
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軒先に沿わせて軒先梁を配設し、軒先梁と外壁との間に架け渡すように軒天井パネルを
軒先に沿う方向に複数並設し、軒天井パネルの平板部の周縁に立上板部を立設すると共に
軒天井パネルの並設方向に位置する立上板部に挿通孔を穿孔し、隣接した軒天井パネルに
おける隣接した各立上板部の挿通孔同士を連通させ、隣接する軒天井パネル間に対応した
位置の軒先梁に固定具を取り付け、固定具から軒天井パネルの並設方向の一方向に突設し
た嵌込突片を上記連通状態にある各挿通孔に嵌め込むことで隣接する軒天井パネル同士を
連結してなる軒天井であって、任意の隣接する軒天井パネルを軒先に沿う方向に隙間を隔
てて配置し、この隙間に対応した軒先梁の位置に上記隙間幅と略同幅の隙間用固定具を取
り付け、隙間用固定具の幅方向両端部から の並設方向の一方向に嵌込突片を
それぞれ突設し、隙間を隔てて隣接する軒天井パネルの各挿通孔に対応する各嵌込突片を
それぞれ嵌め込むことで隙間を隔てて隣接する軒天井パネル同士を連結し、この隙間を覆
う隙間用軒天井パネルを軒先梁と外壁との間に架け渡すように配設したことを特徴とする
軒天井。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、軒天井に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　従来から、集合住宅の共有廊下には建物の軒先に配置する外廊下が採用されることが多
いのであるが、この場合、上階の廊下の下方には下階の廊下が位置することが多く、下階
の廊下から上方を見上げた際の見栄えを良くするために、上階の廊下の床の下方には軒天
井を設けるのが一般的である。そして、この軒天井は良好な施工性を期して複数の軒天井
パネルを建物の軒先に沿わせて並べることで形成されていることが多い。
【０００３】
　軒天井パネル４にて形成した軒天井１の例としては図１３のようなものがある（たとえ
ば、特許文献１参照）。この軒天井パネル４は平板部５の周縁に立上板部６を立設して主
体が形成されおり、軒天井パネル４の側方の立上板部６には水平スリット状の挿通孔７が
穿孔されており、軒天井１を形成するべく軒天井パネル４を側方に並設した際には、隣接
する軒天井パネル４の挿通孔７同士が連通されるようになっている。ここで側方は軒先に
沿う方向を言う。建物の外壁３の屋外位置には外廊下の構造材となる軒先梁２が軒先に沿
った方向に配設されており、上記軒天井パネル４を軒先梁２と外壁３との間に架け渡すよ
うに取り付けることで軒天井１を形成している。詳しくは、軒天井パネル４を軒先梁２と
外壁３との間に架設させるにあたって、各軒天井パネル４の屋外側端部を軒先梁２に固定
するには固定具８が用いられている（図９参照）。この固定具８には軒先に沿う方向に略
水平な嵌込突片９が設けられており、固定具８は隣接した軒天井パネル４間に対応した各
々の位置の軒先梁２に固定し、隣接した軒天井パネル４の連通状態にある挿通孔７にこの
嵌込突片９を挿通させることで、隣接した軒天井パネル４同士を連結状態で軒先梁２に固
定させるのである。つまり、この固定具８を用いると、隣接した軒天井パネル４同士を連
結状態にして軒先梁２に固定することができるのであり、その施工作業も、まず隣接する
一方の軒天井パネル４の立上板部６の挿通孔７を固定具８の嵌込突片９にその内側から嵌
め込み、次に隣接する他方の軒天井パネル４の立上板部６の挿通孔７を固定具８の嵌込突
片９にその外側から嵌め込むといった作業で順々に軒天井パネル４を並設していくことが
できることから、軒天井１の形成施工に良好な施工性が確保されているのである（図１０
参照）。
【０００４】
　しかしながら、このように形成された軒天井１にあって、軒天井１を構成する複数の軒
天井パネル４のうちの１つの軒天井パネル４に、破損や汚れの付着などが生じて取り替え
の必要が生じた場合には、各固定具８の嵌込突片９によって隣接する軒天井パネル４同士
が連続して連結されており、つまり隣接する一方の軒天井パネル４のみを固定具８から取
り外すことはできないことから、軒天井１を形成する全ての軒天井パネル４を一旦取り外
さなければならない場合があり、その施工作業が煩雑である、といった問題があった。
【特許文献１】特開２００２－２０１７５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は上記の従来の問題点に鑑みて発明したものであって、軒天井を構成する軒天井
パネルの１つに取替の必要が生じた場合にも、簡単な施工作業で対処できるようにした軒
天井を提供することを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために本発明に係る軒天井は、軒先に沿わせて軒先梁２を配設し、
軒先梁２と外壁３との間に架け渡すように軒天井パネル４を軒先に沿う方向に複数並設し
、軒天井パネル４の平板部５の周縁に立上板部６を立設すると共に軒天井パネル４の並設
方向に位置する立上板部６に挿通孔７を穿孔し、隣接した軒天井パネル４における隣接し
た各立上板部６の挿通孔７同士を連通させ、隣接する軒天井パネル４間に対応した位置の
軒先梁２に固定具８を取り付け、固定具８から軒天井パネル４の並設方向の一方向に突設
した嵌込突片９を上記連通状態にある各挿通孔７に嵌め込むことで隣接する軒天井パネル
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４同士を連結してなる軒天井１であって、任意の隣接する軒天井パネル４を軒先に沿う方
向に隙間Ｓを隔てて配置し、この隙間Ｓに対応した軒先梁２の位置に上記隙間Ｓ幅と略同
幅の隙間用固定具１０を取り付け、隙間用固定具１０の幅方向両端部から

の一方向に嵌込突片１１をそれぞれ突設し、隙間Ｓを隔てて隣接する軒天井パ
ネル４の各挿通孔７に対応する各嵌込突片１１をそれぞれ嵌め込むことで隙間Ｓを隔てて
隣接する軒天井パネル４同士を連結し、この隙間Ｓを覆う隙間用軒天井パネル１２を軒先
梁２と外壁３との間に架け渡すように配設したことを特徴とする。
【０００７】
　これによると、軒天井１を形成する場合には、軒天井パネル４の挿通孔７に固定具８や
隙間用固定具１０の嵌込突片９，１１を嵌め込んで隣接した軒天井パネル４同士を連続し
て連結させるといった一貫した施工作業で行わせることができるのであって、つまり軒天
井１の形成施工に良好な施工性を確保できるのであり、また、軒天井１を形成する複数の
軒天井パネル４の１つに取替の必要が生じた場合には、取替の必要がある軒天井パネル４
を挟んで位置した一対の隙間用軒天井パネル１２間に位置する軒天井パネル４を取り外せ
ばよいのであって、つまり軒天井１を形成する全ての軒天井パネル４を取り外す必要など
無く、簡単な施工作業で対処することができるのである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明は、軒天井を形成する場合には、軒天井パネルの挿通孔に固定具や隙間用固定具
の嵌込突片を嵌め込んで隣接した軒天井パネル同士を連続して連結させるといった一貫し
た施工作業で行わせることができるのであって、つまり軒天井の形成施工に良好な施工性
を確保できるといった効果を有するのであり、また、軒天井を形成する複数の軒天井パネ
ルの１つに取替の必要が生じた場合には、取替の必要がある軒天井パネルを挟んで位置し
た一対の隙間用軒天井パネル間に位置する軒天井パネルを取り外せばよいのであって、つ
まり軒天井を形成する全ての軒天井パネルを取り外す必要など無く、簡単な施工作業で対
処することができるといった効果を有している。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１～図１２には本発明の実施の形態の例を示す。この例は、集合住宅における外廊下
部分に軒天井１を形成した例であり、具体的には、図２，３（ａ）のように上階の外廊下
の床１３の下方に下階の軒天井１が形成されている。上階の外廊下は、建物の屋外側に軒
先に沿って所定の間隔をあけて軒柱１４を立設し、この軒柱１４の間に軒先に沿って軒先
梁２を架設し、この軒先梁２に対向する建物側に床梁１５を配設し、軒先梁２と床梁１５
との間に複数の廊下継ぎ梁１６を軒先に沿って所定の間隔をあけて略水平に架設し、この
複数の廊下継ぎ梁１６の上に架け渡すように床パネル１７を敷設して外廊下の床１３が形
成されている。本例では、軒先梁２は屋外側に開口する断面コ字枠状の型枠材で構成され
ており、床梁１５は断面Ｉ字枠状の型枠材で構成されている。軒先梁２には外廊下の腰壁
及び手摺となる縦パネル状の腰壁手摺パネル１８が立設支持されており、床梁１５は下階
の外壁３を構成する外壁パネル３ａに受け枠４０を介して載設され、この床梁１５の上に
上階の床４１及び外廊下の床パネル１７が載設されている。詳しくは、この腰壁手摺パネ
ル１８の下端と下階の外壁パネル３ａの上端とは略同じ高さ位置にあるように設定されて
いる。なお、腰壁手摺パネル１８の下端の屋外側には水切り部材としての見切り材１９が
取付けられている。また、下階の外壁パネル３ａの上端部位には水平に亘って軒天取付枠
材２０が取り付けられている。詳しくは、この軒天取付枠材２０は縦片部２０ａと横片部
２０ｂとでなる縦断面逆Ｌ字状の型枠材であり、縦片部２０ａを外壁３の表面に沿わせて
取付けて横片部２０ｂを外壁３から屋外側に水平に突出するようにしてある。
【００１０】
　下階の軒天井１は、同じ高さ位置にある下階の外壁パネル３ａの上端及び腰壁手摺りパ
ネル１８の下端との間に渡すように水平に形成されている。本例の軒天井１は、外壁３と
軒先梁２との間に架け渡すように、軒先に沿って軒天井パネル４を並設すると共に任意の
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軒天井パネル４の間に隙間用軒天井パネル１２を配設することで形成されている。
【００１１】
　ここで、軒天井パネル４は、図６のように、屋内外方向に長く且つ軒先に沿う方向に短
い平面視矩形状の平板部５を有し、この平板部５の周縁に亘って立上板部６を立設させて
形成されている。詳しくは、立上板部６は水平な平板部５から垂直に立ち上がる縦片部６
ａを有して構成されている。また、屋内側の立上板部６にあっては縦片部６ａの上端から
外方に突出するフランジ縁部６ｂを有している。また、軒先に沿う方向の両側の立上板部
６にあっては、その屋外側の部位に縦片部６ａを軒先に沿う方向に貫通する水平スリット
状の挿通孔７がそれぞれ穿設されている。
【００１２】
　また、隙間用軒天井パネル１２は、図１のように、屋内外方向に長く且つ軒先に沿う方
向に短い平面視矩形状の平板部２１を有し、平板部２１の軒先に沿う方向の両縁に位置決
め片部２２を上方に突設すると共に側外方に連結片部２３を延設し、平板部５の屋外側の
端部に取付ブロック２４を上方に突設し、平板部２１の屋内側の端部に取付片部２５を上
方に突設して形成されている。詳しくは、取付片部２５は水平な平板部２１から垂直に立
ち上がる縦片部２５ａと縦片部２５ａの上端から外方に水平に突出するフランジ縁部２５
ｂとで形成されており、また、位置決め片部２２の屋外側の部位には図４，図５（ｂ）の
ように後述する隙間用固定具１０の嵌込突片１１の当接を回避する切欠２２ａが設けられ
ている。
【００１３】
　上記軒天井パネル４及び隙間用軒天井パネル１２を用いて軒天井１を形成するには、基
本的には軒先に沿う方向に軒天井パネル４を順々に並設し、これら軒天井パネル４のうち
の任意の隣接する軒天井パネル４を軒先に沿う方向に隙間Ｓを隔てて配置し、この隙間Ｓ
を埋めるべく隙間用軒天井パネル１２を軒天井パネル４に連続するように配設することで
行われている。
【００１４】
　ここで、軒天井パネル４の外壁３側への固定は、図３（ｃ）や図８のように、外壁３に
固定した軒天取付枠材２０の横片部２０ｂの下面に軒天井パネル４の屋内側に位置する立
上板部６のフランジ縁部６ｂを沿わせ、下方から釘やビスなどの固着具２６を打設するこ
とで行われる。一方、軒天井パネル４の軒先梁２側への固定は、隙間無く軒天井パネル４
同士を隣接配置する箇所においては図３（ｂ）や図６のように固定具８を用いて行われ、
隙間Ｓを隔てて軒天井パネル４が配置される箇所においては図１のように隙間用固定具１
０を用いて行われる。
【００１５】
　固定具８は、図９のように、軒先梁２に固定する縦板状の固定片２７を有し、この固定
片２７の軒先に沿う方向の一端部から屋内側に向けて側片２８を突設し、側片２８の突出
先端の下端部を側片２８に対して直交する一方向に突出させて軒先に沿う方向の一方向に
突出する水平板状の嵌込突片９を形成させた金属製部材である。ここで、水平な嵌込突片
９と固定片２７との間には隙間が形成してあり、固定片２７の上部には位置決め用突起２
９が突設されている。また、本例では、固定片２７の一端部と嵌込突片９の突出方向とは
軒先に沿う方向のうち相反する方向に設定されている。詳しくは、図３（ａ）や図６のよ
うに、固定片２７を軒先梁２の屋内側の面に沿わせて位置させ、軒先梁２の下面に位置決
め用突起２９を当接して軒先梁２に対する固定具８の上下方向の位置決めを行い、固定片
２７の上部を軒先梁２に釘やネジ等の固着具３０にて固定すると共に、固定片２７の下端
部を腰壁手摺パネル１８の下端部に釘やネジ等の固着具３１にて固定することで、固定具
８は軒先梁２に固定される。隙間無く隣接配置された軒天井パネル４にあっては隣接した
各立上板部６の挿通孔７同士が連通状態にされるのであるが、隣接する軒天井パネル４間
に対応した位置の軒先梁２に取付けた固定具８によると、図１０のように、固定具８の嵌
込突片９を上記連通状態にある各挿通孔７に嵌め込むことで、隣接する軒天井パネル４同
士を連結状態にして軒先梁２に固定させるのである。
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【００１６】
　隙間用固定具１０は、図７のように、軒先梁２側（本例では軒柱１４）に固定する縦板
状の固定片３２を有し、この固定片３２の下端から屋内側に向けて水平片３３を略水平に
突設し、水平片３３の先端部位の軒先に沿う方向の一端部から垂下片３４を垂設すると共
に、垂下片３４の下端部を垂下片３４に対して直交する一方向に突出させて軒先に沿う方
向の一方向に向けて突出する水平板状の嵌込突片１１を形成させており、また、水平片３
３の先端部位の軒先に沿う方向の他端部には水平片３３の下面に上記嵌込突片１１の突出
方向と同方向に開口せるコ字枠材３９を溶接により取付け、このコ字枠材３９の下横片部
を嵌込突片１１として構成させた金属製部材である。つまり、隙間用固定具１０には、軒
先に沿う方向のうちの同方向を向いて突出する一対の嵌込突片１１，１１が備えられてお
り、少なくとも水平片３３の下方に位置する嵌込突片１１は水平片３３の幅寸法よりも小
さい突出寸法を有している。この隙間用固定具１０は任意の軒天井パネル４間に形成した
隙間Ｓに対応した軒先梁２の位置に取付けられるのであり、本例では図７のように軒柱１
４に取付けられる。本例の軒天井１にあっては、図２のように、軒天井パネル４を６枚ま
たは８枚並設させる間隔をあけて軒柱１４が立設されており、軒先に沿う方向における軒
柱１４の位置で軒天井パネル４が隙間Ｓを隔てて配置されると共に軒柱１４に隙間用固定
具１０が取付けられている。そして、隙間用固定具１０の水平片３３の軒先に沿う方向の
一端部には屋外側に突出する位置決め用突起３５が形成され、この位置決め用突起３５を
軒柱１４の軒先に沿う方向に面する柱面に当接して位置決めし、固定片３２を軒柱１４の
屋内側の面に沿わせて屋内側から釘やビスなどの固着具３６を打設することで、軒柱１４
に位置決め固定されるようにされている。なお、このとき隙間用固定具１０は各嵌込突片
１１の突出方向が上記固定具８の嵌込突片９の突出方向と同方向に向いた状態にされる。
隙間Ｓを隔てて配置された一対の軒天井パネル４における各立上板部６の挿通孔７同士は
隙間Ｓを隔てて対向した状態とされているが、隙間用固定具１０によると、図５（ａ）や
図１１のように、隙間Ｓを隔てて隣接する軒天井パネル４の各挿通孔７に対応する隙間用
固定具１０の各嵌込突片１１をそれぞれ嵌め込むことで、隙間Ｓを隔てて隣接する軒天井
パネル４同士を連結状態にして軒先梁２側に固定させるのである。
【００１７】
　また、隙間用軒天井パネル１２の外壁３側への固定は、図１のように、外壁３に固定し
た軒天取付枠材２０の横片部２０ｂの下面に隙間用軒天井パネル１２の取付片部２５のフ
ランジ縁部２５ｂを沿わせ、下方から釘やビスなどの固着具３７を打設することで行われ
る。一方、隙間用軒天井パネル１２の軒先梁２側への固定は、隙間用軒天井パネル１２の
取付ブロック２４の上面を隙間用固定具１０の水平片３３の下面に沿わせ、下方から釘や
ビスなどの固着具３８を打設することで行われる。なお、このときには、図５（ｂ）のよ
うに、隙間用軒天井パネル１２の位置決め片部２２を隙間Ｓ内に挿入して隙間用軒天井パ
ネル１２の隙間Ｓへの位置決めが為されるのであり、隙間用軒天井パネル１２の一対の連
結片部２３を隣接する両軒天井パネル４の平板部５の下面に沿わせて隙間用軒天井パネル
１２と隣接する軒天井パネル４とに連続性をもたせて良好な外観が現出可能にされている
。
【００１８】
　しかして、本例の軒天井１を形成するにあって、隙間無く軒天井パネル４を隣接配置さ
せる部位では、図１０のように、まず隣接する一方の軒天井パネル４の立上板部６の挿通
孔７を固定具８の嵌込突片９にその内側から嵌め込み、次に隣接する他方の軒天井パネル
４の立上板部６の挿通孔７を固定具８の嵌込突片９にその外側から嵌め込むといった作業
で、順々に軒天井パネル４を施工性良く連結状態で並設していくことができるのであり、
また、隙間Ｓを隔てて軒天井パネル４を隣接配置させる部位でも、図１１のように、まず
隙間Ｓを隔てて隣接する一方の軒天井パネル４の立上板部６の挿通孔７を隙間用固定具１
０の一方の嵌込突片１１にその内側から嵌め込み、次に隙間Ｓを隔てて隣接する他方の軒
天井パネル４の立上板部６の挿通孔７を隙間用固定具１０の他方の嵌込突片１１にその外
側から嵌め込むといった作業で、軒天井パネル４を施工性良く隙間Ｓを隔てた連結状態で
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並設することができるのであり、つまり、軒天井１を形成する場合には、軒天井パネル４
の挿通孔７に固定具８や隙間用固定具１０の嵌込突片９，１１を嵌め込んで隣接した軒天
井パネル４同士を連続して連結させるといった一貫した施工作業で行わせることができる
のであって、従来同様に良好な施工性が確保されているのである。また、隣接した軒天井
パネル４の間に形成した隙間Ｓには隙間用軒天井パネル１２が被着されるが、この隙間用
軒天井パネル１２の隙間Ｓへの配置は位置決め片部２２にて位置決めが為されると共に、
外壁３側及び軒先梁２側への固定はいずれも下方からの固着具３７，３８の打設にて行わ
れるので、良好な施工性が確保されている。
【００１９】
　ところで、上記構成を有する本例の軒天井１にあっては、軒天井１を形成する複数の軒
天井パネル４の１つに取替の必要が生じた場合に、簡単な施工作業で対処することができ
るといった大きな利点を有している。すなわち、従来技術で挙げた固定具８のみを用いて
軒天井パネル４を連続並設してなる軒天井１にあっては、固定具８の嵌込突片９が隣接す
る軒天井パネル４の連通状態にある各挿通孔７に嵌め込まれ、つまり隣接する一方の軒天
井パネル４のみを固定具８から取り外すことはできないことから、軒天井１を形成する複
数の軒天井パネル４の１つに取替の必要が生じた場合には、軒天井パネル４を軒先に沿う
方向の端部のものから順々に取り外していかねばならない恐れがある。これに対し、本例
の軒天井１にあっては、隙間Ｓを介して隣接する軒天井パネル４の各挿通孔７が隙間用固
定具１０の対応する各嵌込突片１１にそれぞれ嵌め込まれ、つまり図１２のように隣接す
る一方の軒天井パネル４のみを隙間用固定具１０から取り外すことができることから、軒
天井１を形成する複数の軒天井パネル４の１つに取替の必要が生じた場合には、取替の必
要がある軒天井パネル４を挟んで位置した一対の隙間用軒天井パネル１２間に位置する軒
天井パネル４を取り外せばよいのである。つまり、本例の軒天井１では、従来技術の軒天
井１のように軒天井１を形成する全ての軒天井パネル４を取り外す必要などは無く、簡単
な施工作業で対処することができるのである。
【００２０】
　なお、本例では軒天井パネル４間に形成する隙間Ｓを軒柱１４に対応する位置に設ける
と共に、この隙間Ｓに配置する隙間用固定具１０を軒柱１４に固定した例を例示したが、
この隙間Ｓは任意の軒天井パネル４間に形成させることができるのであり、この場合、隙
間Ｓに配置する隙間用固定具１０にあってはその固定片３２の縦寸法を長くしたり、位置
決め用突起３５を切除したりして、隙間用固定具１０を軒先梁２の任意位置に固定するよ
うにしてもよいのは、言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施の形態の例の軒天井における一部透視した要部の分解斜視図である
。
【図２】同上の軒天井の平面図である。
【図３】（ａ）は図２のＡ部分の縦断面図であり、（ｂ）は図３（ａ）のＤ部拡大図であ
り、（ｃ）は図３（ａ）のＥ部拡大図である。
【図４】図２のＢ部分の縦断面図である。
【図５】（ａ）は図１のＸ－Ｘ断面線の断面図であり、（ｂ）は図１のＹ－Ｙ断面線の断
面図である。
【図６】図２のＡ部分における軒天井の形成施工を説明する斜視図である。
【図７】図２のＢ部分における軒天井の形成施工を説明する斜視図である。
【図８】図２のＣ部分における軒天井の形成施工を説明する斜視図である。
【図９】同上の固定具の斜視図である。
【図１０】（ａ）（ｂ）は同上の軒天井形成施工を順に説明する断面図である。
【図１１】同上の軒天井形成施工を説明する断面図である。
【図１２】同上の隙間用固定具から１つの軒天井パネルを取外す作業を説明する断面図で
ある。
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【図１３】背景技術の軒天井の縦断面図である。
【符号の説明】
【００２２】
　１　軒天井
　２　軒先梁
　３　外壁
　４　軒天井パネル
　５　平板部
　６　立上板部
　７　挿通孔
　８　固定具
　９　嵌込突片
　１０　隙間用固定具
　１１　嵌込突片
　１２　隙間用軒天井パネル
　１４　軒柱
　Ｓ　隙間
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】
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