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ツーバイフォー建築の屋根工事の主要材「垂木」は、勾配に合わせて両端を

斜めに切らなければなりません。壁面上部の頭つなぎと呼ばれる板に乗る

部分は欠き込みも必要です。

枠組み用定規(Ｌ字型の差金)を用いる方法や計算で求める方法があります

が、この定規 "Aluminum Rafter Angle Square (アルミニウム・ラフター・アン

グル・スクェア)" は、本体の盤面に刻まれた勾配数字 (水平１フィート＝１２

インチに対する垂直高さの「インチ」数字) を材に合わせるだけで、斜めに切

る線を正確な角度でひくことができる便利なツールです。

その他の使い方としては、角度定規や丸鋸の角度ガイドとして使うことがで

きます。

この便利なツールの使用方法が詳しいマニュアルに示されています。製品

に添付されている原書はあいにく英語で書かれています。今般、本書の著

作権者である米国のJOHNSON LEVEL & TOOL社の許可を得て日本語訳を

作成することができました。

原書の英語に忠実に翻訳しましたが、日本で用いられている用語に大きく

変更した個所もあります。また、日本語の用語も地域性などがあり、みなさ

まが用いられている用語とは異なるものもあることと存じます。お気づきの

点はご教授いただければ幸いです。

＜便利もん＋＞ からのごあいさつ



この垂木三角定規を用いて垂木または角度設定の仕事のスピードを上げて

下さい。

この定規ひとつで、あなたは屋根またはソーラーパネルの支持具を作ること

ができます、あるいは、階段、キャビネット、飾り縁や他の多くの建築作業時

の角度設定ができます。

この定規は、すばやい測定と線引きに便利な7インチまたは12インチの物差

しが付いています。

読みやすい角度定規は、木彫、額縁、家具、間仕切り、シャドーボックス(額

入りの切り絵)、安全器、ルーティングとさらに多くの特別なデザインのため

に0度から180度までどんな角度でも利用することができます...

垂木目盛りは、あなたの垂木設定（レイアウト）作業から時間のかかる計算

を省くために、数学的に設けられています。

このように、これらの作業をおこなう上で、便利で必要な正確さをあなたに与

えます。

定規は、電動ノコに適する優れた角度ガイドともなります。

プロの職人と一般作業者のいずれも、この定規が便利に使えるものであるこ

とがわかります。

階段製作とソーラーパネル支持具の枠組みのような利用法と共に、基本的

な屋根建築のための全ての必要な利用法が、ここに示されています。

あなたの必要とする個所への迅速な検索のための目次と、豊富な図と表を

添えています。

この垂木三角定規について

( i )

JOHNSON LEVEL & TOOL

（注＜便利もん＋＞以下の図では7インチタイプが用いられています）
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( iii )

　　　内　　容

垂木の種類

垂木の寸法

インチからフィートへの変換表

標準垂木

標準垂木のカット線の設定

隅垂木と谷垂木
　　
隅垂木のカット線の設定
　
隅垂木の棟への交差

谷垂木のカット線の設定

配付垂木

配付垂木のカット線の設定
　
突出屋根（小屋根）垂木
　
玄関部の突出し（玄関庇）

角度定規

階段設定の事例　　　　　　　（翻訳がありません）

ソーラーパネル設定の事例　（翻訳がありません）

垂木長さ一覧表
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垂木の種類

１

屋根を平面図視で見下ろして、壁面の頭つなぎから直角に屋根の棟へ向か

う垂木です。側面から見ると、その長さは垂直の辺が屋根勾配の高さ（ライ

ズ）、水平の辺が勾配の水平（ラン）になる直角三角形の斜辺になります（図

１、３、８参照）。

壁面の頭つなぎから、主屋根で妻側と交差する個所の棟へ向かう垂木（図１

、８、１２、１３参照）。

谷垂木から屋根の棟へ、棟と９０°で向かう垂木（図１、８、１５参照）。

壁面の頭つなぎから、屋根の外側のコーナーで斜めに向かう垂木（図１、８、

９、１０参照）。

壁面の頭つなぎから、９０°で隅垂木に向かう垂木（図１、８、１４参照）。

隅垂木から谷垂木へ、屋根の棟に垂直に向かう垂木（図１、８参照）。

主屋根の上に主屋根を切り欠くことなく置く垂木。例えば、リフォームやソー

ラーパネルを追加設置する時など（図１参照）。

標準垂木：

谷垂木：

配付谷垂木：

隅垂木：

配付隅垂木：

突出屋根（小屋根）垂木：

クリップル配付垂木：



垂木の寸法

２

垂木の設定（レイアウト）のためにこの定規を用いることは、ふたつの簡単で

一般的な建築寸法取りを基本としています： (1) 垂木の勾配水平長さ（ラン）

と、(2) 垂木の勾配上り（ライズ）です。これらは建築物の設計図や実測から

得ることができます。この本の最後に掲載されている表も、これらのふたつ

の簡単な寸法を基本としています。（図２、３と３６ページから始まる表をご

参照下さい）

水平寸法は垂木の水平方向の長さで、フィートで測定されます。

高さ寸法は垂木の頂部と底部の長さで、フィートで測定されます。

勾配の上り寸法は１フィートあたりの水平長さに対するインチで測定されま

す。「フィート水平当り、インチ上り（インチライズ パー フートラン）」とも呼ば

れます。これは次の式で計算されます：

　１フィート当り　　　　　　　　　　　　　　垂木の高さ寸法（フィート）X12

　　インチ上り（または定規の数字）＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　垂木の水平寸法（フィート）

インチ上りは、定規の上で用いる「数字」（標準垂木＝common と、隅垂木-

谷垂木＝hip-val scale）に一致します。「ひとつの数字で屋根を組むことがで

きる」ということでもあります。

インチ上り、垂木の水平長さとこの本の後ろの表は垂木の長さを設定し、標

準垂木、隅・谷垂木、配付垂木を切断するためにすべて必要となるものです

。基本的な屋根の建築のために使用法がステップ・バイ・ステップで以下に

示されています。

垂木の水平方向の寸法の測定または計算は、垂木がのる壁面の外部から

始めます。もし、壁面の板材が頭つなぎにのびていれば加えます（図３参照

）。

垂木の水平方向の寸法を得るために、建物の幅を測定する時は、建物の最

大幅を測定できるように金属製のコンベックスを用います。垂木がのる壁面

または頭つなぎの外側から外側を測定します。もし壁材が頭つなぎにのびて

いれば壁材の外側を測定します。

垂木の水平寸法（ラン）：

垂木の高さ寸法（ライズ）：

インチ高さ（インチライズ）：

ステップ １．垂木の水平寸法を求める：



３

図２．屋根の形の違いによる垂木の水平寸法と高さ寸法



４

水平寸法（ラン）が建物の幅の半分とします。棟木を使用する時は水平寸法

からその厚みの1/2を差し引きます。

測定、計算または図面から屋根の棟木を設ける高さを（フィートで）求めます

（図２参照）。

図３．標準垂木

１フィート当り　　　高さ（ライズ）X12
インチ上り　　　＝　　　　　　　　　　　　　　垂木長さ＝　　水平長さ ＋高さ
　　　　　　　　　　　水平寸法（ラン）　　　　　　　　　　　　または、表から得る

２ ２

ステップ ２．屋根の高さを求める：



５

例えば、水平寸法（ラン）が13フィート0インチ、高さ寸法（ライズ）が8フィート

9インチとします。最初に、表Ａを用いて、高さ寸法を小数の付いたフィート

に換算します。高さ寸法は8.75フィートとなります。「フィート当りインチ上り」

を求めるために式を用います。

　　　　フィート当り　　　　　8.75' X 12

　　　　インチ上り　　＝　　　　　　　　　　　　　＝　8.08

　　　　　　　　　　　　　　　13' （水平寸法）

フィート当りインチ上りをインチに近い数字に丸めます。ほとんどの場合、大

きな差は生じません。少々高くても低くても、実用的な高さとなります。この

例では８に丸めて、高さを8フィート9インチではなく、8フィート8インチとしま

す。数字を丸めると、多くは長い垂木または高い屋根高さの結果となります

。インチ高さが図面に示されていれば、この計算は不要で、与えられた数字

を用います。では、これで垂木の種類ごとの例に移りましょう。

表　Ａ

インチをフィートに換算
1" = .08'
2" = .16'
3" = .25'
4" = .33'
5" = .42'
6" = .50'

 7"  = .58'
 8"  = .67'
 9"  = .75'
10" = .83'
11" = .92'

ステップ３．フィート当りインチ高さを計算する：

標準垂木

標準垂木の長さ：

フィート当りインチ上りと水平寸法が得られた後、標準垂木の長さを求める

ためにこの本の後ろの表を用います。勾配 8インチ上りを用いるここの例で

は、8インチ上り（8 INCH RISE）の表（４３ページ）を見て、左側の欄「Run」を

下に見て13フィートのところで、右へ目を移し「Common Rafter」の欄で垂木

の長さを求めます。この事例の垂木は15フィート 7-1/2インチです。



６

これは、上部カットから、下部の垂直欠き込み線までの長さです。

ご注意：表に示された数字よりも大きな水平長さの場合は、２つの水平長さ

を加えて下さい。そして、２つの長さを加えて下さい。例えば、あなたの水平

長さが（表にない）３８フィートの場合、１８フィートと２０フィートの長さを加え

るか、１５フィートと１２フィートの長さを加えて下さい。

軒または鼻の長さ：

軒または鼻のオーバーハングの長さが垂木の長さに加えられます。（推奨さ

れる軒先構造が図５に示されています）

図４．標準垂木のカット線の設定



７

2X10の頭つなぎ板。４インチ
上がり以下のフラットな勾配ピ
ッチの屋根に最適。

幅広の軒が必要な場合、合板
の中ほどを釘打ちするなど何
らかの支持が必要。

小さな軒の場合、この種類の
軒を用います。

図５．推奨される軒の建築



８

ここでの事例の場合、1フィート9インチの軒先水平長さとします。先ほど使用

した「Common」の表を用いて8インチ上りで：

　　　　　　　　　1フィート水平寸法　＝　 1フィート　2-1/2インチ

　　　　　　　　　9インチ水平寸法　　＝　　　　　　 10-7/8インチ

　　　　　　　　　　　　軒の垂木長さ　＝　 2フィート  1-3/8インチ

垂木の合計長さを得るために、下部垂直カットの見込しろを設けます。（図４

参照）　この見込しろは表を用いて得ることができます。ここでの事例の場合

、深さ5-1/2インチの 2X6材を用いることとします。「Bottom Allowance」表（

ここでも、8インチ上りを用います）から、標準垂木と配付垂木の見込しろは

同じ 3-11/16インチであることがわかります。合計の標準垂木材の長さは：

　　　　　　垂木の長さ　　　　　　　　＝　15フィート 　 7 - 1/2インチ

　　　　　　軒の垂木長さ　　　　　　 ＝　 　2フィート　  1 - 3/8インチ

　　　　　　下部垂直カット見込しろ　＝　　　　　　      3-11/16インチ

　　　　　　合計の材長さ　　　　　　 ＝　18フィート     0 -9/16インチ

標準垂木のカット線の設定

標準垂木用材の長さ：

使用する垂木の面の選択において、もし垂木がまっすぐでなければ、上に反

った側を上向きにします。さぁ、垂木の上部から始めましょう。定規の「Ｔバ

ー」が垂木の上部の角に掛かるように（図６参照）垂木に当てます。垂木の

角に「PIVOT」ポイントがしっかりあてがわれた状態で、「COMMON」目盛り

の「８」が垂木の角に一致するように定規を回します。「PIVOT」ポイントから

上部垂直カット線を定規に沿ってひきます。

垂木長さ（この事例では、 15フィート 7-1/2インチ）について、垂木の上部の

角に沿って測り、ステップ１．でおこなったようにもうひとつの垂直線をひき

ます。この線は建物の外壁の位置を示します。

ステップ １．上部垂直カット：

ステップ ２．欠込み：



９

図６．標準垂木の上部垂直カット

図は標準垂木の上部垂直カットを勾
配 8インチ上りで線をひいているとこ
ろを示し、同時に角度が33-3/4°で
あることも示します。

（注＜便利もん＋＞　この図では7インチタイプが用いられています）



１０

垂直線からここに沿って水平カ
ットまたは底部カット線をひく

垂直線

欠込み
部深さ

軒または鼻
を加える

定規の点線を木の垂直線に重ね
て、垂直線から９０°の線をひく

図７．欠込み部のカット線の設定

下部の欠込みの垂直線（図７参照）と定規の盤面の点線（定規の７５°のとこ

ろ）を重ね合わせます。定規に沿って９０°の水平欠込み線をひきます。垂

木の半分以上の切り込みを決してしないで、すべての欠込みを同じ深さで設

定して下さい。

軒先長さ（この事例では 2フィート 1-3/8インチ）を垂直欠込み線から測り

ステップ３．軒先垂直カット：

（注＜便利もん＋＞　この図では7インチタイプが用いられています）



１１

下部垂直カット線をステップ１．と同様にひきます。垂木の端をそろえてカット

するために、すべての垂木が設置されるまで軒先を残しておきたいとお考

えの場合もあります。

ご注意：破風板の上部、下部垂直カットも標準垂木と同じ方法でおこないま

すが、垂木の長さは欠込みの垂直カットであるのに対して、破風板では上部

カットから下部カットまでの寸法が破風板の長さとなります。

隅垂木、谷垂木はどちらも標準垂木に４５°の角度で向かい、どちらも斜め

または三角形の斜辺の形をしている（図８参照）ので、よく似た処理をします

。三辺は隅と頭つなぎと標準垂木、または谷と棟と標準垂木です。それで、

カットと長さは隅垂木と谷垂木では同じになります。

隅垂木と谷垂木

図８．垂木の平面視



１２

図９．隅垂木部分の構造図

引き続き表を用いて、隅垂木と谷垂木の長さを求めます。ここの事例では勾

配が 8インチ上りの屋根で、水平寸法が13フィートです。「Hip-Val Rafter」の

欄で、20フィート 3-7/8インチを求めます（図８、９、１０、１２参照）。

隅垂木の長さ：



１３

図１０．隅垂木のカット線の設定

軒または鼻の長さ：

隅垂木、谷垂木用の材の長さ：

標準垂木と同じ手順でおこないますが、「Hip-Val」欄を用いることにご注意

下さい。再び、ここの事例に戻りますと、軒は1フィート 9インチの長さですの

で：

　　　　　　1フィート水平水平寸法　＝　1フィート  6-3/4インチ

　　　　　　9インチ水平寸法　　　　 ＝　　　　　　14-1/8インチ

　　　　　　　　　　　　　　　軒先　　 ＝　2フィート  8-7/8インチ

ご注意：もし留め継ぎが必要なら、隅または谷の留め継ぎ見込しろを表から

加算して下さい（図１０、１３参照）。

下部垂直カットと必要なら留め継ぎの見込しろを加算します。



１４

下部垂直カット（2X6 を使用）の見込しろと留め継ぎ（1 1/2インチの垂木厚を

使用）の見込しろを表から得ます：

　　　　　　垂木の長さ　　　　　　　　　＝　20フィート　 3  -7/8インチ

　　　　　　軒の長さ　　　　　　　　　 　＝　  2フィート　 8 - 7/8インチ

　　　　　　下部垂直カット見込しろ　　＝　　　　　　      3-11/16インチ

　　　　　　留め継ぎ見込しろ　　　　　＝　　　　　　　　 　   7/8インチ

　　　　　　合計の材長さ　　　　　　　 ＝　23フィート     5 -5/16インチ

ご注意：留め継ぎ見込しろは必要な場合のみ加算して下さい。

隅垂木のカット線の設定

定規は標準垂木の上部垂直カットのステップ１（８ページ）と同じ方法を用い

ますが、定規の「Hip-Val」目盛りの「Inch-Rise」を読みます。上部垂直カット

は斜めカットであり、棟をはさんだ反対側の垂木は反対の斜めカットである（

図９、１０参照）ことをご確認下さい。したがって、定規を垂木にあてがう時

は斜辺の長い側をあてて下さい。（斜めカットはステップ４でご説明します。）

垂木の上から垂木の長さを測定し、標準垂木でおこなったのと同じ方法で垂

直欠込み線をひきます。（ここでの事例では、20フィート 3-7/8インチです）

　次に、垂直欠込み線に沿って欠込み深さを測定し、定規の点線を使って垂

直に水平欠込み線をひきます。（図１０参照）　すべての垂木のすべての水

平カットは壁線のところで垂木の上縁から同じ距離であることをご確認下さ

い。隅垂木が正しく合うために頭つなぎの角をカットします。（図９参照）　こ

れにより隅垂木の欠込みが外側のポイントに対するよりも、より平面的にセ

ットされます。

ステップ１．上部垂直カット：

ステップ２．欠込み：

軒先長さ（この事例では2フィート 8-7/8インチ）を垂直欠込み線から測りひ

きます。定規を使い、下部垂直線をひきます。もし、軒の留め継ぎが必要な

ら垂木の下部垂直線の反対側に別の垂直線をひきます（図１０参照）。

ステップ３．軒または下部垂直カット：
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ステップ４．隅垂木のカットパターン：

丸鋸を４５°にセットして上部垂直カットをカットする際、上部の傾斜面は反

対側の垂木と逆になることをご確認下さい。４５°の丸鋸は自動的に垂直カ

ットと傾斜面カットをおこないます。下部垂直カットは留め継ぎが必要な場合

は４５°でおこないます。留め継ぎが必要でなければ丸鋸は９０°にセットし

ます。欠込みは丸鋸を９０°にセットしておこないます。

棟木への隅垂木の交差

棟木へ隅垂木が交差する個所では、棟木を垂木と交差する個所から１フィー

ト長くカットします。正規の長さの標準垂木を用いて、棟木に線を合わせて、

頭つなぎの角に乗る欠込みを設けます。（図１１参照）　壁がまっすぐになっ

ていることを確かめて、標準垂木の上端を棟木の上面と同一面になるように

図１１．棟木への隅垂木の交差

棟木を線よりも２インチ（５ｃｍ）長くカットします。中央
に置く標準垂木がなくても、棟木から隅垂木へ釘が打
ちやすくなります。もし、それが使われるのでしたら棟
木は線の通りにカットしなければなりません。

２つの隅垂木が交差する中
心線を棟木にひきます。

この標準垂木は定規として
使われます。
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あてがいます。棟木の上面に（前の図に示すように）線をひきます。この線

は交差する２つの隅垂木の中心線となります。もし標準垂木が使われるので

したら、棟木はこの位置でカットし、標準垂木がここに突き当たります。（図９

参照）　もし、（この位置に）標準垂木が使われないのでしたら、棟木を２イン

チ（５ｃｍ）長くカットします。こうすると、棟木と隅垂木が釘打ちしやすくなり

ます。

谷垂木のカット線の設定

ステップ１．上部垂直カット：

「Hip-Val」目盛りを再び使用し、通常の方法で上部垂直カット線をひきます。

留め継ぎにする場合は、垂木の上面でこの線から留め継ぎの見込しろを測

ります。（図１２、１３参照）　あなたが使う「Rise」と「Rafter Thickness」の下

の表から、見込しろを調べます。（この事例では、8インチ上りと、1-1/2イン

チの垂木厚ですので、見込しろは7/8インチとなります）　上部垂直傾斜面カ

ットのために垂木の両面に２つの垂直線をひきます。

ステップ２．欠込み：

最初の上部垂直線から垂木長さを測り（この事例では、20フィート 3-7/8イ

ンチです）、欠込み垂直線をひきます（図１３参照）。垂直欠込み線から留め

継ぎ見込しろの距離をひき（ここでの「Inch Rise」と「Rfter Thickness」で表

からみつけます）、留め継ぎ見込しろの垂直線をひきます。傾斜面カットのた

めに垂木の反対面に同じ留め継ぎ垂直線をひきます。この留め継ぎ欠込み

によって、接続された壁面の二股部の上に谷垂木が重なるようになります（

図１２参照）。

次に水平欠込み線をひくために、垂直欠込み線上で欠込み深さ（留め継ぎ

垂直線ではありません）を測ります。定規の盤面の点線を垂直カット線に一

直線に合わせ、定規の底面のエッジを使って９０°の線を垂木の角に向けて

ひきます。水平欠込み線を留め継ぎ見込しろ垂直線に伸ばします（図７、１３

参照）。すべての欠込みが同じ深さであることを重ねて確認して下さい。

ステップ３．下部または軒先垂直カット：

谷垂木の上面の欠込み垂直線から測り、軒先長さの線をひきます（ここの事

例では、2フィート 8-7/8インチです）。留め継ぎを用いる場合はその見込し
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ろを長さに加えて下さい（図１３参照）。定規を用いて、通常の方法で下部垂

直線をひきます。

ステップ４．垂木のモデルカット：

上部と下部のカットをするために、丸鋸は４５°に合わせます（図１３参照）。

欠込み見込しろもカットします。水平欠込みカットをするために、丸鋸を９０

°に合わせ直します。正しく使えることを確認して、この垂木を他の谷垂木

のモデルとして用いることができます。

図１２．谷垂木部分の構造図
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ご注意：谷垂木では、欠込みを
する前に、垂木の長さに止め継
ぎの見込しろを加えます。

配付垂木

配付垂木の表は他の垂木とは異なります。表は最初の欄に、配付垂木の中

心間隔の差が示されています。２番目の欄に、ひとつの配付垂木と次の垂

木の長さの違いが示されています。この長さの違いは今進めている垂木の

長さに加算、減算する数字です（選択された「Spacing」を用います）。ここの

8インチ上り（Rise）の事例で、24インチ間隔（Spacing）とすると、長さの差は

2フィート 4-7/8インチとなります。最初の、または最も長い垂木の長さを得

るために、最後の標準垂木の端から隅垂木場合と棟木と（配付隅垂木の場

配付垂木の長さ：

図１３．谷垂木のカット線の設定
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図１４．配付隅垂木の間隔を示す平面図



合）の、あるいは谷垂木と頭つなぎとの交差するところまで（配付谷垂木の

場合）の距離を測ります。この長さは図１４と１５の中で（Ｐ）で示されていま

す。ここで使う間隔（Ｗ）から、その長さ（Ｐ）を差し引きます。その結果（Ｗ－

Ｐ）は隅垂木と棟木との交差から最初の配付隅垂木または頭つなぎの角から

最初の配付谷垂木の距離になります。この距離を表で見て、標準垂木の長

さから差し引く長さを見つけます。ここの事例では、標準垂木の隅垂木が棟

木に交差する遠いほうの角から12インチの寸法を用います（Ｗ－Ｐ＝２４－

２０

図１５．配付谷垂木の間隔を示す平面図



１２＝１２）。

そこで：　 標準垂木の長さ　　　　　　　　　　＝　15フィート 7-1/2インチ

　　　　　　表（Ｗ－Ｐ）から得た差し引く値　 ＝　　1フィート 2-3/8インチ

　　　　　　最初の配付隅垂木の長さ　　　　 ＝　14フィート 5-1/8インチ

この長さにの軒長さを加えます。残りの全ての配付垂木は間隔（Spacing=W

）分の長さを差し引きます。　例えば：24インチの間隔（Spacing）の場合の差

し引く長さを表から求めますと：

　　　　　　最初の垂木の長さ　　　　　　　　 ＝　14フィート 5-1/8インチ

　　　　　　表の（Ｗ）から得た差し引く値　　 ＝　　2フィート 4-7/8インチ

　　　　　　２番目の配付隅垂木の長さ　　　 ＝　12フィート 0-1/4インチ

最後の配付き垂木まで、この計算を続けます（配付谷垂木の場合も同じ計算

です）。隅と谷の部分は傾斜しているので、常に長い垂木の方から長さを測

って下さい。

クリップル配付垂木（図８参照）は上と同じ方法が用いられますが、両端が傾

斜しています。そこで、頭つなぎから棟木へ届く標準垂木の長さから両端の

減算が必要です。クリップル配付垂木は上面の角に沿って対角線に遠い点

から遠い点を測ります。対角線に測ることによって、隅の厚みの1/2、谷の

厚みの1/2を相殺することができます。

すべての配付隅垂木の鼻または軒の長さは標準垂木と同じです。お望みな

ら標準垂木をモデルとしてご利用下さい。クリップル配付垂木には軒があり

ません（図１４、１５参照）。

材の長さは標準垂木で示された手順を用いますが、垂木の場所による減算

があります（上記）。

材の長さ：

鼻または軒の長さ：

配付垂木のカット線の設定

２１

配付隅垂木の欠込みと下部垂直カットは標準垂木と同じです。すべての

配付垂木のカット：
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配付垂木のために、定規の盤面の「COMMON」目盛りが用いられます。配

付垂木が隅垂木または谷垂木に対して寄せかける時はいつでも垂直カット

線をひいて、線に沿って４５°でカットします。側面カット、垂直カットのいず

れも同様です。カットの前に角度をお確かめ下さい。棟木の端に付く中央標

準垂木については図１１をご覧下さい。

突出屋根（小屋根）垂木

玄関部の突出し（玄関庇）

増築やリフォームの時に、主屋根の上に小屋根を乗せると強度低下のモトと

なる主屋根の切り欠きが避けることができます。

図１を参照して、谷は標準垂木に４５°で線をひます。垂木の下端の長い端

をひいた線にセットします。

インチ上りが決まっていても標準垂木と同様にします。

最も短い垂木を測り、配付垂木と同様の方法で垂木の長さは求められます。

下部カットは欠込みの水平カットと同様におこないます（図７参照）が、垂木

をカットします（垂直欠込みカットはおこないません）。丸鋸は屋根の勾配と

同じ角度に調整します。このように屋根に対してフラットにカットします。例え

ば、「COMMON」目盛りで8インチ上りとすると、8は角度で、33 1/2°であ

ることがわかります。それで丸鋸の角度を33 1/2°に調整します。

ステップ１．：

ステップ２．突出屋根垂木の垂直カット：

ステップ３．垂木の長さ：

ステップ４．下部カット：

図１に屋根から延長されている屋根の延長部を示しています。「Ｂ」点の端

部カットについて、定規を「Ｔ」バーが垂木に平らになるように持ちます。そし

て、「COMMON」垂木の目盛りを使い、主屋根で使われるインチ上りに線を

ひきます。その線から「PIVOT」の点へ線をひきます。これはフラットな屋根

のカットです。傾斜した屋根にするために、角度目盛りを使って屋根のイン

チ上り角度から突出屋根のインチ上り角度を差し引いた角度に線をひきま

す。
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角度定規

この定規の盤面の角度目盛り「DEG」で材の上でどのような角度でも設定で

きます。図１６はいくつかの例を示しています。鈍角の設定、例えば１０５°

の場合、カットする個所に盤面の「PIVOT」ポイントを合わせます。Ｔバーが

材にぴったり沿うようにあてがい、材を横切るように垂直線をひきます。つ

づいて、定規を裏返しにし（PIVOT の個所をずらさないように）、角度目盛り

「DEG」が１５°（１０５－９０）になる位置まで定規を回します。定規の底部

に沿って線をひくと１０５°になります（７５°も１５°も同様）。

図１６．材の上で角度目盛りを使う方法

Ｘ－Ｙ線上のＡ点で定規を回すこ
とによって得られる角度と２つの
異なる置き方。

定規のＴバーをＸ－Ｙ線に合わせ
ると９０°になります。

（注＜便利もん＋＞　この図では7インチタイプが用いられています）



階段設定の事例

ソーラーパネル設定の事例

垂木長さ一覧表

（注＜便利もん＋＞　日本の仕様と異なるため翻訳を省いています）

（注＜便利もん＋＞　ご承知のように、勾配のある屋根の斜辺に用いる垂木の長さは建物の
水平幅よりも長くなります。垂木の長さは４ページの計算式で求めることもできますが、本書で
は３６ページ以降に、屋根の勾配ごとに建物の幅（RUN）に対する垂木の長さの換算表が掲
載されています。用語については本文２ページをご参照下さい。）

８インチ上り

勾配が、水平12インチに対して
8インチの上りであり、角度表示
では 33°3/4であることを示し
ます

Run は屋根の棟の中心から
壁の外面までの水平寸法です
単位：フィート（12インチ）

c 2005 Johnson Level & Tool Mfg. Co., Inc.○

垂木の長さ

　　　　　　　　　　　　便利もん＋ (plus)
http://www.kanamono-oh.com/benrimon

（注＜便利もん＋＞　日本の仕様と異なるため翻訳を省いています）
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