
JP 4854248 B2 2012.1.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　略板状の化粧板部分と、換気口及び凹部が設けられた換気材部分とを接続手段を用いて
接続し、換気化粧部材を形成する工程１と、
　前記化粧板部分が垂木又は下地材に当接し、かつ前記換気材部分の前記凹部と予め建物
に取り付けられている軒天井材又は天井材とが勘合するように、形成された前記換気化粧
部材を移動させる工程２と、
　前記化粧板部分を前記垂木又は前記下地材に固定することにより、換気構造を有する軒
天井裏又は天井裏を形成する工程３と、
を含み、
　前記凹部が、前記換気材部分の本体及び前記本体に着脱可能に取り付けられたブラケッ
トにより形成されていて、前記工程３により前記換気構造を有する軒天井裏又は天井裏が
形成された状態において、前記ブラケットを前記換気材部分の前記本体から取り外すこと
により、前記化粧板部分を前記垂木又は前記下地材に固定したまま、かつ前記軒天井材又
は前記天井材を取り外すことなく、前記換気材部分だけを取り外すことが可能な構造を前
記換気材部分が有することを特徴とする換気化粧部材の施工方法。
【請求項２】
　前記化粧板部分と前記換気材部分とが異なる材質からなることを特徴とする請求項１に
記載の換気化粧部材の施工方法。
【請求項３】



(2) JP 4854248 B2 2012.1.18

10

20

30

40

50

　前記化粧板部分が窯業系材料又は樹脂材料からなり、前記換気材部分が金属材料からな
ることを特徴とする請求項２に記載の換気化粧部材の施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鼻隠しや破風を始めとする化粧板の機能、及び屋根裏に換気構造を形成する
換気材の機能を有する換気化粧部材、並びにその施工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　住宅の屋根裏の劣化等を防止するため、従来から、軒天井裏や天井裏に換気構造が設け
られている。このような換気構造としては、例えば、図８に示すように、軒天井部２０と
壁部３０との間に軒元換気材６０を取り付ける構造や、軒天井部２０と、鼻隠し４０が取
り付けられる下地材５０との間に、軒先換気材７０を取り付ける構造等が広く用いられて
いる。
【０００３】
　しかし、これらの換気材を屋根裏に取り付けるためには、換気材を固定する換気材用の
下地材を予め取り付ける必要があり、更に、換気材を下側からこの下地材に取り付ける必
要がある。この換気材の取り付け作業は、鼻隠し等の化粧部材の取り付け作業とは別途に
行なう必要があり、また、下側からの作業となるので、多くの作業工数を要する。
【０００４】
　そこで、このような換気材の取り付け作業の工数を削減するため、鼻隠しや破風のよう
な化粧板と、換気材とを一体成形した部材を用いて、化粧板の取り付けと換気材の取り付
けを、１つの作業で行なうことが提案されている。例えば、特許文献１には、金属からな
る鼻隠しと換気材の一体成形部材が提案され、特許文献２には、窯業系材料等からなる鼻
隠し又は破風と換気材の一体成形部材が提案されている。
【０００５】
【特許文献１】実開平５－３８１４２号
【特許文献２】特開平７－２２９２５６号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ここで、鼻隠しや破風といった化粧板は、装飾的な多様性が求められ、色、模様、形状
等において、多くのバリエーションを有することが望まれる。従って、例えば、一体成形
部材の材料として金属材料を用いる場合には、装飾的な多様性の要望を満たすことは困難
となる。また、換気材は、破損等が生じにくく、換気口の詰まりが生じたときのメンテナ
ンスが容易であるといった、耐久性、メンテナンス性に優れた性能が要求される。従って
、例えば、一体成形部材の材料として窯業系材料を用いる場合には、耐久性、メンテナン
ス性の要求を満たすことは困難となる。
　つまり、特許文献１、２に記載された一体成形部材では、全て同一の材料から構成され
るので、化粧板と換気材の両方の機能において、最適な材料を適用することはできない。
【０００７】
　また、施工後ある期間が経過すると、破損や換気口の詰まり等によって、特に、換気材
の部分を交換しなければならない事態が生じる場合が多い。この場合、特許文献１、２に
記載された一体成形部材では、換気材の部分を交換するためには、まだ使用可能な化粧板
の部分を含めて全体を交換する必要があり、交換費用が多くかかる問題が生じる。
【０００８】
　従って、本発明の目的は上述の問題を解決して、化粧板としても換気材としても最適な
材料を用いることができ、破損等による交換に際しても交換費用も低減できる換気化粧部
材、及びその施工方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
上記の課題を解決するため、本発明の換気化粧部材の第１の実施態様は、略板状の化粧板
部分と、換気口が設けられ、接続手段により前記化粧板部分と接続可能な換気材部分と、
を備え、前記化粧板部分と前記換気材部分とが接続された状態で、前記化粧板部分を垂木
又は下地材に固定するとともに、前記換気材部分を軒天井材又は天井材に固定することに
よって、換気構造を有する軒天井裏又は天井裏を形成することを特徴とする。
【００１０】
　ここで、「化粧板部分」は、屋根の下側に取り付けられる化粧板の機能を有する部材で
あって、例えば、鼻隠しや破風の機能を果たす部材が含まれる。また、「換気材部分」は
、換気口を有して軒天井裏や天井裏に換気構造を形成するための部材であって、例えば、
軒先や軒元に取り付けられる軒先／軒元換気材の機能を果たす部材や、天井に取り付けら
れる天井用換気材の機能を果たす部材が含まれる。
　換気材部分に設けられる換気口は、用途に応じて任意の形状、大きさの換気口を、任意
の間隔で設けることができる。
【００１１】
　「接続手段」は、化粧板部分と換気材部分を接続するための部材であればあらゆるもの
を用いることができ、例えば、釘、ネジ、ボルトナット等の固定部品を用いることも可能
であるし、接着剤等を用いることも可能である。また、化粧板部分と換気材部分に凹凸を
付けて嵌合させることも可能であるし、その他あらゆる接続方法を用いることができる。
また、これらの接続方法を併用することも可能である。
　なお、本実施態様において、化粧板部分を垂木又は下地材に「固定する」場合や、換気
材部分を軒天井材又は天井材に「固定する」場合には、化粧板部分や換気材部分を、直接
、垂木や軒天井材等に固定する場合だけでなく、例えば、防水シ－トやシール部材等を介
して固定する場合も含まれる。
【００１２】
　本実施態様では、別部品である化粧板部分と換気材部分を接続手段を用いて接続して、
換気化粧部材を形成し、この換気化粧部材を用いることによって、化粧板部分を垂木又は
垂木に固定された下地材に固定するとともに、換気材部分を軒天井材又は天井材に固定す
ることができる。従って、化粧板部分と換気材部分が一体成形された部材を用いる場合と
同様に、換気材を取り付ける作業がほぼ不要となるため、施工にかかる時間と費用を低減
することができる。
【００１３】
　また、化粧板部分と換気材部分は別部品なので、各々の部品の用途に応じて、最適な材
料を選定することができる。また、化粧板部分と換気材部分の材料の組み合わせも自由に
選択、変更することができる。
【００１４】
　また、化粧板部分又は換気材部分のどちらかを交換する必要が生じた場合でも、一体成
形部材と異なり、交換を要するどちらか一方の部品だけを交換すればよいので、交換費用
を低減できる。
【００１５】
　本発明の換気化粧部材のその他の実施態様は、前記接続手段が、前記化粧板部分に設け
られた凸部と、前記換気材部分に設けられ前記凸部と嵌合する凹部から構成されることを
特徴とする。
【００１６】
　本実施態様では、製造コストのかからない簡単な構造を用いて、確実に化粧板部分と換
気材部分を接続することがきる。また、例えば、換気材部分が金属材料からなる場合には
、換気材部分に設けられ凹部の開口寸法を、化粧板部分に設けられた凸部よりも若干小さ
くすることによって、凹部と凸部の嵌合時にバネ力が生じるようにして、化粧板部分と換
気材部分の嵌合を強化することができる。また、例えば、化粧板部分に設けられた凸部に
溝を設け、換気材部分に設けられ凹部にこの溝にはまり込む突起を設けて、スナップリン
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グ式に化粧板部分と換気材部分とを接続することも考えられる。また、凸部と凹部の嵌合
接続に加えて、ネジ等の固定部品や接着剤等を用いて、接続を強化することも考えられる
。
【００１７】
　本発明の換気化粧部材のその他の実施態様は、前記換気材部分が前記化粧板部分の面か
ら側方へ突き出るように接続され、前記化粧板部分と前記換気材部分がなす角度を調整可
能であることを特徴とする。
【００１８】
　本実施態様のように、接続された化粧板部分と換気材部分がなす角度を調整可能にする
ためには、例えば、化粧板部分に設けられた凸部と、換気材部分設けられた凹部の形状を
円弧状にして、両者が相対的に回転できるようにすることが考えられる。化粧板部分と換
気材部分がなす角度の調整範囲を適切に選ぶことにより、本実施態様では、化粧板部分を
下地材等に当接させて固定するときに、換気材部分が軒天井材又は天井材に係合するよう
に、調整することができる。
【００１９】
　本発明の換気化粧部材のその他の実施態様は、前記換気材部分に、前記軒天井材又は前
記天井材と嵌合する凹部が設けられていることを特徴とする。
　本実施態様によれば、製造コストのかからない簡単な構造を用いて、確実に換気材部分
と軒天井材又は天井材に取り付けることがきる。また、換気材部分が金属材料からなる場
合には、換気材部分に設けられ凹部の開口寸法を、軒天井材又は天井材の厚みよりも若干
小さくすることによって、凹部と軒天井材又は天井材の嵌合時にバネ力が生じるようにし
て、換気材部分と軒天井材又は天井材の嵌合を強化することができる。
【００２０】
　本発明の換気化粧部材のその他の実施態様は、前記化粧板部分と前記換気材部分とが異
なる材質からなることを特徴とする。
　本実施態様では、化粧板部分と換気材部分の各々の用途に応じて、最適な材料を選定す
ることができ、また、化粧板部分と換気材部分の材料の組み合わせも自由に選択、変更す
ることができる。
【００２１】
　本発明の換気化粧部材のその他の実施態様は、前記化粧板部分が窯業系材料又は樹脂材
料からなり、前記換気材部分が金属材料からなることを特徴とする。
　本実施態様によれば、化粧板部分として望まれる装飾的な多様性を実現し、かつ、換気
材部分として望まれる、耐久性、メンテナンスに優れた換気化粧部材を得ることができる
。
【００２２】
　本発明の換気化粧部材のその他の実施態様は、前記化粧板部分又は前記換気材部分の一
方だけを、施工後に交換することができることを特徴とする。
　本実施態様によれば、仮に、化粧板部分又は換気材部分を交換する事態が生じた場合で
も、化粧板部分又は換気材部分の一方のみを交換することができるので、交換費用を低減
することができる。
【００２３】
　本発明の換気化粧部材のその他の実施態様は、前記化粧板部分を前記垂木又は前記下地
材に取り付けたまま、前記換気材部分を交換することができることを特徴とする。
　換気化粧部材の取り付け後、ある期間が経過すると、破損や換気口の詰まり等により、
換気材部分を交換しなければならない事態が生じる場合が多いが、本実施態様によれば、
化粧板部分を取り付けたまま換気材部分を交換することができるので、交換費用を低減す
ることができる。
【００２４】
　本発明の換気化粧部材のその他の実施態様は、前記化粧板部分が、鼻隠し又は破風の機
能を果たすことを特徴とする。
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【００２５】
　本発明の換気化粧部材の施工方法の第１の実施態様は、略板状の化粧板部分と換気口が
設けられた換気材部分とを接続手段を用いて接続し、換気化粧部材を形成する工程１と、
前記化粧板部分が垂木又は下地材に当接し、前記換気材部分が軒天井材又は天井材に係合
するように、形成された前記換気化粧部材を移動させる工程２と、前記化粧板部分を前記
垂木又は前記下地材に固定することにより、換気構造を有する軒天井裏又は天井裏を形成
する工程３と、を含むことを特徴とする。
【００２６】
　本実施態様における「当接」とは、化粧板部分と垂木又は垂木に固定された下地材とが
直接的に接する場合に限らず、例えば、防水シ－ト等を介して間接的に接するような場合
も含まれる。同様に、本実施態様における「係合」とは、換気材部分と軒天井材又は天井
材とが直接係合する場合に限らず、例えば、シール材等を介して係合する場合も含まれる
。
　本実施形態では、換気材部分と軒天井材又は天井材との係合によって、両者が固定され
た状態となる場合も考えられるし、更に別途の固定手段を用いて両者を固定する場合も考
えられる。
【００２７】
　本実施態様によれば、換気材の取り付け作業がほぼ不要となるので、換気材の取り付け
時間と費用を削減することができる。また、化粧板部分と換気材部分に関して、各々の機
能において最適な材料を用いることができ、その組み合わせも自由に選択、変更すること
ができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の換気化粧部材では、化粧板部分と換気材部分とを接続させて換気化粧部材を形
成し、その状態で屋根裏へ取り付けることによって、換気材を取り付ける作業がほぼ不要
となるため、施工にかかる時間と費用を低減することができる。
【００２９】
　また、化粧板部分と換気材部分は別部品なので、各々の部品の用途に応じて、最適な材
料を選定することができ、材料の組み合わせも自由に選択、変更することができる。
【００３０】
　また、化粧板部分又は換気材部分のどちらかを交換する必要が生じた場合でも、交換を
要するどちらか一方の部品だけを交換すればよいので、交換費用を低減できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　本発明の換気化粧部材及びその施工方法の実施形態について、以下に図面を用いながら
詳細に説明する。
【００３２】
（換気化粧部材の構造の説明）
　始めに、図１を用いて、本発明の換気化粧部材の一実施形態の構造を説明する。図１は
、本発明の換気化粧部材の一実施形態の全体構造を示す斜視図である。図１（ａ）は、化
粧板部分２と換気材部分４とが分離した状態を示し、図１（ｂ）は、化粧板部分２と換気
材部分４とが接続された状態を示す。
【００３３】
　図１（ａ）に示すように、本実施形態の換気化粧部材１は、別部品である化粧板部分２
と換気材部分４とを有し、換気材部分４には換気口４ａが設けられている。また、図１（
ｂ）に示すように、化粧板部分２に設けられた凸部６ａと、換気材部分４に設けられた凹
部６ｂが嵌合して、化粧板部分２と換気材部分４が接続され、換気化粧部材１を形成する
。なお、化粧板部分２と換気材部分４とを接続する凸部６ａと凹部６ｂを、接続手段と称
する。
【００３４】
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　ここで、図２（ａ）～（ｃ）に示すように、化粧板部分２と換気材部分４とは、通常、
施工現場で接続されて換気化粧部材１を形成し、換気材部分４が接続された状態で、化粧
板部分２を、屋根の下側の垂木に固定された下地材５０に当接させることによって、換気
材部分４の先端部に設けられた軒天係合用凹部４ｂと軒天井材２０を嵌合させることがで
きる。そして、化粧板部分２を下地材５０に固定することによって、換気構造を有する軒
天井裏を形成することができる。換気化粧部材１の施工（取り付け、取り外し）方法につ
いては、図２を用いて後述する。
　なお、本実施形態では、化粧板部分２は珪酸カルシウムのような窯業系材料又は樹脂材
料からなり、換気材部分４は、ステンレス鋼やアルミニウムのような金属材料からなる。
【００３５】
＜化粧板部分の説明＞
　次に、化粧板部分２について更に詳細な説明を行なうと、化粧板部分２は、略板状の形
状をしており、下地材に取り付けられる鼻隠しの機能を果たす。図１（ａ）において、紙
面右側の面が下地材に当接する取付面であり、紙面左側の面が施工後に人目に触れる外面
となる。化粧板部分２の長手方向の長さＬは、取り付け箇所の寸法に応じて所望の長さに
設定することができる。
【００３６】
　化粧板部分２の取付面の下部には、換気材部分４と接続するための凸部６ａが設けられ
、この凸部６ａの断面形状は略矩形である。なお、化粧板部分２の取付面において、凸部
２ａの上側に設けられた凹部は、化粧板部分２を軽量化するための肉抜きである。また、
化粧板部分２の外面に設けられた段差は、主に装飾を目的にしたものである。
【００３７】
＜換気材部分の説明＞
　次に、換気材部分４について更に詳細な説明を行なうと、紙面左端に、略コの字型の凹
部６ｂが設けられ、紙面中央の中央面部４ｃに換気口４ａが設けられ、紙面右端に、上辺
が下辺より長い略コの字型の軒天係合用凹部４ｂが設けられている。換気材部分４の長手
方向の長さは、化粧板部分２と同じ長さＬとなる。
【００３８】
　ここで、左端の凹部６ｂは、凸部６ａの略矩形の断面形状に対応するように成形されて
いるが、コの字型の開口部の先端がやや狭まるようになっている。従って、凸部６ａと嵌
合するときに、凹部６ｂの先端部が開かれる状態になるので、金属材料の弾性によるバネ
力が生じ、このバネ力により凸部６ａと凹部６ｂの嵌合を強化することができる。
　なお、凸部６ａと凹部６ｂの嵌合を更に強固にするため、ネジ等の固定部品や接着剤を
用いることもできる。
【００３９】
　次に、中央面部４ｃに設けられた換気口４ａについて説明すると、換気口４ａの大きさ
、形状、設置間隔は、従来の軒先換気材に設けられる換気口と同様に設定することができ
る。また、中央面部４ｃには、換気のための空気の流れをガイドするガイド板４ｄも設け
られている。
【００４０】
　また、右端の軒天係合用凹部４ｂは、化粧板部分２と下地材５０が当接したときに、軒
天井材２０と嵌合する位置に設けられている。この軒天係合用凹部４ｂの開口部は、軒天
井材２０の厚みに対応する寸法に成形されているが、図１（ｃ）の拡大図に示すように、
軒天係合用凹部４ｂの開口部の途中では、軒天井材２０の厚みよりも若干狭くなっており
、軒天井材２０と嵌合するときに間隔が広げられ、それによって生じるバネ力によって、
凹部６ｂと軒天井材２０の嵌合を強化することができる。ただし、軒天係合用凹部４ｂの
先端部は、軒天井材２０の厚みよりも若干広くなっており、化粧板部分２を下地材に当接
させたときに、軒天井材２０が凹部６ｂにスムーズに挿入されるようになっている。
【００４１】
　以上のように、化粧板部分２と換気材部分４が充分な強度を持って接続されて換気化粧
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部材１を形成し、その状態で化粧板部分２を下地材５０に当接させることによって、換気
材部分４の先端にある軒天係合用凹部４ｂと軒天井材２０を嵌合させる。この嵌合により
軒天係合用凹部４ｂと軒天井材２０とが固定され、化粧板部分２を下地材に固定すること
によって、換気構造を有する軒天井裏を形成することができる。なお、換気材部分４の軒
天係合用凹部４ｂと軒天井材２０の嵌合を更に強固にするため、ネジ等の固定部品や接着
剤等を用いることもできる。
【００４２】
　本実施形態では、化粧板部分２は窯業系材料又は樹脂材料からなるので、装飾性の高い
多彩な色彩、模様、形状を有することができ、また、施工現場で部材を削って調整をする
ことも容易に行なうことができる。また、換気材部分４は金属材料からなるので、長期間
使用しても破損が少なく、換気口が詰まってもメンテナンスが容易であり、更に、バネ力
による強い嵌合を実現することができる。
　なお、化粧板部分２や換気材部分４の材料としては、本実施形態に限られるものではな
く、用途に応じて、あらゆる材料を適用することができる。
【００４３】
（換気化粧部材の施工（取り付け、取り外し）方法の説明）
　次に、図２を用いて、本発明の換気化粧部材の施工（取り付け、取り外し）方法の一実
施形態の説明を行なう。なお、図２は、図１（ａ）の矢印Ａから見た側面断面図である。
　まず、図２（ａ）に示すように、化粧板部分２の凸部６ａと、換気材部分４の凹部６ｂ
とを嵌合させて、化粧板部分２と換気材部分４を接続し、換気化粧部材１を形成する。
【００４４】
　この化粧板部分２と換気材部分４の接続作業は、通常、施工現場の地上で行なわれ、次
に、化粧板部分２と換気材部分４が接続された換気化粧部材１を、屋根裏の位置まで運ぶ
。そして、図２（ｂ）に示すように、まず、化粧板部分２が下地材５０と対向する位置ま
で換気化粧部材１を持ち上げ、次に、化粧板部分２が下地材５０に当接するように、換気
化粧部材１を水平方向に紙面左側から右側へ移動させる。この移動により、化粧板部分２
に接続された換気材部分４の先端の軒天係合用凹部４ｂに、軒天井部２０が挿入される。
【００４５】
　そして、図２（ｃ）に示すように、軒天係合用凹部４ｂと軒天井材２０とが嵌合により
固定されているので、スクリュー釘１２を用いて化粧板部分２を下地材５０に固定するこ
とによって、換気構造を有する軒天井裏を形成することができる。なお、化粧板部分２の
凸部６ａと換気材部分４の凹部６ｂとの嵌合部分や、軒天係合用凹部４ｂと軒天井部２０
の嵌合部分については、ネジ等の固定部品や接着剤等を用いて補強することもできる。
【００４６】
　形成された軒天井裏は、図２（ｃ）の矢印に示すように、外気が、換気材部分４の換気
口４ａから上方へ流れ、ガイド板４ｄに沿って横方向に流れた後、再び上方へ流れて軒天
井裏へ流入する。換気口４ａの設置位置とガイド板４ｄにより、雨滴や異物が軒天井裏へ
流入する恐れなく、換気を行なうことができる。また、同様に、同じルートを通って、軒
天井内の空気を外部へ流出させることもできる。以上により、十分な軒天井裏の換気を行
なって、軒天井裏の劣化を防ぐことができる。
【００４７】
　また、換気化粧部材１の施工後、化粧板部分２や換気材部分４を交換する必要があると
きには、上記の手順の逆を行なうことによって、換気化粧部材１を屋根裏から取り外すこ
とができる。
　つまり、スクリュー釘１２を抜いて（更に、軒天係合用凹部４ｂと軒天井部２０との嵌
合部分が固定されている場合にはその固定をはずして）、換気化粧部材１を紙面水平方向
左側に移動させることによって、化粧板部分２を下地材５０から取り外し、同時に、軒天
係合用凹部４ｂと軒天井部２０との嵌合を外すことができるので、換気化粧部材１を容易
に屋根裏から取り外すことができる。
【００４８】
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　そして、必要に応じて、化粧板部分２や換気材部分４を取り替えて、再び、上記の取り
付け手順を行なうことによって、不具合の生じた部分を交換することができる。
　本実施形態では、化粧板部分２と換気材部分４が一体成形されていないので、不具合の
生じた部分のみを交換することができ、交換に要する費用を低減することができる。
【００４９】
（接続手段のその他の実施形態の説明）
　次に、化粧板部分２と換気材部分４を接続する接続手段のその他の実施形態について、
図３、４を用いて説明する。なお、図３、４は、図１（ａ）の矢印Ａから見た側面図であ
る。
【００５０】
＜図３に示す接続手段の実施形態の説明＞
　図３に示す実施形態では、化粧板部分２に設けられた凸部６ａの付け根部分に溝６ｃが
形成され、換気材部分４に設けられた凹部６ｂの先端に突起６ｄが設けられている。本実
施形態では、化粧板部分２は、窯業系材料又は樹脂材料からなり、換気材部分４は金属材
料からなる。
　凸部６ａと凹部６ｂが嵌合するときには、凹部６ｂの先端の突起６ｄが凸部６ａの根元
の溝６ｃにはまり込んで固定され、スナップリング式の固定機構を構成する。このスナッ
プリング式の固定機構によって、がたつくことなく、化粧板部分２と換気材部分４とを接
続することができる。また、化粧板部分２と換気材部分４とを分離するときには、凹部６
ｂを若干広げることによって、両部品を容易に分離することができる。
【００５１】
＜図４に示す接続手段の実施形態の説明＞
　図４に示す実施形態では、化粧板部分２に設けられた凸部６ａの断面形状が略円弧形状
をしており、換気材部分４に設けられた凹部６ｂも、凸部６ａの断面形状に対応して、略
円弧形状の形状を有している。よって、図４の矢印に示すように、換気材部分４を化粧板
部分２に対して回転させることができ、化粧板部分２と換気材部分４のなす角度を調整す
ることができる。従って、換気材部分４が化粧板部分２に接続された状態で、化粧板部分
２を下地材５０に当接させるときに、換気材部分４の先端の軒天係合用凹部４ｂが、軒天
井材２０と係合するように、その位置の調整を行なうことができる。
【００５２】
　換気材部分４を回転させる範囲は、凸部６ａと凹部６ｂが嵌合したときの、凹部６ｂの
先端と化粧板部分２の面部との間の間隔によって、所望の範囲を設定することができる。
また、凹部６ｂの内径を凸部６ａの外径よりも若干小さくすることにより、凸部６ａと凹
部６ｂが嵌合したときに生じるバネ力により、凸部６ａと凹部６ｂとの嵌合を強化するこ
とができる。
【００５３】
（換気化粧部材のその他の実施形態の説明）
　次に、図５を用いて、換気化粧部材１のその他の実施形態を説明する。なお、図５は、
図１（ａ）の矢印Ａから見た側面図である。
　この実施形態では、化粧板部分２には、上方が開いた凹部６ａ’が設けられ、換気材部
分４には、下方に突き出た凸部６ｂ’が設けられている。図面から明らかなとおり、凹部
６ａ’と凸部６ｂ’が嵌合することによって、化粧板部分２と換気材部分４を接続して、
換気化粧部材１を形成するようになっている。また、換気材部分４の紙面右側には、ネジ
部品１０によってブラケット８が取り付けられており、軒天係合用凹部４ｂが形成されて
いる。なお、ブラケット８は、換気材部分４の長手方向の全領域に存在する必要はなく、
必要とされる固定強度に応じて、所定の間隔を置いて設置すればよい。
【００５４】
　本実施形態では、換気材部分４を化粧板部分２に対して上方へ移動させることにより、
凹部６ａ’と凸部６ｂ’の嵌合をはずして、化粧板部分２と換気材部分４を分離すること
ができる。この特徴を生かして、本実施形態では、化粧板部分２と換気材部分４が接続さ
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れた化粧部材１を、屋根裏に取り付けた後、化粧板部分２を取り付けたまま、換気材部分
４だけを交換することができる。以下に、本実施形態の換気化粧部材１の施工（取り付け
、取り外し）方法について説明する
【００５５】
＜図５に示す換気化粧部材の施工（取り付け、取り外し）方法の説明＞
　図６、７を用いて、図５に示す換気化粧部材の施工（取り付け、取り外し）方法の説明
を行なう。なお、図６、７も、図１（ａ）の矢印Ａから見た側面断面図である。
　始めに、図６を用いて、図５に示す換気化粧部材１の取り付け方法について説明する。
まず、図６（ａ）に示すように、化粧板部分２の凹部６ａ’と、換気材部分４の凸部６ｂ
’を嵌合させて、化粧板部分２と換気材部分４とを接続し、換気化粧部材１を形成する。
このとき、換気材部分４には、予め、ネジ部品１０によってブラケット８が取り付けられ
ている。
　この化粧板部分２と換気材部分４の接続作業は、通常、施工現場の地上で行なわれ、化
粧板部分２と換気材部分４が接続された換気化粧部材１を、屋根裏の位置まで運ぶ。そし
て、図６（ｂ）に示すように、まず、化粧板部分２が下地材５０と対向する位置まで換気
化粧部材１を持ち上げ、次に、化粧板部分２が下地材５０に当接するように、換気化粧部
材１を水平方向に紙面左側から右側へ移動させる。この移動により、化粧板部分２に接続
された換気材部分４の先端の軒天係合用凹部４ｂの開口部に、軒天井部２０が挿入される
。
【００５６】
　そして、図６（ｃ）に示すように、軒天係合用凹部４ｂと軒天井材２０とが嵌合により
固定されているので、スクリュー釘１２を用いて化粧板部分２を下地材５０に固定するこ
とによって、換気構造を有する軒天井裏を形成することができる。なお、軒天係合用凹部
４ｂと軒天井部２０の嵌合部分については、ネジ等の固定部品を用いて補強することもで
きる。
【００５７】
　化粧板部分２と換気材部分４が接続された換気化粧部材１を屋根裏に取り付けた後、あ
る期間が経過すると、破損や換気口４ａの詰まり等により、換気材部分４を交換しなけれ
ばならない事態が生じる場合が多い。この場合、図５に示す換気化粧部材１では、化粧板
部分２を下地材５０に取り付けたまま、換気材部分４だけを交換することができる。
【００５８】
　次に、この換気材部分４の交換の方法を、図７を用いて説明する。まず、図７（ａ）に
示すように、ネジ部品１０を取り外し、ブラケット８を換気材部分４から取り外す。次に
、図７（ｂ）に示すように、換気材部分４を上方へ持ち上げて、凹部６ａ’と凸部６ｂ’
の嵌合をはずし、更に、換気材部分４を垂直に立てながら、紙面斜め右上方へ持ち上げる
。
【００５９】
　換気材部分４を持ち上げる方法としては、下方から持ち上げることも可能であるし、軒
天井内に吊り上げ治具を設置できる場合には、その吊り上げ治具を用いて、上方から換気
材部分４を吊り上げることもできる。そして、図７（ｃ）に示すように、換気材部分４を
ほぼ垂直に立てて、下地材５０と軒天井材２０との間のスペースを通過させて、地上へ下
ろすことができる。
【００６０】
　そして、新たな換気材部分４を、上記の図７（ａ）～（ｃ）の手順の逆を行なうことに
よって、元の位置に取り付けることができる。つまり、ブラケット８の取り付けられてい
ない換気材部分４を、ほぼ垂直な状態で持ち上げて、下地材５０と軒天井材２０との間の
スペースを通過させて、軒天井裏へ入れる。そして、換気材部分４を水平にしながら紙面
斜め左下方へ移動させ、換気材部分４の凸部６ｂ’を、化粧板部分２の凹部６ａ’の中へ
落とし込んで嵌合させる。そして、ネジ部品１０を用いて、ブラケット８を換気材部分４
を取り付けることにより、換気材部分４が軒天井材２０に固定され、元の換気構造を有す



(10) JP 4854248 B2 2012.1.18

10

20

30

40

50

る軒天井裏を形成することができる。以上の施工方法によって、換気材部分４の交換に要
する費用を低減させることができる。
【００６１】
（その他の実施形態）
　上記においては、鼻隠しの機能を有する化粧板部分２と、軒先換気材の機能を有する換
気材部分４を用いた実施形態について説明したが、本発明の換気化粧部材は、この実施形
態に限られるものではなく、例えば、破風の機能を有する化粧板部分２や、天井用換気材
の機能を有する換気材部分４を用いることも可能であり、上記と全く同様の施工方法を用
いることが可能であり、換気構造を有する（軒）天井裏を形成することができる。
【００６２】
　更に、本発明の換気化粧部材及びその施工方法は、上記の実施形態には限られるもので
はなく、その他の様々な実施形態が本発明が含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の換気化粧部材の一実施形態の全体構造を示す斜視図であり、（ａ）は、
化粧板部分２と換気材部分４が分離した状態を示し、（ｂ）は、化粧板部分２と換気材部
分４が組み立てられた状態を示す。
【図２】本発明の換気化粧部材の施工（取り付け、取り外し）方法の一実施形態を示す側
面断面図である。
【図３】本発明の接続手段のその他の実施形態を示す側面図である。
【図４】本発明の接続手段のその他の実施形態を示す側面図である。
【図５】本発明の換気化粧部材のその他の実施形態を示す側面図である。
【図６】図５に示す換気化粧部材の施工（取り付け）方法を示す側面断面図である。
【図７】図５に示す換気材部分の施工（取り付け、取り外し）方法を示す側面断面図であ
る。
【図８】従来の換気構造を有する軒天井裏の構造を示す図である。
【符号の説明】
【００６４】
１　　　換気化粧部材
２　　　化粧板部分
４　　　換気材部分
４ａ　　換気口
４ｂ　　軒天係合用凹部
４ｃ　　中央面部
４ｄ　　ガイド板
６　　　接続手段６
６ａ　　凸部
６ａ’　凹部
６ｂ　　凹部
６ｂ’　凸部
６ｃ　　溝
６ｄ　　突起
８　　　ブラケット
１０　　ネジ部品
１２　　スクリュー釘
２０　　軒天井材
３０　　壁部
４０　　鼻隠し
５０　　下地材５０
６０　　軒元換気材
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７０　　軒先換気材

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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