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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外壁板を複数枚上下左右合いじゃくり接合しつつ留め付け金具によって建物の構造躯体
に留め付けてなる外壁施工構造において、
　該複数枚の外壁板のうち、上下幅を調整するために切断された切断端部を有する寸法調
整外壁板については、該切断端部が端部施工金具によって構造躯体に固定されており、
　該端部施工金具は、構造躯体に固定される背板部と、該背板部の一端から前方へ屈曲し
た前方屈曲部と、を有し、
　該背板部を前記寸法調整外壁板の裏側面に接着させると共に、前方屈曲部を該寸法調整
外壁板の切断端面に当接させており、
　該寸法調整外壁板は、左右接合部の左右端部のいずれか一方において、横留め金具によ
って、構造躯体に固定されている
　ことを特徴とする外壁施工構造。
【請求項２】
　前記端部施工金具の背板部は、前方屈曲部形成側の端部とその反対側の端部においてそ
れぞれ構造躯体に当接する第１当接部と第２当接部と、該第１当接部および第２当接部の
間において前方に隆起され前記寸法調整外壁板の裏側面に当接される板裏当接部とから構
成され、さらに、
　前記端部施工金具の前方屈曲部は、水平部と、該水平部の一端から下方へ屈曲した前面
部とから構成され、
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　該水平部を寸法調整外壁板の切断端面に当接させている
　ことを特徴とする請求項１に記載の外壁施工構造。
【請求項３】
　前記端部施工金具の前方屈曲部は、さらに、前記前面部の一端から後方へ屈曲し、構造
躯体に当接する第３当接部を有することを特徴とする請求項２に記載の外壁施工構造。
【請求項４】
　前記横留め金具は、
　構造躯体へ固定される基板部と、
　該基板部と垂直な面となるように前方へ屈曲した底部と、
　該底部の先端を基板部と平行な面となるように右方向へ屈曲した立設部と、
　該立設部の先端を前方へ屈曲した受け部と、
　該受け部の先端を左方向へ屈曲した係止片と、
　該底部と立設部の一部を切り欠いて前方へ切り起こして基板部と略平行な面となるよう
に屈曲し外壁板の裏面に当接される裏面当接部と、
を有しており、
　さらに、該基板部にビス孔が形成され、
　前記寸法調整外壁板の左右接合部において、横留め金具の該係止片は、寸法調整外壁板
を係止し、横留め金具の裏面当接部と寸法調整外壁板の裏側面と、は当接している
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の外壁施工構造。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の外壁施工構造であって、
　さらに、シーリング材が、前記端部施工金具の前方屈曲部の前面部の前方に配されてい
ることを特徴とする外壁施工構造。
【請求項６】
　外壁板が、焼成基材からなる窯業系外壁板であることを特徴とする請求項１から５のい
ずれか一項に記載の外壁施工構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外壁板を複数枚上下左右合いじゃくり接合しつつ留め付け金具によって建物
の構造躯体に留め付けてなる外壁施工構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、外壁板の施工においては、留め付け金具が用いられることが多い。外壁板は、
留め付け金具を用いて、胴縁を介して躯体に固定される。また、開口部の上側などについ
ては、開口部の形状にあわせて、外壁板は、適宜切断される。外壁板を金具留めできない
開口部の上側の一部分においては、外壁板と胴縁との間にスペーサーが挟まれる。そして
、外壁板は、躯体に対して、釘（くぎ）を用いて留め付けられる。
【０００３】
　いっぽう、適宜切断される寸法調整外壁板の切断端部が、端部施工金具を介して構造躯
体に固定されるといった外壁施工構造が特許文献１に開示される。
　図９に示すように、外壁板９２は、寸法調整外壁板９２０として適宜切断されて、開口
部９６のサッシ９６１の上部に配される。寸法調整外壁板９２０の切断端部９２１が、端
部施工金具９３を介して接着剤９１でもって胴縁９５に固定されている。端部施工金具９
３の前方屈曲部９３２は、切断端部９２１に当接されている。胴縁９５は、構造躯体９０
に固定されている。また、サッシ９６１と寸法調整外壁板９２０との目地部に、シーリン
グ材９６３が施され、バックアップ材９６４は、シーリング材９６３の後方に設けられて
いる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２０７２２１
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記した施工方法、構造においては、切断された外壁板の外観意匠性が低下するおそれ
がある。すなわち、他の部分は、留め付け金具を用いた金具施工によって優れた外観を確
保している。しかし、上記のように金具施工が困難な一部分についてのみ、釘打ち施工し
なければならない。よって、外観意匠性が低下する。
【０００６】
　また、外観の意匠性向上のために、釘打ち部分を、後から補修塗料で塗装しなければな
らない。その結果、施工効率を低下させる。施工コストを引き上げてしまう。かつ、釘打
ちを行うと、外壁板の割れや欠けの発生をまねく。釘打ち部分から漏水するおそれもある
。
【０００７】
　とくに、焼成基材のように硬い材料の外壁板を用いる場合には、釘打ちによって亀裂が
入る。外壁板の損傷が生じやすいという問題もある。
【０００８】
　上記のような問題は、開口部の上側だけでなく、開口部の下側、あるいは下屋根との取
り合い部、オーバーハング部などにおいても発生する。また、切断された外壁板が使用さ
れる他の施工場所においても発生する。
【０００９】
　さらにサッシと寸法調整外壁板との目地部に、シーリング材が施される場合、別途、バ
ックアップ材を用意しなければならない。また、あらかじめバックアップ材をシーリング
材の後方に設けなければならない。そのため、施工効率が低下するといった問題がある。
【００１０】
　さらにまた、接着剤が乾燥して固着されるまでの間は、外壁板の固定が不安定になる。
外壁板が前方に移動して、不陸が発生し、外観意匠性を低下させてしまう問題がある。
　また、施工後、接着剤が完全に凝固して、それらが固着されても、接着剤の経年時の劣
化や、地震や交通振動などによって外壁板が脱落するおそれもある。すなわち、安全性に
問題がある。
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたものである。本発明は、外観意匠性
、耐候性、施工性、安全性に優れた外壁施工構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本請求項１に記載の発明は、
　外壁板を複数枚上下左右合いじゃくり接合しつつ留め付け金具によって建物の構造躯体
に留め付けてなる外壁施工構造において、
　該複数枚の外壁板のうち、上下幅を調整するために切断された切断端部を有する寸法調
整外壁板については、該切断端部が端部施工金具によって構造躯体に固定されており、
　該端部施工金具は、構造躯体に固定される背板部と、該背板部の一端から前方へ屈曲し
た前方屈曲部と、を有し、
　該背板部を前記寸法調整外壁板の裏側面に接着させると共に、前方屈曲部を該寸法調整
外壁板の切断端面に当接させており、
　該寸法調整外壁板は、左右接合部の左右端部のいずれか一方において、横留め金具によ
って、構造躯体に固定されている
　ことを特徴としている。
【００１２】
　また、本請求項２に記載の発明は、さらに、
　前記端部施工金具の背板部は、前方屈曲部形成側の端部とその反対側の端部においてそ
れぞれ構造躯体に当接する第１当接部と第２当接部と、該第１当接部および第２当接部の
間において前方に隆起され前記寸法調整外壁板の裏側面に当接される板裏当接部とから構
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成され、さらに、
　前記端部施工金具の前方屈曲部は、水平部と、該水平部の一端から下方へ屈曲した前面
部とから構成され、
　該水平部を寸法調整外壁板の切断端面に当接させている
　ことを特徴としている。
【００１３】
　また、本請求項３に記載の発明は、さらに、
　前記端部施工金具の前方屈曲部は、さらに、前記前面部の一端から後方へ屈曲し、構造
躯体に当接する第３当接部を有する
　ことを特徴としている。
【００１４】
　また、本請求項４に記載の発明は、さらに、
　前記横留め金具は、
　構造躯体へ固定される基板部と、
　該基板部と垂直な面となるように前方へ屈曲した底部と、
　該底部の先端を基板部と平行な面となるように右方向へ屈曲した立設部と、
　該立設部の先端を前方へ屈曲した受け部と、
　該受け部の先端を左方向へ屈曲した係止片と、
　該底部と立設部の一部を切り欠いて前方へ切り起こして基板部と略平行な面となるよう
に屈曲し外壁板の裏面に当接される裏面当接部と、
を有しており、
　さらに、該基板部にビス孔が形成され、
　前記寸法調整外壁板の左右接合部において、横留め金具の該係止片は、寸法調整外壁板
を係止し、横留め金具の裏面当接部と寸法調整外壁板の裏側面と、は当接している
　ことを特徴としている。
【００１５】
　また、本請求項５に記載の発明は、さらに、
　シーリング材が、前記端部施工金具の前方屈曲部の前面部の前方に配されている
　ことを特徴としている。
【００１６】
　また、本請求項６に記載の発明は、さらに、
　外壁板が、焼成基材からなる窯業系外壁板である
　ことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１７】
　上記外壁施工構造においては、上記端部施工金具を用いて、上記寸法調整外壁板の切断
端部が、構造躯体に固定されている。そのため、従来のように、上記切断端部において、
釘打ち施工を行う必要がない。外壁板表面に釘の頭が現れない。これによって、優れた外
観意匠性を確保することができる。すなわち、上記寸法調整外壁板を含めた全ての外壁板
を、金具によって施工することができる。よって、優れた外観を確保することができる。
　また、上記のように切断端部についても、釘打ちを行う必要がない。そのため、釘打ち
施工の場合のように、その後の補修塗装の必要がない。よって、施工効率を向上させ、施
工コストを低減することができる。
　さらに、外壁板に対して傷をつけるおそれもない。漏水がおこるおそれもない。外壁板
の耐候性を充分に確保することができる。
　さらにまた、シーリングを施工する前に、バックアップ材を目地部の後方の所定の位置
に設ける必要もない。端部施工金具がバックアップ材の機能を有する。そのため、バック
アップ材が不要となる。さらなる施工効率の向上がある。
　くわえて、寸法調整外壁板は、左右接合部の左右端部のいずれか一方を横留め金具でも
って固定されている。そのため、外壁板の不陸の発生を低減することができる。また、寸
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法調整外壁板の脱落をも防止できる。安全性の向上がある。さらなる優れた外観意匠性と
安全性を確保することができる。
　したがって、本発明によれば、外観意匠性、耐候性、施工性、安全性が優れた外壁施工
構造を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１から図８に従って、本発明の最適な実施態様について説明する。
　図１、図２、図３、図６、図７に、本発明の実施の形態にかかる外壁施工構造の一部を
示す。
　図４に、本発明の実施の形態にかかる外壁施工構造で使用される端部施工金具を示す。
　図５に、本発明の実施の形態にかかる外壁施工構造で使用される横留め金具を示す。
　図８に、本発明の実施の形態にかかる外壁施工構造で使用される端部施工金具の変形例
を示す。
　なお、本明細書において、「前」とは建築物の外側方向を、「後」とは建築物の内側方
向をいう。また、上記外壁材などに関しては、壁面に取り付けた状態において、「前」、
「後」、「上」、「下」、「左」、「右」、「水平」、「垂直」などの表現を用いている
。
【００１９】
［実施例１］
　本例の外壁施工構造１は、図２に示すように、外壁板２が複数枚上下合じゃくり接合さ
れている。また、外壁板２が留め付け金具５によって建物の構造躯体１０に留め付けられ
ている。
　上部下実２１は、下側に配される外壁板２の上辺に形成される。また、下部上実２２は
、上側に配される外壁板２の下辺に形成される。留め付け金具５は、上部下実２１と、下
部上実２２と、を係止した状態で、構造躯体１０に固定されている。
【００２０】
　図１、図３に示すように、上記複数枚の外壁板（たとえば、窯業系サイディング）２の
うち、開口部の上部の寸法調整外壁板２０は、上下幅を調整する。寸法調整外壁板２０は
、下方部分が切断される。寸法調整外壁板２０は、切断端部２３を有する。寸法調整外壁
板２０は、下部上実２２が切り取られている。そのため、寸法調整外壁板２０の下辺は、
留め付け金具５によって留め付けられない。
　そこで、寸法調整外壁板２０の切断端部２３については、端部施工金具３を介して構造
躯体１０に固定されている。
【００２１】
　上記端部施工金具３は、図４に示すように、構造躯体１０に固定される背板部３１と、
該背板部３１の一端から前方へ屈曲した前方屈曲部３２と、を有する。
　背板部３１には、背板部３１の前方屈曲部３２形成側の端部とその反対側の端部におい
てそれぞれ構造躯体１０に当接する第１当接部３１１と、第２当接部３１２と、第１当接
部３１１および第２当接部３１２の間において前方に隆起した板裏当接部３１０と、を有
している。
　また、前方屈曲部３２には、水平部３２０と、該水平部の一端から下方へ屈曲した前面
部３２１と、該前面部の一端から後方へ屈曲した構造躯体に当接する第３当接部３２２と
、を有している。
【００２２】
　図３に示すように端部施工金具３は、背板部３１の板裏当接部３１０を寸法調整外壁板
２０の裏側面２６に当接させると共に、前方屈曲部３２の水平部３２０を寸法調整外壁板
２０の切断端面２３１に当接させて、寸法調整外壁板２０を支持している。
　そして、背板部３１の板裏当接部３１０と寸法調整外壁板２０の裏側面２６とは、接着
剤１１によって互いに接着される。
　かりに、ここで、接着剤１１の塗布量が多すぎて、板裏当接部３１０の下方に接着剤１



(6) JP 5080191 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

１がはみ出しても、前方に隆起した板裏当接部３１０と第１当接部３１１との間の空間に
接着剤１１はとどまるので、後述するシーリング材１６３と切断端面２３１との付着に影
響を与えない形状としている。
【００２３】
　接着剤１１は、背板部３１の板裏当接部３１０と寸法調整外壁板２０の裏側面２６との
、２つのみを接着することが好ましい。この場合、接着剤１１の材料費の低減をはかるこ
とができる。
　また、板裏当接部３１０の一部に孔を設け、接着剤１１を後方に、はみ出させることも
できる。この場合、板裏当接部３１０と裏側面２６と胴縁１３との、３つを接着剤でもっ
て固定することができる。よって、寸法調整外壁板２０をさらに強固に構造躯体１０に固
定することが可能となる。
【００２４】
　さらに、切断端部２３とサッシ１６１との間にはシーリング材１６３が配設されている
。該シーリング材１６３の後方には端部施工金具３の前方屈曲部３２の前面部３２１が配
設されている。端部施工金具３が、前方屈曲部３２に前面部３２１を有する。そのため、
目地幅を確保することができる。前面部３２１の上下方向の幅寸法は、シーリング材１６
３の目地幅と、略同等である。シーリング目地幅を一定の幅寸法にすることができ、施工
効率が向上する。
【００２５】
　図１に示すように、寸法調整外壁板２０の左端部は、横留め金具６によって固定されて
いる。横留め金具６は、寸法調整外壁板２０の左端部に設けられた合じゃくり部を係止し
ている。
【００２６】
　図５に示すように、横留め金具６は、断面視略ｈ状の形状をしている。横留め金具６は
、左右端部に合いじゃくり実が形成される外壁板を、構造躯体に留め付けるための留め付
け金具である。
　横留め金具６は、構造躯体へ固定される基板部６１を有する。また、基板部と垂直な面
となるように前方へ屈曲した底部６２を有する。さらに、底部の先端を基板部と平行な面
となるように右方向へ屈曲した立設部６３を有する。さらにまた、立設部の先端を前方へ
屈曲した受け部６４を有する。さらに、受け部の先端を左方向へ屈曲した係止片６５を有
する。さらに底部と立設部の一部を切り欠いて前方へ切り起こして基板部と略平行な面と
なるように屈曲し外壁板の裏面に当接される裏面当接部６６を有する。さらに、基板部６
１にビス孔６７が形成されている。なお、基板部６１に補強用のリブが形成されていても
よい。
【００２７】
　図５（ｄ）に示すように、寸法調整外壁板２０の左右接合部において、横留め金具６の
係止片６５は、寸法調整外壁板２０の左端部を係止している。また、裏面当接部６６は、
寸法調整外壁板２０の裏側面２６に当接されている。なお、ここでは、右側の寸法調整外
壁板２０の図示を省略している。
【００２８】
　また、図１に示すように、留め付け金具５と端部施工金具３と横留め金具６とは、胴縁
１３を介して構造躯体１０に固定されている。縦胴縁１３１は、構造躯体１０に固定され
ている。留め付け金具５と横留め金具６とは、縦胴縁１３１に、固定されている。横胴縁
１３２も、構造躯体１０に固定されている。端部施工金具３は、横胴縁１３２に、固定さ
れている。なお、横胴縁１３２を用いずに、端部施工金具３が縦胴縁１３１に直接固定さ
れることもできる。
【００２９】
　図２に示すように、留め付け金具５は、外壁板２の裏側面２６に当接され構造躯体１０
に固定される基板部５１と、該基板部５１から前方に立設された支承部５２と、該支承部
５２から斜め上方へ屈曲した上板係止部５３と、上記支承部５２から斜め下方へ屈曲した
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下板係止部５４とを有する。
　そして、留め付け金具５は、下側の外壁板２の上部下実２１を下板係止部５４によって
係止する。留め付け金具５は、上側の外壁板２の下部上実２２を支承部５２によって支承
すると共に上板係止部５３によって係止している。より具体的には、上板係止部５３は、
外壁板２の下部上実２２における後方に形成された後方係止部２２１を係止している。
　また、留め付け金具５は、構造躯体１０に固定された縦胴縁１３１に、釘５６やビスな
どの固定具によって、固定されている。
【００３０】
　また、図２、図４に示すように、端部施工金具３の背板部３１と留め付け金具５の基板
部５１とは、同等の前後幅を有している。即ち、背板部３１の前後幅ｄ１（図４）と基板
部５１の前後幅ｄ２（図２）とが同等の寸法（例えば５ｍｍ程度）を有する。
　上記留め付け金具５の基板部５１は、図２に示すように、下地材である胴縁１３に当接
する下地当接部５１１と、該下地当接部５１１に対して前方に隆起して外壁板２の裏側面
２６に当接する板裏当接部５１０とを有する。この下地当接部５１１と板裏当接部５１０
との前後幅が、基板部５１の前後幅ｄ２となる。
【００３１】
　また、端部施工金具３の背板部３１は、図３、図４に示すように、前方屈曲部３２形成
側の端部とその反対側の端部においてそれぞれ胴縁１３に当接する第１当接部３１１と第
２当接部３１２と、これら第１当接部３１１および第２当接部３１２の間において前方に
隆起して寸法調整外壁板２０の裏側面２６に当接する板裏当接部３１０とを有する。この
第１当接部３１１および第２当接部３１２と、板裏当接部３１０との前後幅が、背板部３
１の前後幅ｄ１となる。
【００３２】
　横留め金具６も同様に、横留め金具６の裏面当接部６６と端部施工金具３の背板部３１
とは、同等の前後幅を有している。即ち、裏面当接部６６の前後幅ｄ３（図５（ｄ））と
背板部３１の前後幅ｄ１（図４）とが同等の寸法（例えば５ｍｍ程度）を有する。
【００３３】
　そして、図２、図３に示すごとく、外壁板２と胴縁１３との間に、端部施工金具３の背
板部３１の前後幅ｄ１と留め付け金具５の基板部５１の前後幅ｄ２と横留め金具６の裏面
当接部６６の前後幅ｄ３と同等の間隔（例えば５ｍｍ程度）の通気層１８が形成される。
【００３４】
　また、上記端部施工金具３は、厚さが約１．０ｍｍのメッキ銅板からなる金属板を折り
曲げ加工することにより得られる。強度を確保するため、その厚さは０．５ｍｍ以上が望
ましい。
　端部施工金具３は、例えば、左右幅ｗが約１８３６ｍｍ、上下幅ｈが６０ｍｍ程度の横
長形状を有するものとすることができる。また、背板部３１の前後幅ｄ１は約５ｍｍ、前
方屈曲部３２の水平部３２０の長さａは約１３ｍｍとすることができる。したがって、寸
法調整外壁板２０の切断端面２３１を８ｍｍ程度の幅でもって充分に支持することができ
る。
　図４に示すように、端部施工金具３は、背板部３１の第２当接部３１２において、ビス
孔３３（直径５ｍｍ）を柱間隔などに合わせて、複数個設けている。
　また、あえて図示しないが、端部施工金具３の前面部３２１の前方の表面において、シ
ーリング材の３面接着を防止しボンドブレーカーとして機能するテープ（フィルム）を、
その表面に貼着することもできる。
【００３５】
　端部施工金具３は、ビス孔３３に挿通したビス３４によって、構造躯体１０に固定され
た胴縁１３に固定される。
　図１、図２に示すように、上記胴縁１３と上記構造躯体１０との間には、透湿防水シー
ト１４が介在している。また、サッシ１６２と構造躯体１０とにわたって防水テープ１６
５を貼着して、雨水の浸入を防いでいる。
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【００３６】
［実施例２］
　本例は、図６に示すように、窓などを配設する開口部１６の下側における外壁施工構造
１の例である。
　すなわち、端部施工金具３は、開口部１６の下側に配された寸法調整外壁板２０の切断
端部２３に配設される。
【００３７】
　上記開口部１６の下側には、サッシ１６２が配設されている。該サッシ１６２の下方に
は、横胴縁１３２および寸法調整外壁板２０が配設されている。該寸法調整外壁板２０は
、開口部１６の形状に沿って上部が切断されている。開口部１６の下側に切断端部２３が
配される。
　そして、該切断端部２３に端部施工金具３が配設されている。
【００３８】
　この場合、該端部施工金具３は、前方屈曲部３２が上側になるように配設されている。
該前方屈曲部３２の水平部３２０が、寸法調整外壁板２の切断端面２３１に上側から当接
する。すなわち、端部施工金具３は、実施例１の場合に対して上下逆向きに配設される。
　また、切断端部２３とサッシ１６２との間にはシーリング材１６３が配設されている。
該シーリング材１６３の後方には端部施工金具３の前方屈曲部３２の前面部３２１が配設
されている。
　その他は、実施例１と同様である。
【００３９】
［実施例３］
　本例は、図７に示すように、軒天部１７の下側における外壁施工構造１の例である。
　すなわち、端部施工金具３は、軒天材１７１の下側に配された寸法調整外壁板２０の切
断端部２３に配設される。
【００４０】
　上記軒天材１７１の下方には、縦胴縁１３１および寸法調整外壁板２０が配設されてい
る。該寸法調整外壁板２０は、軒天材１７１に沿って上部が切断されている。軒天材１７
１の下側に切断端部２３が配される。
　そして、該切断端部２３に端部施工金具３が配設されている。
【００４１】
　この場合も、該端部施工金具３は、前方屈曲部３２が上側になるように配設されている
。該前方屈曲部３２の水平部３２０が、寸法調整外壁板２の切断端面２３１に上側から当
接する。すなわち、端部施工金具３は、実施例１の場合に対して上下逆向きに配設される
。
　また、切断端部２３と軒天材１７１との間にはシーリング材１６３が配設されており、
該シーリング材１６３の後方には端部施工金具３の前方屈曲部３２の前面部３２１が配設
されている。
　その他は、実施例１と同様である。
【００４２】
［実施例４］
［実施例４］
　本例は、下屋根の棟側の取り合い部における外壁施工構造１の例であり（図示せず）、
端部施工金具３は、上記取り合い部に配された寸法調整外壁板２０の切断端部２３に配設
される。
　本例においては、胴縁１３と構造躯体１０との間には、前方透湿防水シート１４１と一
枚の雨押えと後方防水紙とが介在している。
　また、切断端部２３と雨押えとの間にはシーリング材１６３が配設されている。該シー
リング材１６３の後方には端部施工金具３の前方屈曲部３２の前面部３２１が配設されて
いる。
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　その他は、実施例１と同様である。
【００４３】
［実施例５］
　本例は、下屋根の流れ側の取り合い部における外壁施工構造１の例である（図示せず）
。
　この場合、寸法調整外壁板２０の切断端部２３は、寸法調整外壁板２０の左右幅方向に
対して傾斜している。この傾斜した切断端部２３に沿って上記端部施工金具３が配設され
ている。したがって、端部施工金具３も構造躯体１０に対して傾斜した状態で固定されて
いる。
　その他は、実施例４と同様である。
【００４４】
［実施例６］
　本例は、オーバーハング部（垂れ壁部）における外壁施工構造１の例である（図示せず
）。
　すなわち、端部施工金具３は、オーバーハング部に配された寸法調整外壁板２０の切断
端部２３に配設される。
【００４５】
　オーバーハング部においては、その軒天部に軒天材１７１が配設される。該軒天材１７
１の前端部にオーバーハング水切が配設されている。そして、該オーバーハング水切の上
方に縦胴縁１３１と寸法調整外壁板２０が配設されている。この寸法調整外壁板２０の切
断端部２３に、端部施工金具３が配設される。
　また、切断端部２３とオーバーハング水切との間にはシーリング材１６３が配設されて
いる。該シーリング材１６３の後方には端部施工金具３の前方屈曲部３２の前面部３２１
が配設されている。
　その他は、実施例１と同様である。
【００４６】
　上記実施例以外にも、切断端部２３を有する寸法調整外壁板２０が配設される施工個所
であれば、建物における他の部位にも、本発明を適用することができる。
【００４７】
　図８（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）、（ｅ）、（ｆ）は、本発明の実施例の一部を構
成する端部施工金具３の変形例である。とくに、図８（ｆ）は、前方屈曲部３２から、第
３当接部３２２をなくした形状である。端部施工金具３の材料費および加工費の低減をは
かることができる。
【００４８】
　なお、本発明の外壁施工構造の構造躯体については、上述のように、木造を主に説明を
おこなってきたが、これら以外の構造、例をあげれば、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、に
ついても同様に適用できる。また、石造やコンクリートブロック造、ＡＬＣ（軽量気泡コ
ンクリート）ブロック造などの組積造、についても適用できる。また、窯業系サイディン
グやＡＬＣ板の壁面に対しても本発明の外壁施工構造は適用可能である。さらに、壁面は
、内壁、外壁のいずれでもよい。
【００４９】
　また、外壁板については、窯業系サイディングを使用して説明を行ったが、これ以外の
壁材、例をあげれば、金属サイディング、複合金属サイディング、押出成形セメント板、
焼成板（陶板、セラミックボード）、けい酸カルシウム板など、地震や台風などの外力に
耐える板状のものならば、いかなるものでもよい。また、窯業系サイディングや金属サイ
ディングなどを基板として、それに陶磁器質タイルや石材などを貼着または結合したもの
であってもよい。
【００５０】
　なお、留め付け金具や横留め金具は、強度や耐久性などを考慮すると、鉄や溶融亜鉛め
っき鋼板、ステンレス鋼板などの金属板を折り曲げ加工したものが好ましい。そして、留
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め付け金具の板そのものの厚さは、外力が伝達されても容易に変形・破壊されない厚さが
望ましい。例を示すと、鉄などの金属板の場合１．０ｍｍ以上が望ましい。
【００５１】
　また、使用される接着剤は、弾性接着剤が望ましい。例をあげれば、変成シリコン系、
エポキシ系、アクリル系、ウレタン系などがあげられる。
【００５２】
　さらに、胴縁の材質は、木製、金属製、樹脂製などがあげられる。風圧力などに対する
強度が充分にあり、容易に変形しない固体状のものであれば、いかなるものでもよい。金
属製もしくは木製のものが望ましい。
　また、胴縁の断面形状は、実施例で示した長方形断面などがあげられる。風圧力などに
対する強度が充分であり、容易に変形しない形状のものであれば、いかなる形状でもよい
。胴縁が木製にあっては長方形断面が、金属製にあっては、軽量化が可能なＣ形や略ハッ
ト状断面が、望ましい。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の実施例１にかかる外壁施工構造を示す斜視図。
【図２】外壁板の留め付け状態を示す垂直断面図。
【図３】本発明の実施例１にかかる外壁施工構造を示す垂直断面図。
【図４】本発明にかかる外壁施工構造の一部である端部施工金具を示す斜視図（ａ）、正
面図（ｂ）、右側面図（ｃ）。
【図５】本発明にかかる外壁施工構造の一部である横留め金具を示す斜視図１（ａ）、斜
視図２（ｂ）、正面図（ｃ）、上面図および寸法調整外壁板の水平断面図（ｄ）、Ａ－Ａ
’断面図（ｅ）、Ｂ－Ｂ’断面図（ｆ）。
【図６】本発明の実施例２にかかる外壁施工構造を示す斜視図。
【図７】本発明の実施例３にかかる外壁施工構造を示す斜視図。
【図８】図４に示す端部施工金具の変形例（ａ）～（ｆ）を示す断面図。断面図４、（ｅ
）断面図５、（ｆ）断面図６。
【図９】従来例の外壁施工構造を示す斜視図。
【符号の説明】
【００５４】
１　　　外壁施工構造
１０　　構造躯体
１１　　接着剤
１３　　胴縁
１３１　縦胴縁
１３２　横胴縁
１４　　透湿防水シート
１６　　開口部
１６１　サッシ
１６２　サッシ
１６３　シーリング材
１６５　防水テープ
１７　　軒天部
１７１　軒天材
１８　　通気層
２　　　外壁板
２０　　寸法調整外壁板
２１　　上部下実
２２　　下部上実
２２１　後方係止部
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２３　　切断端部
２３１　切断端面
２６　　裏側面
３　　　端部施工金具
３１　　背板部
３１０　板裏当接部
３１１　第１当接部
３１２　第２当接部
３２　　前方屈曲部
３２０　水平部
３２１　前面部
３２２　第３当接部
３３　　ビス孔
３４　　ビス
５　　　留め付け金具
６　　　横留め金具
６１　　基板部
６２　　底部
６３　　立設部
６４　　受け部
６５　　係止片
６６　　裏面当接部
６７　　ビス孔
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