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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
支持部材に被支持部材を固定する固定金具であって、
　前記支持部材に取り付けられる取付片と、該取付片に接続され第１の切欠部が設けられ
た連結片と、該連結片に接続され前記被支持部材の端部側の一方の表面に当接すると共に
第２の切欠部が設けられた当接片と、を有する支持金具と、
　前記支持金具の連結片に設けられた第１の切欠部から挿通されて前記支持金具の当接片
に端部側の一方の表面が当接された前記被支持部材の該端部側の他方の表面に当接し得る
第１、第２の拘束片が接続片を介して断面コ字形状で形成され、該第１、第２の拘束片の
一方には前記支持金具の当接片の板厚以下の高さを有して前記第２の切欠部に嵌入し得る
突出部が設けられ、該第１、第２の拘束片により前記被支持部材と前記支持金具の当接片
とを挟持して拘束する拘束金具と、
　を有することを特徴とする固定金具。
【請求項２】
請求項１に記載の固定金具を用いて建物の外壁面から突出した軒の下面に設置する軒天井
板の支持構造であって、
　前記支持部材となる鼻隠し下地材に前記支持金具の取付片が取り付けられ、該支持金具
の当接片に前記被支持部材となる軒天井板の鼻隠し側の端部を載置して支持し、
　前記軒天井板の板厚に応じて前記拘束金具の第１の拘束片または第２の拘束片を前記支
持金具の連結片に設けられた第１の切欠部から選択的に挿通すると共に、該支持金具の当
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接片に設けられた第２の切欠部に該第１、第２の拘束片の一方に設けた突出部が対応する
場合には該突出部を該第２の切欠部に嵌入させ、
　前記拘束金具の第１、第２の拘束片の一方を前記軒天井板の上面に当接し且つ前記拘束
金具の第１、第２の拘束片の他方を前記軒天井板を載置した前記支持金具の当接片の下面
に当接して該拘束金具により前記軒天井板と前記支持金具の当接片とが挟持して拘束され
、
　前記軒天井板の外壁面側の端部が壁際野縁に固定されたことを特徴とする軒天井板の支
持構造。
【請求項３】
前記鼻隠し下地材に、前記支持金具と、前記拘束金具と、前記軒天井板の鼻隠し側の端部
とを覆う通気見切り材を固定したことを特徴とする請求項２に記載の軒天井板の支持構造
。
【請求項４】
前記通気見切り材の換気用空気通路内に、熱によって膨張する不燃性体積膨張材を設けた
ことを特徴とする請求項３に記載の軒天井板の支持構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、支持部材に被支持部材を固定する固定金具及びその固定金具を用いて建物の
外壁面から突出した軒の下面に設置する軒天井板の支持構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建物の外装材、軒天井材等の施工を容易にするために、これ等の端部をクリップ
材を用いて固定するものが特許文献１～３により提案されている。
【０００３】
【特許文献１】実開平０５－０１６９０１号公報
【特許文献２】特開平１１－１１７４００号公報
【特許文献３】特開平０７－２７９２９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前述の従来例において、建物の外装材、軒天井材の厚さは様々であり、
例えば軒天井板の場合、その板厚が８mm～１６mmの範囲で使用されるのが一般である。こ
のような板厚の異なる軒天井板の施工に前記特許文献１～３のクリップ材を用いて固定し
た場合、軒天井板の板厚毎にその板厚に対応したクリップ材を用意しなければならず製品
管理上コスト高となるという問題があった。
【０００５】
　本発明は前記課題を解決するものであり、その目的とするところは、１種類の固定金具
により異なる複数の厚さの被支持部材の固定に対応出来、施工が容易な固定金具を提供し
、更にその固定金具を用いて建物の外壁面から突出した軒の下面に軒天井板を設置する支
持構造を提供せんとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するための本発明に係る固定金具の構成は、支持部材に被支持部材を固
定する固定金具であって、前記支持部材に取り付けられる取付片と、該取付片に接続され
第１の切欠部が設けられた連結片と、該連結片に接続され前記被支持部材の端部側の一方
の表面に当接すると共に第２の切欠部が設けられた当接片とを有する支持金具と、前記支
持金具の連結片に設けられた第１の切欠部から挿通されて前記支持金具の当接片に端部側
の一方の表面が当接された前記被支持部材の該端部側の他方の表面に当接し得る第１、第
２の拘束片が接続片を介して断面コ字形状で形成され、該第１、第２の拘束片の一方には
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前記支持金具の当接片の板厚以下の高さを有して前記第２の切欠部に嵌入し得る突出部が
設けられ、該第１、第２の拘束片により前記被支持部材と前記支持金具の当接片とを挟持
して拘束する拘束金具とを有することを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明に係る軒天井板の支持構造の第１の構成は、前記固定金具を用いて建物の
外壁面から突出した軒の下面に設置する軒天井板の支持構造であって、前記支持部材とな
る鼻隠し下地材に前記支持金具の取付片が取り付けられ、該支持金具の当接片に前記被支
持部材となる軒天井板の鼻隠し側の端部を載置して支持し、前記軒天井板の板厚に応じて
前記拘束金具の第１の拘束片または第２の拘束片を前記支持金具の連結片に設けられた第
１の切欠部から選択的に挿通すると共に、該支持金具の当接片に設けられた第２の切欠部
に該第１、第２の拘束片の一方に設けた突出部が対応する場合には該突出部を該第２の切
欠部に嵌入させ、前記拘束金具の第１、第２の拘束片の一方を前記軒天井板の上面に当接
し且つ前記拘束金具の第１、第２の拘束片の他方を前記軒天井板を載置した前記支持金具
の当接片の下面に当接して該拘束金具により前記軒天井板と前記支持金具の当接片とが挟
持して拘束され、前記軒天井板の外壁面側の端部が壁際野縁に固定されたことを特徴とす
る。
【０００８】
　また、本発明に係る軒天井板の支持構造の第２の構成は、前記軒天井板の支持構造の第
１の構成において、前記鼻隠し下地材に、前記支持金具と、前記拘束金具と、前記軒天井
板の鼻隠し側の端部とを覆う通気見切り材を固定したことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係る軒天井板の支持構造の第３の構成は、前記軒天井板の支持構造の第
２の構成において、前記通気見切り材の換気用空気通路内に、熱によって膨張する不燃性
体積膨張材を設けたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る固定金具の構成によれば、支持部材に取り付けた支持金具の当接片に被支
持部材の端部側の一方の表面を当接すると共に、該支持金具の連結片に設けられた第１の
切欠部から拘束金具の第１、第２の拘束片を選択的に挿通して該第１、第２の拘束片を該
支持金具の当接片に端部側の一方の表面が当接された被支持部材の該端部側の他方の表面
に当接すると共に、該支持金具の当接片の被支持部材が当接する面と反対側に当接し、該
第１、第２の拘束片により被支持部材と支持金具の当接片とを挟持して拘束し、支持部材
に被支持部材を固定することが出来る。
【００１１】
　厚い被支持部材を固定する場合には、拘束金具の第１、第２の拘束片の一方に設けられ
た突出部を支持金具の当接片に設けられた第２の切欠部に嵌入することで第１の切欠部か
ら挿通された突出部を有さない拘束片と、支持金具の当接片により厚い被支持部材を挟持
して拘束し、支持部材に被支持部材を固定することが出来る。
【００１２】
　また、薄い被支持部材を固定する場合には、拘束金具の突出部を有する拘束片を支持金
具の第１の切欠部から挿通し該拘束片の突出部と、支持金具の当接片により薄い被支持部
材を挟持して拘束し、支持部材に被支持部材を固定することが出来る。
【００１３】
　従って、１種類の固定金具により複数の厚さの被支持部材に対応出来、該被支持部材の
厚さ毎に固定金具を用意する必要がないので部品点数の削減が図られ、生産管理等にかか
る費用の削減にも効果をあげることが出来る。
【００１４】
　また、本発明に係る軒天井板の支持構造の第１の構成によれば、鼻隠し下地材に取り付
けた支持金具の当接片に軒天井板の鼻隠し側の端部下面を当接して載置すると共に、該支
持金具の連結片に設けられた第１の切欠部から拘束金具の第１、第２の拘束片を選択的に
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挿通して該第１、第２の拘束片を該支持金具の当接片に載置された軒天井板の上面に当接
すると共に、該支持金具の当接片の軒天井板が当接する面と反対側に当接し、該第１、第
２の拘束片により該軒天井板の上面と支持金具の当接片の下面とを挟持して拘束し、鼻隠
し下地材に軒天井板を固定することが出来る。
【００１５】
　厚い軒天井板を固定する場合には、拘束金具の第１、第２の拘束片の一方に設けられた
突出部を支持金具の当接片に設けられた第２の切欠部に嵌入することで第１の切欠部から
挿通された突出部を有さない拘束片と、支持金具の当接片により厚い軒天井板を挟持して
拘束し、鼻隠し下地材に軒天井板を固定することが出来る。
【００１６】
　また、薄い軒天井板を固定する場合には、拘束金具の突出部を有する拘束片を支持金具
の第１の切欠部から挿通し該拘束片の突出部と、支持金具の当接片により薄い軒天井板を
挟持して拘束し、鼻隠し下地材に軒天井板を固定することが出来る。
【００１７】
　また、本発明に係る軒天井板の支持構造の第２の構成によれば、通気見切り材により暴
風雨時に雨風が直接当らない鼻隠し側で小屋裏の換気を確保すると共に、支持金具と、拘
束金具と、軒天井板の鼻隠し側の端部とを覆って小屋裏への雨風の侵入を防止することが
出来る。
【００１８】
　また、本発明に係る軒天井板の支持構造の第３の構成によれば、通気見切り材の換気用
空気通路内に設けた不燃性体積膨張材は、通常時は収縮状態で通気見切り材の換気用空気
通路を開放し、火災時には熱によって膨張して通気見切り材の換気用空気通路を閉塞して
火炎の延焼を阻止することが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　図により本発明に係る固定金具及びそれを用いた軒天井板の支持構造の一実施形態を具
体的に説明する。図１は本発明に係る固定金具を用いた軒天井板の支持構造の構成を示す
断面説明図、図２（ａ），（ｂ）は支持金具及び拘束金具の構成を示す斜視図、図３は被
支持部材となる軒天井板を設置する様子を示す図、図４及び図５は拘束金具により被支持
部材となる軒天井板を支持金具に拘束する様子を示す断面説明図、図６は通気見切り材の
構成を示す斜視図、図７は換気用空気通路内に設けた不燃性体積膨張材が熱によって膨張
した様子を示す図である。
【００２０】
　図１及び図３において、１は小屋裏であり、２は屋根、３は鼻隠し板、４は支持部材と
なる鼻隠し下地材、５は外壁下地材である胴縁、６は胴縁５に取り付けられる外壁、７は
胴縁５に取り付けられる壁際野縁、８は被支持部材となる軒天井板である。軒天井板８は
建物の外壁面６から突出した軒の下面に設置される。
【００２１】
　軒天井板８の鼻隠し側（図３の左側）の端部は、鼻隠し下地材４の内面４ａ側に固定部
材となるビス10により固定された図２（ｂ）に示す断面略Ｗ字形状の支持金具９により載
置して支持される。
【００２２】
　支持部材となる鼻隠し下地材４に被支持部材となる軒天井板８を固定する固定金具は、
図２（ａ）に示す支持金具９と、図２（ｂ）に示す拘束金具12とを有して構成されている
。
【００２３】
　本実施形態の支持金具９は、図２（ａ）に示すように、支持部材となる鼻隠し下地材４
の内面４ａ側にビス10により取り付けられる取付片９ａと、該取付片９ａに接続された連
結片となる断面Ｌ字形状のアングル片９ｂと、該アングル片９ｂに接続され被支持部材と
なる軒天井板８の端部側の一方の表面となる下面に当接する当接片９ｃとを有しており、
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該アングル片９ｂの垂下片9b2の中央部２箇所に並設された第１の切欠部９ｄと、当接片
９ｃの中央部２箇所に該第１の切欠部９ｄに対応する位置に並設された第２の切欠部９ｅ
を有して構成される。
【００２４】
　一方、本実施形態の拘束金具12は、図２（ｂ）に示すように、支持金具９の連結片とな
るアングル片９ｂの垂下片9b2に設けられた第１の切欠部９ｄから挿通されて支持金具９
の当接片９ｃに端部側の一方の表面である下面が当接された被支持部材となる軒天井板８
の該端部側の他方の表面である上面に当接し得る一対の並設された第１の拘束片12ａ及び
第２の拘束片12ｂが接続片12ｃを介して断面コ字形状で形成されている。
【００２５】
　第２の拘束片12ｂには支持金具９の当接片９ｃの板厚以下の高さを有して該当接片９ｃ
に設けられた第２の切欠部９ｅに嵌入し得る一対の並設された突出部12b1が設けられ、該
第１、第２の拘束片12ａ，12ｂにより被支持部材となる軒天井板８の上面と、支持金具９
の当接片９ｃの下面とを挟持して拘束し、鼻隠し下地材４に軒天井板８を固定する。
【００２６】
　本実施形態の拘束金具12の接続片12ｃの第１、第２の拘束片12ａ，12ｂの延長方向と反
対側には拘束金具12の抜け防止のための突起部12ｄが設けられている。
【００２７】
　軒天井板８の設置方法としては、先ず、支持金具９の取付片９ａの取付穴9a1に固定部
材となるビス10を挿通して鼻隠し下地材４の内面４ａ側に固定する。このとき、アングル
片９ｂの水平片9b1の延長部位が鼻隠し下地材４の下端面に当接して安定した姿勢で鼻隠
し下地材４に支持金具９が固定される。
【００２８】
　次に、図３に示すように、軒天井板８の外壁面６側の端部を下降させたた斜めの状態で
該軒天井板８の鼻隠し側の端部を支持金具９の上部に挿入し、軒天井板８を外壁面６側方
向（図３の矢線ａ方向）にスライドさせて軒天井板８の鼻隠し側の端部を支持金具９の当
接片９ｃ上に載置する。
【００２９】
　このとき、本実施形態では、支持金具９の連結片が断面Ｌ字形状のアングル片９ｂから
なり、該支持金具９が取付片９ａと、アングル片９ｂと、当接片９ｃとにより断面Ｗ字形
状で構成されたことで、支持金具９を上部が開放された構成とすることが出来、軒天井板
８の外壁面６側の端部を下降させたた斜めの状態で該軒天井板８の鼻隠し側の端部を支持
金具９の上部に挿入し、軒天井板８を外壁面６側方向にスライドさせても断面Ｌ字形状の
アングル片９ｂからなる連結片上で仮支持して軒天井板８の鼻隠し側の端部を支持金具９
の当接片９ｃ上に容易に且つ安全に移動して載置することが出来る。
【００３０】
　本実施形態では、軒天井板８の鼻隠し側の端部を載置して支持する断面Ｗ字形状の支持
金具９は上部が開放された構成であるため、図３に示すように、軒天井板８の鼻隠し側の
端部を支持金具９の上部に挿入し且つ該軒天井板８の外壁面６側の端部を下降させたた斜
めの状態で外壁面６側に軒天井板８の逃げのスペースを十分確保することが出来、しかも
軒天井板８の鼻隠し側の端部は断面Ｗ字形状の支持金具９により仮支持されて軒天井板８
を安定して且つ容易に支持金具９の当接片９ｃ上に載置することが出来る。
【００３１】
　次に、図３に示すように、軒天井板８の外壁面６側の端部が固定部材となる釘11により
壁際野縁７の下面７ａに固定される。
【００３２】
　これにより、軒天井板８の鼻隠し側の端部を支持金具９の当接片９ｃ上に載置した状態
で軒天井板８の外壁面６側の端部を外壁面６側の壁際野縁７に固定することが出来るので
、軒天井板８の施工作業が一人の作業員で行うことが出来、施工性に優れる。
【００３３】
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　また、支持金具９の当接片９ｃの呑み込み代を大きくする必要がなく支持金具９の見付
け寸法も小さくて済む。また、外壁面６側に隙間が出来ないため隙間を隠す部材も必要が
ない。
【００３４】
　軒天井板８の鼻隠し側の端部を支持金具９の当接片９ｃ上に載置し、該軒天井板８の外
壁面６側の端部を壁際野縁７に固定した後は、支持金具９のアングル片９ｂの垂下片9b2
に設けられた第１の切欠部９ｄから図４（ａ）或いは図５（ａ）に示すように、断面コ字
形状の拘束金具12の第１、第２の拘束片12ａ，12ｂの一方を軒天井板８の板厚に対応して
適宜選択的に挿通して軒天井板８の上面に当接し且つ該拘束金具12の第１、第２の拘束片
12ａ，12ｂの他方を軒天井板８を載置した支持金具９の当接片９ｃの下面に当接して該拘
束金具12により軒天井板８と支持金具９の当接片９ｃとを挟持して拘束し、ワンタッチで
固定することが出来る。
【００３５】
　本実施形態では、支持金具９の当接片９ｃの板厚を２mmとすると共に、拘束金具12の第
２の拘束片12ｂにプレス成形により設けられた突出部12b1の高さを該第２の拘束片12ｂの
表面から２mmの高さに設定し、図４では板厚１３mmの軒天井板８を固定し、図５では板厚
１１mmの軒天井板８を固定する場合の一例である。
【００３６】
　図４に示すように、厚い軒天井板８を固定する場合には、拘束金具12の第２の拘束片12
ｂに設けられた突出部12b1を支持金具９の当接片９ｃに設けられた第２の切欠部９ｅに嵌
入することで第１の切欠部９ｄから挿通された突出部を有さない第１の拘束片12ａと、支
持金具９の当接片９ｃとにより厚い軒天井板８を挟持して拘束し、鼻隠し下地材４に軒天
井板８を固定することが出来る。
【００３７】
　また、図５に示すように、薄い軒天井板８を固定する場合には、拘束金具12の突出部12
b1を有する第２の拘束片12ｂを支持金具９の第１の切欠部９ｄから挿通し該第２の拘束片
12ｂの突出部12b1と、支持金具９の当接片９ｃとにより薄い軒天井板８を挟持して拘束し
、鼻隠し下地材４に軒天井板８を固定することが出来る。
【００３８】
　拘束金具12の一対の第１、第２の拘束片12ａ，12ｂのそれぞれの中央部には切欠部12a1
，12b2が設けられており、これにより第１、第２の拘束片12ａ，12ｂがバネ性を発揮して
軒天井板８の多少の板厚の差異を吸収出来るように構成されている。
【００３９】
　図１に示すように、鼻隠し下地材４の下面４ｂには、支持金具９と拘束金具12と軒天井
板８の鼻隠し側の端部とを覆う通気見切り材13の取付片13ｅが固定部材となるビス10によ
り固定される。
【００４０】
　通気見切り材13は、図６に示すように、その長手方向に断面コ字形状の突条部13a1が設
けられた底面部13ａと、該底面部13ａの外壁面６側に接続されて起立した壁面部13ｂと、
該壁面部13ｂに接続されて支持金具９の当接片９ｃの上面と軒天井板８の下面との間に挿
入される挿入片13ｃと、底面部13ａの鼻隠し板３側に接続されて起立した通気部13ｄと、
該通気部13ｄに接続されて一旦鼻隠し板３側に張り出し、更に外壁面６側に折り返された
取付片13ｅと、該取付片13ｅから更に外壁面６側に張り出した張出片13ｆと、該張出片13
ｆに接続されて垂下した垂下片13ｇとを有して構成されている。
【００４１】
　長尺状の通気見切り材13は、１枚のスチール、ステンレス等の鋼板を冷間ロールフォー
ミング法等により折曲プレス加工することにより全体が一体的に形成される。
【００４２】
　通気見切り材13の通気部13ｄは、図６に示すように、起立片13d1と、該起立片13d1に接
続され、内側に傾斜して立ち上がる傾斜片13d2と、該傾斜片13d2に設けられたスリット状
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の通気穴13d3を有して構成されており、図１に示すように、小屋裏１内部と外気との通気
経路ｂが該通気見切り材13内部の換気用空気通路13ｈを介して形成される。
【００４３】
　本実施形態では、暴風雨時に雨風が直接当らない鼻隠し側で通気見切り材13を介して小
屋裏１の換気が出来るので防水性に優れるものであるが、図１に示す本実施形態の通気経
路ｂでは、雨風が鼻隠し板３の下端部と通気部13ｄとの間を一旦上昇し、傾斜片13d2に設
けられた通気穴13d3から斜めに下降し、水返しを兼ねる垂下片13ｇに衝突して水切りがさ
れ、水きりされた外気は再度上昇して垂下片13ｇと軒天井板８の鼻隠し側の端部との間隙
を通って小屋裏１に進入することが出来、小屋裏１内の空気は通気経路ｂを逆に流通して
外気との換気が行われる。
【００４４】
　これにより、通気見切り材13により暴風雨時に雨風が直接当らない鼻隠し側で小屋裏１
の換気を確保すると共に、支持金具９と、拘束金具12と、軒天井板８の鼻隠し側の端部と
を覆って小屋裏１への雨風の侵入を防止することが出来る。
【００４５】
　通気見切り材13の垂下片13ｇは拘束金具12の接続片12ｃから鼻隠し側に突設された突起
部12ｄに対向する位置に配置されており、該突起部12ｄが垂下片13ｇに当接して拘束金具
12の脱落を防止することが出来、軒天井板８を支持金具９の当接片９ｃに対して安定して
拘束することが出来る。
【００４６】
　通気見切り材13の換気用空気通路13ｈ内には熱によって膨張する不燃性体積膨張材14が
設けられている。不燃性体積膨張材14は火災時に熱膨張して通気見切り材13の換気用空気
通路13ｈを閉塞し得る場所であれば、通気見切り材13の何れの部位に設置しても良い。本
実施形態では、通気見切り材13の底面部13ａ上に設けた場合の一例である。
【００４７】
　不燃性体積膨張材14は接着剤や粘着テープ等により通気見切り材13の内面に貼着するこ
とが出来る。不燃性体積膨張材14は、膨張性グラファイト系の防炎、防煙用シール材であ
って、通過熱風温度が１５０℃～１７０℃で約１０倍に膨張する性質を有している。不燃
性体積膨張材14としては、例えば、オーストリア　ケミー・リンツ社製の「インツメック
ス（商品名）」や種々の不燃性体積膨張材が適用可能である。
【００４８】
　図７（ａ）は不燃性体積膨張材14を通気見切り材13の底面部13ａ上で軒天井板８の鼻隠
し側の端部下方に設置し、該不燃性体積膨張材14が熱膨張して換気用空気通路13ｈを塞い
だ様子を示す図であり、図７（ｂ）は不燃性体積膨張材14を通気見切り材13の底面部13ａ
上で垂下片13ｇよりも鼻隠し側に設置し、該不燃性体積膨張材14が熱膨張して換気用空気
通路13ｈを塞いだ様子を示す図である。このように、通気見切り材13の換気用空気通路13
ｈ内に不燃性体積膨張材14を設けたことで、火災の際には不燃性体積膨張材14が該換気用
空気通路13ｈを閉塞するように熱膨張するので高密度の熱気遮蔽部が構成出来、防火性が
向上する。
【００４９】
　上記構成によれば、支持金具９と拘束金具12からなる１種類の固定金具により異なる複
数の厚さの被支持部材である軒天井板８の固定に対応出来、施工が容易な固定金具を提供
し、更にその固定金具を用いて建物の外壁面から突出した軒の下面に軒天井板８を設置す
ることが出来る。
【００５０】
　尚、前記実施形態では、被支持部材として、水平に配置される軒天井板８を固定する場
合の一例について説明したが、例えば鉛直方向に配置される建物の外装材を固定する場合
にも適用出来、この場合には支持金具９の当接片９ｃが鉛直方向になるように支持部材と
なる外装下地材に支持金具９を縦方向に固定し、支持金具９の当接片９ｃに外装材を当接
させ、拘束金具12を縦方向にして支持金具９のアングル片９ｂの垂下片9b2に設けられた
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第１の切欠部９ｄに外装材の板厚に応じて第１、第２の拘束片12ａ，12ｂの一方を適宜選
択的に挿通し、該第１、第２の拘束片12ａ，12ｂにより外装材と支持金具９の当接片９ｃ
とを挟持して拘束し、外装下地材に外装材をワンタッチで固定することが出来る。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明の活用例として、支持部材に被支持部材を固定する固定金具及びその固定金具を
用いて建物の外壁面から突出した軒の下面に設置する軒天井板の支持構造に適用出来る。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明に係る固定金具を用いた軒天井板の支持構造の構成を示す断面説明図であ
る。
【図２】（ａ），（ｂ）は支持金具及び拘束金具の構成を示す斜視図である。
【図３】被支持部材となる軒天井板を設置する様子を示す図である。
【図４】拘束金具により被支持部材となる軒天井板を支持金具に拘束する様子を示す断面
説明図である。
【図５】拘束金具により被支持部材となる軒天井板を支持金具に拘束する様子を示す断面
説明図である。
【図６】通気見切り材の構成を示す斜視図である。
【図７】換気用空気通路内に設けた不燃性体積膨張材が熱によって膨張した様子を示す図
である。
【符号の説明】
【００５３】
　１…小屋裏
　２…屋根
　３…鼻隠し板
　４…鼻隠し下地材（支持部材）
　４ｂ…下面
　５…胴縁
　６…外壁
　７…壁際野縁
　７ａ…下面
　８…軒天井板（被支持部材）
　９…支持金具
　９ａ…取付片
　9a1…取付穴
　９ｂ…アングル片
　9b2…垂下片
　９ｃ…当接片
　９ｄ…第１の切欠部
　９ｅ…第２の切欠部
　10…ビス
　11…釘
　12…拘束金具
　12ａ…第１の拘束片
　12a1…切欠部
　12ｂ…第２の拘束片
　12b1…突出部
　12b2…切欠部
　12ｃ…接続片
　12ｄ…突起部
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　13…通気見切り材
　13ａ…底面部
　13a1…突条部
　13ｂ…壁面部
　13ｃ…挿入片
　13ｄ…通気部
　13d1…起立片
　13d2…傾斜片
　13d3…通気穴
　13ｅ…取付片
　13ｆ…張出片
　13ｇ…垂下片
　13ｈ…換気用空気通路
　14…不燃性体積膨張材

【図１】 【図２】
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