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(57)【要約】
【課題】小屋裏空間を囲む界壁を設ける場合において、
意匠性の向上を図りつつ、外壁通気層から小屋裏空間へ
の水蒸気の排出機能を確保することが可能な建物を提供
する。
【解決手段】天井１０と内壁材１２によって囲まれた居
室Ａと、天井１０より上方に形成され、屋外に通じる小
屋裏空間Ｂと、内壁材１２の外側に立設された外壁下地
面材１３と、外壁下地面材１３より支持された外壁材１
５と、を備え、外壁材１５と外壁下地面材１３との間に
、居室Ａ内で生じた水蒸気を排出するための外壁通気層
Ｄが形成された建物１であって、外壁下地面材１３を小
屋裏空間Ｂの側面を塞ぐ位置まで延設した界壁部２０を
備え、水蒸気を外壁通気層Ｄから界壁部２０を透過させ
て小屋裏空間Ｂへ排出可能に構成した。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天井と内壁材によって囲まれた居室と、
　前記天井より上方に形成され、屋外に通じる小屋裏空間と、
　前記内壁材の外側に立設された外壁下地面材と、
　前記外壁下地面材より支持された外壁材と、
　を備え、
　前記外壁材と前記外壁下地面材との間に、前記居室内で生じた水蒸気を排出するための
外壁通気層が形成された建物であって、
　前記外壁下地面材を前記小屋裏空間の側面を塞ぐ位置まで延設した界壁部を備え、
　前記水蒸気を前記外壁通気層から前記界壁部を透過させて前記小屋裏空間へ排出可能に
構成した、
　ことを特徴とする建物。
【請求項２】
　前記界壁部が火山性ガラス質複層板により構成されている、
　ことを特徴とする請求項１に記載の建物。
【請求項３】
　さらに、開口部を持たない軒天井を備え、
　前記外壁通気層が、
　前記軒天井の軒天裏空間に連通されている、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の建物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物に関し、より詳しくは、主に木造住宅等の建物における防耐火性能の確
保および意匠性の向上を実現するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、木造の住宅等の建物において、軒天井に設けた換気用の開口部から、外壁通気層
内を流れる気体（水蒸気）を屋外へ排出することが可能な構成が知られており、一般的に
広く採用されている。例えば、特許文献１に記載の如くである。
【０００３】
　特許文献１に記載された建物のように、外壁下地面材は、一般的には天井面より少し上
の小屋裏空間の側面を塞がない高さまで延設されている。このような構成の建物では、軒
天井の軒天裏空間と小屋裏空間とが連通しているため、外壁通気層内を流れる気体（水蒸
気）は、軒天井に設けた換気用の開口部や小屋裏空間に設けた換気部材から屋外へ排出さ
れる。
【０００４】
　木造住宅等の建物では、建物の用途や建築場所等に応じた法令順守のため、あるいはユ
ーザーのニーズに応じて、防耐火性能を確保するべく小屋裏空間を囲む界壁を設ける場合
がある。そして、小屋裏空間を界壁で囲んだ場合には、外壁通気層を流れる水蒸気を小屋
裏空間へ排出することが困難になる。また近年では、建物の意匠性向上へのニーズがます
ます高まっていることもあり、このような防耐火性能の確保が要求されるような場合にお
いても、建物の意匠性をより向上させることが望まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－０３１６４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　本発明は、斯かる現状の課題に鑑みてなされたものであり、小屋裏空間を囲む界壁を設
ける場合において、意匠性の向上を図りつつ、外壁通気層から小屋裏空間への水蒸気の排
出機能を確保することが可能な建物を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段を説明する。
【０００８】
　即ち、本発明に係る建物は、天井と内壁材によって囲まれた居室と、前記天井より上方
に形成され、屋外に通じる小屋裏空間と、前記内壁材の外側に立設された外壁下地面材と
、前記外壁下地面材より支持された外壁材と、を備え、前記外壁材と前記外壁下地面材と
の間に、前記居室内で生じた水蒸気を排出するための外壁通気層が形成された建物であっ
て、前記外壁下地面材を前記小屋裏空間の側面を塞ぐ位置まで延設した界壁部を備え、前
記水蒸気を前記外壁通気層から前記界壁部を透過させて前記小屋裏空間へ排出可能に構成
したことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係る建物は、前記界壁部が火山性ガラス質複層板により構成されている
ことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明に係る建物は、さらに、開口部を持たない軒天井を備え、前記外壁通気層
が、前記軒天井の軒天裏空間に連通されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の効果として、以下に示すような効果を奏する。
【００１２】
　本発明に係る建物によれば、小屋裏空間の周囲に界壁を設けた場合であっても、外壁通
気層からの水蒸気を小屋裏空間に排出することができる。またこのような構成によれば、
外壁通気層からの水蒸気を小屋裏空間より排出することができるため、軒天井に換気用の
開口部を設ける必要がなく、建物の意匠性向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明に係る建物を示す断面模式図。
【図２】本発明に係る建物を平側から見た場合の構造を示す部分断面模式図。
【図３】本発明に係る建物を妻側から見た場合の構造を示す部分断面模式図。
【図４】本発明に係る建物（平側から見た場合）における水蒸気の排出経路を示す部分断
面模式図。
【図５】本発明に係る建物（妻側から見た場合）における水蒸気の排出経路を示す部分断
面模式図。
【図６】従来の建物における水蒸気を排出するための構造および排出経路を示す部分断面
模式図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
［建物の全体構成］
　まず始めに、本発明に係る建物の全体的な構成について、図１～図３を用いて説明する
。なお、以降の説明で用いる各図面は、発明の内容の理解を容易にするために、各部材の
大きさ等を誇張して図示したり、あるいは、木造住宅において通常備えられている一部の
部材（柱、梁、屋根材等）の図示を省略したりしている。このため、各図面間における縮
尺や部材の配置位置等は厳密に一致していない。
【００１５】
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　図１に示す建物１は、本発明に係る建物である木造住宅の一例である。建物１は、図１
～図３に示すように、棟木２、小屋梁３、軒桁４、垂木５、野地板６、土台７等からなる
軸組が、コンクリート製の基礎８の上に建造されており、切妻の屋根形状を有している。
また、建物１は、このような構成の軸組に対して、天井１０、床材１１、内壁材１２、外
壁下地面材１３、通気胴縁材１４、外壁材１５、軒天井１６等の仕上げ材を設置して構成
されている。なお、本実施形態で例示する建物１は、軸組工法を採用した例であるが、建
物１は、例えば、枠組壁工法（いわゆるツーバイフォー工法）を採用したものであっても
よい。
【００１６】
　図１に示すように、建物１は、天井１０、床材１１、および内壁材１２により囲まれた
空間である居室Ａを備えている。また、建物１には、天井１０より上方において、天井１
０や野地板６等により囲まれた空間である小屋裏空間Ｂが形成されている。さらに、建物
１には、軒天井１６より上方において、軒天井１６や野地板６等により囲まれた空間であ
る軒天裏空間Ｃが形成されている。
【００１７】
　さらに、建物１は、小屋裏空間Ｂを屋外と連通させる塔換気部材１７を備えており、小
屋裏空間Ｂ内の気体（水蒸気等）を外部へ排出することができるように構成されている。
なお、小屋裏空間Ｂを換気する手段は、図１に示すようなガラリ１８であってもよく、さ
らに、塔換気部材１７とガラリ１８を共用する構成であってもよい。
【００１８】
　また、図１～図３に示すように、建物１において、外壁材１５は、外壁下地面材１３に
対して通気胴縁材１４の分だけ浮かした状態で設けられており、外壁下地面材１３と外壁
材１５の間に外壁通気層Ｄが形成されている。なお、内壁材１２と外壁下地面材１３との
間の空間には、断熱材１９が適宜配置されている。
【００１９】
［外壁下地面材の構成］
　図１～図３に示すように、外壁下地面材１３は、居室Ａの上部に設けた横架材である小
屋梁３あるいは軒桁４と、下部に設けた横架材である土台７との間に張り渡されて、内壁
材１２の外側に立設されている。外壁下地面材１３は、木材同士を接合するために使用さ
れるプレートやビス、釘等を用いて、小屋梁３、軒桁４、土台７等に対して堅固に固定さ
れている。そして、建物１では、外壁下地面材１３を、小屋梁３あるいは軒桁４よりもさ
らに上方まで延設している。以下では、この外壁下地面材１３を上方に延設した部位を界
壁部２０と呼ぶ。
【００２０】
　外壁下地面材１３は、建物１の構造体としての機能をも担う部材であるため、強度が要
求されるとともに、居室Ａ内で生じた水蒸気を外壁通気層Ｄへ逃がすために、透湿性が要
求される。このため、外壁下地面材１３としては、火山性ガラス質複層板等の、強度が高
く、かつ、透湿性に優れた（即ち、透湿抵抗が小さい）板材を使用することが好ましい。
なお、本実施形態では、外壁下地面材１３を構成する火山性ガラス質複層板として、大建
工業株式会社製の火山性ガラス質複層板（商品名：ダイライト（登録商標））を使用して
いる。
【００２１】
［界壁部の構成］
　界壁部２０は、外壁下地面材１３を上方に延設した部位であり、透湿性を有する板状部
材により構成されている。図２に示すように、建物１の妻側に設けられる界壁部２０は、
外壁下地面材１３を小屋梁３から垂木５に届く位置まで延設させるように設けられており
、小屋裏空間Ｂの妻側の側面を塞いでいる。界壁部２０は、木材同士を接合するために使
用されるプレートやビス、釘等を用いて、小屋梁３および垂木５に対して堅固に固定され
ている。
【００２２】
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　また、図３に示すように、建物１の平側に設けられる界壁部２０は、垂木５と重なる部
分に切り欠きを設けつつ、外壁下地面材１３を軒桁４から野地板６に届く位置まで延設さ
せるように設けられており、小屋裏空間Ｂの平側の側面を塞いでいる。界壁部２０は、木
材同士を接合するために使用されるプレートやビス、釘等を用いて、軒桁４、垂木５、お
よび野地板６に対して堅固に固定されている。
【００２３】
　界壁部２０は、防耐火性と透湿性が要求されるため、外壁下地面材１３と同様に、火山
性ガラス質複層板を使用することが好ましい。なお、本実施形態では、界壁部２０を構成
する火山性ガラス質複層板として、大建工業株式会社製の火山性ガラス質複層板（商品名
：ダイライト（登録商標））を使用している。
【００２４】
　なお、本実施形態では、各図面において、外壁下地面材１３と界壁部２０を別部材のよ
うに図示しているが、界壁部２０は、外壁下地面材１３の一部であってもよい。即ち、建
物１では、界壁部２０に対応する範囲まで延設された一枚ものの外壁下地面材１３を用い
てもよい。
【００２５】
［透湿抵抗の比較］
　木造住宅の外壁下地面材として広く採用されている材料の透湿抵抗（単位：ｍ２ｍｍＨ
ｇ／ｇ）を比較すると、本実施形態で外壁下地面材１３として採用している火山性ガラス
質複層板は、その値が９ｍｍ厚で２．３、１２ｍｍ厚で３．０である。また、構造用合板
（９ｍｍ厚）は、その値が１０．３程度であり、配向性ストランドボード（１１．１ｍｍ
厚）では、３０．６程度である。即ち、外壁下地面材１３の材料として火山性ガラス質複
層板を採用することによって、優れた透湿性を確保することができる。
【００２６】
　そして、建物１では、界壁部２０を構成する透湿性に優れた材料として、火山性ガラス
質複層板を採用している。なお、ここでいう「透湿性に優れた材料」とは、火山性ガラス
質複層板の透湿性能（透湿抵抗）を基準として、それと同等以上の透湿性能を有している
材料のことである。
【００２７】
［軒天井の構造］
　ここで、軒天井１６について、説明する。
　図１～図３に示すように、建物１では、軒天井１６に換気用の開口部を設けない構造と
している。従来、外壁通気層Ｄからの水蒸気を排出するために、軒天井１６の下面やその
周囲（外壁材との間）等に換気用の開口部を設ける構成が一般的であるが、昨今のユーザ
ーのニーズとしては、軒天井１６に換気用の開口部を設けないデザインが好まれるように
なりつつある。建物１では、軒天井１６に開口部を設けない構造とすることで、軒天井１
６のデザインの自由度を高めている。
【００２８】
　小屋裏空間Ｂに界壁を設けない場合、軒天井１６に開口部を設けなくても、外壁通気層
Ｄからの水蒸気を小屋裏空間Ｂに放出することができるために、大きな問題とはならない
。一方、小屋裏空間Ｂに界壁を設け、かつ、軒天井１６に開口部を設けない場合には、外
壁通気層Ｄの水蒸気の排出先を確保する必要がある。
【００２９】
　建物１では、小屋裏空間Ｂに界壁を設けることと、軒天井１６に開口部を設けないこと
、を両立するために、界壁部２０を設けている。建物１では、界壁部２０を設けることに
よって、外壁通気層Ｄからの水蒸気の排出先を確保することができる。即ち、建物１では
、界壁部２０によって小屋裏空間Ｂに界壁を設け、かつ、軒天井１６に開口部を設けない
構造としつつ、さらに、外壁通気層Ｄからの水蒸気を、界壁部２０を通して小屋裏空間Ｂ
に排出することができるように構成している。また、軒天裏空間Ｃに存在する水蒸気も、
界壁部２０を通して小屋裏空間Ｂへ排出することができる。
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【００３０】
［水蒸気の排出構造］
　次に、建物１における水蒸気の排出構造について説明する。
【００３１】
　まず、図６を用いて、従来の建物における水蒸気の排出経路について説明する。従来の
建物では、居室内で水蒸気が生じると、その水蒸気は、内壁材および外壁下地面材を透過
して、外壁通気層へと流れる。従来の建物では、外壁下地面材が上部の横架材（例えば小
屋梁）よりも上方の垂木に届く位置までは延設されていないため、小屋裏空間と軒天裏空
間が連通されている。また、従来の建物では、軒天井に換気用の開口部を設けていること
が一般的である。このため、外壁通気層へと流れた水蒸気は、軒天井の開口部より屋外に
排出されるか、あるいは、小屋裏空間を通じて、塔換気部材等から屋外に排出される。
【００３２】
　図４および図５に示すように、建物１では、居室Ａ内で水蒸気が生じると、その水蒸気
は、内壁材１２および外壁下地面材１３を透過して、外壁通気層Ｄへと流れる。建物１で
は、外壁下地面材１３が上部の横架材である小屋梁３や軒桁４よりも上方に延設され、垂
木５や野地板６に届く界壁部２０を備えており、界壁部２０によって小屋裏空間Ｂと軒天
裏空間Ｃとが区画されている。また、建物１は、軒天井１６に換気用の開口部を設けない
構造である。そして、このような構造を有する建物１において、外壁通気層Ｄへと流れた
水蒸気は、界壁部２０を透過して小屋裏空間Ｂに導入され、最終的に、塔換気部材１７等
から屋外へ排出される。
【００３３】
　軒天井１６に換気用の開口部を設けなくても、界壁部２０を透湿性に優れた材料により
構成することで、外壁通気層Ｄの水蒸気を、界壁部２０を通して小屋裏空間Ｂへ排出する
ことが可能になる。また、小屋裏空間Ｂは、塔換気部材１７等によって、屋外に連通され
ているため、界壁部２０を通して小屋裏空間Ｂへ導入された水蒸気は、最終的に屋外へ排
出されることとなる。
【００３４】
　このような構成を有する建物１では、界壁部２０を居室Ａの小屋裏空間Ｂに対する界壁
とすることができるため、建物１の所定の防耐火性能を確保することができる。また、こ
のような構成を有する建物１では、軒天井１６に換気用の開口部を設けなくても、居室Ａ
で生じた水蒸気を小屋裏空間Ｂより屋外へ排出することができるため、軒天井１６のデザ
インの自由度が高まり、ひいては建物１の意匠性の向上が図られる。
【００３５】
　即ち、建物１では、小屋裏空間Ｂに界壁たる界壁部２０を設けることで防耐火性能を確
保することができるとともに、軒天井１６に換気用の開口部を設けない構造として意匠性
の向上を図った場合において、居室Ａ内の水蒸気を排出するという外壁通気層Ｄの機能を
確保することができ、ひいては、躯体（軸組）や仕上げ材等が水蒸気の影響によって劣化
するのを抑制することができる。
【００３６】
　即ち、本発明の一実施形態に係る建物１は、天井１０と内壁材１２によって囲まれた居
室Ａと、天井１０より上方に形成され、屋外に通じる小屋裏空間Ｂと、内壁材１２の外側
に立設された外壁下地面材１３と、外壁下地面材１３より支持された外壁材１５と、を備
え、外壁材１５と外壁下地面材１３との間に、居室Ａ内で生じた水蒸気を排出するための
外壁通気層Ｄが形成されたものであって、外壁下地面材１３を小屋裏空間Ｂの側面を塞ぐ
位置まで延設した界壁部２０を備え、水蒸気を外壁通気層Ｄから界壁部２０を透過させて
小屋裏空間Ｂへ排出可能に構成している。
【００３７】
　建物１は、このような構成により、防耐火性能の確保のために、小屋裏空間Ｂの周囲に
界壁を設けた場合であっても、外壁通気層Ｄからの水蒸気を小屋裏空間Ｂに排出すること
ができる。またこのような構成によれば、外壁通気層Ｄからの水蒸気を小屋裏空間Ｂに排
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出することができるため、軒天井１６において換気用の開口部を設ける必要がなく、これ
により、建物１の意匠性向上を図ることができる。
【００３８】
　また、本発明の一実施形態に係る建物１は、界壁部２０が火山性ガラス質複層板により
構成されている。このような構成によれば、界壁部２０の透湿性を確実に確保することが
できる。
【００３９】
　さらに、本発明の一実施形態に係る建物１は、開口部を持たない軒天井１６を備え、外
壁通気層Ｄが、軒天井１６の軒天裏空間Ｃに連通されている。このような構成によれば、
小屋裏空間Ｂの周囲に界壁を設けた場合において、開口部がなく、意匠性の高い軒天井１
６を採用することができる。また、軒天裏空間Ｃに存在する水蒸気も、界壁部２０を通し
て小屋裏空間Ｂへ排出することができる。
【００４０】
　なお、本実施形態では、屋根形状が切妻である建物１を例示して説明を行ったが、本発
明に係る建物は、屋根形状により限定されるものではない。本発明は、屋外に通じた小屋
裏空間と外壁通気層を備えた建物全般に適用することができ、寄棟、片流れ、陸屋根等、
種々の屋根形状を有する建物に適用することができる。
【符号の説明】
【００４１】
　１　　建物
　１０　天井
　１２　内壁材
　１３　外壁下地面材
　１５　外壁材
　１６　軒天井
　２０　界壁部 
　Ａ　　居室
　Ｂ　　小屋裏空間
　Ｃ　　軒天裏空間
　Ｄ　　外壁通気層
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