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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】主に、屋根延長部材を屋根とは異なる勾配にす
る方法を提供する。
【解決手段】下り勾配に傾斜された屋根４の軒部５にお
ける、玄関２の上側に位置する部分に、屋根延長部材６
を取付けて成る玄関ポーチ３に関する。屋根延長部材６
は、屋根４よりも緩い勾配を有して屋根４の軒部５に接
続されている。屋根４の軒部５と屋根延長部材６との接
続部分は、上面側が突当状態とされ、下面側が離間状態
とされると共に、下面側の離間部分は、防火被覆材３３
で覆われている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
  下り勾配に傾斜された屋根の軒部における、玄関の上側に位置する部分に、屋根延長部
材を取付けて成る玄関ポーチであって、
  前記屋根延長部材は、前記屋根よりも緩い勾配を有して前記屋根の前記軒部に接続され
ており、
  前記屋根の前記軒部と前記屋根延長部材との接続部分は、上面側が突当状態とされ、下
面側が離間状態とされると共に、下面側の離間部分は、防火被覆材で覆われていることを
特徴とする玄関ポーチ。
【請求項２】
　請求項１に記載の玄関ポーチであって、
  前記屋根延長部材の軒先側の端部には、換気口を有する鼻先鋼板が取付けられているこ
とを特徴とする玄関ポーチ。
【請求項３】
　請求項２に記載の玄関ポーチであって、
  前記屋根延長部材の軒先側の端部近傍には、ポーチ柱の上端部を取付けるための柱受部
が設けられており、
  該柱受部の位置には、通気隙間が形成されていることを特徴とする玄関ポーチ。
【請求項４】
　請求項２または請求項３に記載の玄関ポーチであって、
  前記屋根の軒部と前記屋根延長部材との前記接続部分の下部には、通気隙間が形成され
ていることを特徴とする玄関ポーチ。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の玄関ポーチであって、
  前記屋根延長部材の下面には、軒天井材が取付けられており、
  該軒天井材は、ポーチ柱の柱本体を通すが、該ポーチ柱の外周に取付けられた柱カバー
は通さない大きさの開口部を有していることを特徴とする玄関ポーチ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、玄関ポーチに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　住宅などの建物には、軒のない屋根ユニットに対して、パネル状をした軒部材を取付け
ることで、屋根の軒部分を形成するようにしたものが知られている（例えば、特許文献１
参照）。この建物では、軒部材を撤去して屋根付きの部屋ユニットに交換することで、容
易に部屋ユニットの増築を行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平５－３０２３９２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、上記特許文献１に記載された建物では、着脱可能なパネル状の軒部材を
用いるものであるが、この軒部材は、屋根と同じ勾配の軒部分をパネルによって形成する
だけのものであった。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記した問題点の改善に寄与することを主な目的としている。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　上記課題に対して、本発明は、
  下り勾配に傾斜された屋根の軒部における、玄関の上側に位置する部分に、屋根延長部
材を取付けて成る玄関ポーチであって、
  前記屋根延長部材は、前記屋根よりも緩い勾配を有して前記屋根の前記軒部に接続され
ており、
  前記屋根の前記軒部と前記屋根延長部材との接続部分は、上面側が突当状態とされ、下
面側が離間状態とされると共に、下面側の離間部分は、防火被覆材で覆われていることを
特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、上記構成によって、屋根延長部材を屋根とは異なる勾配に設置するこ
となどができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施例にかかる建物の玄関ポーチの斜視図である。
【図２】図１のポーチ屋根を下側から見た斜視図である。
【図３】図１のポーチ屋根を側方から見た縦断面図である。
【図４】図３の接続部分の部分拡大図である。
【図５】図３の屋根延長部材の軒先側の端部近傍の部分拡大図である。
【図６】図３の屋根延長部材を構成する枠部の斜視図（上下反転図）である。
【図７】屋根延長部材に柱受部を設けるための横梁（軒先梁）の分解斜視図である。
【図８】図７の横梁（軒先梁）に取付ボルトを設置する状態を示す分解斜視図である。
【図９】図８の横梁（軒先梁）の端部を拡大した、柱受部を取付ける状態を示す分解斜視
図（上下反転図）である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　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９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】
【００１０】
　＜構成＞以下、構成について説明する。
【００１１】
　図１に示すように、住宅などの建物１には、玄関２の部分（玄関部分）に玄関ポーチ３
が設けられている。このような玄関ポーチ３には、下り勾配に傾斜された屋根４の軒部５
における、玄関２の上側に位置する部分に、屋根延長部材６（図２）を取付けて構成され
たものが存在している。
【００１２】
　ここで、建物１には、例えば、平屋建てや２階建て以上のものが存在しているが、この
実施例では、建物１を、平屋建てとしている。この建物１は、建物本体７と、建物本体７
の上部に設置された屋根４とを有している。
【００１３】
　玄関２は、人が出入するために建物本体７に設けられる開口部分であり、この開口部分
には玄関ドア２ａが設けられる。玄関部分は、玄関ドア２ａおよびその周辺部分のことで
ある。
【００１４】
　玄関ポーチ３は、玄関ドア２ａおよびその周辺部分の上側に設けられるポーチ屋根８と
、玄関ドア２ａおよびその周辺部分の下側に設けられるポーチ床９とを有するものとされ
る。ポーチ屋根８は、屋根４の軒部５の一部と屋根延長部材６とで構成される。ポーチ床
９は、地面よりも高くなるように形成される。ポーチ屋根８は、ポーチ柱１１によってポ
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ーチ床９に支持される。
【００１５】
　図３（または図４の拡大図）に示すように、屋根４は、屋内側（軒元側）から屋外側（
軒先側）へ向けて下り勾配に傾斜するように延びる垂木１２と、垂木１２の上部に設けら
れる屋根材１３とで構成される。垂木１２の先端部分には、鼻隠し材などの横梁１４が取
付けられる。屋根材１３には、野地板１５や防水シート１６や屋根仕上材などの面材が用
いられる。屋根仕上材は、野地板１５や防水シート１６の上に敷設される。
【００１６】
　軒部５は、屋根４における建物本体７の外壁部１７の位置よりも外方へ張出された部分
である。軒部５では、垂木１２の下部に軒天井材１８などの面材が取付けられる。屋根４
は、工場で予め軒天井材１８を取付けた状態に組み立てられて、建築現場で建物本体７の
上に設置することができる。
【００１７】
　図３（または図５の拡大図）に示すように、屋根延長部材６は、（ポーチ床９の上側に
おける）軒部５では覆うことができない玄関ドア２ａの開閉領域およびその周辺部分を覆
うために、軒部５の先端に対して、軒部５を部分的に延長するように継ぎ足されるパネル
状の部材である。屋根延長部材６は、予め工場で製造されて、建築現場で屋根４の軒部５
の先端に接続される。
【００１８】
　この屋根延長部材６は、一対の側枠部２１と、一対の端枠部２２，２３とで組まれた平
面視ほぼ矩形状の枠部２４（図６）を有している。この枠部２４の上面には、屋根材２５
が取付けられ、枠部２４の下面には、軒天井材２６などの面材が取付けられる。
【００１９】
　枠部２４は、一対の側枠部２１が垂木とされ、一対の端枠部２２，２３は、それぞれ鼻
隠し材および軒元梁とされる。
【００２０】
　屋根材２５には、野地板２７や防水シート２８や屋根仕上材などの面材が用いられる。
屋根仕上材は、野地板２７や防水シート２８の上に敷設される。
【００２１】
　軒天井材２６は、建築現場での軒部５の先端への屋根延長部材６の接続後に、屋根延長
部材６の下面に対して取付けられる。
【００２２】
　屋根延長部材６のより詳細な構造については後述する。
【００２３】
　そして、上記のような構成に対し、この実施例は、以下のような構成を備えることがで
きる。
【００２４】
　（１）図４に示すように、屋根延長部材６は、屋根４よりも緩い勾配を有して屋根４の
軒部５に接続される。
  屋根４の軒部５と屋根延長部材６との接続部分３１は、上面側が突当状態とされ、下面
側が離間状態とされている。下面側の離間部分３１ａは、防火被覆材３３で覆われるよう
にしている。
【００２５】
　ここで、屋根延長部材６の勾配は、屋根４の勾配よりも緩くなっていれば良い。勾配は
、水平寸法１０寸に対する立ち上がり寸法で表わされる。この実施例では、例えば、屋根
４は、５．５寸勾配などとされ、屋根延長部材６は、３．５寸勾配などとされている。但
し、屋根４や屋根延長部材６の勾配はこれに限るものではない。
【００２６】
　屋根４の軒部５に接続されるとは、屋根延長部材６と屋根４の軒部５の互いに近接する
端面どうしが連結されて、屋根４と屋根延長部材６とが連続するように一体化されること
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である。
【００２７】
　接続部分３１は、屋根４の軒部５と屋根延長部材６との互いに近接する端面（横梁１４
（鼻隠し材）および端枠部２３（軒元梁））どうしの連結部分およびその周辺（特に、上
下面）のことである。両者の端面どうしの連結には、ネジや釘やボルトなどの固定具３４
が用いられる。この固定具３４は、軒部５と屋根延長部材６との間に無用の隙間ができな
いように、屋根延長部材６を軒部５の側へ引き寄せるために取付けられる。固定具３４は
、屋根延長部材６の側から軒部５の側へほぼ横（斜め上方向）へ向けて取付けられる。
【００２８】
　更に、屋根４の軒部５と屋根延長部材６とは、上面側が、つなぎプレート３５を用いて
固定される。つなぎプレート３５は、屋根４および屋根延長部材６の野地板１５，２７の
上面間に設置される。つなぎプレート３５は、金属製の固定金具とされる。つなぎプレー
ト３５は、屋根４の軒部５と屋根延長部材６との屈曲角度と同じ角度に屈曲されている。
つなぎプレート３５は、接続部分３１に沿い間隔を有して複数設けられる。つなぎプレー
ト３５は、ネジや釘などの固定部材３６によって上側からほぼ下へ向けて固定される。つ
なぎプレート３５は、防水シート１６，２８によって上側から覆い隠される。
【００２９】
　そして、屋根４の軒部５と屋根延長部材６とは、下面側が、軒裏接合プレート３７を用
いて固定される。軒裏接合プレート３７は、屋根４の軒部５および屋根延長部材６の互い
に近接する端面を構成する横梁１４（鼻隠し材）および端枠部２３（軒元梁）の下部間に
設置される。軒裏接合プレート３７は、金属製の固定金具とされる。軒裏接合プレート３
７は、屋根４の軒部５と屋根延長部材６との屈曲角度と同じ角度に屈曲されている。軒裏
接合プレート３７は、接続部分３１に沿い間隔を有して複数設けられる。軒裏接合プレー
ト３７は、ネジや釘などの固定部材３８によって下側からほぼ上へ向けて固定される。
【００３０】
　この際、軒裏接合プレート３７の先端部（軒先側の端部）には、ほぼ上方へ向けて屈曲
された係止部３７ａを設けても良い。この係止部３７ａは、屋根延長部材６の仮保持部と
なるものである。
【００３１】
　即ち、屋根４の軒部５に対して軒裏接合プレート３７を先に取付けておくことで、屋根
４の軒部５に屋根延長部材６を取付ける際に、軒裏接合プレート３７の上に屋根延長部材
６の軒元梁を乗せたときに、係止部３７ａが端枠部２３（軒元梁）を係止する。これによ
り、屋根延長部材６を、固定具３４やつなぎプレート３５によって屋根４の軒部５に容易
に取付けることができる。
【００３２】
　そして、屋根４の軒部５と屋根延長部材６との接続部分３１は、両者の勾配の違いによ
り、上面側がほぼ突当状態となり、下面側が離間状態となるが、これによって、屋根延長
部材６と屋根４との上面間に、側方から見て鈍角状となる屈曲部３１ｂが形成されると共
に、屋根４の軒部５と屋根延長部材６との互いに対向する端面間には、鋭角状の隙間３１
ｃが形成される。
【００３３】
　そこで、この鋭角状の隙間３１ｃに、スペーサとして、ほぼ三角断面の角度規定部材３
９を介在させるようにする。三角断面の角度規定部材３９を介在させることにより、屋根
４に対して屋根延長部材６を容易に正確な角度に設置することが可能になる。角度規定部
材３９は、概略形状がほぼ三角断面となっていれば、角部などが若干欠けていても良い。
三角断面の角度規定部材３９は、例えば、屋根４の軒部５の端面に対して予め固定してお
くのが好ましい。なお、屋根延長部材６の取付けの際には、三角断面の角度規定部材３９
に加えて、現地勾配調整用治具などを適宜用いるようにする。
【００３４】
　三角断面の角度規定部材３９は、屋根４の軒部５の端面に当接固定される第一の面と、
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屋根延長部材６の端面に当接固定される第二の面と、これらの面の下側に位置する第三の
面との３つの面を有するものとされる。第一の面と第二の面とによって三角断面の角度規
定部材３９の上側に鋭角の角部が形成される。この角部は、屋根４と屋根延長部材６との
上面間に形成される屈曲部３１ｂの補角とされる。
【００３５】
　防火被覆材３３は、接続部分３１の下面側に形成される離間部分３１ａを塞ぐように、
接続部分３１の下面側の軒天井材１８，２６の対向する縁部間に取付けられる。防火被覆
材３３は、離間部分３１ａから屋根４や屋根延長部材６の内部に火気が入り込むのを防止
するためのファイヤーストップとして機能する。防火被覆材３３は、例えば、ガルバリウ
ム鋼板（登録商標）などの耐火性を有する金属板などで構成することができる。防火被覆
材３３は、接続部分３１または軒部５に沿って横へ連続的に延ばされる。
【００３６】
　また、防火被覆材３３の下側には、防火被覆材３３を覆い隠すように、軒天見切材４１
を取付けても良い。軒天見切材４１は、接続部分３１の下側の見栄えを整えるために設け
られる。軒天見切材４１は、例えば、アクリル鋼板などの加飾性を有する金属板などで構
成することができる。軒天見切材４１は、接続部分３１または軒部５に沿って横へ連続的
に延ばされる。
【００３７】
　防火被覆材３３および軒天見切材４１は、ビスなどの固定部材４２によって下側から上
へ向けて取付けられている。
【００３８】
　（２）図５に示すように、屋根延長部材６の軒先側の端部には、換気口５１を有する鼻
先鋼板５２が取付けられても良い。
【００３９】
　屋根延長部材６の軒先側の端部は、鼻隠し材などの端枠部２２とされる。この端枠部２
２は、上端部を野地板２７に当接配置すると共に、下端部を軒天井材２６（の上面）に達
しない長さにすることで、端枠部２２の下端と軒天井材２６との間に通気部５３を形成し
て、屋根延長部材６の内部へ屋外の空気５４を取り込めるようにしても良い。
【００４０】
　この通気部５３の手前側（軒先側）には、雨水などの水切りを行うと共に、通気部５３
への雨水の入り込みを防止するための鼻先水切５５などを、通気部５３の入口から離して
取付けても良い。鼻先水切５５は、通気経路を確保するように、通気部５３とほぼ同じか
それよりも下側へ延びて通気部５３を外側から覆い隠す部分を主に有している。鼻先水切
５５は、端枠部２２の下面に下側から当接された状態で皿木ネジなどの固定部材５６を用
いて下側からほぼ上方へ向けて取付けられる。
【００４１】
　そして、この通気部５３の奥側には、屋根延長部材６の内部への雨水などの入り込みを
防止するための、防水堰板５７などを設けても良い。この防水堰板５７は、通気経路を確
保するように、軒天井材２６の上面の位置から端枠部２２とほぼ平行な状態で野地板２７
に達しない高さでほぼ上方へ延びるものなどとされる。防水堰板５７は、端枠部２２の裏
側（軒元側）に、端枠部２２に対し通気部５３の高さとほぼ同程度の間隔を有して設置さ
れる。防水堰板５７はランバ材などの防水木桟５８を用いて軒天井材２６の上面に取付け
られる。
【００４２】
　そして、鼻先鋼板５２は、ポーチ屋根８の先端部を雨水などから保護するために、屋根
延長部材６の軒先側の端部に設けられる。鼻先鋼板５２は、フッ素樹脂鋼板などの防火性
を有する金属板などで構成することができる。鼻先鋼板５２は、ポーチ屋根８の先端部に
沿って横へ連続的に延ばされる。鼻先鋼板５２は、軒天井材２６の下面にネジなどの固定
部材５９を用いて下側からほぼ上へ向けて取付けられる。
【００４３】
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　より具体的には、屋根延長部材６の端枠部２２（鼻隠し材）の軒先側には、側方から見
た断面形状がほぼ直角三角形状をした鼻先木桟６１が取付けられる。この鼻先木桟６１は
、屋根延長部材６の軒先側の端部に垂直面を設けるなどのためのものである。鼻先木桟６
１は、屋根延長部材６を屋根４に設置したときに、斜面が垂直方向へ向くように取付けら
れる。
【００４４】
　そして、鼻先鋼板５２は、屋根延長部材６の軒先側の端面を覆う側面部６２と、側面部
６２の下端部から屋根延長部材６の軒天井材２６とほぼ平行な方向へ屈曲されて軒天井材
１８，２６の下面に達するまで延びる底面部６３とを有する側面視ほぼＬ字状のものとさ
れる。
【００４５】
　鼻先鋼板５２の側面部６２は、上部に端枠部２２（鼻隠し材）の面に沿った傾斜面６２
ａを有すると共に、その下部に鼻先木桟６１に沿った垂直面６２ｂを形成するように途中
で垂直下方へ向けて屈曲されている。側面部６２の下部は、鼻先木桟６１よりも下方へ延
びる延長部６２ｃとされて、端枠部２２（鼻隠し材）および鼻先木桟６１の下側に、空間
を形成するようになっている。この空間は、延長部６２ｃと底面部６３とで囲われたもの
となる。なお、鼻先水切５５は、この空間内に、延長部６２ｃや底面部６３と接触しない
ように設置される。
【００４６】
　換気口５１は、鼻先鋼板５２の下側の空間の位置に形成される。この実施例では、側面
部６２の鼻先木桟６１よりも下方へ延ばされた延長部６２ｃにおける、鼻先水切５５の手
前側に位置する部分に、空間内へ向かって奥に凹む凹部６２ｄを形成し、この凹部６２ｄ
に複数の穴部やスリット部などを適宜設けることで換気口５１を形成している。これによ
り、鼻先水切５５は、換気口５１と通気部５３との間に上下に横切るように位置してラビ
リンス状のシールを形成する。
【００４７】
　なお、屋根延長部材６の軒先側の鼻先鋼板５２で覆われた鼻先木桟６１および端枠部２
２（鼻隠し材）の部分には、ブラケット６５を介して軒樋６６が取付けられる。
【００４８】
　（３）図５に示すように、屋根延長部材６の軒先側の端部近傍には、ポーチ柱１１の上
端部を取付けるための柱受部７１が設けられても良い。
  柱受部７１の位置には、通気隙間７２が形成されても良い。
【００４９】
　ここで、柱受部７１は、屋根延長部材６の内部における、軒先側のポーチ柱１１を取付
ける軒先側の端部近傍の位置（防水堰板５７や防水木桟５８よりも軒元側）に設けられる
。柱受部７１は、屋根４の軒部５に対して傾斜状態に設置された屋根延長部材６に対し、
野地板２７の下面からほぼ垂直下方へ向くように取付けられた横梁７３（軒先梁）の下端
部に、部分的に設置される。
【００５０】
　横梁７３（軒先梁）は、野地板２７の下面に取付けられた側面視ほぼ直角三角形状の断
面を有する取付部材７４の下側に取付けられる。取付部材７４は、上面（斜面）が屋根延
長部材６と同じ勾配になっており、横梁７３（軒先梁）は、取付部材７４のほぼ水平とな
る面（下面）に取付けられる。取付部材７４および横梁７３（軒先梁）は、屋根延長部材
６の幅方向へほぼ連続的に延ばされる（図６）。
【００５１】
　柱受部７１は、側面視ほぼ直角三角形状の断面を有する部材で形成され、屋根延長部材
６と同じ勾配の上面や、ほぼ水平な下面を有している。
ほぼ水平な下面は、ポーチ柱１１（の柱本体９１）の上端部とほぼ同じ大きさを有してい
る。この水平な下面にポーチ柱１１の上端部が、取付ボルト７５およびナットなどによっ
て締結固定される。
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【００５２】
　即ち、図６に示すように、屋根延長部材６の枠部２４の内部には、側枠部２１と平行な
垂木７６～７８が横方向（屋根延長部材６の幅方向）に間隔を有して複数本設置されてい
る。
【００５３】
　そして、枠部２４の内部の複数本の垂木７６～７８の間に亘るように横梁７３（軒先梁
）が設置される。横梁７３（軒先梁）と交差する垂木７７，７８は、軒先側と軒元側に分
割される。横梁７３（軒先梁）の両端部は、側枠部２１に隣接する垂木７６（内垂木）に
固定される。
【００５４】
　柱受部７１は、横梁７３（軒先梁）の両端部またはその近傍の下面に固定部材７９で固
定される。
【００５５】
　更に、上記したように、柱受部７１には、ポーチ柱１１の上端部を取付けるための取付
ボルト７５が設置される。この取付ボルト７５は、柱受部７１から軒天井材２６の下へ突
出する長さでほぼ真下へ延ばされる。
【００５６】
　この際、図７～図９に示すように、横梁７３（軒先梁）は、二枚の梁材７３ａ，７３ｂ
を、間にスペーサ７３ｃを介して貼り合わせたものとされる。取付ボルト７５は、スペー
サ７３ｃに設けた穴に挿通配置される。柱受部７１は、取付ボルト７５を設置した横梁７
３（軒先梁）に、取付ボルト７５を貫通させた状態で取付けられる。
【００５７】
　通気隙間７２は、屋根延長部材６の内部に通気性を確保するための隙間のことである。
通気隙間７２を確保するために、横梁７３（軒先梁）の下端を、軒天井材２６（の上面）
に達しない長さにする。なお、野地板２７と軒天井材２６との間隔は、側枠部２１の高さ
によって規定される。よって、横梁７３（軒先梁）および端枠部２２，２３は、枠部２４
よりも高さが通気隙間７２や通気部５３などの分だけ低くなるように形成される。
【００５８】
　この際、横梁７３（軒先梁）の下端は、軒天井材１８，２６と平行な面にするのが好ま
しい。これにより、横梁７３（軒先梁）の下端と軒天井材２６との間に一定間隔の通気隙
間７２が形成される。
【００５９】
　（４）図４に示すように、屋根４の軒部５と屋根延長部材６との接続部分３１の下部に
は、通気隙間８１が形成されても良い。
【００６０】
　ここで、通気隙間８１は、接続部分３１の下側の位置に通気性を確保するための隙間の
ことである。接続部分３１に屋根延長部材６の内部から屋根４の内部への通気隙間８１を
確保するために、屋根４および屋根延長部材６の互いに近接する端面（横梁１４（鼻隠し
材）および端枠部２３（軒元梁））の下端を、それぞれ軒天井材１８，２６（の上面）に
達しない長さにする。なお、野地板１５，２７と軒天井材１８，２６との間隔は、それぞ
れ垂木１２や側枠部２１の高さによって規定される。よって、横梁７３（軒先梁）および
端枠部２２（鼻隠し材）は、垂木１２や側枠部２１よりも高さが通気隙間８１の分だけ低
くなるように形成される。これにより、軒裏接合プレート３７と、防火被覆材３３および
軒天見切材４１との間に通気隙間８１が形成される。
【００６１】
　（５）図５に示すように、屋根延長部材６の下面には、軒天井材２６が取付けられてい
る。
  軒天井材２６は、ポーチ柱１１の柱本体９１を通すが、ポーチ柱１１の外周に取付けら
れた柱カバー９２は通さない大きさの開口部９３を有しても良い。
【００６２】
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　ここで、ポーチ柱１１は、柱本体９１と、柱本体９１の外側を覆う柱カバー９２とで構
成されている。柱本体９１と柱カバー９２は、それぞれほぼ矩形状などの断面を有してい
る。開口部９３は、軒天井材２６の軒先側におけるポーチ柱１１を取付ける位置に、柱受
部７１を内包するように設けられる。開口部９３は、ほぼ矩形状とされる。柱カバー９２
の上端部は、開口部９３を内包した状態で、軒天井材２６の下面と全周に亘ってほぼ接す
るように、軒先側へ向かって屋根延長部材６と同じ下り勾配の傾斜形状にカットされた傾
斜部とされる。
【００６３】
　＜作用効果＞この実施例によれば、以下のような効果を得ることができる。
【００６４】
　（作用効果 １）　玄関ポーチ３では、ポーチ屋根８が、玄関２から出入りする人を、
雨水や日差しから守るように機能する。この実施例の玄関ポーチ３の場合、ポーチ屋根８
は、下り勾配に傾斜された屋根４の軒部５における、玄関２の上側に位置する部分に、屋
根４よりも緩い勾配の屋根延長部材６を取付けるようにしている。これにより、屋根４と
は異なる勾配の屋根延長部材６を有する玄関ポーチ３を得ることができる。そのため、例
えば、下り勾配の屋根４は、勾配をより大きくすることができ、建物１は、屋根４の下に
より大きな小屋裏空間を確保できるようになる。また、屋根延長部材６は、勾配を緩くし
て玄関ドア２ａと干渉しないようにすることができ、玄関ドア２ａをスムーズに開閉でき
るようになる。よって、屋根４と屋根延長部材６の勾配を異ならせることで、平屋建ての
建物１の機能を高めたり、設計自由度を向上したりすることができる。
【００６５】
　この際、屋根延長部材６を、予め工場で製造することで、簡単に屋根４の軒部５に設置
して玄関ポーチ３を形成することができる。また、屋根４の軒部５と屋根延長部材６との
間に、三角断面の桟部材を（隙間なく）介在させても良い。これにより、三角断面の桟部
材によって、屋根４と屋根延長部材６との間に勾配の違いによって隙間が生じるのを防止
することができる。よって、屋根４の軒部５に対し、屋根４とは勾配の異なる屋根延長部
材６を、三角断面の桟部材を介して精度良く所望の角度に設置することができる。
【００６６】
　そして、屋根４の軒部５と屋根延長部材６とを異なる勾配にすることで、両者の接続部
分３１は、上面側が突当状態となり、下面側が離間状態となる。そこで、下面側の離間部
分３１ａを防火被覆材３３で覆うようにしても良い。これにより、接続部分３１の下面側
の離間部分３１ａに対し、防火被覆材３３によって離間部分３１ａを塞いで防火性能を与
えることができる。
【００６７】
　（作用効果 ２）屋根延長部材６の軒先側の端部には、換気口５１を有する鼻先鋼板５
２が取付けられても良い。これにより、屋根延長部材６の軒先側の端部から鼻先鋼板５２
の換気口５１を通して屋根延長部材６内に換気用の空気５４を取り込むことができる。
【００６８】
　（作用効果 ３）玄関ポーチ３は、屋根延長部材６の軒先側に、ポーチ柱１１の上端部
を取付けるための柱受部７１を設けても良い。これにより、屋根延長部材６の軒先側の位
置に、柱受部７１を用いて、ポーチ柱１１を容易に設置することができる。
【００６９】
　柱受部７１の位置に通気隙間７２を形成しても良い。これにより、通気隙間７２を通し
て屋根延長部材６の軒先側に通気性を確保することができる。
【００７０】
　（作用効果 ４）玄関ポーチ３は、屋根４の軒部５と屋根延長部材６との接続部分３１
の下部に通気隙間８１を形成しても良い。これにより、通気隙間８１を通して屋根４の軒
部５と屋根延長部材６との接続部分３１の間に通気性を確保することができる。
【００７１】
　（作用効果 ５）玄関ポーチ３では、屋根延長部材６の下面に軒天井材２６が取付けて
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下面を見栄え良く仕上げることができる。
【００７２】
　軒天井材２６は、ポーチ柱１１の柱本体９１を通すが、ポーチ柱１１の柱カバー９２は
通さない大きさの開口部９３を有しても良い。これにより、開口部９３を通して柱本体９
１を軒天井材２６の上側へ挿入配置すると共に、開口部９３を柱カバー９２で塞ぐことが
できる。以て、軒天井材２６に対し、開口部９３が外部から見えないようにして、ポーチ
柱１１を見栄え良く設置することができる。なお、開口部９３を通った柱本体９１の上端
部は、開口部９３の位置に設置された柱受部７１に取付けられる。また、柱カバー９２の
上端部は、屋根延長部材６の勾配とほぼ同じ角度に形成される。
【符号の説明】
【００７３】
　２　　　玄関
　３　　　玄関ポーチ
　４　　　屋根
　５　　　軒部
　６　　　屋根延長部材
　１１　　ポーチ柱
　１８　　軒天井材
　２６　　軒天井材
　３１　　接続部分
　３１ａ　離間部分
　３３　　防火被覆材
　５１　　換気口
　５２　　鼻先鋼板
　７１　　柱受部
　７２　　通気隙間
　８１　　通気隙間
　９１　　柱本体
　９２　　柱カバー
　９３　　開口部
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