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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋根下地、前記屋根下地に載置される野地板及び前記屋根下地に固定される下地材を少
なくとも有し、軒裏と外気とを繋ぐ通気経路が設けられた軒先通気構造であって、
　前記下地材は、前記屋根下地に固定される下地本体と、厚み方向に前記通気経路が形成
された通気部材と、を備え、
　前記通気部材は、
　前記下地材の厚み方向に連通する通気口が設けられた通気部と、前記通気部の下方に前
記下地本体の厚み幅に対応した離間距離を置いて並設された固定片を有し、当該固定片の
間に前記下地本体の上端が挿入されることで、前記下地本体の上方に延在するように固定
され、
　前記下地材は、前記通気部材の上端が前記野地板に突き合わされた状態で、前記屋根下
地の小口面に固定されることを特徴とする、軒先通気構造。
【請求項２】
　前記通気部材は、前記下地本体の表面に固定される化粧板の上端を当接させるように前
記下地本体の表面側に突出する、前記化粧板の位置決め用のガイド部材を備えることを特
徴とする、請求項１に記載の軒先通気構造。
【請求項３】
　前記通気部は筒状に構成され、内面側に高温環境下において前記通気口を閉塞し空気の
遮断をする熱膨張部材が設けられていることを特徴とする、請求項１又は２に記載の軒先
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通気構造。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、下地板と野地板の間の換気通路から屋根裏と外気との間の換気を行なう軒先
通気構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の軒天井の取り付けなどに関する軒先構造として、屋根裏の劣化防止や法上の要請
から、通気構造を備えた軒先構造が求められている。通気構造を有する軒先構造には、屋
根裏と外気とを連通する通気経路が必要となるが、この通気経路を軒天と鼻板との間に設
ける構造と、野地板と鼻板との間に設ける構造とが知られている。
【０００３】
　通気経路を軒天と鼻板との間に設ける構造としては、例えば、特許文献１（特開平１０
－３０８３０号公報）等が知られている。特許文献１に記載の軒下通気構造は、垂木に固
定された鼻隠し下地材と、軒天井材との間に隙間が形成されるように配置し、さらに鼻隠
し化粧材を取り付け金具を介して鼻隠し下地材表面との間に隙間が形成されるように取り
付けることで、鼻隠し下地材と鼻隠し化粧材及び軒天井材との間に形成される隙間を通気
経路とするものである。
【０００４】
　一方、野地板と鼻板との間に通気経路を設ける構造としては、例えば、特許文献２（特
開２０１０－２６５６５１号公報）や、特許文献３（特開２０１３－３６２０４号公報）
等が知られている。
【０００５】
　特許文献２に記載された軒先構造は、垂木の上面に配置される野地板に対して隙間がで
きるように垂木の小口面に固定される鼻板下地材の表面に、その上面が野地板に接するよ
うに通気金具を固定し、当該通気金具の下側にシール部材を介して外装材を鼻板下地材の
表面に固定する構造である。この構造によれば、通気金具により形成された隙間と鼻板下
地材と野地板との間に形成された隙間が通気経路となり、野地板と鼻板との隙間から換気
を行うことができる。
【０００６】
　また、特許文献３に記載された軒先構造は、鼻板下地材を垂木の上面に配置される野地
板に対して隙間ができるように垂木の小口面に設け、さらに野地板の小口面に通気金具を
野地板の下側に張り出すように取り付け、さらに外装材を通気金具の下側に接触するよう
に鼻板下地材の表面に固定する構造である。この構造によれば、通気金具により形成され
た隙間と鼻板下地材と野地板との間に形成された隙間が通気経路となり、野地板と鼻板と
の隙間から換気を行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１０－３０８３０号公報
【特許文献２】特開２０１０－２６５６５１号公報
【特許文献３】特開２０１３－３６２０４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１に記載された軒先構造は、鼻板下地材と軒天井材とが直接連結され
ておらず、軒天井材は建物外壁と鼻隠し化粧材に連結することで支持されているものであ



(3) JP 6705633 B2 2020.6.3

10

20

30

40

50

るため、軒天井材の支持が不十分であるという問題がある。また、鼻隠し下地材に２種類
の取り付け金具を固定し、さらに、その取り付け金具に鼻隠し化粧材を固定する作業を要
するため、施工現場での組み立て作業の手間が大きく、作業性に問題が生じていた。
【０００９】
　また、特許文献２及び特許文献３に記載された軒先構造においては、鼻板下地材を垂木
小口面に取り付ける際に、野地板との間に所定の隙間をおいて固定するため、取り付け位
置及び取り付け角度の精度合わせの手間の負担が大きいという問題がある。すなわち、鼻
板下地材の取り付け高さは、軒天井材の固定位置を決定することになるため、鼻板の長手
方向に建物全長にわたって水平かつ均一な高さ位置に鼻板下地材を取り付ける必要がある
。
【００１０】
　このため、例えば、特許文献２では、鼻板下地材の高さ方向の取り付け位置と角度の精
度を高めるために鼻板下地材の裏面にスペーサーを固定し、スペーサーを垂木の下端に突
き当てて鼻板下地材の位置と角度合わせを行っている。この作業は、細長い棒状のスペー
サーを準備し、鼻板下地材の裏面に取り付け位置及び角度を計測した上で精度よく固定す
る必要があることから、施工現場での手間が大きく、作業性の問題がある。
【００１１】
　したがって、本発明が解決しようとする技術的課題は、組み立て作業の軽減を図ること
ができる軒先通気構造及びその通気構造に用いる換気部材を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、上記技術的課題を解決するために、以下の構成の軒先通気構造及び通気部材
を提供する。
【００１３】
　本発明の第１態様によれば、屋根下地、前記屋根下地に載置される野地板及び前記屋根
下地に固定される下地材を少なくとも有し、軒裏と外気とを繋ぐ通気経路が設けられた軒
先通気構造であって、
　前記下地材は、前記屋根下地に固定される下地本体と、厚み方向に前記通気経路が形成
された通気部材と、を備え、
　前記通気部材は、
　前記下地材の厚み方向に連通する通気口が設けられた通気部と、前記通気部の下方に前
記下地本体の厚み幅に対応した離間距離を置いて並設された固定片を有し、当該固定片の
間に前記下地本体の上端が挿入されることで、前記下地本体の上方に延在するように固定
され、
　前記下地材は、前記通気部材の上端が前記野地板に突き合わされた状態で、前記屋根下
地の小口面に固定されることを特徴とする、軒先通気構造を提供する。
 
 
【００１４】
　本発明の第２態様によれば、前記通気部材は、前記下地本体の表面に固定される化粧板
の上端を当接させるように前記下地本体の表面側に突出する、前記化粧板の位置決め用の
ガイド部材を備えることを特徴とする、第１態様の軒先通気構造を提供する。
【００１６】
　本発明の第３態様によれば、前記通気部は筒状に構成され、内面側に高温環境下におい
て前記通気口を閉塞する熱膨張部材が設けられていることを特徴とする、第１又は第２態
様の軒先通気構造を提供する。
 
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、下地板の上端に位置する通気部材によって通気路が確保されるととも
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に、野地板に下地板の上端を突き合わせるように屋根下地の小口面に下地板を固定するこ
とができるため、下地板の取り付け位置及び取り付け角度の精度合わせの手間を軽減する
ことができ、組み立て作業を軽減することができる。また、下地板の上側部分で通気路が
確保されているため、下地板と軒天井材とをしっかりと固定することが可能で、軒先構造
としての強度を十分に維持することができ、さらにスムーズな空気の流れを確保すること
ができる。
【００１８】
　さらに、野地板に近接して通気路が設けられているため雨やゴミなどが入りにくく下地
板に鼻隠しなどの化粧板を取り付けることもできるため、美観を損なうことがない。した
がって、通気部材による形成される通気路と屋根下地の間の部分が通気路として利用する
ことができ、施工の手間を軽減した軒先通気構造とすることができる。
【００１９】
　また、下地板そのものに通気機能を持たせることで軒先の出寸法を小さくすることが可
能であり、通気部材を下地本体の上側に取り付けるだけでよいので、従来通りの工法で通
気構造を実現することが可能である。
【００２０】
　さらに、通気部材に下地板の表面に付される化粧板の位置決めガイドを設けることで、
化粧板の取り付け位置を精度よく行なうことができ、組み立て作業を軽減することができ
る。
【００２１】
　通気部材を通気部と固定片とを設けることにより、簡単な構成で、下地本体の上に通気
部を固定することができ、取り付けを容易にすることができる。また、固定片の長さを屋
根下地よりも下側まで伸びるようにすることにより、下地板を屋根下地の小口面にガタツ
キなくしっかりと固定することができる。
【００２２】
　筒状に構成された通気部の内面側に火災発生時などの高温環境下において通気口を閉塞
し、空気の流れを遮断する熱膨張部材を設けることで、取り付け作業などの邪魔になるこ
となく、確実に熱膨張部材の機能を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施形態にかかる軒先構造の例を示す図である。
【図２】図１の軒先構造の一部断面拡大斜視図である。
【図３】図１の軒先構造のIII-III線における断面図である。
【図４】図１の軒先構造に使用される通気金具の構成を示す斜視図である。
【図５】図４の通気金具の構成を示す断面図である。
【図６】図１の軒先構造の通気経路を示す説明図である。
【図７】通気金具の変形例を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施形態に係る通気部材及び当該通気部材を用いた軒先構造について、
図面を参照しながら説明する。
【００２５】
　図１は、本発明の実施形態にかかる軒先構造の例を示す図である。図２は、図１の軒先
構造の一部断面斜視図である。本実施形態にかかる軒先通気構造１００においては、図１
に示すように、本発明の下地板を軒先における鼻隠しとして用いているが、妻側における
破風板としても同様に適用可能である。本実施形態にかかる軒先構造は、家屋１００の天
井１０１に用いられる破風１０２あるいは鼻隠し１０３と天井１０１との間に通気口を設
けることによって軒裏換気を可能とするものである。
【００２６】
　図２は、本発明の第１実施形態にかかる軒先通気構造の例を示す断面図である。図２は
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、本発明の軒先通気構造の部分断面斜視図である。図３は図１のIII-III線における断面
図である。図２及び図３は、鼻隠しを用いた軒先通気構造を例として説明するものであり
、鼻隠しを使用した軒先通気構造を例にとって説明する。
【００２７】
　本実施形態にかかる軒先通気構造１においては、上記の通り本発明にかかる下地板を鼻
隠し板として用いている。本実施形態にかかる軒先通気構造１では、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。野地板４の先端部分には水切り板（図示な
し）が設けられる。
【００２８】
　また、垂木３の先端側の小口面には鼻板下地材６が設けられている。鼻板下地材６は、
所定の間隔をおいて配置される複数の垂木３を跨ぐように設けられており、ビス１２によ
り垂木３の小口面３ａに固定される。なお、鼻板下地材６の固定は、ビスに限らず、釘、
ねじ、金具等の固定部材を用いることができる。当該鼻板下地材６に化粧板の一例として
の鼻隠し化粧板７及び野縁８が固定される。
【００２９】
　鼻隠し化粧板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。
【００３０】
　本実施形態において、鼻隠し化粧板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。
【００３１】
　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。
【００３２】
　軒天井部材２は、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。壁９
は、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。サイディング材は、
例えば窯業系のものを好適に使用することができる。また、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。
【００３３】
　鼻板下地材６は、図３に示すように下地本体１０と通気金具１１とが組み合わされて構
成されている。下地本体１０は、共に所定の耐火性能を有する平板状の繊維混入セメント
けい酸カルシウム材により形成されている。下地本体１０の厚さは、それぞれ６ｍｍ～２
５ｍｍ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。
【００３４】
　本実施形態においては、下地本体１０の材料として繊維混入けい酸カルシウム板を採用
しているが、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



(6) JP 6705633 B2 2020.6.3

10

20

30

40

50

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セメント系材料、木材等
の木質系材料を用いることができる。
【００３５】
　通気金具１１は、図４及び図５に示すように、筒状に構成された通気部１３と通気部の
した方に設けられた一対の固定片１４ａ，１４ｂとを備え、その長さ寸法Ｌが下地本体１
０の長さ寸法とほぼ同じに構成されている。筒状に構成された通気部１３は、上面１３ｕ
が垂木３の傾斜角度とほぼ同じに構成されており、図３に示すように、下地板６の垂木３
への固定時に、ほぼ全面が野地板４の下面に当接する。また、通気部１３の外気側及び垂
木側の側面１３ｓには、多数のスリット状の通気口１５が設けられており、両側面に設け
られた通気口を通じて、下地板の厚み方向に伸びる軒先と外気を繋ぐ通気経路を確保する
ことができる。
【００３６】
　通気金具１１の上下内面には、火災時等において、通気経路を遮断するための熱膨張部
材１８が設けられている。熱膨張部材１８は、火災などによって周囲が高熱になると膨張
して、通気部１３の外気側及び垂木側の側面１３ｓに設けられている通気口１５を被覆し
、屋根裏に高熱空気などが流れ込むことを防止する。
【００３７】
　一対の固定片１４ａ，１４ｂは、通気部１３の側面１３ｓと同一平面上に下方に伸びる
ように設けられ、下地本体１０の厚み寸法に対応した距離Ｔ１をおいて並行に設けられる
。１組の固定片１４ａ，１４ｂの間に形成される隙間１４ｓには、下地本体１０の上端が
挿入される。本実施形態では、一対の固定片１４ａ，１４ｂは、下地本体１０の表面形状
に合わせて互いに平行に設けられた平板で構成されているが、例えば下地本体の形状に合
わせて構成されたリブや凹溝などの脱落防止用の手段を備えることもできる。
【００３８】
　また、固定片１４ａ，１４ｂは、通気金具１１の全長にわたって設けられている必要は
なく、下地本体１０に固定可能な幅であれば、部分的に設けられていてもよい。また、垂
木側の固定片１４ｂは、外気側の固定片１４ａに較べて長く構成されており、垂木３の小
口面への取り付け時に固定片１４ｂの先端部１４ｃが小口面３ａの下端よりも下側に延在
することで、取り付け時のガタツキを防止できるように構成されている。
【００３９】
　通気金具１１と下地本体１０の取り付けは、固定片１４ａ，１４ｂにそれぞれ設けられ
ているビス孔１７に挿通されるビス１２により、鼻板下地材６を垂木３の小口面３ａに取
り付ける際に同時に行われる。
【００４０】
　通気金具１１の外気側の面には、鼻隠し化粧板７の位置決め用のガイド部材１６が設け
られている。本実施形態では、ガイド部材１６は、固定片１４ａと通気部１３との境界部
分から外気側に突出する平板状の突状部材で構成されている。ガイド部材１６の下端１６
ａは、図３に示すように、鼻隠し化粧板７の上端に当接し、鼻隠し化粧材の取り付け高さ
位置を決定する。
【００４１】
　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及び鼻板下地材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。
【００４２】
　次いで、軒天井部材２の寸法を決定し、軒天井部材２と鼻板下地材６を建築物に合わせ
た大きさに適宜切断する。鼻板下地材６のサイズ調整は、下地本体１０の上端を固定片１
４ａ，１４ｂの間に形成される隙間１４ｓに挿入して下地本体１０と通気金具１１を組み
合わせた状態で軒天井部材２の高さ位置に合うように行われる。
【００４３】
　また、軒天井部材２の寸法は、その軒先側先端が鼻板下地材６の垂木側の表面又は下端
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に接するように軒天の寸法を決定する。その後、軒天井部材２が横野縁８ｂ及び壁９に当
接するように、軒天井部材２を位置あわせする。
【００４４】
　その後、鼻板下地材６を垂木３の小口面３ａに固定する。鼻板下地材６の固定には、通
気金具１１の上面１３ｕを野地板の下面に突き当てた状態に位置合わせし、ビス１２を用
いて固定する。次いで、野縁８に軒天井部材２を釘を用いて取り付ける。軒天井部材２を
取り付けた後、軒天井部材２と鼻板下地材６との隙間をシール材で密閉する。
【００４５】
　その後、鼻隠し化粧板７の上面がガイド部材１６に当接するように高さ位置を調整し、
ビスや釘などを用いて鼻板下地材６に鼻隠し化粧板７を固定する。なお、ガイド部材１６
と鼻隠し化粧材７との隙間は、シール材で密閉してもよい。
【００４６】
　上記のようにして構成された本実施形態にかかる軒裏天井構造においては、図６に示す
ように、鼻板下地材６の上端部分に通気金具１１が配置されているため、垂木３の間の隙
間１９の領域において、外気と軒下内とを繋ぐ通気経路を確保することができる。
【００４７】
　また、鼻板下地材６の上端に位置する通気金具１１によって通気路が確保されるととも
に、野地板４に鼻板下地材６の上端である通気金具の上面１３ｕを突き合わせるように位
置合わせして、垂木３の小口面３ａに鼻板下地材６を固定することができるため、鼻板下
地材６の取り付け位置及び取り付け角度の精度合わせの手間を軽減することができ、組み
立て作業を軽減することができる。
【００４８】
　図７は、通気金具の変形例の構成を示す図である。この通気金具２１は、固定片２４が
外気側にのみ設けられており、通気部２１の側面２３ｓに設けられている通気口２５及び
ガイド部材２６の形状が異なる。また、通気部２１の上面２３ｕは、野地板４の傾斜角度
に応じて傾斜するように構成されておらず、下地本体１０の上面と平行になるように構成
されている。このため、鼻板下地材６の垂木３への取り付け時には、上面２３ｕ全体が野
地板４の下面には当接せず、外気側の上縁２３ｅのみが当接することになる。このように
構成されたとしても、鼻板下地材６の取り付け位置及び取り付け角度は容易に決定するこ
とができ、組み立て作業を軽減することができる。
【００４９】
　また、通気口２５を大きくすることで、通気経路面積を大きくすることができるが、ゴ
ミなどの侵入を防止するために、通気口２５の開口部分にメッシュ材などを設けることが
好ましい。
【００５０】
　さらに、固定片２４は、外気側にのみ設けられており、通気金具２１と下地本体１０と
の組み付け時には、下地本体１０の垂木側面と通気部２３との垂木側側面との間に段差が
形成されないように構成されることが好ましい。また、ビス孔２７は、下地本体１０と通
気金具２１との固定のためだけに設けられ、鼻板下地材６の垂木３の小口面３ａへの取り
付けは、下地本体１０に設けられた図示しないビス孔等を用いて行うことができる。
【００５１】
　以上説明したように、本実施形態の軒裏天井構造によれば、鼻板下地材６の上端に位置
する通気金具１１によって通気路が確保されるとともに、野地板４に鼻板下地材６の上端
である通気金具の上面１３ｕを突き合わせるように垂木３の小口面３ａに鼻板下地材６を
固定することができるため、鼻板下地材６の取り付け位置及び取り付け角度の精度合わせ
の手間を軽減することができ、組み立て作業を軽減することができる。
【００５２】
　なお、本発明は上記各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。たとえば、本発明の通気金具は、金属の他、合成樹脂などで構成することも可
能である。また、通気金具を下地本体に取り付けるための固定片は、下地本体１０の表面
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に当接するものでなくてもよく、例えば、下地本体１０の上面に通気部をビス止めできる
ように構成されているものであってもよい。
【００５３】
　１　軒先通気構造
　２　軒天井部材
　３　垂木
　４　野地板
　５　屋根化粧材
　６　鼻板下地材
　７　鼻隠し化粧板
　８　野縁
　９　壁
１０　下地本体
１１，２１　通気金具
１２　ねじ
１３，２３　通気部
１４ａ，１４ｂ，
２４　固定片
１５，２５　通気口
１６，２６　ガイド部材
１７，２７　ビス孔

【図１】 【図２】
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