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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物屋根の軒裏に垂木と、該建物外壁に設けられた軒裏天井板と、前記外壁の上端側か
ら上方に伸びて配置される不燃換気材を有する軒裏天井構造において、
　前記不燃換気材は、その上端が前記垂木の下端より上方に配置されると共に、前記屋根
との間に通気空間を形成するように配置されることを特徴とする、軒裏天井構造。
【請求項２】
　前記垂木の位置に合わせて垂木の下方に張り出す側方突部を有することを特徴とする、
請求項１に記載の軒裏天井構造。
【請求項３】
　前記不燃換気材は、前記垂木の間に配置される本体部と、前記本体部の側方に固定され
る側方突部を形成する突部形成部材を備えることを特徴とする、請求項２に記載の軒裏天
井構造。
【請求項４】
　前記不燃換気材は、前記垂木の間に配置される位置に通気口を有することを特徴とする
、請求項１から３のいずれか１つに記載の軒裏天井構造。
【請求項５】
　前記通気口は、前記不燃換気材の長手方向に配列して設けられていることを特徴とする
、請求項４に記載の軒裏天井構造。
【請求項６】
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　前記建物の壁は、柱の表面に積層配置された通気胴縁と前記柱の上方に設けられた軒桁
を有し、前記不燃換気材は、前記軒桁又は通気胴縁に固定されていることを特徴とする、
請求項１から５のいずれか１つに記載の軒裏天井構造。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、住宅などの建物の軒天部分に利用される軒裏天井構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、住宅等の建物においては、隣家の火災による延焼・類焼の抑制・防止を目的とし
て、隣家に対向する軒についても耐火性能が要求されている。このために軒裏に耐火性能
を有するけい酸カルシウム板等の成形板（軒裏天井板）を用いる軒裏天井構造が知られて
いる。
【０００３】
　また、建築基準法により定められる耐火性能以上の耐火性能は、近年さらに増してきて
おり、軒裏天井の構造についても上記建築基準法で定められている所定時間の耐火性能を
凌ぐ耐火性能を付与することが望まれている。
【０００４】
　この耐火性能の向上要求に応じて耐火性能を向上させる方法としては、一般的には、厚
さを増した軒裏天井板を使用することが知られている。特許文献１（特許第３８９８８３
１号公報）には、軒裏の防火通気構造において、軒裏天井板を厚み方向に上下二枚に重ね
て構成する技術が開示されている。
【０００５】
　しかし、軒天井板の厚さを増大させると、部材として非常に重くなり、水平支持が困難
になって施工の手間が大きくなるため、あまり歓迎されないという問題がある。
【０００６】
　この問題を解消するために、防火性能の向上のために、特許文献２（特許第５１２８２
４９号公報）には、外壁板の上端と建物屋根の軒裏との間に軒裏用耐火板を設けた軒裏用
耐火構造が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第３８９８８３１号公報
【特許文献２】特許第５１２８２４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、特許文献２の軒裏用耐火構造では、十分な耐火性能を発揮することは困難であ
った。すなわち、軒裏用耐火板は、外壁から垂木の下端までの空間に設けられているが、
垂木は、屋根裏に沿って間欠的に設けられる構成であるため、軒裏用耐火板の上方の隣り
合う垂木との間には空間が生じる。この空間は屋根裏と外気との通気性の確保のために必
要である一方、垂木の間の空間の耐火性が劣るという問題があった。
【０００９】
　したがって、本発明が解決しようとする技術的課題は、屋根裏と外気との通気性を確保
しつつ耐火性に優れた軒裏天井構造を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上記技術的課題を解決するために、以下の構成の軒裏天井構造を提供する。
【００１１】
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　本発明の第１態様によれば、建物屋根の軒裏に垂木と、該建物外壁に設けられた軒裏天
井板と、前記外壁の上端側から上方に伸びて配置される不燃換気材を有する軒裏天井構造
において、
　前記不燃換気材は、その上端が前記垂木の下端より上方に配置されると共に、前記屋根
との間に通気空間を形成するように配置されることを特徴とする軒裏天井構造を提供する
。
【００１２】
　本発明の第２態様によれば、前記垂木の位置に合わせて垂木の下方に張り出す側方突部
を有することを特徴とする、第１態様の軒裏天井構造を提供する。
【００１３】
　本発明の第３態様によれば前記不燃換気材は、前記垂木の間に配置される本体部と、前
記本体部の側方に固定される側方突部を形成する突部形成部材を備えることを特徴とする
、第１又は第２態様の軒裏天井構造を提供する。
【００１４】
　本発明の第４態様によれば、前記不燃換気材は、前記垂木の間に配置される位置に通気
口を有することを特徴とする第１から第３態様のいずれか１つの軒裏天井構造を提供する
。
【００１５】
　本発明の第５態様によれば、前記通気口は、前記不燃換気材の長手方向に配列して設け
られていることを特徴とする、第４態様の軒裏天井構造を提供する。
【００１６】
　本発明の第６態様によれば、前記建物の壁は、柱の表面に積層配置された通気胴縁と前
記柱の上方に設けられた軒桁を有し、前記不燃換気材は、前記軒桁又は通気胴縁に固定さ
れていることを特徴とする、第１から第５態様のいずれか１つの軒裏天井構造を提供する
。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、壁の上端と建物屋根の軒裏との間に不燃換気材を設け、さらに隣り合
う垂木間に形成される隙間に当該不燃換気材の上方部分が配置されているため、当該垂木
間の隙間を被覆して屋根裏の耐火性を向上させることができる。また、屋根と不燃換気材
の上端との間、すなわち屋根構成部材である野地板と不燃換気材の上端との間には隙間を
設け、当該隙間を通気空間として形成することにより、天井裏の通気性を確保することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態にかかる軒裏天井構造が用いられた家屋の例を示す図である。
【図２】本発明の第１実施形態にかかる軒裏天井構造の例を示す断面図である。
【図３】図２のIII-III線における断面斜視図である。
【図４】図２の軒裏天井構造に用いられる不燃換気材の変形例を示す平面図である。
【図５】図２の軒裏天井構造に用いられる不燃換気材の他の変形例を示す斜視図である。
【図６】本発明の第２実施形態にかかる軒裏天井構造の例を示す断面図である。
【図７】図６のVII-VII線における断面斜視図である。
【図８】図６の軒裏天井構造に用いられる不燃換気材の構成を示す平面図である。
【図９】図６の軒裏天井構造に用いられる変形例にかかる不燃換気材の構成を示す平面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態に係る軒裏天井構造について、図面を参照しながら説明する。
【００２０】
　図１は本発明の実施形態にかかる軒裏天井構造が用いられた家屋の例を示す図である。
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本実施形態にかかる軒裏天井構造１は、切妻屋根を採用した建物１００の軒の裏側に軒天
井部材を設け、前記軒天井部材の上方に軒裏空間が形成されており、天井裏換気に優れて
いる。なお、本発明の軒裏天井構造は、後述するように、屋根１０１を支持する垂木に対
して交差する方向に軒裏用耐火板を取り付けるため、垂木３の小口に取り付ける鼻隠し１
０３側に好適に用いられる。以下、本発明の各実施形態にかかる軒裏天井構造について詳
細に説明する。
【００２１】
（第１実施形態）
　図２は、本発明の第１実施形態にかかる軒裏天井構造の例を示す断面図である。図２は
、図１のII-II線における断面図に相当する。
【００２２】
　本実施形態にかかる軒裏天井構造においては、上記の通り、鼻隠し側の軒裏天井構造の
例であり、本実施形態にかかる軒裏天井構造では、所定の間隔を置いて配置される垂木３
の上に野地板４を敷いて、瓦などの屋根化粧材５を載せる。なお、野地板や屋根化粧材は
建物の屋根を構成する部材である。
【００２３】
　垂木３の先端側（小口側）には下地材としての鼻板６が設けられている。鼻板６は、垂
木３の延在方向に沿って交差する方向に設けられており、当該鼻板６に鼻隠し７及び野縁
８が固定される。
【００２４】
　鼻隠し板７は、鼻板６に固定される。鼻隠し板７は板状に構成されている。軒天井部材
２と鼻隠し板７との間には、隙間が設けられており、軒裏への通気が確保されている。
【００２５】
　鼻隠し板７は、比重が０．８～１．５程度のセメント系押出成形体からなり、曲げ載荷
に際して、好ましくは、引っ張り応力の作用に対しても、多重亀裂を生じて破壊する高い
靱性を有するものが好適に使用される。さらに具体的には、繊維補強水硬性組成物の押出
成形体を採用し、これにより曲げ載荷に際して、多重亀裂を生じて破壊する性質を持たせ
たものなどを好適に使用できる。
【００２６】
　本実施形態において、鼻隠し板７は、例えば、長手方向の寸法が３０００ｍｍ、高さ方
向寸法が１８０ｍｍ程度、厚み寸法が２５ｍｍ程度の長尺平板上の部材である。なお、鼻
隠し板７の大きさは、必ずしも上記サイズに限定されるものではなく、軒裏天井構造の大
きさに応じて適宜変更することができる。
【００２７】
　野縁８は、軒天井部材２を固定するための部材であり、垂木３と平行に所定の間隔をお
いて配置される縦野縁８ａと、それぞれの縦野縁の後端部分を連結して補強する横野縁８
ｂとが設けられる。
【００２８】
　軒天井部材２は、建物外壁の一例である壁９に対して庇状となるように、野縁８及び壁
９に固定される。軒天井部材２は、共に所定の耐火性能を有する平板状の繊維混入けい酸
カルシウム板により形成されている。軒天井部材２の厚さは、それぞれ６ｍｍ～２５ｍｍ
が好適に用いられる。本実施形態では、耐火性能の観点からは１０～２０ｍｍ、特に好ま
しくは１２～１６ｍｍの厚さを有するものが用いられている。ここで、軒天井部材２の所
定の耐火性能とは、例えば、軒天井部材２を敷設した軒に対して所定の耐火試験を行った
際に、当該軒の軒裏空間と外壁との間に設けられる板（標準板という）裏面の温度を所定
時間の間一定の温度以下の雰囲気に維持することを可能とする性能のことを示すが、建築
基準法により規定されている性能についても当然に含み、将来規定されるあらゆる評価試
験において規定される性能のことをも含む。
【００２９】
　本実施形態においては、軒天井部材２として繊維混入けい酸カルシウム板を採用してい
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るが、このほかの材料として、繊維混入セメントけい酸カルシウム板、繊維補強セメント
板、石灰・けい酸カルシウム板、硬質木片セメント板等の窯業系材料を用いることができ
る。
【００３０】
　壁９は、軒桁１１及び柱９ａの外側表面に通気胴縁９ｂとサイディング材９ｃとが積層
された構成となっている。柱９ａの家屋内側には、図示しない内装材が設けられている。
通気胴縁９ｂは、図３に示すように、細長い部材が平行に配列して設けられ、換気可能な
隙間が形成されている。サイディング材９ｃは、例えば窯業系のものを好適に使用するこ
とができる。
【００３１】
　軒天井部材２の野縁８への固定には、釘やドリルビスなどの固定手段が用いられる。な
お、軒天井部材２の固定方法は、上記に限られるものではない。
【００３２】
　壁を構成する軒桁１１には、不燃換気材１２が固定される。不燃換気材１２は、軒桁１
１と野地板４との間に生じる隙間を閉塞し、建物の内側への燃焼の広がりを防止する。不
燃換気材１２は、不燃性材料で構成されており、本実施形態においては、軒天井部材２と
同じ繊維混入セメントけい酸カルシウム材料で構成されている。
【００３３】
　不燃換気材１２は、図３に示すように、矩形状に構成されている。不燃換気材１２は、
図３に示すように、所定の間隔を置いて配置される垂木の間に設置されており、その上端
は、垂木３の下端よりも高い位置に配置される。
【００３４】
　不燃換気材１２は、図３に示すように、軒桁１１に固定される。図３に示すように、垂
木は間隔を置いて配置されているため、垂木３の間には、不燃換気材１２が位置すること
となり、その上端と野地板４との間には所定の通気用空間１３が形成されるように取り付
け高さを調整する。したがって、不燃換気材１２を配置することで隣り合う垂木３間の隙
間が覆われて建物内の防火性を向上させることができる一方、通気用空間１３によって、
屋根裏と外気との間の換気は確保されており、通気性を維持することができる。
【００３５】
　なお、変形例として図４に示すように、不燃換気材１２が配置されない垂木３の下方空
間を覆う側方突部１４を形成してもよい。側方突部１４の幅ｄ１及び高さｈ１は使用され
る垂木３に合わせて適宜決定すればよい。また、不燃換気材１２の幅寸法ｄは、垂木３の
ピッチに合わせて構成される。本実施形態では、幅ｄ１は１５から４０ｍｍ、高さｈ１は
５０から９０ｍｍ程度に構成されている。
【００３６】
　次に、本実施形態にかかる軒裏天井構造の施工方法について説明する。軒下構造の骨組
みである垂木３及び鼻板６を組みあげる。これらの骨組み構造に野縁８を取り付ける。
【００３７】
　次いで、必要に応じて不燃換気材１２の本体部１６に側方突部１４を設ける。側方突部
１４は、垂木３の間隔及び大きさに応じたサイズに必要箇所を切断してもよいし、図５に
示すように、矩形の不燃換気材１２ｂに別部材として取り付けてもよい。
【００３８】
　図５の不燃換気材１２ｂは、矩形の不燃換気材の本体部１６に側方突部１４を形成する
突部形成部材１４ａを取り付けた構成である。突部形成部材１４ａは、断面コの字状の金
属部材で構成されており、不燃換気材１２ｂを構成する本体部１６の側方に挟持するよう
に取り付け、任意にビスなどで固定する。この構成によれば、突部形成部材１４ａの板状
の部材からの幅を任意に調整することが可能であり、建物ごとに異なる垂木３のピッチや
寸法に応じたサイズの不燃換気材１２ｂとすることができる。
【００３９】
　上記のようにして構成された不燃換気材１２を軒桁１１に固定する。不燃換気材１２の
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固定は、ビス又は釘などを用いる。
【００４０】
　次いで、軒天井部材２の寸法を決定し、建築物に合わせた大きさに適宜切断する。軒天
井部材２の寸法は、その軒先側先端が鼻隠し板７に近接するように軒天の寸法を決定する
。
【００４１】
　その後、釘を用いて野縁８に軒天井部材２を取り付ける。軒天井部材２を取り付けた後
、軒天井部材２と鼻隠し板７との隙間をシール材で密閉する。
【００４２】
　上記のようにして構成された軒裏天井構造においては、図２に示すように、垂木と壁と
の間の隙間を不燃換気材１２が閉塞しているため、屋根裏の耐火性能を向上させることが
でき、また、軒天井部材の厚みを厚くすることなく耐火性能を向上させることができ、軒
天井部材２の支持を簡易にして施工の手間を軽減することができる。
【００４３】
（第２実施形態）
　図６は、本発明の第２実施形態にかかる軒裏天井構造の例を示す断面図である。図７は
、図６のVII-VII線における断面斜視図である。図８は、本実施形態の軒裏天井構造に用
いられる不燃換気材の構成を示す平面図である。本実施形態にかかる軒裏天井構造２１は
、不燃換気材２２を固定する位置及び不燃換気材２２の構成以外は第１実施形態の軒裏天
井構造１と共通しているため、主に相違点について説明する。
【００４４】
　本実施形態では、図６、図７に示すように、壁９は、柱９ａの上端近傍まで設けられた
通気胴縁９ｂと、上端が通気胴縁９ｂよりも低く構成されたサイディング材９ｃとを備え
ている。不燃換気材２２は、当該サイディング材９ｃの上方に突出して設けられた通気胴
縁９ｂに固定されている。
【００４５】
　不燃換気材２２は、図８に示すように、本実施形態では、不燃換気材２２は、３本の垂
木３の隙間を埋めるように構成されており、その上端は、垂木３の下端よりも高い位置に
配置される。不燃換気材２２は、長手方向の幅寸法ｄが２０００ｍｍ程度の板状の部材で
ある。高さ寸法ｈが概ね２００ｍｍ程度、厚さは、６ｍｍ～２５ｍｍが好適である。なお
、不燃換気材２２の大きさは、必ずしも上記サイズに限定されるものではなく、軒裏天井
構造の大きさに応じて適宜変更することができる。
【００４６】
　不燃換気材２２の上端中央部には、垂木３が配置される垂木用切り欠き２３ａが設けら
れている。垂木用切り欠きの幅及び高さは使用される垂木３に合わせて決定することがで
きる。また、両側縁には、垂木３の下方空間を覆う側方突部２３ｂが設けられている。
【００４７】
　また、不燃換気材２２の上方位置には、複数の通気口２４が不燃換気材２２の長手方向
に配列されている。通気口２４の数は特に限定されるものではなく、屋根裏と外気との換
気性能及び軒裏天井構造の耐火性能に応じて適宜決定すればよい。
【００４８】
　また、図９に示すように、通気口２４ａは、貫通孔に構成される必要はなく、切り欠き
として構成されていてもよい。また、当該切り欠きによる通気口のサイズ及び個数は、施
工時に建物の構造に応じて、作成することもできる。
【００４９】
　不燃換気材２２は、図６に示すように、通気胴縁９ｂに固定され、垂木用切り欠き２３
ａに垂木３を嵌め込むようにして配置する。図７に示すように、垂木は間隔を置いて配置
されているため、垂木３の間には、不燃換気材２２が位置することとなり、通気口２４を
有するため、その上端を屋根構成部材である野地板４の下面に接触あるいはごく近接する
ように取り付けることができる。
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【００５０】
　以上説明したように、本実施形態にかかる軒裏天井構造によれば、壁の上端と建物屋根
の軒裏との間に不燃換気材を設け、隣り合う垂木間に形成される隙間に当該不燃換気材の
上方部分が配置されているため、屋根裏の耐火性を向上させることができる。また、垂木
の位置に合わせて上縁に垂木を収容する空間を設けることで、不燃換気材を屋根に接触あ
るいは近接して配置できるため、耐火性能が向上する。
【００５１】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、その他種々の態様で実施可能
である。例えば、不燃換気材の取り付け箇所は、上記の胴縁及び軒桁に限定されず例えば
、柱や垂木に固定することも可能である。
【符号の説明】
【００５２】
　１，２１　軒裏天井構造
　２　軒天井部材
　３　垂木
　４　野地板
　５　屋根化粧材
　６　鼻板
　７　鼻隠し板
　８　野縁
　９　壁
１１　軒桁
１２，２２　不燃換気材
１３　通気用空間
１４、２３ｂ　側方突部
２３　垂木用切り欠き
１００　建物
１０１　屋根
１０２　破風
１０３　鼻隠し
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