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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金網が断熱ボードの一面との間にスペーサーを介して前記断熱ボードの前記一面との間
に間隔を開けて前記断熱ボードの前記一面に被せられ、前記金網に当てられた断熱性の定
着コーンと前記断熱ボードの他面に当てられた断熱ジョイナーとが前記断熱ボードの前記
一面側から前記断熱ボードの前記他面側に通された接合ボルトでネジ止めされ、断熱パイ
プが前記接合ボルトのうち前記断熱ボードと前記金網との間の部分に装着されてなる金網
ボード複合板を用意し、
　前記金網ボード複合板を建物外周の型枠として前記金網を外側にして配置し、合板型枠
を前記建物内部の型枠として配置し、
　セパレーターの一端部を前記断熱ジョイナーに螺合し、前記セパレーターの他端部を前
記合板型枠の外側において型枠締め付け部材に取り付けて、前記型枠締め付け部材により
前記金網ボード複合板と前記合板型枠を締め付け、
　前記金網ボード複合板の外面にモルタルを所要の厚さに吹き付け、平坦に均した後、放
置して前記モルタルの強度を発現させ、
　しかる後に、前記金網ボード複合板と前記合板型枠の内側にコンクリートを打設するこ
とにより、
　建物外周部の外断熱層を有する構造体を得ることを特徴とする建物の外断熱建築工法。
【請求項２】
　第一の金網が断熱ボードの一面との間に第一のスペーサーを介して前記断熱ボードの前
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記一面との間隔を開けて前記断熱ボードの前記一面に被せられ、第二の金網が前記断熱ボ
ードの他面との間に第二のスペーサーを介して前記断熱ボードの前記他面との間隔を開け
て前記断熱ボードの前記他面に被せられ、前記第一の金網に当てられた断熱性の第一の定
着コーンと前記第二の金網に当てられた断熱性の第二の定着コーンとが前記断熱ボードの
前記一面側から前記断熱ボードの前記他面側に通された接合ボルトでネジ止めされ、第一
の断熱パイプが前記接合ボルトのうち前記断熱ボードと前記第一の金網との間の部分に装
着され、第二の断熱パイプが前記接合ボルトのうち前記断熱ボードと前記第二の金網との
間の部分に装着されてなる金網ボード複合板を用意し、
　前記金網ボード複合板を建物外周部の壁となる位置に配置し、
　前記金網ボード複合板の両面にモルタルを所要の厚さに吹き付け、平坦に均した後、放
置して前記モルタルの強度を発現させることにより、
　建物外周部の外断熱層を有する壁を得ることを特徴とする建物の外断熱建築工法。
【請求項３】
　前記定着コーンを前記モルタルに埋めることを特徴とする請求項１又は２に記載の建物
の外断熱建築工法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、建物の外断熱建築工法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
日本では、建物の断熱を図る場合、従来、内断熱工法が取られていたが、近年、外断熱工
法も用いられるようになってきた。
【０００３】
外断熱工法は、通気層型と密着型とに大別されるが、戸建て住宅など小規模、低層の建物
では通気層型が、集合住宅など大規模、高層の建物には密着型が多く用いられてきた。
通気層型は、建物外壁面上に下地枠組みを止め付け、その厚みの中に断熱材を充填し、外
装材を付けるものである。
【０００４】
密着型の代表工法は「複合ボード打ち込み工法」と呼ばれるもので、厚さ１ｃｍ程度のセ
メント系成型板に発泡プラスチック系の断熱ボードを接着して、この複合ボード板を型枠
代わりとしてコンクリートを打設し、建物外周部の外断熱層を有する構造体を得る工法で
ある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、通気層型は下地枠組みの形成と建物本体（躯体）への止め付けに多大のコ
ストを要し、外装材の強度や耐久性についても不安がある。
【０００６】
　密着型は、使用する複合ボードが強度上十分とは言い難いので、型枠締め付け部材であ
るフォームタイ（登録商標）の本数が多く必要になり、型枠作業に手間がかかる。フォー
ムタイの本数が多くなるので、その端部定着処理の数が多く、またヒートブリッジによる
断熱性のロスが大きい問題もある。またフォームタイによる止め付けでは、長い期間には
複合ボードがずり下がる懸念もある。さらに複合ボードの型枠組み立てを手作業で行うた
め、小割のボードにならざるを得ず、目地が多く、意匠上、防水上の難点となる。
【０００７】
さらに両タイプとも、窓開口部回りの納まりには多くの部品を用いることになり、その点
での意匠上、防水上、コスト上の問題も多い。
【０００８】
本発明の課題は、建物外周に高い外断熱性を得ることができ、目地過多による意匠上、防
水上の難点も解消でき、長年月における外断熱部材のずり下がりの懸念もなく、施工も簡
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単である等といった利点を有する建物の外断熱建築工法を提供することである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　以上の課題を解決すべく、請求項１記載の発明は、
　建物の外断熱建築工法において、
　金網が断熱ボードの一面との間にスペーサーを介して前記断熱ボードの前記一面との間
に間隔を開けて前記断熱ボードの前記一面に被せられ、前記金網に当てられた断熱性の定
着コーンと前記断熱ボードの他面に当てられた断熱ジョイナーとが前記断熱ボードの前記
一面側から前記断熱ボードの前記他面側に通された接合ボルトでネジ止めされ、断熱パイ
プが前記接合ボルトのうち前記断熱ボードと前記金網との間の部分に装着されてなる金網
ボード複合板を用意し、
　前記金網ボード複合板を建物外周の型枠として前記金網を外側にして配置し、合板型枠
を前記建物内部の型枠として配置し、
　セパレーターの一端部を前記断熱ジョイナーに螺合し、前記セパレーターの他端部を前
記合板型枠の外側において型枠締め付け部材に取り付けて、前記型枠締め付け部材により
前記金網ボード複合板と前記合板型枠を締め付け、
　前記金網ボード複合板の外面にモルタルを所要の厚さに吹き付け、平坦に均した後、放
置して前記モルタルの強度を発現させ、
　しかる後に、前記金網ボード複合板と前記合板型枠の内側にコンクリートを打設するこ
とにより、
　建物外周部の外断熱層を有する構造体を得ることを特徴とする。
【００１０】
請求項１記載の発明によれば、以下の作用効果を有する。
（１）建物外周部の構造体の外断熱部材として、断熱ボードの一面にスペーサーを介して
間隔を開けて金網を付帯した構成の金網ボード複合板を使用し、その金網側の面にモルタ
ルを吹き付けて、金網ボード複合板の一面にモルタル層を設けた外断熱層を形成している
ので、構造体に高い外断熱性を得ることができる。
（２）建物外周部の構造体をコンクリート打設する型枠工事の一環として、外断熱層を形
成できるので、構造体完成後に外断熱部材の取り付けを行う方法に比べて、外断熱を図っ
た構造体の建築・施工が簡単であり、また経済的である。
（３）建物外周面はモルタル吹き付けという湿式工法で一体に仕上げられるので、目地過
多による意匠上の難点や防水上の問題がなく、また壁の開口回りの納まりも容易である。
（４）外断熱層の重量は柱や壁部分で支持され、さらに一体のモルタル層により建物の基
礎に伝えて支持されているので、長年月における金網ボード複合板（外断熱部材）のずり
下がりの懸念がない。
（５）建物外周部の構造体のセパレーターによるヒートブリッジは、金網ボード複合板に
断熱性の定着コーンや断熱ジョイナーを用いることにより、外断熱層の部分で効果的に遮
断することができる。
（６）建物外周面のモルタル層は数センチと厚くでき、吸湿容量を大きくできるので、寒
期に内面に結露が生じても、これを吸湿し、暖期に放湿すればよく、通年のサイクルの中
で内部結露の問題を解決できる。
（７）地震時に、建物外周部の構造体が変形しても、外断熱層が変形を吸収するので、損
傷が建物外面に現れにくい。
（８）建物外周面はモルタル吹き付けの湿式工法なので、頑強なものを容易に経済的に造
ることができ、高層、大規模の建物にも適用できる。
【００１１】
　請求項２記載の発明は、建物の外断熱建築工法において、
　第一の金網が断熱ボードの一面との間に第一のスペーサーを介して前記断熱ボードの前
記一面との間隔を開けて前記断熱ボードの前記一面に被せられ、第二の金網が前記断熱ボ
ードの他面との間に第二のスペーサーを介して前記断熱ボードの前記他面との間隔を開け
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て前記断熱ボードの前記他面に被せられ、前記第一の金網に当てられた断熱性の第一の定
着コーンと前記第二の金網に当てられた断熱性の第二の定着コーンとが前記断熱ボードの
前記一面側から前記断熱ボードの前記他面側に通された接合ボルトでネジ止めされ、第一
の断熱パイプが前記接合ボルトのうち前記断熱ボードと前記第一の金網との間の部分に装
着され、第二の断熱パイプが前記接合ボルトのうち前記断熱ボードと前記第二の金網との
間の部分に装着されてなる金網ボード複合板を用意し、
　前記金網ボード複合板を建物外周部の壁となる位置に配置し、
　前記金網ボード複合板の両面にモルタルを所要の厚さに吹き付け、平坦に均した後、放
置して前記モルタルの強度を発現させることにより、
　建物外周部の外断熱層を有する壁を得ることを特徴とする。
【００１２】
請求項２記載の発明によれば、断熱ボードの両面にスペーサーを介して間隔を開けて金網
を付帯した構成の金網ボード複合板を使用し、その両面にモルタルを吹き付けることによ
って、金網ボード複合板の両面にモルタル層を設けた断熱層を形成すると同時に壁を形成
しているので、建物外周部の高い外断熱性を有する壁を得ることができ、外断熱層を有す
る壁を建築する点を除けば、基本的に請求項１記載の発明と同様の作用効果を有する。
【００１３】
　請求項３記載の発明は、請求項１又は２に記載の建物の外断熱建築工法において、
　前記定着コーンを前記モルタルに埋めることを特徴とする。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００１６】
［第一の実施の形態］
図１は、本発明の外断熱建築工法の一実施の形態で建物外周部の構造体部分に用いる金網
ボード複合板を示す水平断面図である。この金網ボード複合板１は、建物外周部の構造体
（躯体）の外断熱部材と構造体の外面の型枠とを兼ねるもので、断熱ボード２の一面に、
鉛直方向のスペーサー５を介して一定間隔を開けて平行に配置した金網３を、型枠締め付
けボルトのフォームタイに相当する位置で接合ボルト４で一体化することにより付帯した
構造に構成されている。
【００１７】
断熱ボード２としては、図３（ｂ）に示すような矩形の、例えば厚さ５０～２００ｍｍの
ＥＰＳ板（発泡ポリスチレンボード）を用いることができる。金網３は、金網ボード複合
板１の断熱ボード２側に吹き付けたモルタルを付着させて、支持するためのもので、図３
（ａ）に示すような鉄製平網が用いられる。平網のワイヤー径は例えば２．６ｍｍ、メッ
シュ寸法は５０ｍｍ×５０ｍｍである。スペーサー５は、断熱ボード２と金網３との間に
間隔を開けることにより、断熱ボード２にモルタルを厚く付着させるためのもので、例え
ば、図３（ｃ）に示すように、塩ビ等のプラスチックパイプや棒鋼等が用いられる。金網
３と断熱ボード２との間隔は例えば１０ｍｍ程度とされ、スペーサー５の径ないしは厚さ
はそれと同程度とされる。
【００１８】
金網ボード複合板１を作製するには、断熱ボード２の一面にスペーサー５を介して金網３
を被せ、この金網３の上にワイヤーワッシャー８を介して断熱性の定着コーン６（プラス
チック製）を当てる。そして、定着コーン６と断熱ボード２の反対側に当てた断熱ジョイ
ナー７とを接合ボルト４でネジ止めすることにより、金網ボード複合板１が得られる。
【００１９】
なお、接合ボルト４の金網３と断熱ボード２との間に位置した部分には、ヒートブリッジ
防止のために熱伝導率の小さい材料の断熱パイプ９を装着する。また、金網３は針金を用
いてスペーサー５と数カ所で堅縛しておくことが好ましい。
【００２０】
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ワイヤーワッシャー８は、金網３の線に跨り、かつモルタル吹き付けの際に陰の部分を作
らないように配慮した構造に形成している。たとえば、図３（ｄ）に示すように、外径２
．６～３．２ｍｍの鉄線を長さａ＝１５０ｍｍ、間隔ｂ＝９ｍｍ程度の長楕円形に加工し
たもの、あるいは一端が開放された長さａ＝１５０ｍｍ程度のヘアピン形に加工したもの
を使用することができる。
【００２１】
図２は、建物外周部の非構体造部分である壁に用いる金網ボード複合板１０を示す水平断
面図である。この非構造体部分（非躯体部分）に使用する金網ボード複合板１０は、両面
とも、構造体部分の金網ボード複合板１の外面と基本的に同じ構成となっている。
【００２２】
すなわち、断熱ボード２の両面に、鉛直方向のスペーサー５を介して金網３を被せ、各金
網３の上にワイヤーワッシャー８を介して断熱性定着コーン６を当て、この断熱ボード２
の両面の定着コーン６、６同士を接合ボルト４でネジ止めすることにより、断熱ボード２
の両面にスペーサー５を介して一定間隔を開けて平行配置の金網３を付帯した金網ボード
複合板１０が作製される。金網ボード複合板１のときと同様、接合ボルト４の金網３と断
熱ボード２との間の部分には、ヒートブリッジ防止のための小熱伝導率材料の断熱パイプ
９を装着する。
【００２３】
なお、金網ボード複合板１および１０とも、これら複合板１と１０、もしくは複合板１同
士、複合板１０同士を接触して使用する箇所では、少なくとも接触部分の金網３は、互い
に重なるように断熱ボード２よりも大きめに設けることを要する。これは、複合板が接触
した箇所で金網が重なっていないと、吹き付けたモルタル層にひび割れの発生を招くから
であり、金網を重ねればこれが防げる。金網３と断熱ボード２を同サイズにする場合は、
接触部において両側の複合板１、１にまたがる細幅（２００～３００ｍｍ）の平網（接合
金網）を付す。
【００２４】
本実施の形態の工法による建物外周部の構造体部分の外断熱建築を、図４に示す鉛直断面
図により説明する。図４に示すように、金網ボード複合板１を建物外周部分の型枠として
用い、この複合板１を金網３を外側にして配置し、建物のその他の内部には従来の合板型
枠１３を配置する。そしてセパレータ１２を金網ボード複合板１の断熱ジョイナー７に螺
合し、従来工法と同様に、セパレータ１２のコーン１７を有する他端に、端太材１５を介
して（または介さず直接に）フォームタイ１４を取り付け、フォームタイ１４により両型
枠１、１３を締め付けて組む。
【００２５】
ついで型枠の寸法精度、位置精度を調整した後、金網ボード複合板１の外面に所定厚さに
モルタル１１を吹き付け、平坦に均す。モルタル１１は金網３下を断熱ボード２の面まで
十分に埋めた後、定着コーン６が隠れる位置まで吹き付ける。モルタル１１を均す際、定
着コーン６を均しの「当たり」とするとよい。均し面の調整はプラスチック製等のフィラ
ープレートを貼り付ければよい。そして最後に仕上げを行い、所望に応じタイル張りを行
って、防水性や耐久性の向上を図る。
【００２６】
金網ボード複合板１は、吹き付けたモルタル１１が硬化して強度を発現することにより、
断熱層に形成される。建物外周部分の構造体は、モルタル１１の強度の発現を待って、そ
の後、両型枠１、１３内にコンクリートを打設することにより建造される。かくして、外
断熱層を有する建物外周部分の構造体が完成する。
【００２７】
本実施の形態の工法による建物外周部の非構造部分の壁の外断熱建築を、図５に示す水平
断面図により説明する。建物外周部の壁となる位置に金網ボード複合板１０を配置し、そ
の両面に所定厚さのモルタル層１１を吹き付け、平坦に均す。最後に仕上げを行い、所望
に応じタイル張りをする。金網ボード複合板１０の鉛直方向配置のスペーサー５は、吹き
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付けたモルタル１１の重量を支持する役目を合わせ持つ。
【００２８】
金網ボード複合板１０は、吹き付けたモルタル１１が硬化して強度を発現することにより
、断熱層に形成されると同時に、それ自体が壁になる。かくして、外断熱層を有する建物
外周部の壁が完成する。
【００２９】
本実施の形態の工法における建物外周部の梁、床部分の鉛直断面図を図６に示す。図６に
示すように、壁芯より内側は在来型の合板型枠１３となる。壁芯より外側は外断熱型の型
枠となる。すなわち、梁構造体部分は金網ボード複合板１が、非構造体の壁の部分には金
網ボード複合板１０が用いられている。複合板１と１０とが接する部分では互いの金網３
を重ねるか、または両者に跨る接合金網を配する。また壁部分の複合板１０の内面側の金
網３は、梁コンクリート１６の中に所定の定着長さに入り込んで定着される。
【００３０】
図７は、同じく建物外周部の柱部分の水平断面図である。壁芯より内側は在来型の合板型
枠１３である。壁芯より外側は外断熱型の型枠で、柱構造体部分は金網ボード複合板１が
、非構造体の壁の部分には金網ボード複合板１０が用いられている。
【００３１】
なお、図６、図７において、金網ボード複合板１にモルタル１１を下吹き（一次吹き付け
）後、定着コーン６の代わりに、合板型枠１３側と同様なフォームタイ１４を装着し、端
太材１５（必要に応じて合板１３も）で補強して、金網ボード複合板１による型枠と合板
型枠１３とを組み付けてから、両型枠内にコンクリート１６を打設し、コンクリート１６
が硬化した後、金網ボード複合板１のフォームタイ１４を取り外し、代わりに定着コーン
６を取り付けて、モルタル１１の仕上げ吹き付け（二次吹き付け）を行うことにより、構
造体部分の外断熱層を仕上げてもよい。
【００３２】
図８は、建物外周部の壁内面のモルタル層に設けた構造スリットの立面図である。この構
造スリット２１は、壁２０内面の柱２２との際および床スラブ２３面上に設ける。壁２０
の外面には構造スリットが必要ないので設けない。なお、図８において、符号２４は壁２
０に設けられた開口枠である。
【００３３】
図９（ａ）に図８のＡ－Ａ’線断面図、すなわち柱際の構造スリットを示す水平断面図を
掲げる。図９（ｂ）に同じく図８のＢ－Ｂ’線断面図、すなわち床面の構造スリットを示
す鉛直断面図を掲げる。構造スリット２１には、ロックウール（ＲＷ）、グラスウール、
セラミックウール等の不燃繊維系の軟質ボードを用い、これを柱２２の面、床スラブ２３
の面に接着した後、モルタル１１を吹き付ける。
【００３４】
本実施の形態の外断熱建築工法による金網ボード複合板の割付の例を図１０に示す。図１
０において、ハッチングを施した部分は、金網ボード複合板２８（金網ボード複合板１、
１０）同士の接触部で金網３が互いに重なっているか、または接合金網が当てられている
ことを模式的に示す。
【００３５】
建物外周の壁面にひび割れ誘発目地を設ける場合は、柱２２の中心の位置に縦目地２５を
、床スラブ２３のレベル位置に横目地２６を設ける。モルタル層の重量を建物の基礎に伝
える必要があるので、横目地の深さは１０ｍｍ～１５ｍｍ程度とする。大壁の場合は、縦
目地の間隔を３ｍ程度とする。
【００３６】
以上のように構成された本実施の形態によれば、つぎのような作用効果を有する。
（１）建物外周部の構造体の外断熱部材として、断熱ボード２の一面にスペーサー５を介
して間隔を開けて金網３を付帯した構成の金網ボード複合板１を使用し、その金網側の面
にモルタル１１を吹き付けて、金網ボード複合板の一面にモルタル層を設けた外断熱層を
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形成しているので、構造体に高い外断熱性を得ることができる。
（２）建物外周部の非構造体の壁については、断熱ボード２の両面にスペーサー５を介し
て間隔を開けて金網３を付帯した構成の金網ボード複合板１０を使用し、その両面にモル
タル１１を吹き付けることによって、金網ボード複合板の両面にモルタル層を設けた断熱
層を形成すると同時に壁を形成しているので、高い外断熱性を有する壁を得ることができ
る。
（３）建物外周部の構造体をコンクリート打設する型枠工事の一環として、外断熱層を形
成できるので、構造体完成後に外断熱部材の取り付けを行う方法に比べて、外断熱を図っ
た構造体の建築・施工が簡単であり、また経済的である。
（４）建物外周部の壁の工事の一環として、外断熱層を形成できるので、壁完成後に外断
熱部材の取り付けを行う方法に比べて、外断熱を図った壁の建築・施工が簡単であり、ま
た経済的である。
（５）建物外周面はモルタル吹き付けという湿式工法で一体に仕上げられるので、目地過
多による意匠上の難点や防水上の問題がなく、また壁の開口回りの納まりも容易である。
（６）外断熱層の重量は柱や壁部分で支持され、さらに一体のモルタル層により建物の基
礎に伝えて支持されているので、長年月における金網ボード複合板のずり下がりの懸念が
ない。
（７）建物外周部の構造体のセパレーターによるヒートブリッジは、金網ボード複合板１
に断熱性の定着コーン６や断熱ジョイナー７を用いるので、外断熱層の部分で効果的に遮
断することができる。
（８）建物外周面のモルタル層は数センチと厚くでき、吸湿容量を大きくできるので、寒
期に内部に結露が生じても、これを吸湿し、暖期に放湿すればよく、通年のサイクルの中
で内部結露の問題を解決できる。
（９）地震時に、建物外周部の構造体が変形しても、外断熱層が変形を吸収するので、損
傷が建物外面に現れにくい。
（１０）建物外周面はモルタル吹き付けの湿式工法なので、頑強なものを容易に経済的に
造ることができ、高層、大規模の建物にも適用できる。
【００３７】
［第二の実施の形態］
第一の実施の形態では、金網ボード複合板１、１０は、断熱ボード２の面に金網３をスペ
ーサー５を介して間隔を開けて付帯させたものを使用したが、本実施の形態では、図１１
、図１２に示すように、断熱ボード２の面に金網３をスペーサーを介さず直接付帯させた
ものを使用した。
【００３８】
本実施の形態における金網ボード複合板１、１０のその他の構成、およびこれら金網ボー
ド複合板１、１０を用いた建物外周部の構造体、壁の建築は、図１１および図１２に示す
ように、第一の実施の形態と同様である。図１１の建物外周部の構造体部分の外断熱建築
工法を示す鉛直断面図、図１２の建物外周部の非構造部分の壁の外断熱建築工法を示す水
平断面図において、図４、図５に示した符号と同一の符号は同一の部材を示す。
【００３９】
本実施の形態では、金網ボード複合板１、１０の金網３が断熱ボード２との間に間隔を設
けていないので、吹き付けたモルタル１１の層が第一の実施の形態のときよりも薄くなる
ため、その薄くなる分、外断熱層の断熱性および強度が劣るが、その点を除けば、本実施
の形態によっても、第一の実施の形態と同様な作用効果を得ることができる。
【００４０】
［第三の実施の形態］
本発明のさらにの他の実施の形態を図１３により説明する。本実施の形態では、在来型の
型枠で建物外周部の構造体部分のコンクリート打設後、その型枠を脱型して、コンクリー
ト本体３０に埋設されたコーン１７（プラスチック製の断熱性のものが好ましい）の突設
ネジ１７ａを露出し、これに断熱ジョイナー７を堅固に止め付ける。ついで断熱ジョイナ
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ー７に接合ボルト４を嵌合し、断熱ボード２の所定位置に予め孔開けした金網ボード複合
板１をボルト４に嵌め込む。ただし、本実施の形態における金網ボード複合板１は、第一
の実施の形態のときのような接合ボルト４、定着コーン６および断熱ジョイナー７を用い
た一体化ができないので、断熱ボード２とスペーサー５を介して配置した金網３とを適当
な結合手段、本例では針金３１で堅縛して一体に組み立てた。
【００４１】
ついで、ワイヤーワッシャー８を介して定着コーン６を金網３に当てて、定着コーン６を
接合ボルト４にネジ止めすることにより、金網３を外側にして金網ボード複合板１をコン
クリート本体３０の外面に取り付ける。その後は、金網ボード複合板１の外面にモルタル
１１を吹き付け、平坦に均して仕上げる。金網ボード複合板１は、モルタル１１が硬化し
て強度を発現することにより、外断熱層に形成される。かくして、建物外周部の構造体に
外断熱層を構築することができる。
【００４２】
以上では、断熱ボード２、スペーサー５および金網３を一体化して金網ボード複合板１と
して使用したが、本実施の形態では、これらを一体化せずに使用することができる。すな
わち、上記において、コンクリート本体３０のコーン１７の突設ネジ１７ａに断熱ジョイ
ナー７を止め付け、断熱ジョイナー７に接合ボルト４を嵌合したら、その後、予め所定位
置に孔開けした断熱ボード２をボルト４に嵌め込み、ついで断熱ボード２の表面にスペー
サー５を鉛直方向に配置し、これに金網３を被せる。そしてワイヤーワッシャー８を介し
て定着コーン６を金網３に当てて、定着コーン６を接合ボルト４にネジ止めすることによ
り、コンクリート本体３０の外面に断熱ボード２、スペーサー５および金網３を取り付け
る。その後は、上記と同様にして、モルタル１１を吹き付け、均してから、モルタル１１
の強度の発現を待つことにより、コンクリート本体３０の外面に外断熱層を得ることがで
きる。
【００４３】
以上のように、本実施の形態によれば、コンクリート打設後の構造体に適用して、高い断
熱性を有する外断熱層を形成することができ、その点を除けば、基本的に第一の実施の形
態と同様な作用効果を奏する。
【００４４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の外断熱建築工法によれば、建物外周に高い外断熱性を得る
ことができ、目地過多による意匠上、防水上の難点も解消でき、長年月における外断熱部
材のずり下がりの懸念もなく、施工も簡単である等といった優れた効果を得ることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の外断熱建築工法の第一の実施の形態で建物外周部の構造体部分に用いる
金網ボード複合板を示す水平断面図である。
【図２】第一の実施の形態で建物外周部の非構体造部分である壁に用いる金網ボード複合
板を示す水平断面図である。
【図３】図１および図２の金網ボード複合板の構成部材を示す図である。
【図４】第一の実施の形態の工法による建物外周部の構造体部分の外断熱建築を示す水平
断面図である。
【図５】第一の実施の形態の工法による建物外周部の非構造部分の壁の外断熱建築を示す
水平断面図である。
【図６】第一の実施の形態の工法における建物外周部の梁、床部分を示す鉛直断面図であ
る。
【図７】第一の実施の形態の工法における建物外周部の柱部分を示す水平断面図である。
【図８】第一の実施の形態の工法による建物外周部の壁内面のモルタル層に構造スリット
を設けたところを示す立面図である。
【図９】図９（ａ）は図８のＡ－Ａ’線断面図であり、図９（ｂ）は図８のＢ－Ｂ’線断
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面図である。
【図１０】第一の実施の形態の工法による金網ボード複合板の割付の例を示す図である。
【図１１】本発明の第二の実施の形態の工法による建物外周部の構造体部分の外断熱建築
を示す鉛直断面図である。
【図１２】第二の実施の形態の工法による建物外周部の非構造部分の壁の外断熱建築を示
す水平断面図である。
【図１３】本発明の第三の実施の形態の工法による建物外周部の構造体部分の外断熱建築
を示す鉛直断面図である。
【符号の説明】
１、１０　金網ボード複合板
２　　断熱ボード
３　　金網
４　　接合ボルト
５　　スペーサー
６　　定着コーン
７　　断熱ジョイナー
８　　ワイヤーワッシャー
１１　モルタル
１２　セパレーター
１３　合板型枠
１４　フォームタイ
１６　コンクリート
１７　コーン

【図１】

【図２】

【図３】
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