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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中空材と該中空材の外表面から斜め上方へ向けて立ち上がる傾斜起立片とを有する雪止
部材と、屋根に対して固定するための屋根固定部と、該屋根固定部と前記雪止部材とを接
続する接続部とを有し、
　前記雪止部材は、前記中空材に固定部を有し、
　前記雪止部材は、前記中空材に前記固定部に設けられた固定孔と対向する透孔を有して
いることを特徴とする雪止具。
【請求項２】
　中空材と該中空材の外表面から斜め上方へ向けて立ち上がる傾斜起立片とを有する雪止
部材と、屋根に対して固定するための屋根固定部と、該屋根固定部と前記雪止部材とを接
続する接続部とを有し、
　前記雪止部材は、前記中空材の下部に水抜孔を有していることを特徴とする雪止具。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の雪止具において、
　前記屋根固定部は、屋根に対して嵌合固定可能な嵌合固定部を有していることを特徴と
する雪止具。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の雪止具において、
　前記接続部は、前記雪止部材を固定する第一の固定部と、前記屋根固定部を固定する第



(2) JP 6863790 B2 2021.4.21

10

20

30

40

50

二の固定部とを有していることを特徴とする雪止具。
【請求項５】
　傾斜した屋根面を備えた屋根構造であって、
　該屋根面の上面側に、屋根固定部および接続部を介して雪止部材が設置され、
　前記雪止部材は、中空材と、該中空材の外表面から前記屋根面の棟側へ傾くように斜め
上方へ向けて立ち上がる傾斜起立片とを有するものであり、
　前記雪止部材は、前記中空材に前記接続部に対する固定部を有し、
　前記雪止部材は、前記中空材の前記固定部に設けられた固定孔と対向する透孔を有して
いることを特徴とする屋根構造。
【請求項６】
　傾斜した屋根面を備えた屋根構造であって、
　該屋根面の上面側に、屋根固定部および接続部を介して雪止部材が設置され、
　前記雪止部材は、中空材と、該中空材の外表面から前記屋根面の棟側へ傾くように斜め
上方へ向けて立ち上がる傾斜起立片とを有するものであり、
　前記雪止部材は、前記中空材の下部に水抜孔を有していることを特徴とする屋根構造。
【請求項７】
　請求項５または請求項６に記載の屋根構造において、
　前記屋根固定部は、屋根に対して嵌合固定可能な嵌合固定部を有していることを特徴と
する屋根構造。
【請求項８】
　請求項５ないし請求項７のいずれか１項に記載の屋根構造において、
　前記接続部は、前記雪止部材を固定する第一の固定部と、前記屋根固定部を固定する第
二の固定部とを有していることを特徴とする屋根構造。
【請求項９】
　前記請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の雪止具、または、
　前記請求項５ないし請求項８のいずれか１項に記載の屋根構造を有していることを特徴
とする建物。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、雪止具、屋根構造および建物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　住宅などの建物の屋根には、雪止具を取付けたものが存在している（例えば、特許文献
１～特許文献６参照）。この雪止具は、積雪時に屋根に積もった雪が一気に下へ滑り落ち
ないようにするためのものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１２５７２５号公報
【特許文献２】特開２００３－２６２０１７号公報
【特許文献３】特開平１１－１３１７２９号公報
【特許文献４】特開２０１０－７１０１０号公報
【特許文献５】特開２００８－１５６９８１号公報
【特許文献６】特開２００９－２５６８９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、一般に、雪止具は、屋根材などにビスなどで直接固定したり、瓦間の隙
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間へ挿入したりして設置するものとなっているため、屋根の防水層を貫通するなどによっ
て漏水を引き起こすリスクがあった。
【０００５】
　また、上記した雪止具は小型部品で構成されているものがほとんどであるため、屋根の
各所に雪止具を多数配置しながら取付けるのに多大な手間がかかっていた。
【０００６】
　そこで、本発明は、主に、上記した問題点を解決することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明は、
　中空材と該中空材の外表面から斜め上方へ向けて立ち上がる傾斜起立片とを有する雪止
部材と、屋根に対して固定するための屋根固定部と、該屋根固定部と前記雪止部材とを接
続する接続部とを有し、
　前記雪止部材は、前記中空材に固定部を有し、
　前記雪止部材は、前記中空材に前記固定部に設けられた固定孔と対向する透孔を有して
いることを特徴としている。
 
【０００８】
　また、本発明は、
　傾斜した屋根面を備えた屋根構造であって、
　該屋根面の上面側に、屋根固定部および接続部を介して雪止部材が設置され、
　前記雪止部材は、中空材と、該中空材の外表面から前記屋根面の棟側へ傾くように斜め
上方へ向けて立ち上がる傾斜起立片とを有するものであり、
　前記雪止部材は、前記中空材に前記接続部に対する固定部を有し、
　前記雪止部材は、前記中空材の前記固定部に設けられた固定孔と対向する透孔を有する
ことを特徴としている。
 
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、上記構成によって、雪止部材を通し材にすることができると共に、漏
水のリスクをなくすことなどができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施の形態にかかる雪止具の全体側面図である。
【図２】（ａ）は図１の雪止具の正面図、（ｂ）は側面図、（ｃ）は（ａ）の部分拡大図
である。
【図３】図１の雪止部材の縦断面図である。
【図４】図１の雪止部材の部品図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は底
面図である。
【図５】図１の接続部（第一の固定部）の側面図である。
【図６】図５の接続部（第一の固定部）の部品図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面
図、（ｃ）は側面図である。
【図７】図１の接続部（第二の固定部）の部品図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面
図、（ｃ）は側面図である。
【図８】雪止具を取付ける屋根の平面図である。
【図９】図８のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図１０】図８のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【図１１】傾斜した屋根面を示す斜視図である。
【図１２】傾斜した屋根面に雪止具を取付ける様子を示す斜視図である。
【図１３】図１１の屋根面の軒先側の部分拡大斜視図である。
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【図１４】図１１の屋根面の棟側の部分拡大斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本実施の形態を、図面を用いて詳細に説明する。
  図１～図１４は、この実施の形態を説明するためのものである。
【実施例１】
【００１２】
　＜構成＞以下、構成について説明する。
【００１３】
　住宅などの建物の屋根に、雪止具を取付ける。この雪止具は、積雪時に屋根に積もった
雪が一気に下へ滑り落ちないようにするためのものである。
【００１４】
　（１）まず、図１（図２）を用いて、雪止具１について説明する。
  この雪止具１は、中空材２と中空材２の外表面から斜め上方へ向けて立ち上がる傾斜起
立片３とを有する雪止部材４と、屋根５（図８参照）に対して固定するための屋根固定部
６と、屋根固定部６と雪止部材４とを接続する接続部７とを有している。
【００１５】
　ここで、中空材２は、図３（図４）に示すように、底面部２ａと上面部２ｂと左右の側
面部２ｃ，２ｄとを有するほぼ横長四角形状（例えば、長方形状）をした閉断面のものと
される。底面部２ａと上面部２ｂは中空材２の長辺部を構成し、それぞれほぼ同じ長さを
有すると共に、底面部２ａは上面部２ｂよりも厚肉とされている。
【００１６】
　左右の側面部２ｃ，２ｄは、中空材２の短辺を構成し、それぞれほぼ同じ長さを有する
と共に、同じ肉厚とされている。左右の側面部２ｃ，２ｄは、底面部２ａと上面部２ｂの
中間の肉厚とされる。この場合、傾斜起立片３が設けられた左側の側面部２ｃが軒先側（
低い側）となり、右側の側面部２ｄが棟側（高い側）となるように設置される。
【００１７】
　傾斜起立片３は、図中左側の側面部２ｃと上面部２ｂとのコーナー部分の周辺から上方
で且つ右側（棟側）に傾斜した状態で一体に設けられる。傾斜起立片３は、底面部２ａの
倍程度以上の厚肉のものとされる。傾斜起立片３の傾斜角度は、左側の側面部２ｃに対し
て９０°～１８０°の範囲であれば良いが、この場合には、ほぼ１５０°程度とされる。
傾斜起立片３は、左右の側面部２ｃ，２ｄよりも長く、また、底面部２ａおよび上面部２
ｂよりも短い長さ、例えば、底面部２ａおよび上面部２ｂのほぼ半分程度の長さとされる
。傾斜起立片３は、基部のみが中空材２に固定された状態で自立するようになっているた
め、傾斜起立片３の基部と上面部２ｂとの間には、強度を向上すると共に応力集中を防ぐ
ための部分的な厚肉部２ｅが設けられている。また、側面部２ｃの上部には、傾斜起立片
３と同じ角度で連続する短い屈曲部２ｆが形成されている。傾斜起立片３は、既存のＬ型
金具による雪止具と同様の外観形状を中空材２に持たせるための機能を有している。
【００１８】
　この中空材２は、例えば、アルミなどの軽金属による押出材などとで構成される。この
場合、雪止部材４は、全長に亘って均一の断面を有する長尺材となる。このように中空材
２にアルミなどの軽金属を用いたのは、鉄などと比べてサビなどに強く耐久性や耐候性が
あるためである。反面、アルミなどの軽金属は、鉄などと比べて材料強度が低くなるが、
中空材２を角パイプ状や押出材などとすることで、強度向上を図るようにしている。更に
、角パイプ状の中空材２を、荷重がかかる方向が長辺部となるようにすることで、更なる
強度向上や断面寸法の小型化が得られるようしている。
【００１９】
　雪止部材４は、特に通風性を有さないものとなっている。また、雪止部材４は、屋根５
など（この場合には接続部７）に上方から設置して取付けるようになっており、屋根に対
して係止するような係止部位などを持たないものとなっている。
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【００２０】
　図１に示すように、雪止部材４と屋根固定部６と接続部７とは、それぞれ別々の部品で
構成されて、ボルト・ナットなどの締結具９によって固定される。
【００２１】
　（２）そして、図３（図４）に示すように、雪止部材４は、中空材２に固定部１１を有
している。
【００２２】
　ここで、固定部１１は、雪止部材４を固定するためのものであり、底面部２ａの中央部
を所要範囲に亘って厚肉にすることで中空材２の下部に設けられている。この場合、固定
部１１は、底面部２ａのほぼ半分に及ぶ範囲に全長に亘って設けられている。固定部１１
は、傾斜起立片３よりも若干厚肉とされている。
【００２３】
　（３）雪止部材４は、中空材２に固定部１１に設けられた固定孔１２と対向する透孔１
３を有している。
【００２４】
　ここで、固定孔１２は、中空材２の底面部２ａにおける固定部１１（の幅中央部）に設
けられている。透孔１３は、中空材２の上面部２ｂ（の幅中央部）に設けられている。透
孔１３は、固定孔１２と同心状に、固定孔１２よりも大径となるように設けられる。固定
孔１２および透孔１３は、押出材とされた雪止部材４に対して後加工で設けられる。この
場合、固定孔１２および透孔１３は、長尺の雪止部材４の長手方向の各部にそれぞれ２箇
所ずつ設けられている（図４参照）。
【００２５】
　（４）雪止部材４は、中空材２の下部に水抜孔１４を有している。
【００２６】
　ここで、水抜孔１４は、中空材２の底面部２ａにおける傾斜起立片３の下側となる部分
（軒先側の部分）に設けられている。水抜孔１４は、固定孔１２や透孔１３よりも小さい
ものとされている。水抜孔１４は、押出材とされた雪止部材４に対して後加工で設けられ
る。この場合、水抜孔１４は、長尺の雪止部材４の両端部近傍および中央部にそれぞれ１
箇所ずつ合計３箇所設けられている（図２参照）。両端部近傍の水抜孔１４は、固定孔１
２よりも端部寄りの位置に設けられている。但し、水抜孔１４の位置や個数については、
上記に限るものではない。
【００２７】
　（５）図１（図２）に示すように、屋根固定部６は、屋根５に対して嵌合固定可能な嵌
合固定部１６を有している。
【００２８】
　ここで、屋根固定部６は、例えば、屋根５の上面に設けられた固定部位５ａ（図９、図
１２など参照）を上側から挟着可能な左右一対の挟着片１８を有する銜え（くわえ）金具
となっている。この銜え（くわえ）金具は、左右一対の挟着片１８の中間部にボルトおよ
びナットなどの締結具９が挿通されると共に、左右一対の挟着片１８の下部に上記した嵌
合固定部１６が設けられている。嵌合固定部１６は、屋根５の固定部位５ａを挟着（外嵌
）可能となるように左右一対の挟着片１８の下部を外側へ屈曲した屈曲部とされている。
【００２９】
　（６）接続部７は、雪止部材４を固定する第一の固定部２１と、屋根固定部６を固定す
る第二の固定部２２とを有している。
【００３０】
　ここで、第一の固定部２１は、図５（図６）に示すように、雪止部材４の底面部２ａの
下面側へ当接可能な横面部２１ａと、この横面部２１ａの図中右側（棟側）の縁部から下
方へ延びる縦面部２１ｂとを一体に有する側方から見てほぼＬ字型をしたアングル材とさ
れている。この第一の固定部２１は、雪止部材４とほぼ同じ長さに延びる長尺の部材（屋
根５の通し材）とされている。第一の固定部２１は、雪止部材４の各部よりも厚肉とされ
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ている。この第一の固定部２１は、例えば、アルミなどの軽金属による押出材などとで構
成される。この場合、第一の固定部２１は、全長に亘って均一の断面を有する長尺材とな
る。
【００３１】
　更に、第一の固定部２１には、縦面部２１ｂの下縁部に上記した屋根５の固定部位５ａ
を収容可能な切欠部２１ｃが、長手方向に所要の間隔で複数設けられている。また、切欠
部２１ｃの両側には、第二の固定部２２に締結具９を用いて取付けるための取付孔２１ｄ
が設けられている。更に、第一の固定部２１の横面部２１ａには、雪止部材４を、締結具
９を用いて固定するための取付孔２１ｅが、取付孔２１ｄの位置と合うように設けられて
いる。
【００３２】
　第二の固定部２２は、図７に示すように、雪止部材４の側面部２ｃおよび第一の固定部
２１の縦面部２１ｂの裏面側（棟側）に同時に当接可能な当接部２２ａと屋根固定部６の
左右一対の挟着片１８の上部間に挟着状態で介在される介在部２２ｂとを有する、上方か
ら見てほぼＬ型をした左右一対の金具とされている。左右一対の金具は左右反転した形状
を有している。なお、図は右側の金具を示している。この第二の固定部２２は、第一の固
定部２１の各切欠部２１ｃの位置にそれぞれ設置される。
【００３３】
　そして、当接部２２ａは、第一の固定部２１の切欠部２１ｃに合わせた切欠部２２ｃを
有していると共に、介在部２２ｂは、その下縁部が上記した固定部位５ａと干渉しないよ
うに切欠部２２ｃの上縁部と同じ高さに形成されている。
【００３４】
　当接部２２ａには、第一の固定部２１の取付孔２１ｄと合致する位置に取付孔２２ｄが
設けられており、
また、介在部２２ｂには、屋根固定部６を締結する締結具９を通すための貫通孔２２ｅが
形成されている。
【００３５】
　（７）次に、図８～図１４を用いて屋根構造について説明する。
  この屋根構造は、図８に示すように、矩形状をした水平な１つの屋根面３１と、この水
平な屋根面３１の周囲を取り囲む台形状をした４つの傾斜した屋根面３２～３５とを有す
る寄棟屋根となっている。この場合、水平な屋根面３１と傾斜した屋根面３２～３５との
境界部分が水平な棟（大棟）となる。また、傾斜した屋根面３２～３５どうしの境界部分
が下り棟となる。傾斜した屋根面３２～３５は、全て同じ角度に傾斜されている。但し、
屋根の構成については、上記に限るものではない。なお、上記した屋根構造には、パラペ
ットなどのような壁を有するものは含まれておらず、雪止部材４も、パラペットの笠木に
取付けられるようなものではない。
【００３６】
　そして、この屋根構造では、傾斜した屋根面３２～３５のうちの少なくとも、屋根面３
２，３３の上面側に、屋根固定部６および接続部７を介して雪止部材４が設置されている
。
【００３７】
　ここで、傾斜した屋根面３２～３５は、図９（図１０）に示すように、野地板４１や、
ルーフィングなどの防水シートや、屋根鋼板などの屋根葺材４３などからなる屋根面材を
有している。そして、図１１に示すように、屋根面材の最も上側に位置する屋根葺材４３
は、棟側から軒先側へ向かって延びる縦葺きのものとされており、縦葺きの屋根葺材４３
間の目地には、目地カバーが取付けられている。
【００３８】
　この目地カバーは、棟側から軒先側へ向かって延びると共に、上記した固定部位５ａと
して使うことができる程度の僅かな突出量を有する小凸条部材とされている。そのため、
目地カバーの位置では、縦葺きの屋根葺材４３の縁部は、野地板４１との間に上下方向の
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隙間をほとんど有さない、より平坦に近い形状となっており、傾斜した屋根面３２～３５
は目地や目地カバーが目立たないスッキリした外観に仕上げることができる。しかも、こ
の目地カバーを固定部位５ａとして直接利用することができるので、屋根葺材４３の縁部
を大きく立ち上がる雪止め形状に加工したり、屋根葺材４３に雪止部材４を取付けるため
の金具を別に取付けたりする必要もない。
【００３９】
　これに対し、屋根葺材４３の縁部と野地板４１との間に、例えば、雪止部材４を取付け
るための金具や雪止めとなる桟木などを挟み込んだり内蔵したり、また、屋根葺材４３の
縁部間を雪止め形状や樋形状などに加工したりした場合には、目地部や目地カバーの部分
が目立つようになってしまい、傾斜した屋根面３２～３５の外観品質が低下する。
【００４０】
　そして、図１２に示すように、屋根固定部６は、屋根面３２，３３の上面側にて目地カ
バー（固定部位５ａ）へ直接固定される。そして、雪止部材４は、屋根面３２，３３に対
し、接続部７や屋根固定部６によって間隙部４５（図９参照）を有して上方に浮いた状態
で設置される。
【００４１】
　なお、接続部７や屋根固定部６によって固定される雪止部材４は、屋根パネル５４の棟
側と軒先側との中間部に設置されるものとなっている。
【００４２】
　これに対し、屋根面３２，３３の軒先側に設置される雪止部材４については、以下のよ
うにして設置される。即ち、屋根面３２，３３の軒先側では、図１１（図１３）に示すよ
うに、屋根面材の下縁部で屋根葺材４３などに対し、軒先カバー受金具４６を介して軒先
カバー４７が取付けられる。そして、この軒先カバー４７に対し、図１２に示すように、
スペーサ部材４８を介して雪止部材４が、上記間隙部４５と同様の間隙部を有して上方に
浮いた状態となるように直接的に設置される。
【００４３】
　（８）そして、上記した屋根構造に取付けられる雪止具１の雪止部材４は、中空材２と
、中空材２の外表面から屋根面３２，３３の棟側へ傾くように斜め上方へ向けて立ち上が
る傾斜起立片３とを有するものとされる。
【００４４】
　ここで、閉断面を有する中空材２は、長辺となる底面部２ａと上面部２ｂが傾斜した屋
根面３２，３３と平行になるように配置される。傾斜起立片３は、軒先側に位置するよう
に設置される。傾斜起立片３は、屋根面３２，３３と垂直な方向に対して棟側へ傾くよう
に向けられる。
【００４５】
　（９）上記した屋根構造に取付けられる雪止具１の雪止部材４は、中空材２に接続部７
に対する固定部１１を有している。
【００４６】
　（１０）上記した屋根構造に取付けられる雪止部材４は、中空材２の固定部１１に設け
られた固定孔１２と対向する透孔１３を有している。
【００４７】
　ここで、雪止部材４は、少なくとも、透孔１３に下側から通した締結具９のボルトに螺
着するナットが通るように、締結具９のナットよりも大径とされる。
【００４８】
　（１１）上記した屋根構造に取付けられる雪止具１の雪止部材４は、中空材２の下部に
水抜孔１４を有している。
【００４９】
　ここで、水抜孔１４は、軒先側に位置するように設置される。
【００５０】
　（１２）上記した屋根構造に取付けられる雪止具１の屋根固定部６は、屋根５に対して
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嵌合固定可能な屈曲部を有している。
【００５１】
　ここで、屋根固定部６は、雪止部材４よりも棟側に設置される。
【００５２】
　（１３）上記した屋根構造に取付けられる雪止具１の接続部７は、雪止部材４を固定す
る第一の固定部２１と、屋根固定部６を固定する第二の固定部２２とを有している。
【００５３】
　（１４）以下、図９（図１０）を用いて上記雪止部材４、または、上記屋根構造を有す
る建物について説明する。
【００５４】
　建物は、どのようなものであっても良いが、この実施例では工場で予め製造した複数の
建物ユニットを建築現場へ輸送して建築現場で組み立てることによって短期間のうちに構
築し得るようにしたユニット建物としている。
【００５５】
　この場合、ユニット建物などの建物５１は、建物本体を構成する建物ユニット５２（図
９または図１０参照）と、屋根５を構成する屋根ユニット５３や屋根パネル５４などを有
している。
【００５６】
　建物本体を構成する建物ユニット５２は、４本の柱の上端部間に天井梁６１（図９、図
１０中には１本のみ示す）を矩形状に連結すると共に、４本の柱の下端部間に床根梁を矩
形状に連結してなるほぼ直方体状をしたボックスラーメン構造のユニットフレームを有し
ている。
【００５７】
　屋根ユニット５３についても、建物ユニット５２と同様に、柱６２や屋根梁６３ａ，６
３ｂなどを有するユニットフレームを備えている。屋根ユニット５３は、屋根フレーム６
４を有している。
【００５８】
　そして、水平な屋根面３１は、屋根ユニット５３の上部に設置され、傾斜した屋根面３
２～３５は、屋根パネル５４によって構成されている。上記した屋根面材は、屋根パネル
５４を構成する屋根フレーム６４に設置されている。
【００５９】
　屋根パネル５４は、その上端部を屋根ユニット５３の側部（屋根梁６３ａ，６３ｂや柱
６２など）に対して、水上固定金具６５で固定されると共に、その下端部を下方に位置す
る建物ユニット５２（の天井梁）の上端部に対して軒元固定金具６６で固定されている。
【００６０】
　更に詳細には、水平な屋根面３１には、太陽電池パネル７１が設置されている。そして
、少なくとも傾斜した屋根面３２，３３は、太陽電池パネル７１が設置されないものとな
っている。
【００６１】
　そして、水平な屋根面３１と、傾斜した屋根面３２，３３とは、水平な屋根面３１が上
方に位置するように離隔されている。そして、離隔部分には、化粧材７２が設置されてい
る。
【００６２】
　そして、水平な屋根面３１には、化粧材受材７３が設けられ、また、傾斜した屋根面３
２，３３の上縁部には、水上カバー受金具７４（図１４参照）が設けられており、化粧材
７２は化粧材受材７３と水上カバー受金具７４との間に設置されている。
【００６３】
　＜作用効果＞この実施例によれば、以下のような作用効果を得ることができる。
【００６４】
　（作用効果１）雪止部材４を、中空材２と傾斜起立片３とを有するものとした。そして
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、中空材２に設けた傾斜起立片３により、雪止部材４は、必要な雪止め機能を得ることが
できる。雪止部材４は、傾斜起立片３や中空材２の側面部２ｃなどのような屋根面３２、
３３に対する取付部分が、地上から見上げた時に目隠しとなるため、建物５１の外観を向
上することができる。また、中空材２は閉断面であるため、雪止部材４の断面強度を十分
に上げることができる。よって、雪止部材４を長尺化して屋根５の通し材として使用する
ことができ、通し材とされた雪止部材４は屋根５に容易に設置することが可能となる。
【００６５】
　この際、屋根固定部６および接続部７を用いて雪止部材４を取付けるようにしているの
で、屋根５に合わせた屋根固定部６を用いることで、屋根５に穴をあけずに取付けること
ができるようになり、漏水リスクをなくすことが可能となる。
【００６６】
　そして、屋根固定部６および接続部７を雪止部材４とは別部材にすることで、屋根固定
部６や接続部７を変えることで、様々な屋根５に雪止部材４を取付けることが可能となり
、雪止部材４に汎用性を持たせることができる。
【００６７】
　（作用効果２）固定部１１を雪止部材４の中空材２に設けた。これにより、断面強度の
高い中空材２を雪止部材４の取付けに使うことができる。よって、雪止部材４の接続部７
に対する取付強度を高めることができる。また、固定部１１を中空材２に設けることで、
固定部１１が外部から目立たないようにすることができ、雪止部材４の見栄えを向上する
ことができる。
【００６８】
　（作用効果３）固定部１１に設けられた固定孔１２と対向する透孔１３を雪止部材４の
中空材２に設けた。これにより、透孔１３を通して固定孔１２にネジを差し込むことで雪
止部材４を接続部７に取付けることが可能となる。よって、雪止部材４の接続部７に対す
る取付けを容易且つ確実でしかも見栄え良く行うことができる。
【００６９】
　（作用効果４）雪止部材４の中空材２の下部に水抜孔１４を設けた。これにより、中空
材２の内部へ入った雨水などを水抜孔１４によって確実に抜くことができる。即ち、雪止
部材４を、中空材２の内部に雨水が貯まらない構造にすることができる。
【００７０】
　（作用効果５）屋根固定部６が、屋根５に対して嵌合固定可能な屈曲部を有するように
した。このように、屈曲部を屋根５に嵌合固定することにより、屋根５に穴をあけずに屋
根固定部６を介して雪止部材４を屋根５に設置することが可能となり、雨水の漏水リスク
をなくすことができる。また、屈曲部を付け変えることで各種の屋根５に対応することが
できる。
【００７１】
　（作用効果６）接続部７が、雪止部材４を固定する第一の固定部２１と、屋根固定部６
を固定する第二の固定部２２とを有するようにした。これにより、第一の固定部２１で雪
止部材４を固定すると共に、第二の固定部２２で屋根固定部６を固定することができるの
で、簡単な構成で、雪止部材４と屋根固定部６とを接続することができる。また、第一の
固定部２１や第二の固定部２２を変更することで様々な雪止部材４や屈曲部に対応するこ
とができる。
【００７２】
　（作用効果７）この実施例の屋根構造を、傾斜した屋根面３２，３３の上面側に屋根固
定部６および接続部７を介して雪止部材４を取付けるようにした。これにより、屋根５に
合わせた屋根固定部６を用いることで、屋根５に穴をあけずに取付けることができるよう
になり、簡単な構造で漏水のリスクなく雪止部材４を屋根５に設置することができるよう
になる。
【００７３】
　そして、屋根固定部６および接続部７を雪止部材４とは別部材にすることで、屋根固定
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部６や接続部７を変えることで、様々な屋根５に雪止部材４を取付けることが可能となり
、雪止部材４に汎用性を持たせることができる。
【００７４】
　（作用効果８）この実施例の屋根構造では、中空材２と傾斜起立片３とを有する雪止部
材４を備えたものとした。そして、中空材２に設けた傾斜起立片３により、雪止部材４は
必要な雪止め機能を得ることができる。
【００７５】
　また、中空材２は閉断面であるため、雪止部材４の断面強度を十分に上げることができ
る。よって、雪止部材４を長尺化して屋根５の通し材として使用することができ、通し材
とされた雪止部材４は屋根５に容易に設置することが可能となる。
【００７６】
　（作用効果９）この実施例の屋根構造では、固定部１１を雪止部材４の中空材２に設け
た。これにより、断面強度の高い中空材２を雪止部材４の取付けに使うことができる。よ
って、雪止部材４の接続部７に対する取付強度を高めることができる。また、固定部１１
を中空材２に設けることで、固定部１１が外部から目立たないようにすることができ、雪
止部材４の見栄えを向上することができる。
【００７７】
　（作用効果１０）この実施例の屋根構造では、固定部１１に設けられた固定孔１２と対
向する透孔１３を雪止部材４の中空材２に設けた。これにより、透孔１３を通して固定孔
１２にネジを差し込むことで雪止部材４を接続部７に取付けることが可能となる。よって
、接続部７に対する雪止部材４の取付けを容易且つ確実でしかも見栄え良く行うことがで
きる。
【００７８】
　（作用効果１１）この実施例の屋根構造では、雪止部材４の中空材２の下部に水抜孔１
４を設けた。これにより、中空材２の内部へ入った雨水などを水抜孔１４によって確実に
抜くことができる。即ち、雪止部材４を、中空材２の内部に雨水が貯まらない構造にする
ことができる。そして、水抜孔１４から出た雨水は、屋根面３２，３３に沿って支障なく
流下する。
【００７９】
　（作用効果１２）この実施例の屋根構造では、屋根固定部６が、屋根５に対して嵌合固
定可能な屈曲部を有するようにした。このように、屈曲部で嵌合固定することにより、屋
根５に穴をあけずに屋根固定部６を介して雪止部材４を屋根５の上に設置することが可能
となり、雨水の漏水リスクをなくすことができる。また、屈曲部を付け変えることで各種
の屋根５に対応することができる。
【００８０】
　（作用効果１３）この実施例の屋根構造では、接続部７が、雪止部材４を固定する第一
の固定部２１と、屋根固定部６を固定する第二の固定部２２とを有するようにした。これ
により、第一の固定部２１で雪止部材４を固定すると共に、第二の固定部２２で屋根固定
部６を固定することができ、簡単な構成で、雪止部材４と屋根固定部６とを接続すること
ができる。また、第一の固定部２１や第二の固定部２２を変更することで様々な雪止部材
４や屈曲部に対応することができる。
【００８１】
　（作用効果１４）上記建物によれば、上記雪止部材４および屋根構造と同様の作用効果
を得ることができる。
【００８２】
　以上、この発明の実施の形態を図面により詳述してきたが、実施の形態はこの発明の例
示にしか過ぎないものである。よって、この発明は実施の形態の構成にのみ限定されるも
のではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更等があってもこの発明に含ま
れることは勿論である。また、例えば、各実施の形態に複数の構成が含まれている場合に
は、特に記載がなくとも、これらの構成の可能な組合せが含まれることは勿論である。ま
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た、実施の形態に複数の実施例や変形例がこの発明のものとして開示されている場合には
、特に記載がなくとも、これらに跨がった構成の組合せのうちの可能なものが含まれるこ
とは勿論である。また、図面に描かれている構成については、特に記載がなくとも、含ま
れることは勿論である。更に、「等」の用語がある場合には、同等のものを含むという意
味で用いられている。また、「ほぼ」「約」「程度」などの用語がある場合には、常識的
に認められる範囲や精度のものを含むという意味で用いられている。
【符号の説明】
【００８３】
　１　　　雪止具
　２　　　中空材
　３　　　傾斜起立片
　４　　　雪止部材
　５　　　屋根
　６　　　屋根固定部
　７　　　接続部
　１１　　固定部
　１２　　固定孔
　１３　　透孔
　１４　　水抜孔
　２１　　第一の固定部
　２２　　第二の固定部
　３２　　屋根面
　３３　　屋根面
　３４　　屋根面
　３５　　屋根面
　５１　　建物
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【図１４】



(16) JP 6863790 B2 2021.4.21

10

フロントページの続き

(56)参考文献  実開昭５７－１７４６２１（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００４－１３２０６０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－３５２１６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６０－０８９３４５（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開平０３－０８７７２５（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２０１０－０７１０１０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０４Ｄ　　１３／１０
              Ｅ０４Ｄ　　１３／００
              Ｅ０４Ｈ　　　９／１６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

