
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  棟の頂部にまたがらせて配置してその上
に棟部材を載置するための台材において、前記棟に直接
にあるいはシール材を介して接触した状態でまたがって
延在し、前記棟の頂部に対応する部分を屈曲させた中央
平坦部と、前記平坦部の両側に上方に突出した角筒状の
突出部をそれぞれ設けると共に、前記突出部の上部に通
気孔を設け、前記突出部の両側面下端に排水孔を設けた
ことを特徴とする棟部材用台材。
【請求項２】  請求項１に記載の棟部材用台材におい
て、前記平坦部が前記棟の頂部の両側に上方に延在する
対の側面と、これら側面にまたがって延在する板状部材
とを具え、当該対の側面の上部にそれぞれ通気孔を設け
たことを特徴とする棟部材用台材。
【請求項３】  請求項２に記載の棟部材用台材におい

て、前記板状部材の両端が前記対の側面より屋根の軒先
側にせり出していることを特徴とする棟部材用台材。
【請求項４】  ふき詰めの屋根と家屋の壁面との境目に
配置する棟部材用台材であって、請求項１に記載の棟部
材用台材を短手方向における中央で切断したものと同一
の形状を有する部材と、前記家屋の壁面に当接して上方
に延在する面とを具えることを特徴とする棟部材用台
材。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は棟部材用台材に関
し、特に、棟包みや雨押さえと呼ばれる箇所にまたがら
せて配置してその上に棟部材を載置するための棟部材用
台材（以下、単に台材とも呼ぶ）に関する。本明細書に
おいて、棟部材とは瓦屋根の頂部に配設する冠瓦などの
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棟瓦や、スレート屋根等の頂部に用いる冠や伏せと呼ば
れる部材のことを言う。又、屋根材とは平板瓦や屋根ス
レートといった屋根の表面に葺く部材を包含するものと
する。
【０００２】
【従来の技術】家屋の施工においては、特に屋根の頂部
である棟に雨水が侵入しないように構成することが要求
されている。又、棟は家屋の頂部にあたるため、丈夫な
棟構造を損なうことなく可能な限り軽量に構成すること
が望まれている。図８は従来の、モルタルや棟土を使わ
ずに施工される棟の構成を示す断面図である。図８に示
す従来の棟は、木製の板材１０１を屋根頂部の屋根材１
０３の上に配置し、その上に棟部材１１０を載置して固
定するようにしている。すなわち、木材１０１を台材と
して用い、棟部材１１０をこれで支持するようにしてい
る。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図８に
示す従来の棟は、木材１０１の下面１０１ａのほぼ全面
が屋根材１０３とほぼ密着した状態にある。又、木材１
０１の外側面１０１ｂ及び上面１０１ｃが棟部材１１０
の内側面とほぼ密着した状態になる。このような棟で
は、屋根の軒先側から棟部材１１０の内側に雨水が侵入
したときに、木材１０１と屋根材１０３との間、又は木
材１０１と棟部材１１０との間に毛細管現象が生じて、
雨水が屋根の頂部に上がってしまう。屋根の頂部に上が
った雨水は木材１０１や野地１０２を腐食させ、棟構造
の強度を著しく弱めてしまうという問題を有していた。
【０００４】棟を構成する部材が腐食したり、その構造
がもろくなると棟が崩壊する場合も生じてくるため、施
工後には定期的に棟を分解して部材を点検／交換した後
に、再び組み立てるといったメンテナンスが必要であ
り、施工後にも多大な労力を要するものであった。本発
明の目的は、棟の耐水性、耐久性を向上させて、メンテ
ナンスの必要性を軽減させた軽量な棟部材用台材を提供
することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明の棟部材用台材は、棟の頂部にまたがらせて
配置してその上に棟部材を載置するための台材であっ
て、前記棟に直接にあるいはシール材を介して接触した
状態でまたがって延在し、前記棟の頂部に対応する部分
を屈曲させた平坦部と、前記平坦部の両脇に上方に突出
した角筒状の突出部をそれぞれ設けると共に、前記突出
部の上部に通気孔を設け、前記突出部の両側面下端に排
水孔を設けたことを特徴とする。
【０００６】このように棟部材用台材を構成すると、棟
部材と台材、又は台材と屋根材の間に必ず空間を生じさ
せることができる。従って棟部材と台材との間に毛細管
現象が生じて雨水が上がっても屋根の頂部にまで到達す

ることがない。
【０００７】なお、前記屈曲部分は屋根の頂部の形状に
沿うように山形に一度だけ屈曲させても良いし、屋根の
頂部の換気のために、ある程度の広さを有する空間を形
成するように複数回屈曲させても良いものとする。本明
細書のうち請求項２に記載の発明は、前記平坦部の屈曲
部分が、棟の頂部の両脇に上方に延在する対の側面と、
これら側面にまたがって延在する板状部材とを具え、当
該対の側面の上部にそれぞれ通気孔を設けたことを特徴
とする。このようにして屋根の頂部の上に空間を確保し
て屈曲部分を構成すれば、屋根頂部の換気を実現でき
る。又、屋根の頂部の野地又は屋根材の上に空間を形成
することにより、この部分に毛細管現象が生じることを
防ぎ、雨水が屋根の頂部にまで上がることがない。又、
前記板状部材を前記棟部材の下面と当接するように構成
すれば、棟部材の重量を分散させて確実に支持しておく
ことができる。さらに、対の側面の上部に通気孔を設け
ることによって、野地の換気を図ることができる。
【０００８】なお、前記板状部材の両端が前記対の側面
より屋根の軒先側にせり出していることが好ましい。こ
のように、板状部材の両端を屈曲部分の左右の側面より
軒先側にせり出させるようにすれば、前記通気孔から雨
水が入ることを防ぐことができる。
【０００９】
【００１０】
【００１１】
【００１２】前記平坦部と屋根材との間に、例えば発泡
性樹脂材などからなるシール部材を設けて台材と屋根材
との間を閉塞するようにすると、これら部材の間に雨水
が侵入することをより効果的に防ぐことができる。
【００１３】
【００１４】本明細書のうち、請求項４に記載の棟部材
用台材は、ふき詰め部の屋根材と家屋の壁面との境目に
配置する棟部材用台材であって、請求項１に記載の棟部
材用台材を前記棟の真上で切断したもののうちの一方
と、前記ふき詰め部の外壁に当接して上方に延在する面
とを具えることを特徴とする。
【００１５】家屋の外壁面の途中から屋根が始まるふき
詰め部と呼ばれる部位では、家屋の壁面と屋根との連結
部に雨水が侵入して、野地が腐食してもろくなってしま
う可能性がある。上述した台材を前記棟の延在方向に沿
って中央で切断したもののうちの一方と、ふき詰め部の
壁面に当接して上方に延在する面とを具えるように台材
を構成して、前記家屋の壁面と野地との連結部を覆うよ
うに設置することによって、この部分に設置される棟部
材と台材との間に雨水が侵入しても家屋の外壁と野地と
の連結部に雨水がしみ込むのを防ぐことができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を、図面を参
照して以下に説明する。図１は本発明の棟部材用台材の
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第１の実施の形態の構成を示す断面図である。なお、以
下の説明において同一の構成要素については複数図にま
たがって同じ符号を付し、既に説明した要素についての
重複する説明は省略する。図１（ａ）に示すように、本
実施の形態の台材１は、棟の両脇にそれぞれ対称的に設
けられ、棟にまたがって延在する平坦部１１と、同じく
棟の両脇に対称的に設けられ、上方に突出している対の
突出部１２とを具え、突出部１２の上面が棟部材１１０
の下面に当接して棟部材１１０を支持するように構成さ
れている。平坦部１１の中央は、屋根の勾配に平坦部１
１の左右の全面が沿うように山形に屈曲しており、裏側
には平坦部１１と屋根材１０３（及び、野地１０２）と
の間を閉塞するシール部材１２０が設けられている。シ
ール部材１２０は好適には軟質の発泡樹脂部材を板状に
形成し、台材１を釘１３０で野地１０２に打ち付けて固
定することでシール部材１２０は押圧され、平坦面１１
と野地１０２との間を閉塞する。
【００１７】図１（ａ）に示す台材１は板状部材を複数
回屈曲させた形状に構成されている。従って、突出部１
２の内側には空間が形成され、その底部は開口してい
る。このように台材１を構成すると、台材１と野地１０
２との間に雨水が浸入しても、屈曲部１２の内側に空間
が存在するため毛細管現象が生じることがなく、棟の頂
部側に雨水が上がることがない。又、屋根の軒先側から
台材１と棟部材１１０との間に雨水が侵入しても、平坦
部１１と棟部材１１０との間に空間が存在するため、突
出部１２より上側に雨水が上がることがない。従って、
屋根の頂部まで雨水が侵入して野地１０２を腐食させる
といった問題を防ぐことができる。
【００１８】図１（ｂ）～（ｄ）はいずれも図１（ａ）
に示す第１の実施の形態の変形例の構成を示す断面図で
ある。図１（ｂ）に示す台材２は、図１（ａ）に示す台
材１の突出部１２の、最も外側に位置する面の端部を更
に屈曲させて、屋根材１０３に当接する新たな面１３を
具えている。このように台材２を構成すると、突出部１
２の構造が頑強なものになり、台材２の上に載置する棟
部材１１０をより確実に支持することができる。
【００１９】図１（ｃ）に示す台材３は、図１（ａ）に
示す突出部１２に更に下面３０ａを設けて、突出部３０
全体を角筒状に構成した。突出部３０は内側が空洞であ
る角筒状に構成されるためその構造が強くなり、棟部材
１１０の重量を好適に支持することができる。又、この
角筒状の突出部３０の内側に、その構造を更に補強する
板状部材などを縦、及び／又は横、及び／又は斜めに１
以上配設したり、この突出部３０自体を無垢に構成して
もよい。このような構成の棟部材用台材３は、プラスチ
ック樹脂や金属及びその他の素材を型抜きすることによ
って簡単に製造することができる。
【００２０】図１（ｄ）に示す棟部材用台材４は、図１
（ａ）に示す台材１の突出部１２の他に、更に別の突出

部１４を棟の両脇に配設している。これら対の突出部１
４はいずれも突出部１２とほぼ同じ構成を具える。従っ
て、台材４は突出部１２の上面に加えて、突出部１４の
上面でも棟部材１１０を支持するため、より確実に棟部
材１１０を支持することができると共に、棟部材１１０
と突出部１２、１４との間に空間が形成されるため、軒
先側から棟部材１１０と台材４との間に雨水が浸入して
も毛細管現象が生じて棟の頂部に雨水が上がるのを防ぐ
ことができる。
【００２１】図２は、本発明の棟部材用台材の第２の実
施の形態の構成を示す図である。図２（ａ）に示す台材
５は、図１（ｄ）に示す台材４の突出部１２及び１４を
構成する側面の下端部にそれぞれ棟の頂部から屋根の流
れ方向へ連通する複数の排水口１５を、又、突出部１２
及び１４の上端部の角に複数の換気口１６を設けて構成
した。このように複数の排水口１５を設けて、突出部１
２と突出部１４との間、又は上側の突出部１４の棟の頂
部側に侵入した雨水をこの排水口１５から軒先側へと逃
がすと同時に、換気口１６を設けて突出部１２、１４の
内側空間の換気を実現することによって、台材５と棟部
材１１０との間に雨水が滞留して部材を腐食させるとい
った問題を防いで棟の耐久性を向上させることができ
る。なお、上述した第１の実施形態及び以下に説明する
いずれの台材にもこのような排水口１５や換気口１６を
適用することができる適用することができる。
【００２２】図２（ｂ）及び図２（ｃ）は、図２（ａ）
に示す棟部材用台材４の変形例を示す正面図である。棟
部材用台材６はプラスチック樹脂などの素材を型抜きし
て形成されており、図２（ｂ）に示すように、それぞれ
上側が閉塞した円柱形状の複数の突出部１７を具えてい
る。これら突出部１７はそれぞれが互いに離れて、平坦
部１１の上に連続して配設されており、これら突出部１
７同士の間隙から雨水は軒先側へ通過することができ
る。このように台材６を構成しても、突出部１７の上面
で棟部材１１を支持すると共に、屋根の頂部に雨水が滞
留することを防ぐことができる。なお、本例では突出部
１７を円柱形に構成したが、これは図３（ｃ）に示すよ
うに４角柱や３角柱などの任意の形状を適用するように
してもよい。又、突出部１７の裏側を開口させて内部を
空洞にして、台材６をより軽量化してもよい。
【００２３】図３は本発明の棟部材用台材の第３の実施
の形態の構成を示す斜視図である。図３に示す台材７
は、棟の両側に対に設けられた平坦部１１と、同じく対
に設けられた突出部１２に加えて、台材７の中央に、ほ
ぼ垂直方向に延在する対の側面１８ａと、中央で棟部材
１１０の下面の屈曲に合わせて山形に屈曲している上面
１８ｂとからなる第２の突出部１８を具える。従って、
台材７は対の突出部１２と第２の突出部１８とで棟部材
１１０を支持しており、棟の構成をより丈夫なものにし
ている。更に、前記側面１８ａの上部には換気口１８ｃ
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を設けて第２の突出部１８の内側の換気を実現すると共
に、上面１８ｂの両端１８ｄを側面１８ａの上端部より
それぞれ屋根の軒先側にせり出させて換気口１８ｃから
雨水が入らないようにしている。なお、この上面１８ｂ
は側面１８ａの外側にせり出させずに対の側面１８ａと
連続させて構成してもよい。又、上面１８ｂの中央を平
坦に構成してもよい。
【００２４】図４は本発明の棟部材用台材の第４の実施
の形態の構成を示す断面図である。図４に示す台材８
は、棟の両側に延在し棟部材１１０を支持する平坦部１
９と、当該平坦部１９を支持する対の脚部２０と、前記
平坦部１９の棟の両脇に複数設けられ、雨水を落下させ
るための孔２１と、この孔２１に入った雨水を屋根の流
れ方向に通過させる排水口２２とを具える。平坦部１９
は上に載置する棟部材１１０の下面の形状に沿うように
中央で山形に屈曲している。脚部２０はそれぞれ角筒状
に構成され、平坦部１９の裏面に棟を挟んで２本づつ対
称的に配設されており、それぞれの脚部２０の下端部に
は排水口２２が屋根の頂部側から流れ方向における下流
側へと連通している。平坦部１９と屋根材１０３との間
にはシール部材１２０が設けられていて、これら部材間
を閉塞している。
【００２５】この台材８は、平坦部１９のほぼ全面が棟
部材１１０に当接しているが、このため棟部材１１０と
台材８との間に毛細管現象が生じて雨水が上がってきて
も、平坦部１９に設けた孔２１から落とすようにして雨
水が棟の頂部にまで上がらないようにしている。孔２１
から落ちた雨水は排水口２２を通って屋根の流れ方向へ
と排出される。なお、脚部２０の構成は十分な強度と、
孔２１から落ちる雨水の排水手段とを有し、軽量な構造
のものであれば、他の構成のものを適用してもよい。ま
た、孔２１の形状や大きさも製造条件等を勘案して任意
に決定することができる。
【００２６】図５は本発明にかかる棟部材用台材の第５
の実施の形態の構成を示す断面図である。この台材９は
ふき詰め部の屋根面と壁面の接合部に適用するための台
材であって、野地１０２の上に葺設された屋根材１０３
とほぼ平行に延在する平坦部２３と、並んで延在する突
出部２４ａおよび２４ｂと、ふき詰め部の壁面１０８に
当接して上方に延在する面２５とを具える。平坦部２３
と屋根材１０３との間にはシール部材１２０を設けてこ
れら部材間を完全に閉塞して、ふき詰め部の屋根の接続
部に雨水が侵入しないよう構成している。２つの突出部
２４ａおよび２４ｂはそれぞれふき詰め部用の棟部材１
１１を支持すると共に、下端部の側面には排水口（図示
せず）が設けられ、棟部材１１１と台材９との間に侵入
した雨水が滞留しないようにしている。ふき詰め部は、
野地１０２と壁面１０８との接合部に棟部材１１１を配
置した後に、外側に外壁面１０９を配設して構成され
る。

【００２７】壁面１０８に当接する面２５は、棟部材１
１１の最上端部１１１ａよりも更に上まで延在してい
る。このように面２５を棟部材１１１の上端１１１ａよ
り上に延在するように構成することによって、外壁１０
９と棟部材１１１との間に侵入した雨水が、これら部材
間に生じる毛細管現象によって上がったときに、壁面１
０８にまで届くことがない。このようにふき詰め部用の
台材９を構成すれば、ふき詰め部を好適に防水して耐久
性を向上させることができる。図５において、平坦部２
３および突出部２４ａ、２４ｂとは図１（ｄ）に示す台
材４を中央で２つに切断したものと同一の構成を有して
おり、従ってこの構成の他にも、上述した図１（ａ）～
（ｃ）、図２及び図３に示す棟部材用台材を中央で２つ
に切断した一方と、壁面１０８に当接して上方に延在す
る面２５とで台材を構成することができる。
【００２８】図６は、上述した第５の実施の形態にかか
る棟部材用台材の変形例の構成を示す断面図である。図
６に示すように、この台材１０は、突出部１２を構成す
る側面のうち、最も屋根の流れ方向において下流側に位
置する面１２ａの途中から、斜め下に向かって延在する
短い面３５を具えている。この面３５を返し板として設
けることにより、棟部材１１１と台材１０との間に軒先
側から雨水が上がりにくくなる。なお、面３５は斜め下
方向に延在する構成のものに限るものではなく、屋根材
１０３に平行するように設けるなど、他の構成も適用す
ることができる。
【００２９】上述した棟部材用台材はいずれも所定の長
さに構成し、一つの棟に同一種類の台材を複数個連結さ
せて施工するのが好適である。図７は、本発明の棟部材
用台材の連結部の構成の一例を示す斜視図である。ここ
では例として、図１（ａ）に示す台材１に適用した連結
部を説明する。図７に示すように、台材１ａ、１ｂ、１
ｃはそれぞれ隣に敷設される別の台材とそれぞれ平坦部
１１の長手方向の端部を重ねて連結される。
【００３０】図７において、台材１ａの突出部１２ａの
上面４１ａ及び外側面４２ａの端部よりも、内側面４３
ａと平坦部１１ａとが台材１ａの一端（図７において手
前側）において長く延在している。台材１ａに連結させ
る台材１ｂの一端（図７において後端側）の突出部１２
ｂには、外側面４２ｂの内側にガイド溝４４が設けられ
ており、又、突出部１２ａの外側面４２ａの端部は斜め
に切り欠かれている（切り欠き部４５）。突出部１２ｂ
の後側端部を突出部１２ａの前側端部に僅かに重ねてス
ライドさせると、切り欠き部４５がガイド溝４４内に挿
入されて止まり、台材１ａと台材１ｂとが重なる部分を
密着させる。台材１ａと１ｂが重なる部分において、突
出部１２ａの内側面４３ａの上端部は僅かに切り欠かれ
ていて、台材１ａ、１ｂを連結したときに、突出部１２
ａ、１２ｂが重なるのに不具合がないようにしている。
このように台材１の連結部を構成すれば、台材同士の連
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結部から雨水が侵入することを防ぐことができる。
【００３１】
【発明の効果】上記に詳細に説明したように、本発明の
棟部材用台材は、屋根材の上に載置する平坦部と、この
平坦部から上方に突出する突出部とを具え、突出部の頂
部で棟部材を支持するようにしている。又は、平坦部を
丈夫な構造の脚部で屋根材から浮かせた状態で支持し、
この平坦部が棟部材を支持するように構成している。従
って、従来の台材のように下に木材を配置する必要がな
いため、雨水等によって木材が腐食するといった問題が
生じることがない。又、木材を使用しないため、木材が
もろくなって台材だけでは棟部材を支えきれなくなり、
棟が崩壊するといった問題も防ぐことができる。又、台
材をプラスチック樹脂等の軽量な素材で構成するように
すれば、棟の軽量化を図ることができる。突出部は棟の
両脇に対に設けるだけでもよいが、中央にも突出部を設
けて棟部材を支持するように構成すれば、長期に渡って
より確実に棟部材の重量を支持することができる。又、
この中央に配設する突出部に換気口を設けるようにすれ
ば、野地の換気を好適に実現することができる。
【００３２】又、本発明の棟部材用台材は、台材と棟部
材（または屋根材）との間に必ず毛細管現象が生じるこ
とを防ぐための空間を設けるようにしており、屋根の頂
部にまで雨水が上がることがない。従って、これら部材
間に侵入した雨水が屋根の頂部に滞留することがなく、
棟構造の耐久性を向上させることができる。又、例えこ
れらの部材間に雨水が浸入しても好適に排水する排水手
段を設けているため、より耐久性のある棟構造を実現す
ることができる。
【００３３】又、本発明の棟部材用台材は、台材の裏面
にシール部材を設けて、台材と屋根材（又は、野路）と
の間を閉塞するようにしているため、屋根の頂部や、ふ

き詰め部の屋根面と壁面との接合部に雨水が浸入するこ
とがなく、棟や外壁面の耐久性をより向上させることが
できる。このようにして棟の耐水性、耐久性を向上させ
ることによって、定期メンテナンスの間隔を従来より長
く設定することができるため、メンテナンスに要してい
た労力を軽減させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  図１は本発明にかかる棟部材用台材の、第１
の実施の形態の構成を示す断面図である。
【図２】  図２は本発明にかかる棟部材用台材の、第２
の実施の形態の構成を示す図である。
【図３】  図３は本発明にかかる棟部材用台材の、第３
の実施の形態の構成を示す図である。
【図４】  図４は本発明にかかる棟部材用台材の、第４
の実施の形態の構成を示す断面図である。
【図５】  図５は本発明にかかる棟部材用台材の、第５
の実施の形態の構成を示す断面図である。
【図６】  図６は本発明の棟部材用台材の変形例の構成
を示す断面図である。
【図７】  図７は本発明の棟部材用台材の連結部分の構
成を示す斜視図である。
【図８】  図８は従来の棟部材用台材の構成を示す断面
図である。
【符号の説明】
１～１０    棟部材用台材
１１，１９  平坦部
１２，１４，１７，２４，３０    突出部
１５，２１，２２    排水口
１６，１８ｃ        換気口
２１        孔
１３，３５  面

【図３】 【図４】
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【図１】 【図２】

【図５】
【図６】
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【図７】 【図８】
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