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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パラペット本体の上端面に、笠木取付具を設け、前記笠木取付具に笠木を取り付け、前
記パラペット本体の側方に保護ボード取付具を配置し、前記保護ボード取付具に保護ボー
ドを取り付けてあるパラペット構造であって、
　前記笠木の側縁部に対して、前記側縁部の垂下部表面に沿う状態に前記保護ボード取付
具をビス固定してあり、前記保護ボード取付具には、固定ビス取付部箇所を覆うカバー体
を着脱自在に設けてあり、前記カバー体は、前記保護ボード取付具に取り付けた状態で、
前記カバー体の上面が前記笠木の上面と段差の無い状態で連続するように形成してあるパ
ラペット構造。
【請求項２】
　前記カバー体は、前記保護ボード取付具に対する嵌合操作によって取り付け自在に形成
してあり、前記保護ボード取付具への前記カバー体の嵌合操作方向は、前記笠木の上面に
沿う方向に設定してある請求項１に記載のパラペット構造。
【請求項３】
　前記保護ボード取付具における固定ビス取付部箇所の上方に、前記笠木の上面に沿う方
向で突出した突条を、上下に間隔をあけて一対設け、一対の突条の間の溝に、前記カバー
体の係止部を嵌合させて係止することで、前記保護ボード取付具とカバー体との嵌合構造
を構成してある請求項２に記載のパラペット構造。
【請求項４】
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　前記保護ボード取付具の固定に使用してある固定ビスは、前記保護ボード取付具と前記
笠木と前記笠木取付具とに螺合する状態に取り付けてある請求項１～３の何れか一項に記
載のパラペット構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パラペット本体の上端面に、笠木取付具を設け、前記笠木取付具に笠木を取り
付け、前記パラペット本体の側方に保護ボード取付具を配置し、前記保護ボード取付具に
保護ボードを取り付けてあるパラペット構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば、屋上部に形成されたパラペットの場合、屋上スラブの防水層を前記パラペット本
体の内周面まで立ち上げておくのが一般的であるが、この防水層の立ち上がり部分の保護
のために、従来は、図８に示すように、パラペット本体２の内側にブロック３０を積み上
げた保護壁３１を形成してあった。但し、この構造によれば、前記保護壁３１の形成に手
間がかかる問題があり、これを解決するものとして、図７に示すように、保護ボード９等
による保護壁３１を形成する事が実施されていた。
従来、この種のパラペット構造としては、図に示すように、パラペット本体２や前記保護
壁３１を含めた幅寸法の笠木７を用意し、前記パラペット本体２の上端面に、笠木取付金
具６を取り付けた状態で、その笠木取付金具６に前記笠木７を嵌合させてパラペット上縁
部を笠木７によって覆う状態に構成してあった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
パラペットそのものは、雨風に曝される箇所に形成されているのが一般的であるが、特に
、強風を受けた場合、笠木の上方を通過する空気の流れによって、笠木上面部近辺に負圧
領域が発生しやすい。
上述した従来のパラペット構造によれば、笠木は、パラペット全幅にわたる状態に形成し
てあるから幅寸法が大きくなり易く、それに伴って、前記負圧領域も拡大しやすくなり、
笠木が風によって強く引き上げられて、変形したり外れたりし易いという問題点があった
。
【０００４】
従って、本発明の目的は、上記問題点を解消し、強風を受けても笠木が変形し難いパラペ
ット構造を提供するところにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明の特徴構成は、図１～６に例示するごとく、パラペット本体２の上端面
に、笠木取付具６を設け、前記笠木取付具６に笠木７を取り付け、前記パラペット本体２
の側方に保護ボード取付具８を配置し、前記保護ボード取付具８に保護ボード９を取り付
けてあるパラペット構造において、前記笠木７の側縁部に対して、前記側縁部の垂下部７
ｂ表面に沿う状態に前記保護ボード取付具８をビス固定してあり、前記保護ボード取付具
８には、固定ビス取付具箇所を覆うカバー体１５を着脱自在に設けてあり、前記カバー体
１５は、前記保護ボード取付具８に取り付けた状態で、前記カバー体１５の上面が前記笠
木７の上面と段差の無い状態で連続するように形成してあるところにある。
　請求項１の発明の特徴構成によれば、前記保護ボード取付具を、笠木の側方に設けてあ
るから、保護ボードは、笠木の直下に入らない状態に、前記保護ボード取付具によって取
り付けることができ、それに伴って、笠木そのものは、パラペット本体のみを覆うに足り
る幅寸法に設定することが可能となる。従って、従来より笠木の幅寸法を小さくすること
ができる。笠木は、意匠性や耐久性が要求される関係上、高コストの材質で構成してある
のが一般的であるが、この意味から、笠木をコンパクトにできることによってコストダウ
ンを図ることが可能となる。
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　また、笠木の幅寸法を小さくできることによって笠木上面の面積が小さくなり、笠木の
上方に前記風による負圧領域が発生しても、受圧面積が従来より減少していることによっ
て、全引き上げ力を低減させることができ、笠木の変形や外れを防止し易くなる。
　更には、保護ボード取付具は、前記笠木の側縁部にビスによって確実に固定してあるか
ら、より安定した状態で保護ボードの支持を叶えることが可能となる。
　また、前記カバー体を保護ボード取付具に取り付けて、固定ビス取付部箇所を覆うこと
により、ビス頭部やビス貫通穴等が露出するのを防止でき、外観の美観性を向上させるこ
とができると共に、固定ビス取付部の防水性を向上させることが可能となる。従って、固
定ビスが水に濡れて腐蝕したり、ビス貫通部から水が浸入するのを防止できるから、パラ
ペットとしての美観性を維持しながら、耐久性を向上させることが可能となる。
【０００６】
　請求項２の発明の特徴構成は、図１～３に例示するごとく、前記カバー体１５は、前記
保護ボード取付具８に対する嵌合操作によって取り付け自在に形成してあり、前記保護ボ
ード取付具８への前記カバー体１５の嵌合操作方向は、前記笠木７の上面に沿う方向に設
定してあるところにある。
　請求項２の発明の特徴構成によれば、請求項１の発明による作用効果を叶えることがで
きるのに加えて、前記保護ボード取付具に対してカバー体を嵌合させるだけで、簡単に取
り付けることが可能となり、着脱操作に手間を掛けずに効率よく作業をすることができる
。従って、パラペット形成作業、及び、固定ビス取付部箇所の点検作業等をスピーディに
実施することが可能となる。更には、嵌合操作方向を、前記笠木の上面に沿う方向に設定
してあるから、強風等の作用でカバー体が外れ難い。即ち、風によって笠木上方には前記
負圧領域が発生するわけであるが、この負圧領域に起因して発生する引き上げ力の作用方
向は、主に笠木上面に交わる方向となり、カバー体の嵌合操作方向（言い換えれば、嵌合
解除操作方向）を笠木上面に沿う方向に設定してあることで、両者の方向が一致し難く、
結果的に、前記引き上げ力によってカバー体が外れ難くなる。
【０００７】
　請求項３の発明の特徴構成は、前記保護モード取付具における固定ビス取付部箇所の上
方に、前記笠木の上面に沿う方向で突出した突条を、上下に間隔をあけて一対設け、一対
の突条の間の溝に、前記カバー体の係止部を嵌合させて係止することで、前記保護ボード
取付具とカバー体との嵌合構造を構成してあるところにある。
【０００８】
　請求項４の発明の特徴構成は、図１・３・５に例示するごとく、前記保護ボード取付具
８の固定に使用してある固定ビスＫは、前記保護ボード取付具８と前記笠木７と前記笠木
取付具６とに螺合する状態に取り付けてあるところにある。
　請求項４の発明の特徴構成によれば、請求項１～３の何れか一項に記載の発明による作
用効果を叶えることができるのに加えて、前記固定ビスによって保護ボード取付具と笠木
と笠木取付具とが一体的に連結され、外力に対する抗力を向上させることができる。従っ
て、笠木に対する風の引き上げ力に対しても、より強力に対抗することが可能となる。
【００１０】
尚、上述のように、図面との対照を便利にするために符号を記したが、該記入により本発
明は添付図面の構成に限定されるものではない。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。尚、図面において従来例と同一の
符号で表示した部分は、同一又は相当の部分を示している。
【００１２】
図１～４は、当該発明のパラペット構造を採用したパラペットＰの一実施形態を示すもの
で、鉄筋コンクリート造の建物Ｂの屋上部分に形成されている。
前記建物Ｂの屋上部分は、屋上スラブ１と、その外縁部分に一体的に立設してあるパラペ
ット本体２と、前記屋上スラブ１及び前記パラペット本体２とにわたる状態に敷設された
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防水層３とを設けて構成してある。
【００１３】
屋上スラブ１部分については、前記防水層３の上に保護コンクリート４を所定の厚み打設
して、保護層を形成してある。また、屋上スラブ１とパラペット本体２との隅部分につい
ては、前記防水層３が急激に折れ曲がらないように、予め、面取り状態に下地モルタル５
を施してある。
【００１４】
前記防水層３は、防水シートの敷設や、アスファルトの塗布等によって形成することがで
き、当該実施形態においては、合成樹脂製の防水シート３ａを貼設することによって構成
してあるものについて説明する。
防水シート３ａは、端部が前記パラペット本体２の上面まで達するように立ち上げてある
。また、前記下地モルタル５上の防水シート３ａ部分には、保護コンクリート４の動きに
より防水シート３ａが傷付けられるのを防ぐためのクッション性を有する発泡体Ｄを施工
してある。
【００１５】
パラペットＰは、図に示すように、パラペット本体２の上端面に、笠木取付具６を設け、
前記笠木取付具６に笠木７を取り付け、前記パラペット本体２の内側の側方に保護ボード
取付具８を配置し、前記保護ボード取付具８に保護ボード９を取り付けて構成してある。
前記笠木取付具６は、金属製で、パラペット本体２の長手方向に間隔をあけた複数箇所に
それぞれ取り付けてある。笠木取付具６の両端には下方に屈曲形成した垂下部６ａを設け
、中間部には、前記笠木７を下方から支持する複数の受け突部６ｂを設けると共に、各受
け突部６ｂ間の偏平部分には、ボルト貫通穴６ｃを夫々設けてある。また、笠木取付具６
は、前記ボルト貫通穴６ｃにアンカーボルトＡを挿通させてパラペット本体２に取付固定
してある。そして、前記垂下部６ａの下端部に、前記笠木７の両側縁部を引っ掛けること
で笠木取付具６に笠木を取り付けることが可能となる。
尚、笠木取付具６の寸法は、前記パラペット本体２上面に取り付けた状態で、前記垂下部
６ａが、パラペット本体２の上端部の両側に僅かの隙間を空けた状態に位置するように設
定してある。
【００１６】
前記笠木７は、パラペット本体２の長手方向に沿う金属製長尺体で構成してあり、横断面
形状は、前記笠木取付具６に外嵌するように逆溝形に形成してある。そして、側縁部には
、前記笠木取付具６の垂下部６ａに係合するフック部７ａを形成してあり、前述のように
、前記笠木取付具６上からこの笠木７を被せて、前記フック部７ａを前記垂下部６ａに係
止させることによって取り付けることができる。また、笠木７を取り付けた状態において
は、パラペット本体２との間には、連通空間が形成され、この連通空間がパラペットＰの
表裏空間に連通していることから、前記表裏空間相互の空気の流通が自在となり、この連
通空間を風抜け空間Ｗという。
【００１７】
前記保護ボード取付具８は、前記笠木７の側縁部に固定自在な上金具８Ａと、パラペット
本体２基端部の前記保護コンクリート４上に固定自在な下金具８Ｂとの二つの部材を備え
て構成してある。
前記上金具８Ａは、図３に示すように、前記笠木７の垂下部７ｂ表面に沿わせて取り付け
られる取付部１０と、前記笠木７の垂下部７ｂとの間に前記保護ボード９の上縁部を挟ん
だ状態に固定自在な第一挟持部１１とを一体的に備えた長尺体で構成してある。
前記取付部１０には、長手方向に間隔をあけて複数のビス挿通穴１０ａを設けてあり、こ
のビス挿通穴１０ａに固定ビスＫを挿通させて、笠木取付具６・笠木７に対して上金具８
Ａを固定してある。尚、固定ビスＫ周りの取付部１０と笠木との間には、止水シール１２
を介在させてあり、この止水シール１２によって固定ビス取付部１３の止水を図ってある
。また、取付部１０の上端部付近には、笠木７の上面に沿う方向で突出した突条１４を上
下に間隔をあけて二段設けてある。これら一対の突条１４間の溝は、前記固定ビス取付部
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１３を覆うカバー体１５の係止部１５ａを嵌合させて係止できるように構成されている。
具体的には、前記突条１４の突出方向に沿って前記カバー体１５を嵌合させることによっ
て、前記固定ビス取付部１３や前記突条１４等、取付部１０の上半部分をカバー体１５で
覆うことができるものである。
また、前記第一挟持部１１には、その内周面の一部にクッション材１６を接着してあり、
前記笠木７と第一挟持部１１との間に保護ボード９を嵌めた時に、保護ボード９のガタツ
キを抑え、安定支持できるように構成してある。
前記下金具８Ｂは、図４に示すように、前記上金具８Ａの直下に設置してあり、前記保護
コンクリート４上への接地部１７と、前記保護ボード９の下縁部を受け入れて挟持する第
二挟持部１８とを嵌合連結した状態に備えて構成してある。
前記接地部１７は、パラペットＰの長手方向に間隔をあけて複数箇所に設けてあり、前記
保護コンクリート４に設置されたアンカーボルトＡで固定してある。前記第二挟持部１８
は、図に示すように、上方に突出した一対の突条１９を備えた断面形状『Ｕ』字形状の長
尺体で構成してある。前記一対の内のパラペット本体２側の突条１９には、前記上金具８
Ａと同様に、クッション材１６を取り付けてあり、保護ボード９のガタツキ防止を図って
ある。因みに、このクッション材１６は、パラペット本体２側の突条１９に設けてあるこ
とで、保護ボード９の裏面側に位置することとなり、直射日光や風雨がクッション材１６
に直接的に作用するのを前記保護ボード９によって防止でき、クッション材１６の劣化防
止を図ることが可能となる。
【００１８】
前記保護ボード９は、石膏ボードで構成してあり、前記保護ボード取付具８への取り付け
は、襖の嵌め付けと同様に、上縁部を上金具８Ａと笠木７との間に奥まで挿入した状態で
、下縁部を前記第二挟持部１８に嵌め入れて底部分に載置するまで下げることで嵌め付け
ることができる。
【００１９】
前記保護ボード９を取り付けた状態においては、保護ボード９下縁部と、保護コンクリー
ト４との間には、隙間が形成されることとなり、この隙間が、前記風抜け空間Ｗと連通し
ていることによって、パラペット本体２と、前記笠木７・保護ボード９との間を通して、
パラペット本体２の表裏空間の空気の流通が可能となる。従って、パラペットＰに当たっ
た風は、笠木７上面側を通過する方向と、前記風抜け空間Ｗを通過する方向とに分散され
、笠木７上面側に負圧領域ができるのを抑制でき、笠木７への引き上げ力を低減化するこ
とが可能となる。
【００２０】
〔別実施形態〕
以下に他の実施の形態を説明する。
【００２１】
〈１〉　前記笠木７や、笠木取付具６や、保護ボード取付具８は、先の実施形態で説明し
たように金属製に限るものではなく、例えば、合成樹脂やセメント成型品や石材や木質合
成材等で構成するものであってもよい。
〈２〉　前記固定ビスＫは、先の実施形態で説明したように、保護ボード取付具８・笠木
７・笠木取付具６とを一体連結するものに限らず、例えば、保護ボード取付具８と笠木７
のみを連結する状態に設けてあってもよい。また、ビスに限らずボルトをも含めて固定ビ
スと総称する。
〈３〉　前記保護ボード取付具８は、先の実施形態で説明したカバー体１５を設置自在に
構成したものに限るものではなく、例えば、カバー体１５を設置しない状態に形成してあ
ってもよい。それらを総称して、保護ボード取付具８という。
〈４〉　また、前記保護ボード取付具８の固定構造については、先の実施形態で説明した
ように笠木７の垂下部７ｂにビス固定してあるものに限るものではない。
〈５〉　前記保護ボード取付具８は、先の実施形態では、下金具８Ｂによって、前記保護
ボード９表面側の空間と前記風抜け空間Ｗとを流通できるように構成したが、この構成に
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限るものではなく、例えば、図６に示すように、上金具８Ａと笠木７との間の保護ボード
９嵌め入れ部分に風抜き部２０を形成してあってもよい。この実施形態の場合、前記風抜
き部２０を形成する方法としては、図６（イ）に示すように、保護ボード９の両面側にク
ッション材１６を位置させ、クッション材１６の一部を切り欠くことで風抜き部２０を構
成するものであったり、更には、図６（ロ）に示すように、保護ボード９の被挟持部の一
部をも切り欠いたり、穴を開けることで風抜き部２０とするものであったり、図６（ハ）
に示すように、笠木７の垂下部７ｂをも切り欠いて風抜き部２０にするものであってもよ
い。
〈６〉　前記保護ボード取付具に対するカバー体１５の取り付けは、先の実施形態で説明
したように、前記突条１４の突出方向に沿って前記カバー体１５を嵌合させる方法に限る
ものではなく、前記保護ボード取付具の上金具８Ａの長手方向に沿ってスライドさせるこ
とによって嵌合取り付けするものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】パラペットを示す断面図
【図２】パラペットを示す一部切欠き斜視図
【図３】パラペットの要部を示す断面図
【図４】パラペットの要部を示す断面図
【図５】別実施形態のパラペットの要部を示す断面図
【図６】別実施形態のパラペットの要部を示す一部切欠き斜視図
【図７】従来のパラペットを示す断面図
【図８】従来のパラペットを示す断面図
【符号の説明】
２　　パラペット本体
６　　笠木取付具
７　　笠木
７ｂ　垂下部
８　　保護ボード取付具
９　　保護ボード
１５　カバー体
２０　風抜き部
Ｋ　　固定ビス
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