
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外壁（１）が、断面台形の条溝（ＡＧ´）を含む通気用の条溝（ＡＧ，ＡＧ´）群を内
面に並列縦設した成形セメント板（２Ａ）と、断熱層（２Ｂ）とを層着した断熱パネル（
２）を外面に備え、

固定部（１６Ａ）、可動部（１６Ｂ）、ね
じボルト（１６Ｃ）及びナット（１６Ｄ）で構成する取付金具（１６）を、セメント板（
２Ａ）の下端（２Ｄ）から 条溝（ＡＧ´）内に、且つ固定部（１６Ａ）下部がセメン
ト板下端（２Ｄ）から下方に突出した形態に嵌入

定し、アンカー板（１５Ｐ）を垂下した座板
（１５Ｂ）、を備えた腰水切（１５）の斜辺（１５Ｕ）後端の立上り辺（１５Ａ）を、

条溝（ＡＧ´）内から垂下した固定部（１６Ａ）に固着した外断熱建築物に於ける腰水
切取付構造。
【請求項２】
　腰水切（１５）は、断面形状が、後端の立上り辺（１５Ａ）から前方への斜辺（１５Ｕ
）と、斜辺（１５Ｕ）前端からの立下り辺（１５Ｆ）と、立下り辺（１５Ｆ）下端から水
切り辺（１５Ｓ）を残して後方へ水平に延出する座板（１５Ｂ）とを有し、座板（１５Ｂ
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セメント板（２Ａ）の台形条溝（ＡＧ´）は、断面形状が、最内部の
平坦背面（ＡＦ）と、両側の等角度で内方に拡開形態で傾斜した傾斜側面（ＡＳ）とを備
えた、左右対称の前部が開口する台形であり、

台形
し、取付金具（１６）の固定部（１６Ａ

）を平坦背面（ＡＦ）にボルト（１６Ｃ）で当接し、可動部（１６Ｂ）をナット（１６Ｄ
）によってボルト（１６Ｃ）上を前方に移動し、両側縁のアンカー片（１６Ｂ´）を台形
条溝（ＡＧ´）の傾斜側面（ＡＳ）に当接固

台
形



）が前端部に空気孔（Ｈ１５）を、空気孔（Ｈ１５）配置域の後部から垂下するアンカー
板（１５Ｐ）を備えている、請求項 腰水切取付構造。
【請求項３】
　外壁（１）の、断熱パネル（２）のセメント板（２Ａ）のみに横断する開口部（Ｌ６）
を切開し、該開口部（Ｌ６）に腰水切（１５）を嵌合配置し、且つ腰水切座板（１５Ｂ）
をセメント板上端（２Ｔ）に、条溝（ＡＧ，ＡＧ´）を塞がないように載置した請求項
の腰水切取付構造。
【請求項４】
　セメント板（２Ａ）の外面に外壁タイル（１３）を張設し、開口部（Ｌ６）の斜辺（１
５Ｕ）上の隙間は、バッカー（１４Ｂ）を介してシーリング（１４Ａ）で閉止し、開口部
（Ｌ６）の下部の外壁タイル（１３）上端をアンカー板（１５Ｐ）で隠蔽した請求項 又
は の腰水切取付構造。
【請求項５】
　両側には圧着用の前辺（１６Ａ”）を、中央部にはねじ孔（ｈ１６）を有する突出板部
（１６Ｆ）を両側の屈曲部（１６Ａ´）で形成した屈曲板状の固定部（１６Ａ）と、中央
にはボルト孔（ｈ１６´）を備え、両側縁には前方への拡開形態に突出する小幅（Ｗａ）
のアンカー片（１６Ｂ´）を備えた平板状の可動部（１６Ｂ）と、ねじボルト（１６Ｃ）
と、ナット（１６Ｄ）とから成る、請求項１の腰水切取付構造に用いる取付金具。
【請求項６】
　固定部（１６Ａ）の長さ（Ｌ１６）が、セメント板 条溝（ＡＧ´）の 背面（Ａ
Ｆ）の長さ（Ｌ２２）より若干小であり、可動部（１６Ｂ）の長さ（Ｌ１６´）が、セメ
ント板 条溝（ＡＧ´）の開口部長さ（Ｌ２２´）より大で、固定部長さ（Ｌ１６）よ
り小である、請求項 の腰水切取付構造に用いる取付金具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄筋コンクリート造や鉄骨コンクリート造の外断熱建築物に於いて、外壁に
通気層を形成する腰水切の取付構造、及び腰水切取付構造を構成する使用金具に関し、建
築の技術分野に属するものである。
【背景技術】
【０００２】
　通気層を備えた外側のセメント板と断熱材とを層着した乾式密着型の通気性断熱パネル
を用いた外壁に、通気層を確保する腰水切の取付構造は、本件出願人が特願２００２－２
３５６７７号（特開２００４－７６３３２号）として、既に提案した。
　図５は、該公知となった特開２００４－２３５６７７号公報に示されるものであり、図
５（Ａ）は建物の略示斜視図、図５（Ｂ）は図５（Ａ）のＢ－Ｂ線縦断面図、図５（Ｃ）
は使用金具斜視図であって、（イ）は腰水切を、（ロ）は受金具を示すものである。
【０００３】
　即ち、図５（Ｃ）（イ）に示す如く、腰水切は、傾斜天板と立下り板と底板とを備え、
傾斜天板の後端からは立上り板を、底板には前部の空気孔と後端のアンカー片とを備えた
ものであり、受金具は図５（Ｃ）（ロ）に示す如く、水平上片と垂直片から成るアングル
形態であって、垂直片の下端には、屈曲突出させた突片と、突片の上方からはアングル形
態の溝突片とを突設して係合溝を形成すると共に、水平上片には前後方向長孔の取付孔を
穿孔したものである。
【０００４】
　そして、腰水切の取付けは、図５（Ｂ）に示す如く、通気性断熱パネル下端のセメント
板下端面に、受金具の水平上片を前後調節して当接し、受金具をセメント板下端に、下方
から取付孔を介してねじ止着し、腰水切の、立上り板は受金具の垂直片に止着し、底板後
端のアンカー片は受金具の係合溝に係止し、腰水切の傾斜天板とセメント板下端の間隔、
及び底板と下方のラスモルタル上端の間隔にはシーリングを施すものである。
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【特許文献１】特開２００４－７６３３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の腰水切取付構造（図５）は、鉄筋又は鉄骨コンクリート造外断熱建築物に於いて
、腰水切から笠木までの通気層内での空気貫流を保証し、傾斜天板上からも、底板下面か
らも、雨水の外壁内への浸入が阻止出来る、機能上優れたものではあるが、断熱パネル下
端のセメント板下面への、下方からの受金具の当接及び長孔による位置調整止着は、セメ
ント板下面を損傷する危険があり、煩雑、且つ困難な作業であった。
【０００６】
　また、共同住宅などの建築物のように、地盤面と１階床面との段差が大きい場合は好適
ではあるが、事務所、店舗等の地盤面と１階床面との段差が小さい建物にあっては、積雪
によって通気機能が低下する危険があった。
　また、腰水切の上部（傾斜天板上部）と下部（底板下面）にシーリングが存在するので
、美観上の問題もあった。
　本発明は、新規な、腰水切金具、及び腰水切取付金具を採用することにより、これら従
来技術の問題を一挙に解決、又は改善することを可能とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の、外断熱建築物に於ける腰水切取付構造は、例えば、図１に示す如く、外壁１
が、断面台形の条溝ＡＧ´を含む通気用の条溝ＡＧ，ＡＧ´群を内面に並列縦設した成形
セメント板２Ａと、断熱層２Ｂとを層着した断熱パネル２を外面に備え、

固定部
１６Ａ、可動部１６Ｂ、ねじボルト１６Ｃ及びナット１６Ｄで構成する取付金具１６を、
セメント板２Ａの下端２Ｄから 条溝ＡＧ´内に、且つ固定部１６Ａ下部がセメント板
下端２Ｄから下方に突出した形態に嵌入

定し、ア
ンカー板１５Ｐを垂下した座板１５Ｂ、を備えた腰水切１５の斜辺１５Ｕ後端の立上り辺
１５Ａを、 条溝ＡＧ´内から垂下した固定部１６Ａに固着したものである。
【０００８】
　尚、条溝ＡＧ，ＡＧ´の形状、配置形態は、少なくとも取付金具１６を挿入固着するた
めの条溝ＡＧ´を適所に散在すれば良く、全条溝が均一の断面台形条溝ＡＧ´であっても
良いが、典型的には、図２（Ｂ）に示す如く、１枚のパネル２の幅２Ａｗが４９０ mmのセ
メント板２Ａにあって、条溝ＡＧ´を両側、及び中央部に、その他を断面矩形の条溝ＡＧ
として配置したものである。
【０００９】
　そして、本発明の腰水切取付構造は、図（Ａ）に示す如く、取付金具１６がセメント板
２Ａの条溝ＡＧ´内で、且つ固定部１６Ａをセメント板条溝ＡＧ´内に当接した状態での
固定であるため、各散在固定する取付金具１６は、前後位置調整せずとも、セメント板２
Ａの外面に対して前後方向均斉位置となり、腰水切１５は、単に取付金具１６に固定する
だけで、セメント板２Ａ前面からの突出寸法が均斉に保持出来、また、取付金具１６のセ
メント板２Ａへの取付けも、単に条溝ＡＧ´内への嵌入と、ねじボルト１６Ｃ及びナット
１６Ｄによる可動部１６Ｂの条溝ＡＧ´への圧着固定であるため、単にボルト・ナット操
作によって取付作業が容易であり、しかも、セメント板２Ａを何ら損傷せずに取付けられ
る。
【００１０】
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セメント板２Ａ
の台形条溝ＡＧ´は、断面形状が、最内部の平坦背面ＡＦと、両側の等角度で内方に拡開
形態で傾斜した傾斜側面ＡＳとを備えた、左右対称の前部が開口する台形であり、

台形
し、取付金具１６の固定部１６Ａを平坦背面ＡＦ

にボルト１６Ｃで当接し、可動部１６Ｂをナット１６Ｄによってボルト１６Ｃ上を前方に
移動し、両側縁のアンカー片１６Ｂ´を台形条溝ＡＧ´の傾斜側面ＡＳに当接固

台形

また、可動部１６Ｂ両側縁のアンカー片１６Ｂ´は、傾斜側面ＡＳに圧接するだけで止
着出来れば良く、典型的には、傾斜側面ＡＳと同一、若しくは近似の傾斜側面を備えたも



。
　

。
　また、腰水切１５の座板１５Ｂのアンカー板１５Ｐは、図１（Ａ）の如く、セメント板
２Ａの外面に外壁タイル１３を張設した場合は、外壁タイル上端の目隠しとなり、外壁タ
イル１３を採用しない場合は、セメント板２Ａと座板１５Ｂ下面とのシールを隠蔽する作
用を奏する。
　従って、本発明の腰水切取付構造は、セメント板２Ａを何ら損傷することなく、簡単な
作業で腰水切１５をセメント板２Ａに対して均斉に取付けることが出来、外観も、腰水切
１５の下面はアンカー板１５Ｐによってきれいに隠蔽出来、機能美に富み、均斉な形態の
腰水切構造が簡単な作業で提供出来る。
【００１２】
　また、腰水切取付構造の発明にあっては、腰水切１５は、断面形状が、後端の立上り辺
１５Ａから前方への斜辺１５Ｕと、斜辺１５Ｕ前端からの立下り辺１５Ｆと、立下り辺１
５Ｆ下端から水切り辺１５Ｓを残して後方へ水平に延出する座板１５Ｂとを有し、座板１
５Ｂが前端部に空気孔Ｈ１５を、空気孔Ｈ１５配置域の後部から垂下するアンカー板１５
Ｐを備えているのが好ましい。
　この場合、腰水切１５は、標準長４０００ mmとしておけば、目地幅を含めて標準幅５０
０ mmとなるセメント板２Ａの割付けに好都合であり、空気孔Ｈ１５は、座板１５Ｂの剛性
を損なわなければ良く、典型的には、図１（Ｄ）の如く、　細幅横長孔とし、５０ mm間隔
で配置すれば良い。
【００１３】
　そして、アンカー板１５Ｐは、典型的には、水切り辺１５Ｓより、１６ mm後方で１５ mm
降下したものである。
　従って、図１（Ａ）の如く、セメント板２Ａの外面に外壁タイル１３を張設した際には
、アンカー板１５Ｐが腰水切１５下面の外壁タイル１３上端を挟持形態で隠蔽し、外壁タ
イル１３を張設しない場合は、座板１５Ｂとセメント板２Ａ上端との隙間はシーリング充
填となるが、アンカー板１５Ｐは、セメント板２Ａ上端のシーリングを隠蔽するため、ア
ンカー板１５Ｐを備えた腰水切１５は、シーリングの露出が斜辺上部の１本のみとなり、
アンカー板１５Ｐが、腰水切下部で、すっきりした機能美を発揮し、外観の優れた腰水切
取付構造となる。
【００１４】
　また、腰水切取付構造の発明にあっては、図１（Ａ）に示す如く、外壁１の断熱パネル
２のセメント板２Ａのみに横断する開口部Ｌ６を切開し、該開口部Ｌ６に腰水切１５を嵌
合配置し、且つ腰水切座板１５Ｂをセメント板上端２Ｔに、条溝ＡＧ，ＡＧ´を塞がない
ように載置するのが好ましい。
　この場合、標準タイプの腰水切１５にあっては、座板１５Ｂの幅と斜辺１５Ｕの幅とは
同幅のＷ１５であるため、斜辺１５Ｕの後端の立上り辺１５Ａをセメント板条溝ＡＧ´内
から垂下した固定部１６Ａに止着すれば、座板１５Ｂの後端も、条溝ＡＧ´に掛らない状
態でセメント板２Ａ上端に着座出来る。
　従って、建物設計によって、例えば、図４の如く、腰水切を積雪に配慮して地面ＧＬよ
りかなり高い位置に配置することも可能であり、腰水切１５の下面が見え易い位置での配
置となっても、座板１５Ｂから垂下するアンカー板１５Ｐが下方セメント板２Ａの上端２
Ｔをきれいに隠蔽するため、腰水切１５は、機能美に富む外観となる。
【００１５】
　また、腰水切取付構造の発明にあっては、図１（Ａ）の如く、セメント板２Ａの外面に
外壁タイル１３を張設し、開口部Ｌ６の斜辺１５Ｕ上の隙間は、バッカー１４Ｂを介して
シーリング１４Ａで閉止し、開口部Ｌ６の下部の外壁タイル１３上端をアンカー板１５Ｐ
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のである
そして、条溝ＡＧ´が左右対称台形であるため、ねじボルト１６Ｃとナット１６Ｄによ

って移動する可動部１６Ｂのアンカー片１６Ｂ´は、両側の傾斜側面ＡＳへの均等圧着が
可能となり、ナット１６Ｄによる強力なねじ締着によっても、セメント板２Ａの損壊は生
じることなく、取付金具１６のセメント板２Ａへの取付作業がスムーズに実施出来る



で隠蔽するのが好ましい。
　この場合、アンカー板１５Ｐの垂下位置は、セメント板２Ａの外面の外壁タイル１３の
外面に当接する寸法とすれば良い。
　従って、腰水切の斜辺１５Ｕ上部では、バッカー１４Ｂの存在により、シーリング１４
Ａが間隔をきれいに充填閉塞し、腰水切の座板１５Ｂ下部では、アンカー板１５Ｐが、外
壁タイル１３上端を、挟着形態できれいに被覆保護し、且つ、水切り辺１５Ｓの存在によ
って、雨水の浸入の無い、空気ａｒの貫流の可能な腰水切構造の、自由な高さ位置での配
置が可能となる。
【００１６】
　また、腰水切取付構造の発明に採用する取付金具は、図１（Ｃ）に示す如く、両側には
圧着用の前辺１６Ａ”を、中央部にはねじ孔ｈ１６を有する突出板部１６Ｆを両側の屈曲
部１６Ａ´で形成した屈曲板状の固定部１６Ａと、中央にはボルト孔ｈ１６´を備え、両
側縁には前方への拡開形態に突出する小幅Ｗａのアンカー片１６Ｂ´を備えた平板状の可
動部１６Ｂと、ねじボルト１６Ｃと、ナット１６Ｄとから成るものである。
【００１７】
　この場合、固定部１６Ａは、中央のねじ孔ｈ１６が突出部１６Ｆに存在するため、ねじ
ボルト１６Ｃの螺入調整が可能となり、併せて突出部１６Ｆが屈曲部１６Ａ´を介して前
辺１６Ａ”に対する条溝ＡＧ´の背面ＡＦへの弾性的押圧力付与が可能となって、条溝Ａ
Ｇ´内での完全な圧着力付与が可能となる。
　また、可動部１６Ｂは、ナット１６Ｄの螺合回動によって、条溝ＡＧ´の傾斜（標準：
６０°）側面ＡＳへの小幅Ｗａ（標準：３ mm）で同一傾斜角６０°のアンカー片１６Ｂ´
による面圧着作用が発揮出来、ナット１６Ｄの締着力によって、固定部１６Ａと可動部１
６Ｂによる条溝ＡＧ´内面に対する取付金具１６の強固な、且つセメント板条溝ＡＧ´を
損傷しない圧着保持が可能となる。
【００１８】
　また、取付金具の発明にあっては、図１（Ｂ）に示す如く、固定部１６Ａの長さＬ１６
が、セメント板条溝ＡＧ´の背面ＡＦの長さＬ２２より若干小であり、可動部１６Ｂの長
さＬ１６´が、セメント板条溝ＡＧ´の開口部長さＬ２２´より大で、固定部長さＬ１６
より小である。
　この場合、条溝ＡＧ´の深さｇｄが１３ mm、背面ＡＦの長さＬ２２が４４ mm、開口幅Ｌ
２２´が３０ mmの標準セメント板２Ａに用いる標準取付金具にあっては、固定部長さＬ１
６は４０ mm、固定部高さＨ１６は３５ mm、可動部長さＬ１６´は３２ mm、高さＨ１６´は
３５ mm、アンカー片１６Ｂ´は３ mm幅で６０°傾斜したものであり、ねじボルト１６Ｃは
、径３ mm、長さ１０ mmである。
【００１９】
　従って、取付金具１６は、固定部１６Ａと可動部１６Ｂとを、図１（Ｂ）の如く、ねじ
ボルト１６Ｃとナット１６Ｄとで予めセット組みして、セメント板条溝ＡＧ´内に下方か
ら挿入し、且つ、ナット１６Ｄの治具（Ｌ形スパナー）による回動によって、ねじボルト
１６Ｃが条溝ＡＧ´内に収まった状態の下で、固定部１６Ａと可動部１６Ｂとのねじ離開
により、セメント板２Ａに強固に圧着固定出来るため、簡単な作業で、且つセメント板２
Ａの損傷の恐れも無く取付金具１６の断熱パネル２への取付けが可能となる。
　そして、腰水切１５の前後方向の固定位置は条溝ＡＧ´の背面ＡＦと取付金具の固定部
１６Ａとで規定されるため、本発明の取付金具１６の採用により、腰水切１５の均斉な取
付けが簡単に実施出来る。
【００２０】
　また、腰水切取付構造の発明に採用する腰水切は、図１（Ｄ）に示す如く、断面形状が
、後端の立上り辺１５Ａから延出した斜辺１５Ｕと、斜辺１５Ｕ先端からの立下り辺１５
Ｆと、立下り辺１５Ｆの下端から水切り辺１５Ｓを残して後方に水平延出する座板１５Ｂ
とを備え、座板１５Ｂは、前端部には空気孔Ｈ１５を備え、且つ、空気孔Ｈ１５の後部か
ら水切り辺１５Ｓより長寸のアンカー板１５Ｐを下方に延出したも
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のが好ましい。



　この場合、典型例にあっては、水切り辺１５Ｓの下方への突出長は５ mm、アンカー板１
５Ｐの突出長（ｄ１５）は１５ mmであり、水切り辺１５Ｓとアンカー板１５Ｐとの間隔（
Ｗ１５´）は１６ mmであり、座板１５Ｂの幅（Ｗ１５）が斜辺１５Ｕの幅と同一であり、
３６ mmである。
【００２１】
　従って 水切１５を、請求項１の発明に実施して図１（Ａ）の如く
構成すれば、座板１５Ｂのセメント板２Ａ上端への着座と立上り辺１５Ａでのねじ止着に
より、取付けが簡便であると共に、空気ａｒの流れが、腰水切前端下面の空気孔Ｈ１５か
らセメント板２Ａの条溝ＡＧ´内へと保証出来、座板１５Ｂが下側セメント板上端２Ｔに
、且つ条溝ＡＧ´に干渉しない形態に載置出来る。
　そして、アンカー板１５Ｐは、図１（Ａ）の如く、セメント板２Ａの外面に、外壁タイ
ル１３を張着した場合は、外壁タイル１３の上端を挟着形態で覆い、外壁タイル１３を張
着しない場合は、セメント板２Ａ上端と座板１５Ｂとの隙間を充填するシーリング（図示
せず）を覆い、腰水切１５の外見は、上側では、シーリング１４Ａの目地が、下側では、
前端の水切り辺１５Ｓと後側のアンカー板１５Ｐとが露見し、機能美を伴った、すっきり
した美観を呈する。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の腰水切１５取付構造は、取付金具１６がセメント板２Ａの条溝ＡＧ´内で、且
つ固定部１６Ａをセメント板条溝ＡＧ´内に固定した状態での固定であるため、各散在固
定する取付金具１６は、セメント板２Ａの外面に対して前後方向均斉位置となり、腰水切
１５は、単に取付金具１６に固定するだけで、セメント板２Ａ前面からの突出寸法が均斉
に保持出来る。
　また、取付金具１６のセメント板２Ａへの取付けも、単に条溝ＡＧ´内への嵌入と、ね
じボルト１６Ｃ及びナット１６Ｄによる可動部１６Ｂの条溝ＡＧ´への圧着固定であるた
め、単にボルト・ナット操作によって取付作業が容易であり、しかも、従来の如く、セメ
ント板２Ａを何ら損傷せずに取付けられる。
【００２３】
　しかも、腰水切１５の取付けは、セメント板２Ａの下端からの取付けとなるため、断熱
パネル２の下端からも、断熱パネル２の所望位置のセメント板２Ａの切除開口部Ｌ６から
も取付可能であり、例えば、積雪を考慮して腰水切の外壁１に対する地面ＧＬからの取付
高さも自在に決定出来る。
　しかも、腰水切１５が下面からアンカー板１５Ｐを垂下しているため、アンカー板１５
Ｐが腰水切下面を覆い、腰水切１５の取付形態は、外見上、上側では斜辺１５Ｕ上のシー
リングが、下側では、水切り辺１５Ｓ及びアンカー板１５Ｐが露見し、従来の腰水切では
得られなかった、機能美を伴うすっきりした美観を呈する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　図３は、本発明を実施した建物であり、図３（Ａ）は全体斜視図、図３（Ｂ）は図３（
Ａ）のＢ－Ｂ線横断面図である。
　該事務所ＯＦ部の建物は、外壁１は、壁コンクリートＷに、セメント板２Ａと断熱層２
Ｂとを層着した断熱パネル２を張設するものである。
　また、該建物は、鉄筋コンクリート造の事務所部分２３と、付設鉄骨造建物２９とから
成り、図４に示す如く、事務所ＯＦ部分の１階床１ＦＬが低いため、腰水切１５は、地面
ＧＬよりかなり高い位置に配置するものである。
【００２５】
〔断熱パネル（図２）〕
　図２（Ａ）は、断熱パネル２の一部切欠斜視図であり、図２（Ｂ）は断熱パネル２の上
面図であり、図２（Ｃ）は断熱パネル２の縦断面図である。
　断熱パネル２は、壁コンクリートＷに一体的に張着使用するものであり、図２から明ら
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、図１（Ｄ）に示す腰



かな如く、断熱パネル２は、厚さＴ１が２５ mmの押出成形セメント板２Ａと、厚さＴ２が
７５ mmの発泡プラスチック系断熱層２Ｂ（ＪＩＳＡ９５０１）が積着一体化したものであ
る。
【００２６】
　そして、標準断熱パネル２にあっては、セメント板２Ａは、幅２Ａｗが４９０ mm、高さ
２Ａｈが３０００ mm、断熱層２Ｂは、幅２Ｂｗが５００ mm、高さ２Ｂｈが３０２０ mmであ
り、パネル２は、一側（左側辺）２Ｌでは、セメント板２Ａが１０ mmの段差ｄ１突出し、
他側（右側辺）２Ｒでは、断熱層２Ｂが２０ mmの段差ｄ２突出し、上端２Ｔでは、断熱層
２Ｂが５０ mmの段差ｄ４突出し、下端２Ｄでは、セメント板２Ａが３０ mmの段差ｄ３突出
した形態である。
　尚、断熱パネル２の両側の上下の孔Ｈ２には、断熱パネル２を壁コンクリートＷに張着
するための皿ボルト（図示せず）挿入孔である。
【００２７】
　また、セメント板２Ａの内面には、図２（Ｂ）に示す如く、深さｇｄが１３ mmの条溝Ａ
Ｇ，ＡＧ´を多数並列縦設し、断熱層２Ｂのセメント板接合面にも、条溝ＡＧ，ＡＧ´に
対応した深さが１０ mmの切欠溝ＢＧを縦設し、深さ１３ mmの条溝に深さ１０ mmの切欠溝Ｂ
Ｇを付加した形態の、空気の自然対流の保証出来る通気条溝とし、且つ、両側の条溝ＡＧ
´、及び中間の条溝ＡＧ´は、断面形状が、図１（Ｂ）に示す如く、長さＬ２２が４４ mm
の平坦背面ＡＦと、長さＬ２２´が３０ mmの開放口ＯＧとを６０°の傾斜側面ＡＳで結ぶ
左右対称の台形である。
【００２８】
〔腰水切（図１（Ａ），（Ｄ））〕
　腰水切１５は、一般厚１．５ mmのアルミ製押出成形品であって、図１（Ｄ）に示す如く
、断面形状は、後端に高さｈ１５´が１０ mmの立上り辺１５Ａを備えた、勾配高さ５ mmで
幅Ｗ１５が３６ mmの斜辺１５Ｕと、斜辺１５Ｕ前端からの高さｈ１５が２５ mmの立下り辺
１５Ｆと、立下り辺１５Ｆの下部５ mmを水切り辺１５Ｓとして残し、立下り辺１５Ｆから
後方に水平に延出した幅Ｗ１５（３６ mm）の座板１５Ｂとを備え、座板１５Ｂ下面には水
切り辺１５Ｓから１６ mm（Ｗ１５´）の位置で、下方に１５ mm（ｄ１５）長のアンカー板
１５Ｐを突出し、且つ、座板１５Ｂの前端部には５０ mm間隔で空気孔ｈ１５を穿孔した形
状であり、腰水切１５は、標準長さ４０００ mmのものである。
【００２９】
〔取付金具（図１（Ｂ），（Ｃ））〕
　腰水切１５を断熱パネル２のセメント板２Ａに取付けるための取付金具は、図１（Ｃ）
に示す如く、１．５ mm厚のアルミ製板材の固定部１６Ａ、１．５ mm厚のアルミ製板材の可
動部１６Ｂ、ボルト１６Ｃ及びナット１６Ｄから成り、固定部１６Ａは、高さＨ１６が３
５ mm、長さＬ１６が４０ mmで、押圧用の固定片１６Ａ”を両側に備え、屈曲部１６Ａ´で
段差ｄ１６（標準：３ mm）突出した突出板部１６Ｆの中央には径３ mmのねじ孔ｈ１６を備
えた板材であり、可動部１６Ｂは、両側に６０°傾斜で３ mm突出のアンカー片１６Ｂ´を
備え、中央に径４ mmのねじ孔ｈ１６´を備え、高さＨ１６´が３５ mmで、長さＬ１６´が
３２ mmの板材である。
　また、ねじボルト１６Ｃは、径３ mm、１０ mm長であり、ナット１６Ｄは、ねじボルト１
６Ｃに螺合するもので、対面長５．５ mm、高さ２．４ mmである。
【００３０】
〔腰水切の取付け（図１、図４）〕
　適用建築物２３は、事務所用の鉄筋コンクリート外断熱建物であるため、図４に示す如
く、１階床１ＦＬは地面ＧＬから１００ mm（Ｌ４）の位置であり、腰水切１５は、積雪を
考慮して、１階床１ＦＬよりＬ１５（６００ mm）の位置、即ち、地面ＧＬより、Ｌ４（１
００ mm）＋Ｌ１５（６００ mm）で７０ cmの位置に配置する。
　そして、壁コンクリートＷの外側の断熱パネル２の外面のセメント板２Ａのみを、１階
床１ＦＬよりＬ１５の位置を上端として、幅３５ mmでカットして開口部Ｌ６を形成する。
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【００３１】
　次いで、図１（Ｂ）の如く、固定部１６Ａと可動部１６Ｂとをねじボルト１６Ｃ及びナ
ット１６Ｄでセットした取付金具１６を、セメント板２Ａの開口部Ｌ６から上方の条溝Ａ
Ｇ´内に挿入し、固定部１６Ａの下部がセメント板２Ａの下端２Ｄから１０ mm下方に垂下
した状態で、Ｌ形スパナー（図示せず）によってナット１６Ｄを回動して可動部１６Ｂを
ねじボルト１６Ｃの頭の方向に移動し、可動部の両側のアンカー片１６Ｂ´を条溝傾斜側
面ＡＳに圧接し、ねじボルト１６Ｃとナット１６Ｄで強固に螺着し、各断熱パネル２のセ
メント板２Ａの適所（典型的には、１枚のセメント板２Ａの両側及び中央計４個）に取付
金具１６を配置する。
　この場合、アンカー片１６Ｂ´は３ mm幅（Ｗａ）で、且つ傾斜側面ＡＳ（傾斜角６０°
）と等角度（６０°）傾斜しているため、アンカー片１６Ｂ´は、条溝ＡＧ´内面を傷つ
けずに圧着出来る。
【００３２】
　また、断熱パネル２のセメント板２Ａ外面には、慣用の外壁タイル１３を接着材で張設
する。
　そして、図１（Ａ）の如く、腰水切１５を開口部Ｌ６内に嵌合し、アンカー板１５Ｐを
外壁タイル１３に当接して座板１５Ｂをセメント板Ｌ端２Ｄに着座させ、立上り辺１５Ａ
を、取付金具１６の固定部１６Ａの垂下部分に当接してドリルねじ１５Ｃで止着する。
　尚、外壁タイル１３の接着剤によるセメント板２Ａ表面への張設は、腰水切配置後、セ
メント板２Ａとアンカー板１５Ｐとの隙間に挿入する形態で実施しても良い。
　次いで、各断熱パネル２の接合部毎の縦横間隔は、慣用のシーリング目地仕上げし、腰
水切１５の斜辺１５Ｕの上側の隙間には、バッカー１４Ｂを介してシーリング１４Ａの目
地仕上げする。
【００３３】
　腰水切１５の取付けられた建築物２３にあっては、腰水切１５の位置が地面ＧＬより７
０ cmの高所であるため、積雪による影響が避けられ、また、図１（Ａ）の如く、外壁の通
気層としての条溝ＡＧ，ＡＧ´の空気ａｒの貫流も保証出来、腰水切１５が、従来より高
位置で、腰水切下面も見える状態となるが、水切り辺１５Ｓとアンカー板１５Ｐとが機能
美を呈し、腰水切は、斬新な外観を現出する。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の説明図であって、（Ａ）は腰水切取付構造の縦断面図、（Ｂ）は取付金
具のセメント板への取付状態を示す横断面図、（Ｃ）は取付金具の分解斜視図、（Ｄ）は
腰水切の斜視図である。
【図２】断熱パネルの説明図であって、（Ａ）は一部切欠斜視図、（Ｂ）は上面図、（Ｃ
）は側面図である。
【図３】本発明を実施した建物の説明図であって、（Ａ）は一部切欠斜視図、（Ｂ）は図
３（Ａ）のＢ－Ｂ線断面図である。
【図４】本発明を実施した建物の要部縦断面図である。
【図５】従来例図であって、（Ａ）は建物の一部切欠斜視図、（Ｂ）は図５（Ａ）のＢ－
Ｂ線縦断面図、（Ｃ）は腰水切金具の分解斜視図である。
【符号の説明】
【００３５】
１　　　外壁
２　　　断熱パネル
２Ａ　　セメント板
２Ｂ　　断熱層
２Ｄ　　下端面（下端）
２Ｔ　　上端面（上端）
２Ｌ　　左側面
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２Ｒ　　右側面
１３　　外壁タイル
１４　　横目地
１５　　腰水切
１５Ａ　立上り辺
１５Ｂ　座板
１５Ｃ　ねじ（ドリルねじ）
１５Ｐ　アンカー板
１５Ｓ　水切り辺
１５Ｕ　斜辺
１６　　取付金具
１６Ａ　固定部
１６Ａ´　屈曲部
１６Ａ”　前辺
１６Ｂ　可動部
１６Ｂ´　アンカー片
１６Ｃ　ねじボルト（ボルト）
１６Ｄ　ナット
１６Ｆ　突出板部
１７　　笠木
１９　　アスファルト防水
１９Ａ　断熱材
１９Ｃ　均しモルタル
２３　　建築物
２９　　鉄骨造建物
３０　　鋼製床下地
３０Ａ　フローリング
ＡＧ　　条溝
ＡＧ´　台形条溝（条溝）
ＡＦ　　背面
ＡＳ　　傾斜側面
ＦＧ　　基礎梁
Ｈ１５　空気孔
Ｌ６　　開口部
ＯＧ　　開放口
Ｒ　　　リブ
Ｓ　　　床スラブ
Ｗ　　　壁コンクリート
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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