可能であり、コンパクトな
納まりを実現することができる。
【００１４】
　また、このとき、前記鼻隠し部材の外面から前記建物本体の屋外方向へ突設されると共
に前記軒樋の上方に配置され、転落防止部材を上方から着脱可能なように、前記転落防止
部材を下方から支持する複数の支持部材を更に備えると好適である。
【００１５】
　このように構成されているため、転落防止部材が、軒先ユニットに設けられる転落防止
部材に対して着脱可能であるため、例えば、予め転落防止部材が取付けられた軒先ユニッ
トを、建物に取付けることが可能となる。
　このようにすれば、建物の周囲に外部足場を設置しなくとも、上記のような軒先ユニッ
トを建物に取付けるだけで、軒先作業の安全性をより確保することができる。
【００１６】
　また、上記構成では、鼻隠し部材の外面から建物本体の屋外方向へ突設する支持部材が
軒樋の上方に配置される。すなわち、軒先ユニットを下方から見たときに、支持部材は軒
樋の後方に配置されるため、支持部材を下方から視認することは困難である。従って、屋
根上での作業が完了して転落防止部材を取り外した後、例えば、建物が竣工した後におい
ても、軒先ユニットに存置された支持部材によって、建物の外観上の美観が損なわれるこ
とがない。
【００１７】
　更に、建物の新築工事が完了した後であっても、軒先ユニットに存置される支持部材に
、転落防止部材を取付けることが可能なため、屋根の改修工事等をその後に行う場合にお
いても、軒先作業における作業の安全性を確保することができる。
【００１８】
このように、本発明によれば、建物の周囲に外部足場を設置することが困難な場合、例え
ば、狭小地であっても、建物の外観上の美感を損ねることなく、建物本体の周囲に転落防
止部材を配設することができる。
【００１９】
　このとき、前記支持部材は、前記軒樋が前記樋受け部材に支持された状態で、前記軒樋
の底面から上方へ所定距離離間した高さ位置に配置されると好適である。
　このように構成されていると、上記のように、建物の外観上の美観が損なわれることを
防止しつつ、軒樋を流下する雨水等の排水を円滑に行うことができる。
【００２０】
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　また、このとき、前記軒先ユニットは、前記建物の桁行方向に沿って複数個連続して配
置されると好適である。
　このように構成されていると、軒先ユニット自体をコンパクトに形成することが可能な
ため、軒先ユニットの建物本体に対する取付作業、運搬作業、及び工場等での製作作業の
容易化を確実に図ることができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明に係る軒先ユニットによれば、軒天部材が不要であるため、軒の出を有しない場
合であっても、つまり、設置箇所が狭小空間であっても、簡易に設置することが可能であ
る。
　また、住宅等の各種建物に簡易に取付けられ、転落防止部材を支持するための支持部材
の有無に関わらず適用可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態に係る軒先ユニットの納まりを示す説明図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る軒先ユニットを示す説明図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る鼻隠し部材を示す説明図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る軒先ユニット取付部材を示す斜視図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る軒先の施工手順を示す説明図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る軒先の施工手順を示す説明図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る軒先の施工手順を示す説明図である。
【図８】本発明の一実施形態に係る腕木部材を示す三面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。
　なお、以下に説明する構成は本発明を限定するものではなく、本発明の趣旨の範囲内で
種々改変することができるものである。
【００２４】
　本実施形態は、住宅等の各種建物に簡易に取付けられ、転落防止部材を支持するための
支持部材の有無に関わらず適用可能であるとともに、軒の出を有しない場合であっても簡
易に設置することが可能な軒先ユニットに関するものである。
【００２５】
　図１乃至図８は、本発明に係る一実施形態を示すものであり、図１は軒先ユニットの納
まりを示す説明図、図２は軒先ユニットを示す説明図、図３は鼻隠し部材を示す説明図、
図４は軒先ユニット取付部材を示す斜視図、図５乃至図７は軒先の施工手順を示す説明図
、図８は腕木部材を示す三面図である。
【００２６】
　図１乃至図４により、本実施形態に係る建物本体１の軒先構造及び軒先ユニット２０に
ついて説明する。
　図１に示すように、本実施形態に係る建物本体１は、外壁パネル２の上方に設けられる
軒桁３と、軒桁３上に配置される屋根パネル４と、を備えている。
　本実施形態に係る軒桁３は、所謂小屋梁を桁行方向に連結する横架材であり、例えば、
断面略コ字形状、断面略Ｈ形状等の鉄製の部材により形成されている。
【００２７】
　そして、この軒桁３は、建物本体１の主要構造物の一つを構成するものであり、特許請
求の範囲に記載の建物躯体に相当する。
　また、軒桁３には、後述する腕木部材１０が取付けられており、本実施形態に係る軒先
ユニット２０は、この腕木部材１０に取付けられる。
　この腕木部材１０が、特許請求の範囲に記載の建物側取付部材に相当する。
【００２８】
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　本実施形態に係る屋根パネル４は、垂木４ａと、野地材４ｂと、屋根葺き材４ｃと、を
備えている。
　これらの部材は、軒桁３上に固定される垂木４ａ上に順次、野地材４ｂ、屋根葺き材４
ｃの順に連結される。
　この連結は、ビスやボルト等によって実施される。
【００２９】
　次に、腕木部材１０に取付けられる軒先ユニット２０について図１乃至図４を参照して
説明する。
　図１及び図２に示すように、本実施形態に係る軒先ユニット２０は、鼻隠し部材２２と
、軒先ユニット取付部材２３と、複数の支持部材２４と、複数の樋受け部材２５と、を備
えて構成されている。
　なお、これらは工場等において予め一体的に製作され、軒先ユニット２０として出荷さ
れる。
　この軒先ユニット２０は建物本体１の桁行方向に沿って２以上に分割されて複数設けら
れている。
　なお、所謂「軒天部材」は、本実施形態においては不要である。
【００３０】
　図１乃至図３に示すように、本実施形態に係る鼻隠し部材２２は、建物本体１側の端部
を覆う位置に配置され、ＳＵＳや鉄板等の鉄製の部材により形成されている。
　この鼻隠し部材２２は分割された構成であり、上部鼻隠し部材２２Ａと下部鼻隠し部材
２２Ｂとを組合わせることにより構成されている。
【００３１】
　上部鼻隠し部材２２Ａは、略板状に形成された前面部２２ａと、この前面部２２ａの上
端部から建物本体１側斜め上方へ曲折して延びる上面部２２ｂと、この上面部２２ｂの建
物本体１側の端部から下方へ曲折して延びる上側突設部２２ｃと、この前面部２２ａの下
端部から建物本体１側へ曲折して延びる下面部２２ｄと、この下面部２２ｄの建物本体１
側の端部から上方へ曲折して延びる下側突設部２２ｅとを有し、これらは一体的に形成さ
れている。
【００３２】
　また、下面部２２ｄ下方側面の建物本体１内部側には、略板状に形成された下面部接合
部２２ｆが固定されており、この下面部接合部２２ｆの屋外側からは、下方側へ建物側被
覆部２２ｇが垂下している。また、建物側被覆部２２ｇの下端側から屋外側へ向けて底面
固定部２２ｈが曲折して延びている。
【００３３】
　下部鼻隠し部材２２Ｂは、略板状に形成された前面部被覆部２２ｉと、この前面部被覆
部２２ｉの下端部から建物本体１内部側斜め上方へ屈曲して延びる下面部接触部２２ｊ、
この下面部接触部２２ｊの建物本体１内部側端部から下方へ曲折して延びる前方被覆部２
２ｋと、この前方被覆部２２ｋの下端側から建物本体１内部側へ曲折して延びる底面部２
２ｌと、この底面部２２ｌの建物本体１側から底面部２２ｌの下方側面に沿って折り返さ
れるとともにその端部が下方向へと曲折した補強部２２ｍとを有し、これらは一体的に形
成されている。
【００３４】
　上述した通り、本実施形態に係る鼻隠し部材２２は、上部鼻隠し部材２２Ａ及び下部鼻
隠し部材２２Ｂを組合わせることによって形成されている。
　つまり、図３の矢印で示すように組合わせることにより、鼻隠し部材２２が形成される
。
　下部鼻隠し部材２２Ｂを構成する前方被覆部２２ｋの上下方向の距離は、上部鼻隠し部
材２２Ａを構成する下面部２２ｄの下方側面と底面固定部２２ｈの上方側面との距離より
も若干大きくなるように、もしくは両距離がほぼ同一となるように構成されている。
【００３５】
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　このため、底面部２２ｌの上方面に底面固定部２２ｈを載置した状態で、前方被覆部２
２ｋを、下面部２２ｄの下方側面と底面固定部２２ｈの上方側面との間に圧入すると、下
面部接触部２２ｊと前方被覆部２２ｋとの境界部分（屈曲部分）が下面部２２ｄの下方側
面に圧接し、前方被覆部２２ｋは、下面部２２ｄの下方側面と底面固定部２２ｈの上方側
面との間に突っ張り固定される。
　そしてこのとき、前面部被覆部２２ｉは、前面部２２ａの屋外側面下方側を被覆する。
【００３６】
　また、鼻隠し部材２２を構成する前面部２２ａには、建物本体１の屋外方向から屋内方
向に貫通する複数の通気孔２８が桁行方向に並列して形成されている。
　通気孔２８は、主として小屋裏換気を行うために形成されている。
　この通気孔２８は、前面部２２ａの上方側であって、後述する水切材２７によって被覆
される位置に形成されている。
【００３７】
　また、この通気孔２８には、前面部２２ａを切り起こすことにより開口部を被覆するよ
うに形成されたリブ片２８ａを備えている。
　このリブ片２８ａにより、鼻隠し部材２２の強度が向上する。
　このように構成されていることにより、小屋裏換気のための十分な数の通気孔２８を形
成することが可能となり、換気に必要とされる通気量を十分に確保することができる。
【００３８】
　従来の技術では、軒天部分、軒天見切部分等に通気孔を設けていたが、本実施形態では
、鼻隠し部材２２を構成する前面部２２ａに通気孔２８を設ける構成としたため、下方か
ら通気孔２８の視認が不可能になり、意匠面において有利である。
【００３９】
　また、軒天見切部分に通気孔を設ける場合には、雨水の浸入を防止するため、別途雨水
浸入阻止部材を設置する必要があり、これに伴って軒裏見切り材の形状が複雑になるため
経費が高騰するが、本実施形態においては、鼻隠し部材２２に通気孔２８を形成する構成
としたため、複雑な構成が不要となり、経費が軽減される。
　更に、軒先ユニット２０を構成する鼻隠し部材２２に通気孔２８を形成した構成である
ため、軒先の全周囲にわたって換気を確保することが可能となり、十分な換気量を確保す
ることができる。
【００４０】
　なお、本実施形態においては、下側突設部２２ｅ上部には、防火ダンパーＤ１が配設さ
れている。この防火ダンパーＤ１は、通気孔２８と対応する位置に配設される。
　しかし、この防火ダンパーＤ１は、必須の構成ではなく、配置を省略することもできる
。
　更に、本実施形態においては、通気孔２８を建物本体１側から被覆するように配設され
た換気孔経路カバーＤ２が、前面部２２ａの建物本体１側面に沿って配設されている。
　また、本実施形態においては、上側突設部２２ｃ自由端側と下側突設部２２ｅ自由端側
とを架橋するように、ロックウール保温板固定バンドＤ３が配設されている。
【００４１】
　本実施形態に係る軒先ユニット取付部材２３は、軒先ユニット２０を建物本体１に対し
て取付けるための部材であり、建物本体１を構成する軒桁３から延びる腕木部材１０に固
定されている。
　図４に示すように、軒先ユニット取付部材２３は、鼻隠し部材２２を構成する前面部２
２ａの建物本体１側面に取付けられる略平板状の支持部２３ａと、この支持部２３ａの端
辺から略垂直に建物本体１側に屈曲する固定部取付部２３ｂと、固定部取付部２３ｂの裏
面（支持部２３ａが配設されている側と反対側の面）の下方側にその上方部分が溶接され
ている連結部２３ｃと、この連結部２３ｃの下端側から支持部２３ａが配設されている側
と反対側に略垂直に屈曲して延出する固定部２３ｄとを有して構成されている。
【００４２】
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　支持部２３ａの上下方向には、支持部ボルト孔１２３ａが２個並列して形成されている
。
　また、固定部取付部２３ｂの上部略中央には、固定部取付部ボルト孔１２３ｂが形成さ
れており、固定部２３ｄの略中央部には、固定部ボルト孔１２３ｄが形成されている。
【００４３】
　図１及び図２に示すように、本実施形態に係る支持部材２４は、鼻隠し部材２２の建物
本体１屋外方向側に取付けられる略板形状のプレート支持部２４ａと、このプレート支持
部２４ａから建物本体１の屋外方向へ突出して設けられる転落防止部材取付用の取付部２
４ｂと、を備えて構成されている。
【００４４】
　なお、図示は省略するが、転落防止材部材は、例えば、水平部と、この水平部の両端部
から下方へ曲折して延びる一対の鉛直部とを少なくとも備える略コ字形状の部材として構
成される。
　転落防止部材は、水平部が地表面と平行に鉛直部により下方から支持されるように配置
される。
　この転落防止部材は、鉄等の金属製のパイプ状部材により形成されており、その重量の
軽量化が図られている。
　支持部材２４は、転落防止部材の一対の鉛直部の下端部が挿入可能なように、鼻隠し部
材２２の両端部にそれぞれ配置されている。
【００４５】
　本実施形態に係るプレート支持部２４ａは、その所定位置に複数のボルト挿通孔（図示
省略）が形成され、鼻隠し部材２２の桁行方向の両端部のそれぞれに取付けられている。
　支持部材２４は、鼻隠し部材２２の前面部２２ａを、軒先ユニット取付部材２３の支持
部２３ａと支持部材２４のプレート支持部２４ａとの間で挟み込んだ状態で、それぞれに
設けられたボルト孔にボルト（図示せず）を挿通してナット（図示せず）を締め込むこと
により、鼻隠し部材２２に締結固定されている。
【００４６】
　取付部２４ｂは、本実施形態においては、転落防止部材の下端部を上方から挿入可能な
略円筒形状を有し、転落防止部材を上方から着脱可能に支持する。
　この形状は、これに限られるものではなく、転落防止部材を構成する鉛直部の形状に整
合するように構成されるとよい。例えば、転落防止部材が角柱パイプ等で構成されている
場合には、中空角柱状に構成される。
【００４７】
　一対の鉛直部の下端部間の内幅は、軒先ユニット２０の両端部に取付けられる取付部２
４ｂの間隔と略等しく設定されている。
　そして、この鉛直部の先端部分は、軒先ユニット２０の取付部２４ｂに上方から挿入可
能な形状に形成されている。
【００４８】
　本実施形態に係る樋受け部材２５は、鼻隠し部材２２の前面部２２ａの建物本体１の屋
外方向側の外面に、建物本体１の桁行方向に沿って所定間隔をあけて複数取付けられてお
り、建物本体１の桁行方向に沿って配置される軒樋４２（次いで説明する）を上方から支
持するように構成されている。
【００４９】
　樋受け部材２５は、鼻隠し部材２２に対してビス等により固定されるプレート部２５ａ
と、プレート部２５ａから建物本体１の屋外方向に突設される突設部２５ｂと、突設部２
５ｂの建物本体１の屋外方向側の先端部２５ｃと、突設部２５ｂの下端部に設けられる弾
性係止部２５ｄと、を備えている。
【００５０】
　次いで、前述の軒樋４２について説明する。
　本実施形態に係る軒樋４２は、樋受け部材２５に取付けられる長尺の樋であり、雨水等
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の排水を促進するための部材である。
　この軒樋４２は、雨水等の排水を促進するため、長手方向の一端側から他端側へ向けて
傾斜して配置される。
【００５１】
　本実施形態においては、軒樋４２は断面略Ｕ字状に形成されており、雨水等の排水が可
能な軒樋底面部４２ａと、軒樋底面部４２ａの建物本体１の屋外方向側の端部に設けられ
る鉤形状のフック部４２ｂと、底面部４２ａの建物本体１側端部から軒樋４２の開口方向
へ突出する突部４２ｃと、を備えている。
　なお、軒樋４２の傾斜方向の下端部には、縦樋（図示省略）と連結可能な排水口（図示
省略）が設けられている。
【００５２】
　次に、軒樋４２の樋受け部材２５に対する取付けについて説明する。
　軒樋４２の樋受け部材２５に対する取付けは、先ず、軒樋４２のフック部４２ｂを樋受
け部材２５の先端部２５ｃに嵌合させる。
　次に、この状態で、軒樋４２の建物本体１側を上方へ移動させる。軒樋４２を上方へ移
動させると、弾性係止部２５ｄが軒樋４２の突部４２ｃの進入により建物本体１の屋外方
向へ弾性変形する。さらに、軒樋４２を上方へ移動させると、弾性係止部２５ｄが軒樋４
２の突部４２ｃに嵌合して、その状態が保持される。
【００５３】
　このように、軒樋４２は、樋受け部材２５の先端部２５ｃと軒樋４２のフック部４２ｂ
、及び樋受け部材２５の弾性係止部２５ｄと軒樋４２の突部４２ｃをそれぞれ嵌合させる
ことにより、樋受け部材２５に対して取付けられる。軒樋４２が樋受け部材２５に対して
取付けられた状態では、支持部材２４は、軒樋４２によって下方から覆われる位置で，且
つ軒樋４２の軒樋底面４２ａから上方へ所定距離離間した、軒樋４２の排水機能を阻害し
ない高さ位置に配置される。
【００５４】
　次いで、水切材２７について説明する。
　水切材２７は、鼻隠し部材２２を構成する前面部２２ａに形成された通気孔２８の上方
側に配設されて、通気孔２８を被覆する。
【００５５】
　本実施形態に係る水切材２７は、側面被覆部２７ａ、上面被覆部２７ｂ、水切取付部２
７ｃ、載置部２７ｄ、下部折返し部２７ｅ、上部折返し部２７ｆにより、断面略階段状に
形成された部材である。
　側面被覆部２７ａは、略矩形状平板であり、その上端部からは、この側面被覆部２７ａ
と鈍角を成して建物本体１側上方に向けて略矩形平板の上面被覆部２７ｂが延出している
。
　更に、上面被覆部２７ｂの建物本体１側端部からは、略矩形平板の水切取付部２７ｃが
上方へ向かい起立している。
【００５６】
　また、水切取付部２７ｃの上方側端部からは、この水切取付部２７ｃと鈍角を成して建
物本体１側上方に向けて略矩形平板の載置部２７ｄが延出している。
　更に、側面被覆部２７ａの下方側端部には、この側面被覆部２７ａと鋭角を成して、上
面被覆部２７ｂが配設される側上方へ向けて折れ上がる略矩形平板の下部折返し部２７ｅ
が形成されているとともに、載置部２７ｄの上方側端部には、この載置部２７ｄと鋭角を
成して上方へ向けて折れ上がる略矩形平板の上部折返し部２７ｆが形成されている。
【００５７】
　なお、水切取付部２７ｃには、図示しないネジ孔が形成されており、ネジにより鼻隠し
部材２２を構成する前面部２２ａを貫通して取付けられるよう構成されている。
　また、このとき、載置部２７ｄの屋内側端部は、野地材４ｂの屋外側端部上に載置され
る。
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　このように、水切材２７を上記形状としたため、広小舞を必要としない。
【００５８】
　次に、図５乃至図７により、本実施形態に係る軒先ユニット２０を使用した軒先の施工
方法について説明する。
　まず、図５（ａ）に示すように、軒桁３に腕木部材１０を取付ける。
　腕木部材１０について図８により簡単に説明する。
　腕木部材１０は、桁取付け部１０Ａとフレーム部１０Ｂとを有して構成されている。
　桁取付け部１０Ａは、略矩形平板状に形成されており、並列して２個のタップＴが突設
されている。
【００５９】
　また、フレーム部１０Ｂは、断面略コ字形状に形成され、フレーム底面部１０ａと、フ
レーム底面部１０ａの桁行方向両端部から下方へ屈曲して延びる一対のフレーム側面部１
０ｂとを備えている。
　フレーム部１０Ｂを構成するフレーム底面部１０ａには、ボルト貫通孔１００ａが並列
して形成されており、このボルト貫通孔１００ａの下方側（フレーム側面部１０Ｂが延び
る方向側）には、このボルト貫通孔１００ａと連通するようにナットＮ２が溶接されてい
る。
【００６０】
　図５（ａ）に示すように、腕木部材１０は、タップＴを軒桁３に形成されたボルト貫通
孔（図示しない）に貫通させて、ナットＮ３で締結することにより、軒桁３に取付けられ
る。
　このとき、腕木部材１０を構成するフレーム部１０Ｂのフレーム底面部１０ａが上方に
配設されるように腕木部材１０の方向を整合させる。
【００６１】
　次いで、図５（ｂ）及び図５（ｃ）に示すように、軒先ユニット２０を腕木部材１０に
取付ける。
　まず、図５（ｂ）に示すように、軒先ユニット取付部材２３を構成する固定部２３ｄの
略中央部に形成された固定部ボルト孔１２３ｄと、フレーム部１０Ｂのフレーム底面部１
０ａに形成されたボルト貫通孔１００ａとが連通するように位置を調整し、上方からボル
トＢ１を締結して軒先ユニットＳを腕木部材１０に取付ける。
　図５（ｃ）に、軒先ユニット２０が腕木部材１０に取付けられた状態を示す。
【００６２】
　次いで、図６（ｄ）に示すように、軒樋４２を樋受け部材２５に取付ける。
　樋受け部材２５に対する軒樋４２の取付けは、樋受け部材２５の先端部２５ｃと軒樋４
２のフック部４２ｂ、及び樋受け部材２５の弾性係止部２５ｄと軒樋４２の突部４２ｃを
それぞれ嵌合させることにより行われる。
【００６３】
　次いで、図６（ｅ）及び図６（ｆ）に示すように、屋根パネル４を軒桁３に対して取付
ける。
　図６（ｆ）に示すように、屋根パネル４の設置が終了した後、図７（ｇ）に示すように
、水切材２７を取付ける。
　水切材２７は、水切取付部２７ｃに形成されたネジ孔（図示しない）と、これと連通す
る鼻隠し部材２２を構成する前面部２２ａに形成されたネジ孔（図示しない）とにネジＳ
を貫通させて取付けられる。
【００６４】
　また、このとき、載置部２７ｄの屋内側端部は、野地材４ｂの屋外側端部上に載置され
る。
　水切材２７が取付けられ、ルーフィングを設置した様子を図７（ｈ）に示す。
　このように、水切材２７が取付けられた後、図７（ｉ）に示すように、屋根葺き材４ｃ
を設置して完了する。
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【００６５】
（他の実施形態）
　他の実施形態として、外部足場がある場合を説明する。
　この場合の軒先ユニット２０には、支持部材２４が存在しないが、その他の構成は上記
実施形態の軒先ユニット２０と同様である。
【００６６】
　この場合の軒先ユニット２０を使用した軒先の施工方法について説明する。
　軒先ユニット２０を腕木部材１０に取付けるまでの手順は、上記実施形態と同様である
。
　つまり、図５（ａ）から図５（ｃ）までの手順は同様である。
【００６７】
　次いで、本実施形態においては、屋根パネル４を設置する。
　つまり、図５（ｃ）の工程の後、図６（ｅ）から図６（ｆ）の工程へと進む。
　次いで、水切部材２７を取付ける。
　つまり、図７（ｇ）及び図７（ｈ）の工程へと進む。
　そして、最後に、屋根葺き材４ｃを設置するとともに、軒樋４２を樋受け部材２５に取
付ける。
　つまり、工程の最後に、図７（ｉ）の工程及び図６（ｄ）の工程を行うが、この順序は
特に特定されるものではなく、同時に行ってもよい。
【００６８】
　以上のように、本実施形態に係る軒先ユニット２０は、建物本体の軒先に簡易に取付け
られる。
　また、特に、本実施形態に係る軒先ユニット２０は、軒の出を有しない場合であっても
簡易に設置することが可能であり、狭小な設置空間に腕木部材１０や防火ダンパーＤ１を
設置することを可能とした。
　更に、水切材２７を上記形状としたため、広小舞を必要としない。
　また、転落防止部材を支持するための支持部材２４を備えるバージョンと備えないバー
ジョンとに展開することができ、施工性の自由度が向上する。
【符号の説明】
【００６９】
１　建物本体
２　外壁パネル
３　軒桁（建物躯体）
４　屋根パネル
４ａ　垂木
４ｂ　野地材
４ｃ　屋根葺き材
６　軒先
１０　腕木部材（建物側取付部材）
１０Ａ　桁取付け部
１０Ｂ　フレーム部
１０ａ　フレーム底面部
１０ｂ　フレーム側面部
１００ａ　ボルト貫通孔
２０　軒先ユニット
２２　鼻隠し部材
２２Ａ　上部鼻隠し部材
２２Ｂ　下部鼻隠し部材
２２ａ　前面部
２２ｂ　上面部
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２２ｃ　上側突設部
２２ｄ　下面部
２２ｅ　下側突設部
２２ｆ　下面部接合部
２２ｇ　建物側被覆部
２２ｈ　底面固定部
２２ｉ　前面部被覆部
２２ｊ　下面部接触部
２２ｋ　前方被覆部
２２ｌ　底面部
２２ｍ　補強部
２３　軒先ユニット取付部材
２３ａ　支持部
２３ｂ　固定部取付部
２３ｃ　連結部
２３ｄ　固定部
１２３ａ　支持部ボルト孔
１２３ｂ　固定部取付部ボルト孔
１２３ｄ　固定部ボルト孔
２４　支持部材
２４ａ　プレート支持部
２４ｂ　取付部
２５　樋受け部材
２５ａ　プレート部
２５ｂ　突設部
２５ｃ　先端部
２５ｄ　弾性係止部
２７　水切材
２７ａ　側面被覆部
２７ｂ　上面被覆部
２７ｃ　水切取付部
２７ｄ　載置部
２７ｅ　下部折返し部
２７ｆ　上部折返し部
２８　通気孔
２８ａ　前面部
４２　軒樋
４２ａ　軒樋底面部
４２ｂ　フック部
４２ｃ　突部
Ｂ１　ボルト
Ｄ１　防火ダンパー
Ｄ２　換気孔経路カバー
Ｄ３　ロックウール保温板固定バンド
Ｎ２，Ｎ３　ナット
Ｓ　ネジ
Ｔ　タップ
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