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(57)【要約】
【課題】　ネジ等を使用せず、嵌合させるだけでパネル
同士を精度良く確実に連結でき、しかもパネル間からの
水漏れを防止できるパネル体の提供。
【解決手段】隣接して配置される一方及び他方のパネル
１，２を備え、一方のパネル１は、他方のパネル２側の
側部に嵌合部４を有し、嵌合部４は、底板部４ａと、底
板部の先端部より立ち上がる立ち上がり部４ｂと、立ち
上がり部の先端部より内側に斜め下向きにのびる当接片
４ｃを有し、他方のパネル２は、一方のパネル１側の側
部に嵌合部６を有し、嵌合部は、天板部６ａと、天板部
の先端部より垂下する垂下部６ｂと、垂下部の先端部よ
り内側に斜め上向きにのびる当接片６ｃとを有し、一方
のパネルの嵌合部４に対して他方のパネルの嵌合部６を
上方より嵌合させる際に当接片４ｃ，６ｃ同士が押し合
って弾性変形し、パネル同士が面一になると当接片４ｃ
，６ｃが復帰して当接片の先端部４ｄ，６ｄ同士が面接
触し、且つ立ち上がり部４ｂの先端部が天板部６ａに、
垂下部６ｂの先端部が底板部４ａにそれぞれ当接する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　隣接して配置される一方及び他方のパネルを備え、一方のパネルは、他方のパネル側の
側部に嵌合部を有し、嵌合部は、底板部と、底板部の先端部より立ち上がる立ち上がり部
と、立ち上がり部の先端部より内側に斜め下向きにのびる当接片を有し、他方のパネルは
、一方のパネル側の側部に嵌合部を有し、嵌合部は、天板部と、天板部の先端部より垂下
する垂下部と、垂下部の先端部より内側に斜め上向きにのびる当接片を有し、一方のパネ
ルの嵌合部に対して他方のパネルの嵌合部を上方より嵌合させる際に当接片同士が押し合
って弾性変形し、パネル同士が面一になると当接片が復帰して当接片の先端部同士が面接
触し、且つ立ち上がり部の先端部が天板部に、垂下部の先端部が底板部にそれぞれ当接す
ることを特徴とするパネル体。
【請求項２】
　一方のパネルの側板と嵌合部の底板部と立ち上がり部とで囲まれる空間を、パネル間に
浸入した水を排水するための樋として機能させることを特徴とする請求項１記載のパネル
体。
【請求項３】
　一方及び他方のパネルは、それぞれ押出成形により一体成形したものであり、且つ一方
のパネルの嵌合部と他方のパネルの嵌合部を同一形状としたことを特徴とする請求項１又
は２記載のパネル体。
【請求項４】
　請求項１～３の何れかに記載のパネル体を用いたことを特徴とする庇。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のパネルを嵌合連結して構成されるパネル体と、そのパネル体を用いる
庇に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の建物の庇として、アルミニウム合金の中空押出形材よりなるパネルを幅方向に複
数連結して構成したものがある（例えば、特許文献１参照。）。この庇は、図７に示すよ
うに、パネル９０の側面上部に嵌合片９１ａ，９１ｂを、側面下部に重合片９２ａ，９２
ｂをそれぞれ側方に突出して設けてあり、隣接するパネル９０の嵌合片９１ａ，９１ｂを
互いに嵌合させると共に、重合片９２ａ，９２ｂを重ね合わせてネジ９３で固定すること
により、隣接するパネル同士を連結している。嵌合片同士の嵌合部には、パネル間からの
雨漏りを防止するため、シールパッキン９４を設置してシールしている。
　上記の庇は、パネルの重合片同士をビスで固定したり、嵌合部にシールパッキンを設置
したりする必要があるため、施工に多くの手間と時間を要していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－３１６９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は以上に述べた実情に鑑み、ネジ等を使用せず、嵌合させるだけでパネル同士を
精度良く確実に連結でき、しかもパネル間からの水漏れを防止できるパネル体及び庇の提
供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の課題を達成するために請求項１記載の発明によるパネル体は、隣接して配置され
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る一方及び他方のパネルを備え、一方のパネルは、他方のパネル側の側部に嵌合部を有し
、嵌合部は、底板部と、底板部の先端部より立ち上がる立ち上がり部と、立ち上がり部の
先端部より内側に斜め下向きにのびる当接片を有し、他方のパネルは、一方のパネル側の
側部に嵌合部を有し、嵌合部は、天板部と、天板部の先端部より垂下する垂下部と、垂下
部の先端部より内側に斜め上向きにのびる当接片を有し、一方のパネルの嵌合部に対して
他方のパネルの嵌合部を上方より嵌合させる際に当接片同士が押し合って弾性変形し、パ
ネル同士が面一になると当接片が復帰して当接片の先端部同士が面接触し、且つ立ち上が
り部の先端部が天板部に、垂下部の先端部が底板部にそれぞれ当接することを特徴とする
。
【０００６】
　請求項２記載の発明によるパネル体は、請求項１記載の発明の構成に加え、一方のパネ
ルの側板と嵌合部の底板部と立ち上がり部とで囲まれる空間を、パネル間に浸入した水を
排水するための樋として機能させることを特徴とする。
【０００７】
　請求項３記載の発明によるパネル体は、請求項１又は２記載の発明の構成に加え、一方
及び他方のパネルは、それぞれ押出成形により一体成形したものであり、且つ一方のパネ
ルの嵌合部と他方のパネルの嵌合部を同一形状としたことを特徴とする。
【０００８】
　請求項４記載の発明による庇は、請求項１～３の何れかに記載のパネル体を用いたこと
を特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１記載の発明によるパネル体は、一方及び他方のパネルの嵌合部同士を嵌合させ
る際に当接片同士が押し合って弾性変形し、パネル同士が面一になると当接片が復帰して
当接片の先端部同士が面接触し、且つ立ち上がり部の先端部が天板部に、垂下部の先端部
が底板部にそれぞれ当接するため、ビス等で固定することなく、隣接するパネル同士を精
度良く確実に嵌合連結できる。また、一方のパネルの嵌合部が、底板部の先端部より立ち
上がる立ち上がり部を有していることで、パネル間に浸入した水はその嵌合部内に溜まる
ため、パネル間からの水漏れを防止できる。
【００１０】
　請求項２記載の発明によるパネル体は、一方のパネルの側板と嵌合部の底板部と立ち上
がり部とで囲まれる空間を、パネル間に浸入した水を排水するための樋として機能させる
ことで、パネル間に浸入した水の排水性が良好になる。
【００１１】
　請求項３記載の発明によるパネル体は、一方及び他方のパネルをそれぞれ押出成形によ
り一体成形することで、嵌合部を一体に有するパネルを精度良く安価に製作でき、しかも
一方のパネルの嵌合部と他方のパネルの嵌合部を同一形状としたことで、両嵌合部の当接
片が一様に変形・復帰し、嵌合の精度及び安定性を高められる。
【００１２】
　請求項４記載の発明は、請求項１～３の何れかに記載の発明のパネル体を利用すること
で、パネル同士を嵌合させるだけで精度良く確実に連結でき、尚且つパネル間からの雨漏
りを防止できるため、施工性を向上することができ、建物の庇として特に好適である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】パネル同士を嵌合するときの様子を順に示す正面図である。
【図２】図４の庇のＡ－Ａ線縦断面図である。
【図３】図４の庇のＢ－Ｂ線縦断面図である。
【図４】庇の斜視図である。
【図５】庇の組立て方法を示す斜視図である。
【図６】隣接するパネルを分離した状態で示す正面図である。
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【図７】従来の庇のパネルの連結構造を示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図２～４は、本発明のパネル体
を建物の庇に応用する場合の実施形態を示している。この庇は、図２に示すように、建物
の外壁１０に固定される支持部１１と、支持部１１により外壁１０から前方に張り出すよ
うに片持ち支持されるパネル体１２と、パネル体１２の前端部に取付けた樋部材１３とを
備えている。パネル体１２は、図３，４に示すように、アルミニウム合金の中空押出形材
よりなる右端パネル１、複数の中間パネル２，２，…、左端パネル３を、各パネルの側部
に設けた嵌合部４，６で嵌合連結して構成されている。パネル体１２は、図２に示すよう
に、前方に向かうにつれて僅かに下方に傾斜するように設置してある。
【００１５】
　右端パネル１は、図６に示すように、天板１４と底板１５と左右の側板１６ａ，１６ｂ
とで矩形の中空部が形成され、左側の側部に上向き嵌合部４が形成してある。天板１４は
、左側の側板１６ａよりも僅かに左側に突出している。上向き嵌合部４は、底板１５と連
続する底板部４ａと、底板部４ａの先端部より垂直に立ち上がる立ち上がり部４ｂと、立
ち上がり部４ｂの先端部より内側に斜め下向きにのびる当接片４ｃとを有している。当接
片４ｃは、先端部をさらに内側に曲げて当接部４ｄが形成してある。立ち上がり部４ｂの
上端部には、上向き突起１７ａと、横向き突起１７ｂが形成してある。図６中にハッチン
グをした、左側の側板１６ａと底板部４ａと立ち上がり部４ｂとで囲まれる空間５は、パ
ネル間に浸入した雨水が溜まる樋空間となっている。
【００１６】
　中間パネル２は、図３と図６に示すように、天板１４と底板１５と左右の側板１６ａ，
１６ｂとで矩形の中空部が形成され、中空部内に複数の補強リブ１８が設けてある。天板
１４は左側の側板１６ａよりも僅かに左側に突出しており、底板１５は右側の側板１６ｂ
よりも僅かに右側に突出している。中間パネル２の右側の側部には下向き嵌合部６が形成
してあり、左側の側部には上向き嵌合部４が形成してある。
　下向き嵌合部６は、先に説明した上向き嵌合部４を、正面から見て１８０°回転した形
状となっており、天板１４と連続する天板部６ａと、天板部６ａの先端部より垂直に垂下
する垂下部６ｂと、垂下部６ｂの先端部より内側に斜め上向きにのびる当接片６ｃとを有
している。当接片６ｃは、先端部をさらに内側に曲げて当接部６ｄが形成してある。垂下
部６ｂの下端部には、下向き突起１９ａと、横向き突起１９ｂが形成してある。上向き嵌
合部４は、右端パネル１の上向き嵌合部４と同一形状となっている。
　図６に示すように、左側の側板１６ａと当接片４ｃとの間の隙間Ｓ１は、下向き嵌合部
６の横向き突起１９ｂの先端から当接片６ｃまでの幅Ｗ１よりも小さくなっており、右側
の側板１６ｂと当接片６ｃとの間の隙間Ｓ２は、上向き嵌合部４の横向き突起１７ｂから
当接片４ｃまでの幅Ｗ２よりも小さくなっている。
【００１７】
　左端パネル３は、図３に示すように、右端パネル１を正面から見て１８０°回転したよ
うな形状であり、天板１４と底板１５と左右の側板１６ａ，１６ｂとで矩形の中空部が形
成され、右側の側部に下向き嵌合部６が形成してある。底板１５は、右側の側板１６ｂよ
りも僅かに右側に突出している。下向き嵌合部６は、先に説明した中間パネル２の下向き
嵌合部６と同一形状となっている。
【００１８】
　図１は、パネル同士を嵌合連結するときの様子を示している。図１（ａ）に示すように
、上向き嵌合部４の上方に下向き嵌合部６を対向して配置し、下向き嵌合部６に上方から
力を加えて両嵌合部４，６を嵌合させる。図１（ｂ）に示すように、嵌合の途中では当接
片４ｃ，６ｃ同士が押し合って弾性変形する。さらに深く嵌合させると、図１（ｃ）に示
すように、左右のパネル１，２が面一になるのと同時に、当接片４ｃ，６ｃが復帰してそ
の先端部に設けた当接部４ｄ，６ｄ同士が面接触する状態になる。このとき、上向き突起
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１７ａが天板部６ａに、下向き突起１９ａが底板部４ａにそれぞれ当接する。さらに、上
向き嵌合部４の底板部４ａの先端は左側のパネル２の底板１５の突出した側端面に密着し
、下向き嵌合部６の天板部６ａの先端は右側のパネル１の天板１４の突出した側端面に密
着している。立ち上がり部４ｂと側板１６ｂとの間、垂下部６ｂと側板１６ａとの間には
、それぞれ隙間ａが形成されている。図１は、右端パネル１と中間パネル２とを嵌合させ
る場合を示しているが、中間パネル２同士、中間パネル２と左端パネル３を嵌合させる場
合もこれと同様である。なお、嵌合させる際には、図５に示すように、左右のパネル２，
２の上面間に板２０を当て、木槌２１等で上から叩くことで簡単に嵌合できる。
【００１９】
　このように、当接片４ｃ，６ｃが弾性変形・復帰するのに伴って上向き嵌合部４と下向
き嵌合部６が嵌合するようにしたので、嵌合させるだけで隣接するパネル同士を精度良く
確実に連結することができ、従来のようにネジ等で固定する手間を省くことができる。ま
た、上向き嵌合部４により樋空間５を構成しているため、パネル間に浸入した雨水が樋空
間５に溜まり、パネル間の隙間をシールしなくてもパネル間からの雨漏りを防止できる。
さらに、嵌合部４，６に天板部６ａと底板部４ａをそれぞれ有し、各パネル１，２，３の
天板１４と底板１５が天板部６ａと底板部４ａを介して隙間なく面一状に配置されるため
、パネル間にゴミ等が溜まったり、連結部で折れ曲がったりするのを防止できる。
【００２０】
　支持部１１は、図２に示すように、パネル体１２の下面を受ける受け金具２２と、パネ
ル体１２の上面を押さえる押さえ金具２３とを有し、両金具２２，２３間にパネル体１２
を挟み込んでボルト２４とナット２５で固定している。受け金具２２は、庇の横幅と略同
一の長さを有し、押さえ金具２３は、図５に示すように、隣接する３枚のパネルに跨る一
定の長さに切断したものを間隔をおいて設置しており、ボルト２４は３枚のパネルの真ん
中のパネル２に挿通している。受け金具２２と押さえ金具２３は、カバー材２６ａ，２６
ｂを取付けて被ってある。
【００２１】
　パネル体１２の前端面には、図２に示すように、横幅全長に渡って樋取付レール２７が
ビス２８で取付けられ、樋部材１３は樋取付レール２７に前方から係止し、上方からビス
２９で固定して取付けてある。樋部材１３は、パネル体１２の上面を流下する雨水を受け
る樋本体１３ａと、樋本体１３ａの後方に一体に形成され、パネル間に形成される樋空間
５からの雨水を受ける補助樋部１３ｂとを有している。樋部材１３の両端部は、蓋体３０
を取付けて塞いである。
【００２２】
　次に、この庇の施工手順を説明する。まず、建物の外壁１０に受け金具２２と押さえ金
具２３をアンカーボルト３１ａ，３１ｂで取付ける。押さえ金具２３は、最初は仮止めの
状態にしておき、パネルを挟んだ後に本固定する。次に、右端から３枚のパネル（右端パ
ネル１、中間パネル２，２）を予め嵌合させ、嵌合させたパネル１，２，２を押さえ金具
２３と受け金具２２間に差し込み、後端を受け金具２２の前面に突き当て、ボルト２４と
ナット２５で固定する。その後、図５に示すように、中間パネル２を一枚ずつ順番に嵌合
させて取付ける。嵌合させる際には、これから取付けるパネル２を既に取付けられたパネ
ル２に対して前方にずらした状態で嵌合させ、その後、嵌合させたパネル２を前方から木
槌で叩き、右側のパネル２と前端が揃う位置までスライドさせる。このとき、図１（ｃ）
に示すように、上向き嵌合部４の立ち上がり部４ｂと側壁１６ｂとの間、下向き嵌合部６
の垂下部６ｂと側板１６ａとの間に隙間ａが形成されているため、嵌合状態で容易にスラ
イドできる。全てのパネル１，２，３を取付けたら、パネル体１２前端面に樋取付レール
２７を取付け、樋部材１３を取付ける。その後、支持部１１にカバー材２６ａ，２６ｂを
取り付け、上カバー材２６ａと外壁１０との隙間、カバー材２６ａ，２６ｂとパネル体１
２上下面との隙間、樋部材１３の後端とパネル体１２下面との隙間にコーキング材３２を
充填する。
【００２３】
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　本庇は以上に述べたように、嵌合部４，６を嵌合させるだけで隣接するパネル同士を精
度良く確実に連結でき、パネル同士をネジ等で固定する必要がなく、また上向き嵌合部４
の内側がパネル間に浸入した雨水を受ける樋空間５として機能するため、パネル間からの
雨漏りを防止できる。これにより、従来のように隣接するパネル同士をビス等で固定した
り、パネル間をシールしたりする必要がなくなり、庇の施工を短時間で簡単に行えるよう
になる。庇の横幅は、中間パネル２の数を変えることで適宜調整でき、庇の張り出し長さ
は各パネル１，２，３の長さを変えることで調整できる。
【００２４】
　本発明は以上に述べた実施形態に限定されない。パネル体の用途としては、庇に限らず
、壁や天井、床等に用いることもできる。
【符号の説明】
【００２５】
　１　右端パネル（一方のパネル）
　２　中間パネル（他方のパネル）
　３　左端パネル
　４　上向き嵌合部
　４ａ　底板部
　４ｂ　立ち上がり部
　４ｃ　当接片
　４ｄ　当接部（当接片の先端部）
　５　樋空間
　６　下向き嵌合部
　６ａ　天板部
　６ｂ　垂下部
　６ｃ　当接片
　６ｄ　当接部（当接片の先端部）
　１２　パネル体
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