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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　打ち込み工具により固定対象物に打ち込まれる釘であって、
　略円柱状の胴部と、
　前記打ち込み工具により打撃を加えられる部位であり、前記胴部の円柱軸方向における
一側の端部に形成される頭部と、
　前記胴部の円柱軸方向における他側の端部に形成される尖端部と、
　を備え、
　前記頭部は、
　該頭部に対して前記他側とは反対の側から衝突する他の釘を、前記胴部の半径方向にお
ける前記頭部の外側へと逸らす部位である逸らし部を備える、
　ことを特徴とする釘。
【請求項２】
　前記逸らし部は、
　前記胴部の半径方向における前記頭部の外側に向かうにつれて、前記頭部側から前記尖
端部側へと向かう面である逸らし面を備える、
　ことを特徴とする請求項１に記載の釘。
【請求項３】
　前記逸らし部は、
　前記円柱軸方向における前記尖端部側とは反対側の端部において、
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　平面状の部位である打撃部を有する、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の釘。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、釘の技術に関し、より詳しくは、ボード材・床材等の重ね貼り作業の効率化
を実現するための釘の構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、耐火ボード等を２枚以上重ね貼りする場合には、特許文献１に示すように、釘を
用いて留め付けることが一般的である。
　また、特許文献２に示すように、床板を重ね貼りする場合にも、釘を用いることが一般
的である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－２１１２８８号公報
【特許文献２】特開２０１６－１３０４２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来、耐火ボードや床板（以下、ボード等と記載する）を重ね貼りする場合、図１３に
示すような釘１００、１０１が用いられており、ボード等に対して規定されたピッチで釘
１００、１０１を打ち込む必要がある。従来の釘１００は、胴部１００ａと、平頭状の頭
部１００ｂと、尖端部１００ｃを備えている。従来の釘１０１も、釘１００と同様の形状
を有している。
　図１４に示すように、２枚目以降のボード等を釘１０１で留め付ける際、打ち込んだ釘
１０１が下地のボード等を留め付けている釘１００の頭部１００ｂに衝突する場合がある
。この場合、打ち込もうとした釘１０１はそれ以上打ち込めなくなってしまうため、位置
をずらして釘１０１を打ち直す必要が生じていた。
　このため従来は、釘１０１の打ち直し作業によって、ボード等の重ね貼り作業の効率が
悪くなっていた。また、貼り付けようとしたボード等が仕上げの化粧材であった場合には
、釘１０１を抜いた痕の孔を補修する必要も生じ、さらなる手間が掛かる場合もあった。
【０００５】
　本発明は、斯かる現状の課題に鑑みてなされたものであり、ボード等を重ね貼りする場
合において、釘を打ち直す手間を減らし、ボード等の重ね貼り作業における作業効率の改
善を図ることができる釘を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段を説明する。
【０００７】
　即ち、本発明に係る釘は、打ち込み工具により固定対象物に打ち込まれる釘であって、
略円柱状の胴部と、前記打ち込み工具により打撃を加えられる部位であり、前記胴部の円
柱軸方向における一側の端部に形成される頭部と、前記胴部の円柱軸方向における他側の
端部に形成される尖端部と、を備え、前記頭部は、該頭部に対して前記他側とは反対の側
から衝突する他の釘を、前記胴部の半径方向における前記頭部の外側へと逸らす部位であ
る逸らし部を備えることを特徴とする。
　このような構成の釘によれば、頭部に衝突した他の釘を、逸らし部によって逸らしてそ
のまま打ち込めるようにすることができる。これにより、他の釘を打ち直す手間を減らす
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ことができ、ボード等の重ね貼り作業における作業効率の改善を図ることができる。
【０００８】
　また、本発明に係る釘において、前記逸らし部は、前記胴部の半径方向における前記頭
部の外側に向かうにつれて、前記頭部側から前記尖端部側へと向かう面である逸らし面を
備えることを特徴とする。
　このような構成の釘によれば、頭部に衝突した他の釘を、逸らしてそのまま打ち込める
ようにすることができる。
【０００９】
　また、本発明に係る釘において、前記逸らし部は、前記円柱軸方向における前記尖端部
側とは反対側の端部において、平面状の部位である打撃部を有することを特徴とする。
　このような構成の釘によれば、逸らし部を有する釘を容易に打ち込むことができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の効果として、以下に示すような効果を奏する。
【００１１】
　本発明に係る釘によれば、ボードや床板を重ね貼りする場合において、釘を打ち直す手
間を減らし、ボード等の重ね貼り作業における作業効率の改善を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る釘による固定対象物の一例である外壁を分解して示す部分斜視模式
図。
【図２】本発明に係る釘による固定対象物の一例である外壁を示す側面部分模式図。
【図３】外壁を構成する耐火パネルを示す側面模式図。
【図４】本発明の第一の実施形態に係る釘を示す図、（ａ）正面模式図、（ｂ）平面模式
図。
【図５】本発明の第一の実施形態に係る釘を用いた重ね貼り作業の実施状況を示す模式図
、（ａ）側面視部分断面模式図、（ｂ）拡大模式図。
【図６】本発明の第二の実施形態に係る釘を示す図、（ａ）正面模式図、（ｂ）平面模式
図。
【図７】本発明の第三の実施形態に係る釘を示す図、（ａ）正面模式図、（ｂ）平面模式
図。
【図８】本発明の第四の実施形態に係る釘を示す図、（ａ）正面模式図、（ｂ）平面模式
図。
【図９】本発明の第五の実施形態に係る釘を示す図、（ａ）正面模式図、（ｂ）平面模式
図。
【図１０】本発明の第六の実施形態に係る釘を示す図、（ａ）正面模式図、（ｂ）平面模
式図。
【図１１】本発明の第七の実施形態に係る釘を示す図、（ａ）正面模式図、（ｂ）平面模
式図。
【図１２】本発明の第八の実施形態に係る釘を示す図、（ａ）正面模式図、（ｂ）平面模
式図。
【図１３】従来の釘を示す図。
【図１４】従来の釘を用いた重ね貼り作業の実施状況を示す模式図、（ａ）側面部分断面
模式図、（ｂ）部分拡大模式図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　次に、発明の実施の形態を説明する。
　まず始めに、本発明に係る釘の適用対象であるパネル等について、図１～図３を用いて
説明する。
　本実施形態では、耐火構造を有する外壁において、本発明の一実施形態に係る釘を使用
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する場合を例示する。
【００１４】
　図１および図２に示す如く、外壁１は、石膏ボード２と、耐火パネル３と、防水材４と
、サイディング５と、により構成される。
　外壁１は、建物の骨組みをなす横胴縁６の屋外側に石膏ボード２を配置し、石膏ボード
２の屋外側に耐火パネル３を配置し、耐火パネル３の屋外側に防水材４を配置し、防水材
４の屋外側に通気金具（図示せず）を介して隙間（通気層）を空けてサイディング５を配
置して構成される。
【００１５】
　石膏ボード２は、石膏を主材料とした板状部材であり、本実施形態では、厚さ９．５ｍ
ｍの矩形状に形成した石膏ボードを使用している。
【００１６】
　耐火パネル３は、図３に示すように、外壁１の耐火構造の要部をなすものであり、石膏
ボード３ａと火山性ガラス質複層板３ｂを接着剤層３ｃにより接着して構成される。また
、耐火パネル３は、火山性ガラス質複層板３ｂの屋外側となる面に、気体を遮蔽する気体
遮蔽層３ｄを備えている。本実施形態では、火山性ガラス質複層板３ｂとして、大建工業
株式会社製の火山性ガラス質複層板（商品名：ダイライト（登録商標））を使用している
。
【００１７】
　図１および図２に示す如く、防水材４は、防水性を有するシート状部材であり、本実施
形態では、ポリエチレン不織布からなる透湿性防水シート（あるいはアスファルト防水紙
等でもよい）を使用している。
【００１８】
　サイディング５は、外壁１の最外層を構成する化粧材であり、本実施形態では、窯業系
サイディングを使用している。
【００１９】
　このような耐火構造を有する外壁１においては、軽量鉄骨である横胴縁６に対して、釘
１１によって石膏ボード２を取り付ける構成としている。
【００２０】
　ここで、本発明の第一の実施形態に係る釘１１について、図４を用いて説明する。
　図４に示す如く、本発明の第一の実施形態に係る釘である釘１１は、金属製の釘であり
、胴部１１ａ、頭部１１ｂ、尖端部１１ｃを備えている。釘１１を構成する金属としては
、鉄やＳＵＳ等、従来の釘に用いられている金属を採用することができる。
　胴部１１ａは、軸Ｘを円柱軸心とする略円柱状の部位であり、胴部１１ａの円柱軸方向
における一端部において、釘１１における打撃が加えられる部位である頭部１１ｂと、胴
部１１ａの円柱軸方向における他端部において、釘１１による固定対象物に刺し込む部位
である尖端部１１ｃが形成されている。尚、ここでは、軸Ｘに直交する方向を、胴部１１
ａの半径方向と規定する。
　そして、釘１１の頭部１１ｂは、逸らし部１１ｄを備えている。
【００２１】
　逸らし部１１ｄは、釘１１の頭部１１ｂに衝突する他の釘１０１を、頭部１１ｂの半径
方向外側に逸らすための部位である。第一の実施形態である釘１１は、頭部１１ｂの尖端
部１１ｃ側とは反対側の端を頂点とする円錐形状の逸らし部１１ｄを有している。逸らし
部１１ｄを備えた釘１１は、ボード等を重ね貼りする場合の下地となる石膏ボード等の取
り付けに用いることに特に適している。
【００２２】
　また、釘１１が備える円錐形状を有する逸らし部１１ｄは、胴部１１ａの半径方向にお
ける頭部１１ｂの外側に向かうにつれて、頭部１１ｂ側から尖端部１１ｃ側へと向かう面
である逸らし面１１ｅを備えている。釘１１の逸らし面１１ｅは、円錐形状における頂点
と底面との間をつなぐ円錐状の曲面である。
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【００２３】
　ここで、釘１１によるパネル等の貼り付け状況および逸らし部１１ｄの作用について、
図５を用いて説明する。
　外壁１（図１参照）では、図５（ａ）（ｂ）に示すように、石膏ボード２に対して耐火
パネル３を重ね貼りする構成としている。
　このような構成の外壁１において、石膏ボード２は、横胴縁６に対して釘１１を用いて
取り付けられており、耐火パネル３は、石膏ボード２に対して釘１０１を用いて取り付け
られている。尚、釘１０１は、図１３に示した従来から用いられている釘である。
【００２４】
　釘１１は、打ち込み工具たる釘打ち機（図示せず）を用いて、固定対象物たる石膏ボー
ド２および横胴縁６に対して、屋外側から屋内側に向けて打ち込まれる。また、釘１０１
は、釘１１と同様の釘打ち機（図示せず）を用いて、固定対象物たる石膏ボード２および
耐火パネル３に対して、屋外側から屋内側に向けて打ち込まれる。尚、釘１１および釘１
０１は、打ち込み工具たる金づち（図示せず）を用いて、固定対象物に打ち込むことも可
能である。
【００２５】
　例えば、図１４に示すように、石膏ボード２を留めている釘が、平頭状の頭部１００ｂ
を有する釘１００であった場合、耐火パネル３を取り付けるために打ち込んだ釘１０１が
石膏ボード２を留めている釘１００に衝突する場合がある。石膏ボード２を釘１００で留
めている場合、耐火パネル３を取り付けるために打ち込んだ釘１０１は、それ以上奥に打
ち込むことができず、釘１０１を一旦抜いて、少しずらした位置に再度釘１０１を打ち込
む必要がある。この場合、耐火パネル３の釘１０１を抜いた位置には、孔が形成されてし
まうため、この孔を塞ぐパテ処理が必要になり、釘１０１の打ち直し作業と合わせて、余
計な手間（作業）が発生してしまう。
【００２６】
　一方、図５（ａ）（ｂ）に示すように、石膏ボード２を釘１１で留める構成とした場合
、耐火パネル３を取り付けるために打ち込んだ釘１０１は、石膏ボード２を留めている釘
１１の頭部１１ｂに衝突したときに、逸らし部１１ｄに沿って進行方向が胴部１１ａの半
径方向外側（即ち、頭部１１ｂの外側）へと逸らされて、若干傾きつつそのまま奥に打ち
込まれる。このため、石膏ボード２を釘１１で留める構成では、打ち込んだ釘１０１が釘
１１の頭部１１ｂに衝突しても、釘１０１を一旦抜く必要や、場所をずらして釘１０１を
打ち直す必要がなく、釘１０１を抜いて打ち直しをする作業や、無駄孔を塞ぐパテ処理作
業を行う必要がなくなるため、作業性良く耐火パネル３の重ね貼り作業を行うことができ
る。
　尚、ここでは、耐火パネル３を取り付けるために用いる釘として釘１０１を用いている
が、耐火パネル３の取り付けにおいて釘１１と同様の逸らし部を備えた釘を用いてもよい
。
【００２７】
　即ち、本発明の第一の実施形態に係る釘１１は、打ち込み工具により固定対象物に打ち
込まれるものであって、略円柱状の胴部１１ａと、前記打ち込み工具により打撃を加えら
れる部位であり、胴部１１ａの円柱軸方向における一側の端部に形成される頭部１１ｂと
、胴部１１ａの円柱軸方向における他側の端部に形成される尖端部１１ｃと、を備え、頭
部１１ｂにおいて、頭部１１ｂに対して前記他側とは反対の側から衝突する他の釘１０１
を、胴部１１ａの半径方向における頭部１１ｂの外側へと逸らす部位である逸らし部１１
ｄを備えるものである。
　このような構成の釘１１によれば、頭部１１ｂに衝突した他の釘１０１を、逸らし部１
１ｄによって逸らしてそのまま打ち込めるようにすることができる。これにより、他の釘
１０１を打ち直す手間を減らすことができ、ボード等の重ね貼り作業における作業効率の
改善を図ることができる。
【００２８】
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　また、釘１１において、逸らし部１１ｄは、胴部１１ａの半径方向における頭部１１ｂ
の外側に向かうにつれて、頭部１１ｂ側から尖端部１１ｃ側に向かう面である逸らし面１
１ｅを備えるものであり、このような構成の釘１１によれば、頭部１１ｂに衝突した他の
釘１０１を、逸らし面１１ｅによって逸らしてそのまま打ち込めるようにすることができ
る。
【００２９】
　さらに、釘１１においては、逸らし部１１ｄが、頭部１１ｂの先端部１１ｃ側とは反対
側の端を頂点とする円錐形状であり、このような構成の釘１１によれば、頭部１１ｂに衝
突した他の釘１０１を、逸らし部１１ｄによって逸らしてそのまま打ち込めるようにする
ことができる。
【００３０】
　また、釘１１においては、逸らし面１１ｅが曲面（円錐面）であり、このような構成の
釘１１によれば、逸らし部１１ｄを容易に形成することができる。
【００３１】
　尚、本実施形態では、耐火構造を有する外壁に本発明の一実施形態に係る釘を使用する
場合を例示したが、本発明の一実施形態に係る釘は、例えば、床板を重ね貼りする場合に
も使用することができる。即ち、本発明の一実施形態に係る釘は、ボード状部材を重ね貼
りする用途において、ボード状部材の種類や貼り付け方向に関わらず、広く適用すること
ができる。
【００３２】
　次に、本発明の第二の実施形態に係る釘である釘１２について、図６を用いて説明する
。
　図６（ａ）（ｂ）に示す如く、本発明の第二の実施形態に係る釘である釘１２は、金属
製の釘であり、胴部１２ａ、頭部１２ｂ、尖端部１２ｃを備えている。
　胴部１２ａは、略円柱状の部位であり、その一端部において、釘１２における打撃が加
えられる部位である頭部１２ｂと、その他端部において、釘１２による固定対象物に刺し
込む部位である尖端部１２ｃが形成されている。
　そして、釘１２の頭部１２ｂは、逸らし部１２ｄを備えている。
【００３３】
　逸らし部１２ｄは、釘１２の頭部１２ｂに衝突する他の釘１０１を、頭部１２ｂの半径
方向外側に逸らすための部位である。第二の実施形態である釘１２は、球の切断面を尖端
部１２ｃ側に向けた略半球状の逸らし部１２ｄを有している。
【００３４】
　また、釘１２が備える半球状の逸らし部１２ｄは、胴部１２ａの半径方向における頭部
１２ｂの外側に向かうにつれて、頭部１２ｂ側から尖端部１２ｃ側へと向かう面である逸
らし面１２ｅを備えている。釘１２の逸らし面１２ｅは、半球状の曲面である。尚、釘１
２における逸らし部１２ｄの半球形状には、球中心を通る平面で真円球を切断した半円球
形状や、球中心を通らない平面で真円球を切断した形状、さらには、前記半円球形状を切
断面に直交する方向に押しつぶしたような形状、等も含まれる。このような形状を有する
逸らし部１２ｄおよび逸らし面１２ｅは、切削加工・鍛造加工等により容易に形成するこ
とができる。
【００３５】
　このような構成を有する釘１２は、半球状の逸らし部１２ｄによって、頭部１２ｂに衝
突する他の釘１０１を逸らして、釘１０１の打ち直しを減らすことができ、釘１２の打ち
込み作業を効率よく行うことが可能となっている。
【００３６】
　即ち、本発明の第二の実施形態に係る釘１２においては、逸らし部１２ｄが、半球状で
あり、このような構成の釘１２によれば、頭部１２ｂに衝突した他の釘１０１を、逸らし
部１２ｄによって逸らしてそのまま打ち込めるようにすることができる。
【００３７】
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　次に、本発明の第三の実施形態に係る釘である釘１３について、図７を用いて説明する
。
　図７（ａ）（ｂ）に示す如く、本発明の第三の実施形態に係る釘である釘１３は、金属
製の釘であり、胴部１３ａ、頭部１３ｂ、尖端部１３ｃを備えている。
　胴部１３ａは、略円柱状の部位であり、その一端部において、釘１３における打撃が加
えられる部位である頭部１３ｂと、その他端部において、釘１３による固定対象物に刺し
込む部位である尖端部１３ｃが形成されている。
　そして、釘１３の頭部１３ｂは、逸らし部１３ｄを備えている。
【００３８】
　逸らし部１３ｄは、釘１３の頭部１３ｂに衝突する他の釘１０１を、頭部１３ｂの半径
方向外側に逸らすための部位である。第三の実施形態である釘１３は、頭部１３ｂの尖端
部１３ｃ側とは反対側の端を頂点とする四角錘形状の逸らし部１３ｄを有している。
【００３９】
　また、釘１３が備える四角錘形状を有する逸らし部１３ｄは、胴部１３ａの半径方向に
おける頭部１３ｂの外側に向かうにつれて、頭部１３ｂ側から尖端部１３ｃ側に向かう面
である逸らし面１３ｅを備えている。釘１３の逸らし面１３ｅは、四角錘形状における頂
点と底面とをつなぐ平面（傾斜面）であり、合計４つの逸らし面１３ｅを備えている。こ
のような形状を有する逸らし部１３ｄおよび逸らし面１３ｅは、切削加工・鍛造加工等に
より容易に形成することができる。
【００４０】
　このような構成を有する釘１３は、四角錘状の逸らし部１３ｄによって、頭部１３ｂに
衝突する他の釘１０１を逸らして、釘１０１の打ち直しを減らすことができ、釘１３の打
ち込み作業を効率よく行うことが可能となり、ひいては、ボード等の重ね貼り作業におけ
る作業効率の改善を図ることができる。
【００４１】
　即ち、本発明の第三の実施形態に係る釘１３においては、逸らし部１３ｄが、頭部１３
ｂの尖端部１３ｃ側とは反対側の端を頂点とする多角錘形状（ここでは四角錘形状）であ
り、このような構成の釘１３によれば、頭部１３ｂに衝突した他の釘１０１を、逸らし部
１３ｄによって逸らしてそのまま打ち込めるようにすることができる。
【００４２】
　また、釘１３においては、逸らし面１３ｅが平面であり、このような構成の釘１３によ
れば、逸らし部１３ｄを容易に形成することができる。
【００４３】
　次に、本発明の第四の実施形態に係る釘である釘１４について、図８を用いて説明する
。
　図８（ａ）（ｂ）に示す如く、本発明の第四の実施形態に係る釘である釘１４は、金属
製の釘であり、胴部１４ａ、頭部１４ｂ、尖端部１４ｃを備えている。
　胴部１４ａは、略円柱状の部位であり、その一端部において、釘１４における打撃が加
えられる部位である頭部１４ｂと、その他端部において、釘１４による固定対象物に刺し
込む部位である尖端部１４ｃが形成されている。
　そして、釘１４の頭部１４ｂは、逸らし部１４ｄを備えている。
【００４４】
　逸らし部１４ｄは、釘１４の頭部１４ｂに衝突する他の釘１０１を、頭部１４ｂの半径
方向外側に逸らすための部位である。第四の実施形態である釘１４は、頭部１４ｂの尖端
部１４ｃ側とは反対側の端を頂点とする三角錘形状の逸らし部１４ｄを有している。
【００４５】
　また、釘１４が備える三角錘形状を有する逸らし部１４ｄは、胴部１４ａの半径方向に
おける頭部１４ｂの外側に向かうにつれて、頭部１４ｂ側から尖端部１４ｃ側に向かう面
である逸らし面１４ｅを備えている。釘１４の逸らし面１４ｅは、三角錘形状における頂
点と底面とをつなぐ平面（傾斜面）であり、合計３つの逸らし面１４ｅを備えている。こ
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のような形状を有する逸らし部１４ｄおよび逸らし面１４ｅは、切削加工・鍛造加工等に
より容易に形成することができる。
【００４６】
　このような構成を有する釘１４は、三角錘状の逸らし部１４ｄによって、頭部１４ｂに
衝突する他の釘１０１を逸らして、釘１０１の打ち直しを減らすことができ、釘１４の打
ち込み作業を効率よく行うことが可能となり、ひいては、ボード等の重ね貼り作業におけ
る作業効率の改善を図ることができる。
【００４７】
　即ち、本発明の第四の実施形態に係る釘１４においては、逸らし部１４ｄが、頭部１４
ｂの尖端部１４ｃ側とは反対側の端を頂点とする多角錘形状（ここでは三角錘形状）であ
り、このような構成の釘１４によれば、頭部１４ｂに衝突した他の釘１０１を、逸らし部
１４ｄによって逸らしてそのまま打ち込めるようにすることができる。
【００４８】
　また、釘１４においては、逸らし面１４ｅが平面であり、このような構成の釘１４によ
れば、逸らし部１４ｄを容易に形成することができる。
【００４９】
　尚、本実施形態では、逸らし部の多角錘形状として四角錘と三角錐を例示したが、本発
明に係る釘における逸らし部をなす多角錘形状をこれに限定するものではなく、５つ以上
の錘面を有する形状としてもよい。
【００５０】
　次に、本発明の第五の実施形態に係る釘である釘１５について、図９を用いて説明する
。
　図９（ａ）（ｂ）に示す如く、本発明の第五の実施形態に係る釘である釘１５は、金属
製の釘であり、胴部１５ａ、頭部１５ｂ、尖端部１５ｃを備えている。
　胴部１５ａは、略円柱状の部位であり、その一端部において、釘１５における打撃が加
えられる部位である頭部１５ｂと、その他端部において、釘１５による固定対象物に刺し
込む部位である尖端部１５ｃが形成されている。
　そして、釘１５の頭部１５ｂは、逸らし部１５ｄを備えている。
【００５１】
　逸らし部１５ｄは、釘１５の頭部１５ｂに衝突する他の釘１０１を、頭部１５ｂの半径
方向外側に逸らすための部位である。第五の実施形態である釘１５は、下底面を尖端部１
５ｃ側に向けた略円錐台形状の逸らし部１５ｄを有している。
【００５２】
　また、釘１５が備える円錐台形状を有する逸らし部１５ｄは、胴部１５ａの半径方向に
おける頭部１５ｂの外側に向かうにつれて、頭部１５ｂ側から尖端部１５ｃ側に向かう面
である逸らし面１５ｅを備えている。釘１５の逸らし面１５ｅは、円錐台形状における上
底面と下底面とをつなぐ曲面である。また、逸らし部１５ｄの端部（頂部）には、平面状
の打撃部１５ｆ（前記上底面）が形成されている。
【００５３】
　釘１５は、逸らし部１５ｄによって、釘１０１の打ち直しを減らしつつ、打撃部１５ｆ
によって、釘１５を打撃しやすくすることで、釘１５の打ち込み作業をより効率よく行う
ことが可能となっており、ひいては、ボード等の重ね貼り作業における作業効率のさらな
る改善を図ることができる。
【００５４】
　即ち、本発明の第五の実施形態に係る釘１５において、逸らし部１５ｄは、円柱軸方向
における尖端部１５ｃ側とは反対側の端部において、平面状の部位である打撃部１５ｆを
有するものである。
　このような構成によれば、逸らし部１５ｄを有する釘１５を、容易に打ち込むことがで
きる。
【００５５】
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　次に、本発明の第六の実施形態に係る釘である釘１６について、図１０を用いて説明す
る。
　図１０（ａ）（ｂ）に示す如く、本発明の第六の実施形態に係る釘である釘１６は、金
属製の釘であり、胴部１６ａ、頭部１６ｂ、尖端部１６ｃを備えている。
　胴部１６ａは、略円柱状の部位であり、その一端部において、釘１６における打撃が加
えられる部位である頭部１６ｂと、その他端部において、釘１６による固定対象物に刺し
込む部位である尖端部１６ｃが形成されている。
　そして、釘１６の頭部１６ｂは、逸らし部１６ｄを備えている。
【００５６】
　逸らし部１６ｄは、釘１６の頭部１６ｂに衝突する他の釘１０１を、頭部１６ｂの半径
方向外側に逸らすための部位である。第六の実施形態である釘１６は、尖端部１６ｃ側に
切断面を向けた略半球状の逸らし部１６ｄを有している。
【００５７】
　また、釘１６が備える半球形状を有する逸らし部１６ｄは、胴部１６ａの半径方向にお
ける頭部１６ｂの外側に向かうにつれて、頭部１６ｂ側から尖端部１６ｃ側に向かう面で
ある逸らし面１６ｅを備えている。釘１６の逸らし面１６ｅは、半球状の曲面である。ま
た、逸らし部１６ｄの端部（頂部）には、平面状の打撃部１６ｆが形成されている。
【００５８】
　このような構成を有する釘１６は、逸らし部１６ｄによって、釘１０１の打ち直しを減
らしつつ、打撃部１６ｆによって、釘１６を打撃しやすくすることで、釘１６の打ち込み
作業をより効率よく行うことが可能となっており、ひいては、ボード等の重ね貼り作業に
おける作業効率のさらなる改善を図ることができる。
【００５９】
　即ち、本発明の第六の実施形態に係る釘１６において、逸らし部１６ｄは、円柱軸方向
における尖端部１６ｃ側とは反対側の端部において、平面状の部位である打撃部１６ｆを
有するものである。
　このような構成によれば、逸らし部１６ｄを有する釘１６を、容易に打ち込むことがで
きる。
【００６０】
　次に、本発明の第七の実施形態に係る釘である釘１７について、図１１を用いて説明す
る。
　図１１（ａ）（ｂ）に示す如く、本発明の第七の実施形態に係る釘である釘１７は、金
属製の釘であり、胴部１７ａ、頭部１７ｂ、尖端部１７ｃを備えている。
　胴部１７ａは、略円柱状の部位であり、その一端部において、釘１７における打撃が加
えられる部位である頭部１７ｂと、その他端部において、釘１７による固定対象物に刺し
込む部位である尖端部１７ｃが形成されている。
　そして、釘１７の頭部１７ｂは、逸らし部１７ｄを備えている。
【００６１】
　逸らし部１７ｄは、釘１７の頭部１７ｂに衝突する他の釘１０１を、頭部１７ｂの半径
方向外側に逸らすための部位である。第七の実施形態である釘１７は、下底面を尖端部１
７ｃ側に向けた四角錘台状の逸らし部１７ｄを有している。
【００６２】
　また、釘１７が備える四角錘台形状を有する逸らし部１７ｄは、胴部１７ａの半径方向
における頭部１７ｂの外側に向かうにつれて、頭部１７ｂ側から尖端部１７ｃ側に向かう
面である逸らし面１７ｅを備えている。釘１７の逸らし面１７ｅは、四角錘台形状の上底
面と下底面とをつなぐ平面（傾斜面）であり、合計４つの逸らし面１７ｅを備えている。
また、逸らし部１７ｄの端部（頂部）には、平面状の打撃部１７ｆ（前記上底面）が形成
されている。このような形状を有する逸らし部１７ｄ、逸らし面１７ｅおよび打撃部１７
ｆは、切削加工・鍛造加工等により容易に形成することができる。
【００６３】
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　釘１７は、逸らし部１７ｄによって、釘１０１の打ち直しを減らしつつ、打撃部１７ｆ
によって、釘１７を打撃しやすくすることで、釘１７の打ち込み作業をより効率よく行う
ことが可能となっており、ひいては、ボード等の重ね貼り作業における作業効率のさらな
る改善を図ることができる。
【００６４】
　即ち、本発明の第七の実施形態に係る釘１７において、逸らし部１７ｄは、円柱軸方向
における尖端部１７ｃ側とは反対側の端部において、平面状の部位である打撃部１７ｆを
有するものである。
　このような構成によれば、逸らし部１７ｄを有する釘１７を、容易に打ち込むことがで
きる。
【００６５】
　次に、本発明の第八の実施形態に係る釘である釘１８について、図１２を用いて説明す
る。
　図１２（ａ）（ｂ）に示す如く、本発明の第八の実施形態に係る釘である釘１８は、金
属製の釘であり、胴部１８ａ、頭部１８ｂ、尖端部１８ｃを備えている。
　胴部１８ａは、略円柱状の部位であり、その一端部において、釘１８における打撃が加
えられる部位である頭部１８ｂと、その他端部において、釘１８による固定対象物に刺し
込む部位である尖端部１８ｃが形成されている。
　そして、釘１８の頭部１８ｂは、逸らし部１８ｄを備えている。
【００６６】
　逸らし部１８ｄは、釘１８の頭部１８ｂに衝突する他の釘１０１を、頭部１８ｂの半径
方向外側に逸らすための部位である。第八の実施形態である釘１８は、下底面を尖端部１
８ｃ側に向けた三角錘台状の逸らし部１８ｄを有している。
【００６７】
　また、釘１８が備える三角錘台形状を有する逸らし部１８ｄは、胴部１８ａの半径方向
における頭部１８ｂの外側に向かうにつれて、頭部１８ｂ側から尖端部１８ｃ側に向かう
面である逸らし面１８ｅを備えている。釘１８の逸らし面１８ｅは、三角錘台形状の上底
面と下底面とをつなぐ平面（傾斜面）であり、合計３つの逸らし面１８ｅを備えている。
また、逸らし部１８ｄの端部（頂部）には、平面状の打撃部１８ｆ（前記上底面）が形成
されている。このような形状を有する逸らし部１８ｄ、逸らし面１８ｅおよび打撃部１８
ｆは、切削加工・鍛造加工等により容易に形成することができる。
【００６８】
　このような構成を有する釘１８は、逸らし部１８ｄによって、釘１８の打ち直しを減ら
しつつ、打撃部１８ｆによって、釘１８を打撃しやすくすることで、釘１８の打ち込み作
業をより効率よく行うことが可能となっており、ひいては、ボード等の重ね貼り作業にお
ける作業効率のさらなる改善を図ることができる。
【００６９】
　即ち、本発明の第八の実施形態に係る釘１８において、逸らし部１８ｄは、円柱軸方向
における尖端部１８ｃ側とは反対側の端部において、平面状の部位である打撃部１８ｆを
有するものである。
　このような構成によれば、逸らし部１８ｄを有する釘１８を、容易に打ち込むことがで
きる。
【００７０】
　尚、本発明に係る釘における逸らし部の形状を、上述した各実施形態で示した形状に限
定するものではない。本発明に係る釘における逸らし部の形状は、各実施形態で示した形
状を適宜組合せた形状としてもよく、あるいは、逸らし部の機能を阻害しない範囲で適宜
変形を加えた形状としてもよい。
【００７１】
　また、本実施形態では、釘により重ね貼りを行う対象物が、壁材（外壁１）である場合
を例示したが、釘により重ね貼りを行う対象物はこれに限定されず、例えば、床材の重ね
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貼りにも用いることができる。
【符号の説明】
【００７２】
　１１　　　釘（第一の実施形態）
　１１ａ　　胴部
　１１ｂ　　頭部
　１１ｃ　　尖端部
　１１ｄ　　逸らし部
　１２　　　釘（第二の実施形態）
　１２ｄ　　逸らし部
　１３　　　釘（第三の実施形態）
　１３ｄ　　逸らし部
　１４　　　釘（第四の実施形態）
　１４ｄ　　逸らし部
　１５　　　釘（第五の実施形態）
　１５ｄ　　逸らし部
　１６　　　釘（第六の実施形態）
　１６ｄ　　逸らし部
　１７　　　釘（第七の実施形態）
　１７ｄ　　逸らし部
　１８　　　釘（第八の実施形態）
　１８ｄ　　逸らし部
　１０１　　釘（他の釘）
【要約】
【課題】ボードや床板を重ね貼りする場合において、釘を打ち直す手間を減らし、ボード
等の重ね貼り作業の効率向上を図る。
【解決手段】打ち込み工具により固定対象物に打ち込まれる釘１１は、略円柱状の胴部１
１ａと、前記打ち込み工具により打撃を加えられる部位であり、胴部１１ａの円柱軸方向
における一側の端部に形成される頭部１１ｂと、胴部１１ａの円柱軸方向における他側の
端部に形成される尖端部１１ｃと、を備え、頭部１１ｂにおいて、頭部１１ｂに対して前
記他側とは反対の側から衝突する他の釘１０１を、胴部１１ａの半径方向における頭部１
１ｂの外側へと逸らす部位である逸らし部１１ｄを備える。
【選択図】図４
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