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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軒棟方向に沿って配置された複数の屋根材と、
　前記屋根材の下面側に配置された複数の断熱体とを備え、
　前記断熱体は、第１断熱体と第２断熱体とを備え、
　前記第１断熱体は、断熱材と、桟材とを備え、
　前記桟材は、前記第１断熱体の断熱材の上面に複数設けられており、
　前記第２断熱体は、断熱材と、支持板とを備え、
　前記支持板は、前記第２断熱体の断熱材の上面全体を覆っており、
　前記第２断熱体は、前記第１断熱体の軒側と棟側の少なくとも一方に配置され、
　前記屋根材のうち、前記支持板に配置された屋根材は固定具により前記支持板に固定さ
れ、前記桟材に配置された屋根材は固定具により前記桟材に固定されており、
　前記支持板に配置された屋根材と、前記桟材に配置された屋根材とは、軒棟方向の長さ
が同じである
ことを特徴とする断熱屋根構造。
【請求項２】
　前記第１断熱体の桟材が、前記屋根材の軒棟方向と略直交する方向に沿って前記断熱材
に設けられている
ことを特徴とする請求項１に記載される断熱屋根構造。
【請求項３】
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　軒棟方向に沿って配置された複数の屋根材と、
　前記屋根材の下面側に配置された複数の断熱体とを備え、
　前記断熱体は、第１断熱体と第２断熱体とを備え、
　前記第１断熱体は、断熱材と、桟材とを備え、
　前記桟材は、前記第１断熱体の断熱材の上面に複数設けられており、
　前記第２断熱体は、断熱材と、支持板とを備え、
　前記支持板は、前記第２断熱体の断熱材の上面全体を覆っており、
　前記第２断熱体が、前記第１断熱体のけらば側に配置され、
　前記屋根材のうち、前記支持板に配置された屋根材は固定具により前記支持板に固定さ
れ、前記桟材に配置された屋根材は固定具により前記桟材に固定されている
ことを特徴とする断熱屋根構造。
【請求項４】
　前記第２断熱体よりも軒側端部、棟側端部又はけらば側端部に補助材が配置されている
ことを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載される断熱屋根構造。
【請求項５】
　前記支持板の上面と前記桟材の上面と前記第１断熱体の断熱材の上面とが面一である
ことを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載される断熱屋根構造。
【請求項６】
　軒棟方向に沿って配置された複数の屋根材と、
　前記屋根材の下面側に配置された複数の断熱体とを備え、
　前記断熱体は、第１断熱体と第２断熱体とを備え、
　前記第１断熱体は、断熱材と、桟材とを備え、
　前記桟材は、前記第１断熱体の断熱材の上面に複数設けられており、
　前記第２断熱体は、断熱材と、支持板とを備え、
　前記支持板は、前記第２断熱体の断熱材の上面全体を覆っており、
　前記第２断熱体は、前記第１断熱体に対し、軒側、棟側及びけらば側の少なくとも一つ
の側に配置され、
　前記屋根材のうち、前記支持板に配置された屋根材は固定具により前記支持板に固定さ
れ、前記桟材に配置された屋根材は固定具により前記桟材に固定されており、
　前記支持板は、前記第２断熱体と隣り合う、前記第１断熱体の隣接端部に凹入している
ことを特徴とする断熱屋根構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建築物の断熱屋根構造に関する。一般的には、新築又は改築する建築物の断
熱屋根構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、住宅等の建築物の屋根は、野地板などの屋根下地材の上に、屋根瓦や金属瓦等の
屋根材を順次敷設していくことで形成される。屋根材を敷設するにあたっては、断熱性向
上のために、屋根材と屋根下地材との間に断熱材を設けることが行われている。
【０００３】
　断熱材を設置する場合、断熱材上に屋根材を直接配置すると、屋根材を釘などで断熱材
に固定するのは困難である。このため、通常、断熱材を覆う補強用の板を設け、この板上
に屋根材を設置する必要があった（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２３１８６４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】
　しかし、屋根材の下側で断熱材の上面全体が補強用の板で覆われていると、屋根材を固
定する位置以外の部分にも補強用の板が設けられているので、屋根材の配置が完了するま
での手間や時間が必要となる。そこで、屋根材を固定する位置以外の材料を減らして、施
工の手間を軽減する必要がある。
【０００６】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、施工の手間を軽減しつつ、断熱体の上
側で屋根材を強固に固定することができる断熱屋根構造を提供することを目的とするもの
である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る断熱屋根構造は、軒棟方向に沿って配置された複数の屋根材と、前記屋根
材の下面側に配置された複数の断熱体とを備え、前記断熱体は、第１断熱体と第２断熱体
とを備え、前記第１断熱体は、断熱材と、桟材とを備え、前記桟材は、前記第１断熱体の
断熱材の上面に複数設けられており、前記第２断熱体は、断熱材と、支持板とを備え、前
記支持板は、前記第２断熱体の断熱材の上面全体を覆っており、前記第２断熱体は、前記
第１断熱体の軒側と棟側の少なくとも一方に配置され、前記屋根材のうち、前記支持板に
配置された屋根材は固定具により固定され、前記桟材に配置された屋根材は固定具により
前記桟材に固定されており、前記支持板に配置された屋根材と、前記桟材に配置された屋
根材とは、軒棟方向の長さが同じであることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の断熱屋根構造によれば、施工の手間を軽減しつつ、断熱体の上側で屋根材を強
固に固定することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本実施形態に係る断熱屋根構造の軒側部分における概略断面図の一例を
示す。
【図２】図２は、本実施形態に係る断熱屋根構造のけらば側端部における概略断面図の一
例を示す。
【図３】図３は、本実施形態に係る断熱屋根構造の軒側部分における概略断面図の他例を
示す。
【図４】図４は、本実施形態に係る断熱屋根構造のけらば側端部における概略断面図の他
例を示す。
【図５】図５は、本実施形態に係る断熱屋根構造の棟側部分における概略断面図の一例を
示す。
【図６】図６は、本実施形態に係る断熱屋根構造の軒側部分における概略断面図の第１変
形例を示す。
【図７】図７は、本実施形態に係る断熱屋根構造の軒側部分における概略断面図の第２変
形例を示す。
【図８】図８は、本実施形態に係る断熱屋根構造の軒側部分における概略断面図の第３変
形例を示す。
【図９】図９は、本実施形態に係る断熱屋根構造の棟側部分における概略断面図の第１変
形例の示す。
【図１０】図１０は、本実施形態に係る断熱屋根構造の棟側部分における概略断面図の第
２変形例を示す。
【図１１】図１１は、図１又は図３で示されるような断熱屋根構造のけらば側端部におけ
る概略断面図の一例を示す。
【図１２】図１２は、図１又は図３で示されるような断熱屋根構造のけらば側端部におけ
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る概略断面図の他例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施するための形態を図面を参照して説明する。これらの図面で同一の
構成要素には同じ符号を付して重複した説明を省略する。
【００１１】
　図１のような断熱屋根構造は、軒棟方向に沿って配置された複数の屋根材３と、屋根材
３の下面側に配置された複数の断熱体１とを備える。断熱体１は、第１断熱体１１と第２
断熱体１２とを備える。第１断熱体１１は、断熱材１１１と、桟材４１とを備える。桟材
４１は、第１断熱体１１の断熱材１１１の上面に複数設けられている。第２断熱体１２は
、断熱材１２１と、支持板４２とを備える。支持板４２は、第２断熱体１２の断熱材１２
１の上面全体を覆っている。第２断熱体１２は、第１断熱体１１の軒側と棟側のうちの少
なくとも一方に配置されている。屋根材３のうち、支持板４２に配置された屋根材３は固
定具２１により支持板４２に固定され、桟材４１に配置された屋根材３は固定具２１によ
り桟材４１に固定されている。
【００１２】
　なお、下記説明の実施形態では、第１断熱体１１の桟材４１が、屋根材３の軒棟方向と
略直交する方向に沿って断熱材１１１に設けられている。
【００１３】
　しかし、本実施形態では、上述の様態に特に限定されない。例えば、桟材４１が、軒棟
方向に沿って断熱材１１１に設けられてもよい。
【００１４】
　「略直交する方向」とは、軒棟方向に対して可能な限り直交する方向であるとよいが、
これに限定されず、軒棟方向と交差する方向であるとよい。
【００１５】
　また、第１断熱体１１の断熱材１１１及び第２断熱体１２の断熱材１２１は、それぞれ
桟材４１及び支持板４２と予め接着等で一体にされていてもよく、また、施工現場で一体
にされてもよい。上述のように一体にするには、例えば、接着、嵌め込み、固定手段（例
えば、釘、ねじ、ビス、リベット等）のような一般的な手法を用いることで達成できる。
【００１６】
　支持板４２として、例えば、木板、金属板、樹脂板等を用いることができる。
【００１７】
　図１のような、断熱屋根構造は、断熱体１の下面側に屋根下地９を備える。屋根下地９
は、軒棟方向に沿って配置された垂木材９２と、この垂木材９２の傾斜に基づいて設けら
れた野地板９１とを備える。
【００１８】
　野地板９１は、その配置面の沿って、垂木材９２の軒側端部から外部へ突出するように
設けられている。また、野地板９１の軒側端部と垂木材９２の軒側端部との間に化粧鼻隠
し材９３が設けられている。
【００１９】
　屋根下地９の上面側には、断熱体１として第１断熱体１１及び第２断熱体１２が配置さ
れている。第１断熱体１１及び第２断熱体１２は、屋根下地９の上面側で断熱体１を構成
する。また、第２断熱体１２が、第１断熱体１１の軒側に配置されている。第１断熱体１
１及び第２断熱体１２は、それぞれ固定具２６により垂木材９２に固定されている。
【００２０】
　また、垂木材９２の位置が分かり難い場合など、特に垂木材９２に固定する必要はない
。第１断熱体１１及び第２断熱体１２は、例えば、垂木材９２に固定されず、それぞれ断
熱材１１１、１２１を介して固定具２６で野地板９１に固定されてもよい。垂木材９２に
固定する固定具２６の数よりも、野地板９１に固定する固定具２６の数を多くすることが
好ましい。
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【００２１】
　第１断熱体１１には、複数の桟材４１が設けられている。複数の桟材４１は軒棟方向と
略直交する方向に沿って互いに平行となって等間隔に配置されている。なお、「平行」と
は、桟材４１を厳密に平行にして配置させることを指しているのではなく、一般的な屋根
構造において桟材４１として機能する程度を指す。
【００２２】
　上述のように複数の桟材４１を互いに平行にして、軒棟方向に基いて配置させると、屋
根材３を固定するための垂木や板材のような敷材を屋根材３と断熱体１との間に配置させ
る必要性を無くすことができる。また、第１断熱体１１の屋根材３側では、第１断熱体１
１（断熱材１１１）の上面から埋め込むようにして桟材４１がそれぞれ配置されているこ
とが好ましい。
【００２３】
　また、第１断熱体１１は、軒棟方向と略直交する方向と平行な複数の横溝４１１を備え
る。例えば、複数の桟材４１が軒棟方向と略直交する方向に沿って第１断熱体１１の断熱
材１１１に設けられる場合、横溝４１１の各々に桟材４１が配置される。第１断熱体１１
は、予め横溝４１１の各々に桟材４１を配置させてよい。断熱材１１１に設けられた横溝
４１１の各々に、施工現場で、桟材４１を配置させて、第１断熱体１１として作製しても
よい。
【００２４】
　横溝４１１の各々に桟材４１を配置させるにあたって、桟材４１を、例えば、接着、嵌
め込み、固定手段（例えば、釘、ねじ、ビス、リベット等）のような一般的な手法で横溝
４１１の各々に固定するとよい。
【００２５】
　第１断熱体１１では、桟材４１の上面が、断熱材１１１の上面と面一であることが好ま
しい。第１断熱体１１を用いて断熱屋根構造を施工するにあって、桟材４１の上面は、断
熱材１１１の上面及び支持板４２の上面と面一であることが好ましい。
【００２６】
　なお、上述の「面一」とは、桟材４１の上面と、断熱材１１１の上面と、支持板４２の
上面との間に段差がなく、あるいは段差が僅かであって実質的に段差がないとみなすこと
ができる度合を指す。
【００２７】
　屋根材３の下面側で第１断熱体１１の上面と第２断熱体１２の上面とが面一になってい
ると、屋根材３に外部荷重がかかっても、屋根材３が撓み破断する前に、屋根材３は断熱
体１に支えられる。これにより、施工者の体重をはじめとする外部荷重が屋根材３にかけ
られたとしても屋根材３を破損しにくくすることができる。
【００２８】
　第１断熱体１１に配置されている桟材４１として、例えば、矩形状やコ字状のような断
面を有する桟材が挙げられる。
【００２９】
　また、第１断熱体１１の変形例では、桟材４１は、第１断熱体１１（断熱材１１１）の
上面に配置されてもよい。桟材４１を第１断熱体１１（断熱材１１１）の上面に配置させ
る場合、第１断熱体１１の上面から桟材４１の上面の高さが、各屋根材３の厚みと略同一
にしてもよい。
【００３０】
　このような桟材４１として、例えば、第１断熱体１１の上面から固定する固定片と、固
定片の棟側の端から上方に突出する接続片と、接続片の上端から棟側に突出する支持片と
、が設けられた桟材や、矩形状やコ字状の断面形状を有する桟材が挙げられる。また桟材
４１として、例えば、木材、金属材、樹脂材などを用いることができる。
【００３１】
　また、第１断熱体１１及び第２断熱体１２をそれぞれ垂木材９２に固定する場合、第２
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断熱体１２は支持板４２が位置する箇所から垂木材９２に固定されていてもよい。また、
第１断熱体１１は桟材４１が位置する各箇所から垂木材９２に固定されていてもよい。ま
た、第２断熱体１２の固定位置は、第１断熱体１１の固定位置と略同一方向に沿って配置
されていることが好ましい。
【００３２】
　第１断熱体１１は、軒棟方向に長い縦溝４１２を備えることが好ましい。第２断熱体１
２は、軒棟方向に長い縦溝４２２を備えることがこのましい。第１断熱体１１の縦溝４１
２及び第２断熱体１２の縦溝４２２は、それぞれ底面を有する。縦溝４１２は、断熱材１
１１に設けられ、縦溝４１２の底面は桟材４１よりも下側に位置している。縦溝４２２は
、断熱材１２１に設けられ、縦溝４２２の底面が支持板４２よりも下側に位置している。
なお、桟材４１が、軒棟方向に沿って断熱材１１１に設けられる場合、桟材４１の底面よ
りも下側に縦溝４１２が設けられている。
【００３３】
　また、図１のように第１断熱体１１の縦溝４１２及び第２断熱体１２の縦溝４２２は、
軒棟方向に沿って互いに連通していることが好ましい。
【００３４】
　第１断熱体１１及び第２断熱体１２がそれぞれ縦溝４１２、４２２を備えると、第１断
熱体１１及び第２断熱体１２を備える断熱体１が、通気性を有することとなる。
【００３５】
　上述の第１断熱体１１の断熱材１１１及び第２断熱体１２の断熱材１２１は、それぞれ
断熱性を有する部材である。断熱材１１１、１２１はそれぞれ剛性を有することが好まし
い。
【００３６】
　断熱材１１１、１２１は、それぞれ、例えば発泡プラスチック材料又は無機発泡材料か
ら形成される。発泡プラスチック材料は、例えば押出法ポリスチレンフォーム、ビーズ法
ポリスチレンフォーム、又はフェノールフォームである。無機発泡材料は、例えばパーラ
イト板又は炭酸カルシウム系発泡断熱材である。
【００３７】
　第１断熱体１１及び第２断熱体１２を垂木材９２に固定する場合、固定具２６は、第１
断熱体１１及び第２断熱体１２をそれぞれ、垂木材９２に固定する長さを有するとよい。
また、第１断熱体１１及び第２断熱体１２を野地板９１に固定する場合、固定具２６は、
第１断熱体１１及び第２断熱体１２を、野地板９１に固定する長さを有してもよい。固定
具２６として、例えば、釘や、ねじや、ビスが挙げられる。
【００３８】
　上述のように、第２断熱体１２を固定具２６で屋根下地９に固定するにあたって、第２
断熱体１２を固定する固定具２６の本数は、第２断熱体１２を屋根下地９に十分に固定で
きれば、特に限定されない。例えば、図１のように、軒棟方向と平行な１方向に沿って、
２本の固定具２６で、垂木材９２に第２断熱体１２を固定するとよい。また、桟材４１が
位置する各箇所では、第１断熱体１１が、軒棟方向と平行な１方向に沿って、固定具２６
により、垂木材９２に固定されてもよい。また、第１断熱体１１及び第２断熱体１２を固
定するにあたって、第２断熱体１２の固定位置が、第１断熱体１１の固定位置と略同一方
向沿ってに配置されていることが好ましい。
【００３９】
　図１のように、第２断熱体１２には、その軒側端部に沿って、軒先水切り部材６１と、
軒先カバー６２がそれぞれ設けられている。軒先カバー６２は、固定片６２１と、カバー
片６２２と、防水片６２３とを備える。このような固定片６２１と、カバー片６２２と、
防水片６２３とは、一体となって軒先カバー６２を構成している。
【００４０】
　軒先カバー６２のカバー片６２２は、第２断熱体１２の軒側面を外部に露出させなくし
ている。なお、第２断熱体１２の縦溝４２２に基いて、軒先カバー６２のカバー片６２２
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に通気孔が設けられていることもできる。
【００４１】
　また、軒先カバー６２の固定片６２１は、断熱屋根構造の化粧鼻隠し材９３側に向くよ
うに第２断熱体１２の軒側端部の上側に配置されている。軒先カバー６２の固定片６２１
は、固定具２０１により支持板４２に固定されている。
【００４２】
　また、軒先カバー６２の防水片６２３は、断熱屋根構造の化粧鼻隠し材９３側に向くよ
うに第２断熱体１２の軒側端部の下側に配置されている。図１の例では、軒先カバー６２
の防水片６２３は、屋根下地９の野地板９１から下側に離間するように設けられている。
軒先カバー６２が防水片６２３を備えると、軒先カバー６２に吹き当たった雨風による雨
水が軒先カバー６２の表面に沿って垂れさがる。化粧鼻隠し材９３に当たって吹き上げら
れた雨風を防水片６２３で外側へ吹き返すと共に、上述の雨水を排水することとなる。こ
れにより、第２断熱体１２に雨水が入りにくくなる。
【００４３】
　また、軒先水切り部材６１は、水切り片６１１と、固定片６１２とを備える。このよう
な水切り片６１１と、固定片６１２とは、一体となって軒先水切り部材６１を構成する。
【００４４】
　軒先水切り部材６１の水切り片６１１は、軒棟方向の軒側端部から下方へ傾斜するよう
に外側へ延出してる。図１の例では、軒先水切り部材６１の水切り片６１１が、第２断熱
体１２の軒側端部の上側から下方へ傾斜するように外側へ延出してる。
【００４５】
　軒先水切り部材６１の水切り片６１１は、軒先カバー６２よりも外側に位置している。
【００４６】
　また、軒先水切り部材６１の固定片６１２は、軒棟方向と略直交する方向に沿って、屋
根材３の下面側に配置されている。図１の例では、軒先水切り部材６１の固定片６１２が
、軒棟方向と略直交する方向に沿って、第２断熱体１２の軒側端部の上側に配置されてい
る。軒先水切り部材６１の固定片６１２は、軒先カバー６２の固定位置（固定具２０１）
よりも棟側で固定具２０２により支持板４２に固定されている。軒先水切り部材６１が水
切り片６１１を備えると、雨風が軒先カバー６２に吹き当たることを軽減させる。これに
より、第２断熱体１２の耐水性は更に高められる。
【００４７】
　上述の化粧鼻隠し材９３は板状の部材である。化粧鼻隠し材９３は防水性を有すること
が好ましい。
【００４８】
　また、軒先水切り部材６１は、例えば、ロール成型や、プレス成型のような各種成型工
程を経て金属製板から得ることができる。
【００４９】
　また、軒先カバー６２は、例えば、施工時に、金属製板を折り曲げる作業を適宜行って
、作製され得る。
【００５０】
　固定具２０１及び２０２は、それぞれ支持板４２の厚みよりも長いことが好ましい。こ
のような固定具２０１及び２０２として、例えば、釘、ねじ又はビスが挙げられる。
【００５１】
　図１のように、複数の屋根材３を断熱体１の上面側に配置させるにあたって、第２断熱
体１２は、第１断熱体１１の軒側と棟側のうちの少なくとも一方に配置されていることが
好ましい。また、屋根材３と断熱体１との間に下葺材５２を配置することも好ましい。
【００５２】
　上述の下葺材５２として、例えば、防水シートが挙げられる。下葺材５２が防水シート
である場合、下葺材５２は透明性を有することが好ましい。下葺材５２が透明性防水シー
トであると、下葺材５２を設けた後でも下葺材５２を透かして、施工作業を容易すること
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ができる。
【００５３】
　複数の屋根材３は、第１屋根材３１と、第２屋根材３３と、第３屋根材３２とを備える
。第１屋根材３１は支持板４２に配置されて、固定具２１により支持板４２に固定されて
いる。第３屋根材３２は、第１屋根材３１の固定具２１を覆いつつ、第１屋根材３１の棟
側端部よりも棟側で固定具２１により固定されている。また、図１の例では、第３屋根材
３２は、第２断熱体１２の支持板４２に固定されている。第２屋根材３３は、桟材４１に
配置されている。第２屋根材３３は、第３屋根材３２の固定具２１を覆いつつ、第３屋根
材３２の棟側端部よりも棟側で固定具２１により桟材４１に固定されている。
【００５４】
　上記のように、第１屋根材３１が、本実施形態に係る断熱屋根構造の軒側端部に配置さ
れる場合、第１屋根材３１として、例えば、スターター屋根材が挙げられる。このような
第１屋根材３１は、その軒棟方向における長さが、第２屋根材３３及び第３屋根材３２よ
りも短くなるように形成されていることが好ましい。
【００５５】
　固定具２１は、屋根材３をそれぞれ桟材４１又は支持板４２に固定できる長さを有する
ことが好ましい。固定具２１として、例えば、釘、ねじ又はビスが挙げられる。
【００５６】
　第２屋根材３３の各々は、第１屋根材３１及び第３屋根材３２の棟側端部よりも棟側の
桟材４１に配置されている。第２屋根材３３の各々は、固定具２１により桟材４１に固定
されている。これにより、複数の第２屋根材３３が軒棟方向に沿って第１断熱体１１に配
置される。
【００５７】
　図１のように、複数の第２屋根材３３に含まれる３つの第２屋根材３３、３３、３３が
、各桟材４１の上面側で三重構造を形成する。桟材４１側から１層目の第２屋根材３３は
、その固定位置（固定具２１）よりも軒側に亘って２層目の第２屋根材３３により覆われ
る。２層目の第２屋根材３３は、１層目の第２屋根材３３が有する棟側端部よりも棟側で
固定具２１により桟材４１に固定される。２層目の第２屋根材３３は、その固定位置より
も棟側に位置する桟材４１の上面側で１層目となる。２層目の第２屋根材３３は、その固
定位置（固定具２１）よりも軒側に亘って３層目の第２屋根材３３により覆われる。３層
目の第２屋根材３３は、２層目の第２屋根材３３の棟側端部よりも棟側で固定具２１によ
り桟材４１に固定される。３層目の第２屋根材３３は、その固定位置よりも棟側に位置す
る桟材４１の上面側で２層目となる。このように第１断熱体１１の上面側では、複数の第
２屋根材３３が軒棟方向に沿って積載されるようになっている。
【００５８】
　図１のように、屋根材３が、第１屋根材３１と、第３屋根材３２と、第２屋根材３３と
を備えると、断熱体１の上面側に配置された複数の屋根材３は、少なくとも二重構造を有
することとなる。これにより、例えば、施工時に屋根材３にかけられる施工者の体重のよ
うな外部荷重に対する耐久性を従来より向上させることができる。
【００５９】
　上記では第１屋根材３１としてスターター屋根材を例示したが、第１屋根材３１、第３
屋根材３２、及び第２屋根材３３は、それぞれ同じ構成を含む屋根材３であってもよい。
施工時に、軒棟方向の配置間隔や形状に応じて、屋根材３を切断して、第１屋根材３１、
第３屋根材３２、及び第２屋根材３３をそれぞれ作製してもよい。また、屋根材３を切断
する必要が無ければ、屋根材３をそのまま、第１屋根材３１、第３屋根材３２、及び第２
屋根材３３として、断熱体１の上面側に配置するとよい。
【００６０】
　また、図１のように、断熱体１として第１断熱体１１と第２断熱体１２とを屋根下地９
の上側に配置する場合、軒棟方向における第２断熱体１２の長さ及び第３屋根材３２の固
定位置に基いて、桟材４１をそれぞれ配置するとよい。第２屋根材３３及び第３屋根材３
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２はそれぞれ軒棟方向に沿って、等間隔で固定具２１により固定される。また、第３屋根
材３２は、その軒側端部を第１屋根材３１の軒側端部に合わせて固定される。このように
第３屋根材３２の固定位置が決まると、第２屋根材３３の固定位置も決まる。第２屋根材
３３の固定位置が決まれば、軒棟方向における第２断熱体１２の長さに基づいて、最も軒
側に位置する桟材４１と支持板４２との距離を調節するとよい。桟材４１と支持板４２と
の距離を調節するにあたって、少なくとも第２屋根材３３が固定される位置に桟材４１が
配置されるように第１断熱体１１を適宜切断するとよい。
【００６１】
　図２は、図１のような断熱屋根構造のけらば側端部における断面図の一例を示す。本実
施形態に係る断熱屋根構造は、図２で示すように、屋根材３よりもけらば側に、けらば水
切り部材６とけらばカバー６３とを備える。また、野地板９１は、その配置面に沿って、
垂木材９２のけらば側端部から外部へ突出するように設けられている。また、野地板９１
のけらば側端部と垂木材９２のけらば側端部との間に化粧破風材９４が設けられている。
けらばカバー６３及びけらば水切り部材６は、軒棟方向に沿って、けらば側端部（切妻端
部）に配置されている。
【００６２】
　また、図１のように第１断熱体１１の上面と第２断熱体１２の上面とが面一である場合
、図２のように、第１断熱体１１及び第２断熱体１２は、断熱体１を構成している。断熱
体１は、垂木材９２が配置されている箇所では、垂木材９２の配置方向（軒棟方向）に沿
って、固定具２６により固定される。また、断熱体１は、垂木材９２が配置されていない
箇所では、軒棟方向と略直交する方向に沿って、固定具２６１により固定される。このよ
うに断熱体１を固定するにあたって、断熱体１を固定している固定具２６、２６１は、共
に略同一方向に沿って配置されていことが好ましい。具体的には、第１断熱体１１を固定
している固定具２６、２６１は、共に略同一方向に沿って配置されていることが好ましい
。また、第２断熱体１２を固定している固定具２６、２６１は、共に略同一方向に沿って
配置されていることが好ましい。
【００６３】
　上述の化粧破風材９４は板状の部材である。化粧鼻隠し材９３は、防水性を有すること
が好ましい。
【００６４】
　また、固定具２６１は、断熱体１を固定できる長さを有することが好ましい。固定具２
６１として、例えば、釘、ねじ又はビスが挙げられる。
【００６５】
　また、けらばカバー６３は、固定片６３１とカバー片６３２と防水片６３３とを備える
。このような固定片６３１と、カバー片６３２と、防水片６３３とは、一体となってけら
ばカバー６３を構成している。けらばカバー６３のカバー片６３２は、軒棟方向に沿って
断熱体１のけらば側面を外部に露出させなくしている。また、けらばカバー６３の固定片
６３１は、本実施形態に係る断熱屋根構造の化粧破風材９４側に向くように断熱体１のけ
らば側端部の上面側に配置されている。
【００６６】
　また、図１のように、第２断熱体１２が、第１断熱体１１の軒側に配置されている場合
、図２のようなけらばカバー６３の固定片６３１は、第２断熱体１２の配置箇所では、固
定具２０３により支持板４２に固定される。更に、けらばカバー６３の固定片６３１は、
第１断熱体１１の配置箇所では、固定具２０３により各桟材４１に固定される。
【００６７】
　けらばカバー６３の防水片６３３は、断熱屋根構造の化粧破風材９４側に向くように断
熱体１のけらば側端部の下側に配置されている。けらばカバー６３の防水片６３３は、図
２のように、屋根下地９の野地板９１から下側に離間するように設けられ得る。このよう
に、けらばカバー６３が防水片６３３を備えると、けらばカバー６３に吹き当たった雨風
による雨水がけらばカバー６３の表面に沿って垂れさがる。化粧破風材９４に当たって吹
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き上げられた雨風を防水片６３３で外側へ吹き返すと共に、上述の雨水を排水することと
なる。これにより、断熱体１に雨水が入りにくくなる。
【００６８】
　また、けらば水切り部材６は、水切り片６０１と、固定片６０２と、接続部６０３とを
備える。このような水切り片６０１と、固定片６０２と、接続部６０３とは、一体となっ
てけらば水切り部材６を構成する。また、水切り片６０１と固定片６０２とを接続するけ
らば水切り部材６の接続部６０３には、けらば溝が設けられている。これにより、けらば
水切り部材６は、上述のけらば溝にのぼり木８を内包するようになる。
【００６９】
　けらば水切り部材６を配置するにあたって、図１のように、第２断熱体１２が、第１断
熱体１１の軒側に配置されていると、図２のようなけらばカバー６３は、第１断熱体１１
及び第２断熱体１２のけらば側端部に沿って設けられる。また、のぼり木８は、軒棟方向
に沿って、第１断熱体１１及び第２断熱体１２の各々のけらば側端部の上側に固定具２３
で固定される。具体的には、のぼり木８は、第２断熱体１２の配置箇所では、固定具２３
により支持板４２に固定され、第１断熱体１１の配置箇所では、固定具２３により各桟材
４１に固定されている。また、けらば水切り部材６は、軒棟方向に沿って、第１断熱体１
１及び第２断熱体１２の各々のけらば側端部の上側に設けられる。けらば水切り部材６の
固定片６０２は、屋根材３及び第２断熱体１２の間と、屋根材３及び第１断熱体１１の間
とに配置されている。一方、けらば水切り部材６の水切り片６０１は、けらば側から固定
具２２によりのぼり木８に固定される。けらば水切り部材６を設ける場合、けらばカバー
６３は予め設けられる。これにより、のぼり木８を固定具２３で固定する際に、けらばカ
バー６３の固定片６３１は、のぼり木８と断熱体１との間に設けられる。このように第１
断熱体１１及び第２断熱体１２のけらば側端部に設けられたけらばカバー６３は、固定具
２０３に加えて、固定具２３にも固定されることとなる。上述のようにのぼり木８及びけ
らばカバー６３を固定する場合、屋根材３及び第１断熱体１１の間と、屋根材３及び第２
断熱体１２の間とに、それぞれ、複数の下葺材５２が配置されていることが好ましい。ま
た、複数の下葺材５２が、のぼり木８及びけらばカバー６３の固定片６３１の間と、のぼ
り木８の上面とに分けられて配置されていることが好ましい。
【００７０】
　けらば水切り部材６は、例えば、ロール成型や、プレス成型のような各種成型工程を経
て金属製板から得ることができる。
【００７１】
　けらばカバー６３は、例えば、ロール成型や、プレス成型のような各種成型工程を経て
金属製板から得ることができる。また、けらばカバー６３として、軒先カバー６２を用い
ることもできる。
【００７２】
　固定具２２は、けらば水切り部材６をのぼり木８に固定し、のぼり木８内に収まる長さ
を有することが好ましい。固定具２２として、例えば、釘、ねじ又はビスが挙げられる。
【００７３】
　固定具２３は、のぼり木８を支持板４２又は桟材４１に固定できる長さを有するとよい
。固定具２３として、例えば、釘、ねじ又はビスが挙げられる。
【００７４】
　軒先カバー６２を断熱体１のけらば側端部の下面側に配置させる場合、図３のように、
軒先カバー６２の防水片６２３は、野地板９１の下面と接触させて配置してもよい。この
ように防水片６２３を野地板９１の下面に接触させるには、防水片６２３の化粧鼻隠し材
９３側端部を野地板９１と化粧鼻隠し材９３との間に挟持させるとよい。また、図３では
示していないが、軒先カバー６２の固定片６２１及び軒先水切り部材６１の固定片６１２
は、図１のように、それぞれ固定具２０１、２０２で固定されている。
【００７５】
　図４は、図３のような断熱屋根構造のけらば側端部における断面図の一例を示す。本実
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施形態に係る断熱屋根構造では、図４のように、けらばカバー６３の防水片６３３は、野
地板９１の下面と接触させて配置してもよい。このようにけらばカバー６３を野地板９１
の下面に接触させるには、防水片６３３の化粧破風材９４側端部を野地板９１と化粧破風
材９４との間に挟持させるとよい。また、図４では示していないが、けらばカバー６３の
固定片６３１は、図２のように、固定具２０３で固定されている。
【００７６】
　また、図４のように第２断熱体１２が、第１断熱体１１のけらば側に配置されている場
合、第２断熱体１２は、垂木材９２の配置方向（軒棟方向）に沿って、固定具２６により
固定される。また、第２断熱体１２の下面側で垂木材９２が配置されていない箇所では、
第２断熱体１２は、軒棟方向と略直交する方向に沿って、固定具２６１により固定される
。このように第２断熱体１２を固定する固定具２６、２６１は、共に略同一方向に沿って
配置されていることが好ましい。固定具２６１は、第２断熱体１２を固定できる長さを有
することが好ましい。固定具２６１として、例えば、釘や、ねじや、ビスが挙げられる。
【００７７】
　図５は、図１及び３のような第２断熱体を本実施形態に係る断熱屋根構造の棟側端部に
設けた場合の断面図の一例を示す。図５のような第２断熱体１２は、第１断熱体１１の棟
側にも配置されている。第１断熱体１１は、軒棟方向に対して平行な１方向に沿って、垂
木材９２に固定具２６で固定されている。これにより、固定具２６は、各桟材４１を固定
すると共に、断熱材１１１も固定することとなる。また、第２断熱体１２は、軒棟方向に
対して平行な１方向に沿って、固定具２６により垂木材９２に固定されている。これによ
り、固定具２６は、支持板４２を固定すると共に、断熱材１２１も固定することとなる。
このように第１断熱体１１及び第２断熱体１２が、それぞれ軒棟方向に沿って固定具２６
で垂木材９２に固定される場合、縦溝４１２及び縦溝４２２は、軒棟方向に沿って互いに
連通していることが好ましい。
【００７８】
　第１断熱体１１及び第２断熱体１２を固定するにあたって、第２断熱体１２を固定する
固定具２６が、第１断熱体１１を固定する固定具２６の配置方向に沿って位置しているこ
とが好ましい。第２断熱体１２は垂木材９２に固定されていれば、固定具２６の数は、特
に限定されない。例えば、図５では、垂木材９２を配置している１方向に対して、２本の
固定具２６、２６で第２断熱体１２を固定している。また、断熱体１の下面側で垂木材９
２が配置されていない箇所では、図２及び図４のように、第２断熱体１２は、軒棟方向と
略直交する方向に沿って、固定具２６１により固定されるとよい。第１断熱体１１も、軒
棟方向と略直交する方向に沿って、固定具２６１により固定されるとよい。
【００７９】
　また、第２断熱体１２、１２は、その棟側端部で互いに向かい合い、軒棟方向の傾斜角
度に応じて離間されている。棟側で互いに向かい合う第２断熱体１２、１２の間には、封
止材７が充填されている。封止材７は下葺材５１により覆われている。
【００８０】
　このような封止材７として、例えば、ウレタン発泡材が挙げられる。
【００８１】
　棟側に配置された第２断熱体１２、１２の各々の上面側には、軒棟方向に長さが異なる
３種の第１屋根材３１、３１、３１が、軒側の第２屋根材３３と連続して棟側へ段階積載
されている。３種の第１屋根材３１、３１、３１は、それぞれ固定具２１により支持板４
２に固定されている。
【００８２】
　上述の３種の第１屋根材３１、３１、３１は、それぞれの配置位置に基いて、軒棟方向
に沿った長さを有しいることが好ましい。各第１屋根材３１は、施工現場で、屋根材３を
適宜切断して得ることができる。
【００８３】
　また、段階積載された３種の第１屋根材３１、３１、３１のうち、最も棟側に配置され
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た第１屋根材３１の上面側には軒棟方向と略直交する方向に沿って棟部材６４が設けられ
ている。棟部材６４の下側では、第１屋根材３１、３１が軒棟方向の傾斜角度に応じて互
いに向かい合って離間されている。けらば側から見て、軒側両端から軒棟方向に沿って配
置された複数の屋根材３は、断熱屋根構造の棟頂部で、棟部材６４により外観上一体とな
っている。また、棟部材６４は、その内側に笠木材８１、８１を内包している。笠木材８
１、８１の各々は、最も棟側に配置された第１屋根材３１の上面側に配置されている。各
笠木材８１は、固定具２４により第２断熱体１２の棟側端部に固定されている。各笠木材
８１を第２断熱体１２の棟側端部に固定する場合、固定具２４は、上述の３種の第１屋根
材３１、３１、３１を全て貫通していることが好ましい。これにより、棟側に配置された
３種の第１屋根材３１、３１、３１は、それぞれ固定具２１に加えて、固定具２４により
支持板４２に固定される。
【００８４】
　上述の固定具２４は、笠木材８１を固定した状態で固定具２４の先端が支持板４２の下
面側に位置する長さを有することが好ましい。固定具２４として、例えば、釘、ねじ又は
ビスが挙げられる。
【００８５】
　棟部材６４は、例えば、ロール成型や、プレス成型のような各種成型工程を経て金属製
板から得ることができる。
【００８６】
　また、棟部材６４の内壁面に沿って下葺材５１が設けられている。下葺材５１の一部は
、棟部材６４と笠木材８１との間に配置されている。
【００８７】
　下葺材５１は、下葺材５２と同じ材料から形成されてもよい。このような材料として、
例えば、防水シートが挙げられる。下葺材５１が防水シートである場合、下葺材５１は透
明性を有することが好ましい。下葺材５１が透明性防水シートであると、下葺材５１を設
けた後でも下葺材５１を透かして笠木材８１の位置を視認することができ、施工が容易に
なる。
【００８８】
　棟部材６４を固定するにあたって、棟部材６４は、各笠木材８１の軒側から固定具２５
により笠木材８１に固定されているとよい。
【００８９】
　固定具２５は、笠木材８１の軒側端部と固定具２４の固定位置とを結ぶ直線距離の長さ
よりも短いことが好ましい。固定具２５としては、例えば、釘や、ねじや、ビスが挙げら
れる。
【００９０】
　本実施形態では、第２断熱体１２の軒棟方向における長さを、例えば、屋根下地９の大
きさや傾斜角度や屋根材３の大きさをはじめとする形態に基いて変更することができる。
このように第２断熱体１２の軒棟方向における長さを変更する場合、例えば、図６のよう
な第２断熱体１２を配置することができる。このような第２断熱体１２を配置する場合、
軒棟方向に垂木材９２を配置している１方向に対して、１本の固定具２６で、第２断熱体
１２を固定することもできる。また、支持板４２の棟側端部と、第１断熱体の軒側端部と
が隣り合う位置に桟材４１が配置されてもよい。桟材４１が、支持板４２と隣り合って配
置さていると、第３屋根材３２は、第１断熱体１１の軒側端部に配置された桟材４１に固
定されることとなる。また、第３屋根材３２の固定位置よりも軒側では、屋根材３の三重
構造が形成されている。しかし、必ずしも、第１断熱材１１の軒側端部に配置された桟材
４１を支持板４２の棟側端部と隣り合うように配置させる必要はない。
【００９１】
　例えば、図７のように、第３屋根材３２の固定位置（固定具２１の位置）に基いて、第
２断熱体１２の軒棟方向における長さを設定することもできる。これにより、第３屋根材
３２を固定具２１で支持板４２に固定することとなる。
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【００９２】
　また、図８のように、第２断熱体１２の支持板４２は、第２断熱体と隣り合う、第１断
熱体１１の隣接端部（軒側端部）に凹入してもよい。桟材４１が、軒棟方向に沿って断熱
材１１１に設けられられている場合、第２断熱体１２の支持板４２は、桟材４１の各配置
位置に基いて、第２断熱体と隣り合う、第１断熱体１１の隣接端部（軒側端部）に凹入し
ているとよい。これにより、支持板４２に第３屋根材３２が固定される。また、このよう
に支持板４２が配置されていると、支持板４２が断熱材１２１だけでなく、第２断熱体１
２と隣り合う第１断熱体１１の隣接端部もまた覆うこととなる。本実施形態のような第２
断熱体１２では、断熱材１２１と支持板４２とを施工現場で一体に作製することが特に有
効である。例えば、第３屋根材３２の固定位置や桟材４１の配置位置をはじめとする施工
現場での加工精度に狂いが生じても、支持板４２の凹入箇所により、加工精度の狂いを可
能な限り低減させることができる。
【００９３】
　また、本実施形態に係る断熱屋根構造は、屋根材３の下面側に補助材１３を更に備える
。補助材１３は、第１断熱体１１よりも軒側に配置されている。このように補助材１３が
屋根材３の下面側に配置されている場合、補助材１３と屋根材３との間にも下葺材５２が
配置されているとよい。また、第２断熱体１２は、その一端が補助材１３と隣り合うよう
に配置されていることが好ましい。補助材１３は、固定具２６で屋根下地９に固定されて
いる。補助材１３が屋根下地９の上面側に設けられていると、補助材１３の位置に基いて
収まりよく第１断熱体１１及び第２断熱体１２を配置させやすくなる。これにより、断熱
屋根構造を施工する際、作業の煩雑性が軽減される。また、補助材１３を固定する固定具
２６は、第２断熱体１２を固定する固定具２６と、第１断熱体１１を固定する固定具２６
とで、軒棟方向に沿って配置されていることが好ましい。補助材１３として、例えば、木
材、金属材、樹脂材等を用いることができる。
【００９４】
　また、支持板４２の上面は、桟材４１の上面、第１断熱体１１の断熱材１１１の上面、
及び補助材１３の上面と面一であることが好ましい。なお、「面一」とは、支持板４２の
上面と、桟材４１の上面と、第１断熱体１１の断熱材１１１の上面と、補助材１３の上面
との間に段差がなく、あるいは段差が僅かであって実質的に段差がないとみなすことがで
きる度合を指す。上述のように屋根材３の下面側で断熱体１が面一になっていると、屋根
材３に外部荷重がかかっても、屋根材３が撓み破断する前に、屋根材３は断熱体１に支え
られる。これにより、施工者の体重をはじめとする外部荷重が屋根材３にかけられたとし
ても屋根材３を破損しにくくすることができる。
【００９５】
　また、図８のように、第２断熱体１２よりも軒側に補助材１３を配置させる場合、補助
材１３の軒側端部には、軒棟方向と略直交する方向に沿て、軒先水切り部材６１及び軒先
カバー６２を、上述と同じ手法で、設けることができる。これにより、補助材１３と、そ
の軒側端部に設けられた軒先水切り部材６１及び軒先カバー６２とにより、雨風が第２断
熱体１２に直接吹き当たることが無くなるので、断熱屋根構造の耐水性を高めることがで
きる。ここで、図８では示していないが、軒先カバー６２の固定片６２１及び軒先水切り
部材６１の固定片６１２は、図１のように、それぞれ固定具２０１、２０２で補助材１３
に固定されている。
【００９６】
　図９及び１０のような断熱屋根構造では、図６のように、軒棟方向に沿って垂木材９２
を配置している１方向に対して、１本の固定具２６で、第２断熱体１２を固定させること
もできる。
【００９７】
　また、図１１は、図６又は図８のような断熱屋根構造のけらば側端部における断面図の
一例を示す。本実施形態に係る断熱屋根構造では、図１１のように、軒棟方向に垂木材９
２を配置している１方向に対して、１本の固定具２６で、第２断熱体１２を固定すること
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もできる。
【００９８】
　また、図１２は、図６又は図８のような断熱屋根構造のけらば側端部における断面図の
他例を示す。本実施形態に係る断熱屋根構造では、図１２のように、第２断熱体１２及び
補助材１３をそれぞれ、軒棟方向と平行な方向に沿って固定具２６で固定することもでき
る。このような補助材１３は、第２断熱体１２のけらば側に設けられている。補助材１３
のけらば側端部には、軒棟方向と平行な方向に沿て、けらば水切り部材６及びけらばカバ
ー６３を、上述と同じ手法で、設けることができる。ここで、図１２では示していないが
、けらばカバー６３の固定片６３１は、図２のように、固定具２０３で補助材１３に固定
されている。また、けらばカバー６３のけらば溝に内包されるのぼり木８は固定具２３で
補助材１３に固定される。これにより、補助材１３と、そのけらば側端部に設けられたけ
らば水切り部材６及びけらばカバー６３とにより、雨風が第２断熱体１２に直接吹き当た
ることが無くなるので、断熱屋根構造の耐水性を高めることができる。
【００９９】
　また、本実施形態では、屋根下地９は垂木材９２と野地板９１とを備えることを例示し
たが、これに限定されない。例えば、屋根下地９は、既存屋根であってもよい。屋根下地
９が、既存屋根である場合、第１断熱体１１及び第２断熱体１２をそれぞれ既存屋根の上
側に配置させることが好ましい。また、第１断熱体１１及び第２断熱体１２をそれぞれ直
接既存屋根に配置させることも好ましい。また、第１断熱体１１と既存屋根との間及び第
２断熱体１２と既存屋根との間の各々に、下葺材を配置することも好ましい。
【０１００】
　また、補助材１３を既存屋根に配置させる場合でも、同様に、補助材１３を既存屋根に
直接配置させることが好ましく、補助材１３と既存屋根との間にも下葺材を配置すること
が好ましい。
【０１０１】
　上述の下葺材は、下葺材５２と同じ材料から形成されてもよい。このような材料として
、例えば、防水シートが挙げられる。下葺材が防水シートである場合、下葺材は透明性を
有することが好ましい。下葺材が透明性防水シートであると、下葺材を設けた後でも下葺
材を透かして、例えば、第１断熱体１１や第２断熱体１２や補助材１３のような部材の各
々の固定位置を視認することができ、施工が容易になる。
【０１０２】
　第１断熱体１１及び第２断熱体１２を既存屋根の上側に配置させる場合、既存屋根の下
地材を構成する垂木や桟木の配置位置に基づいて、固定具２６により第１断熱体１１及び
第２断熱体１２をそれぞれ既存屋根の下地材に固定させるとよい。また、補助材１３も、
既存屋根の下地材の配置位置に基づいて、固定具２６で既存屋根に固定することができる
。なお、屋根下地９が、既存屋根である場合、固定具２６の長さは、特に限定されず、既
存屋根に設けられた下地材の配置位置に応じて適宜変更してもよい。
【０１０３】
　また、本実施形態に係る断熱屋根構造では、第１断熱体１１及び第２断熱体１２の底部
断面形状が、それぞれ平面となるように例示しているが、これに限定されない。例えば、
第１断熱体１１及び第２断熱体１２の底部断面形状を、それぞれ、既存屋根の外形状に応
じて適宜調節することもできる。具体的には、既存屋根の外形状に基いて第１断熱体１１
及び第２断熱体１２の底部断面形状を、それぞれ波形状にすることができる。
【０１０４】
　上述のように、本実施形態に係る断熱屋根構造を既存屋根の上側に配置すると、第１断
熱体１１や第２断熱体１２や補助材１３をそれぞれ固定するための桟木、野地板、垂木を
はじめとする敷材を更に既存屋根の上側に設ける必要性を無くすことができる。また、屋
根の改装時に出る廃材を減らすだけでなく、既存屋根の形態で得られる屋内換気機構のよ
うな作用効果と、本実施形態で得られる効果と、を兼ね備えた断熱屋根構造を得ることが
できる。
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【符号の説明】
【０１０５】
　１　　　断熱体
　１１　　第１断熱体
　１１１　断熱材
　１２　　第２断熱体
　１２１　断熱材
　２１　　固定具
　３　　　屋根材
　４１　　桟材
　４２　　支持板

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】



(18) JP 6475433 B2 2019.2.27

【図１１】 【図１２】



(19) JP 6475433 B2 2019.2.27

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100167830
            弁理士　仲石　晴樹
(74)代理人  100162248
            弁理士　木村　豊
(72)発明者  藤戸　正美
            大阪市中央区城見一丁目２番２７号　ケイミュー株式会社内
(72)発明者  西田　俊文
            大阪市中央区城見一丁目２番２７号　ケイミュー株式会社内
(72)発明者  三ツ井　雅文
            大阪市中央区城見一丁目２番２７号　ケイミュー株式会社内
(72)発明者  坂東　薫
            大阪市中央区城見一丁目２番２７号　ケイミュー株式会社内

    審査官  前田　敏行

(56)参考文献  特開平０９－２７３２７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－３１０４５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３３９５２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              登録実用新案第３００４０４１（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０４Ｄ　　１２／００　　　　
              Ｅ０４Ｄ　　１／２８
              Ｅ０４Ｄ　　３／００、３／３５


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

