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(57)【要約】
　【課題】　屋根の外壁に対する突出量を小さくするこ
とができる、軒部通気構造を提供する。
　【解決手段】　垂木３に載置された屋根材４，５と通
気層１４ａを備えた外壁１１との間の空間に、換気部材
１０が前記外壁材１１を支持する軒桁７に沿って設けら
れ、前記換気部材１０を通して、天井裏及び外壁の通気
層１４ａと外気との通気を行う軒部通気構造１である。
前記換気部材１０は、正面及び背面に通気口３５ａ，３
５ｂを備えた箱状の本体２０，３０と、前記箱状本体の
背面及び底面から突出するように構成された通気経路形
成リブ３６とを備え、前記通気経路形成リブ３６が、前
記軒桁及び外壁に沿って配置されて、前記換気部材１０
の背面３３及び底面３４とで画定された領域に、外壁材
１１の通気層１４ａとの通気経路４０が形成されている
。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　垂木に載置された屋根材と通気層を備えた外壁との間の空間に、換気部材が前記外壁材
を支持する軒桁に沿って設けられ、前記換気部材を通して、天井裏及び外壁の通気層と外
気との通気を行う軒部通気構造であって、
　前記換気部材は、正面及び背面に通気口を備えた箱状の本体と、前記箱状本体の背面及
び底面から突出するように構成された通気経路形成リブとを備え、
　前記通気経路形成リブが、前記軒桁及び外壁に沿って配置されて、前記換気部材の背面
及び底面とで画定された領域に、外壁材の通気層との通気経路が形成されていることを特
徴とする、軒部通気構造。
【請求項２】
　前記軒桁と垂木の端面は略同一面となるように構成されていることを特徴とする、請求
項１に記載の軒部通気構造。
【請求項３】
　前記換気部材は、外壁の上端に前記通路形成リブが接するように配置されることを特徴
とする、請求項１又は２に記載の軒部通気構造。
【請求項４】
　前記外壁は、前記壁下地材の外面に取付けられた胴縁を介して取付けられた外装材を備
え、前記壁下地材と外装材の間の空間を通気層とすることを特徴とする、請求項１から３
のいずれか１つに記載の軒部通気構造。
【請求項５】
　前記換気部材は、無機系材料で構成された換気部材本体と、前記換気部材本体の下方側
に固定され、金属板で構成された換気金具とを備え、
　換気部材本体は、垂木に当接して取り付け位置の基準となる取り付け基準面を備え、
　前記換気金具は、前記前面及び背面に通気口を備え、前記通気経路形成リブが背面に設
けられていることを特徴とする、請求項１から４のいずれか１つに記載の軒部通気構造。
【請求項６】
　天井裏及び外壁の通気層と外気との通気を行う換気部材であって、
　前記換気部材は、
　正面及び背面に通気口を備えた箱状の本体と、前記箱状本体の背面及び底面から突出す
るように構成され、前記軒桁及び外壁に沿って配置される通気経路形成リブ、とを備える
ことを特徴とする、換気部材。
【請求項７】
　無機系材料で構成された換気部材本体と、前記換気部材本体の下方側に固定され、前記
換気部材の前面及び背面の下方部分を構成する、金属板で構成された換気金具とで構成さ
れ、
　換気部材本体は、垂木に当接して取り付け位置の基準となる取り付け基準面を備え、
　前記換気金具は、前記前面及び背面に通気口を備え、前記通気経路形成リブが背面に設
けられていることを特徴とする、請求項６に記載の換気部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通気層を備えた外壁と垂木の間の空間に配置され、屋根裏及び外壁通気層と
外気の換気を行うための換気部材及び当該換気部材を備えた軒部通気構造に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来の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部通気構造が求められ
ている。通気構造を有する軒部構造の例としては、例えば、特許文献１（特開２０１３-
１４７８１８号公報）に開示されているものが知られている。
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【０００３】
　特許文献１には、窯業系材料で構成された化粧板本体の裏面の下端部にコの字状の金属
で構成され、下面と上面に通気口を形成した換気部材を取り付け、当該換気部材を介して
屋根裏と外気の換気を行う換気構造が開示されている。
【０００４】
　この構造では、換気部材の背面を外壁の表面に当接させることによって、外壁と換気部
材との間からの雨水等の侵入を防止することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３-１４７８１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１の換気構造は、換気部材の背面と外壁とが当接するため、化粧板を
固定する垂木を軒桁に対して突出させる必要があり、屋根の端部を外壁に対して突出した
位置とせざるを得ないという問題があった。また、外壁の上方部分に換気部材が露出した
構成となっており、下側からみると換気部材が視認される構成となっていた。
【０００７】
　したがって、本発明が解決しようとする技術的課題は、屋根の外壁に対する突出量を小
さくすることができる、換気部材及び軒部通気構造を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記技術的課題を解決するために、以下の構成の軒部通気構造を提供する。
【０００９】
　本発明の第１態様によれば、垂木に載置された屋根材と通気層を備えた外壁との間の空
間に、換気部材が前記外壁材を支持する軒桁に沿って設けられ、前記換気部材を通して、
天井裏及び外壁の通気層と外気との通気を行う軒部通気構造であって、
　前記換気部材は、正面及び背面に通気口を備えた箱状の本体と、前記箱状本体の背面及
び底面から突出するように構成された通気経路形成リブとを備え、
　前記通気経路形成リブが、前記軒桁及び外壁に沿って配置されて、前記換気部材の背面
及び底面とで画定された領域に、外壁材の通気層との通気経路が形成されていることを特
徴とする、軒部通気構造を提供する。
【００１０】
　本発明の第２態様によれば、前記軒桁と垂木の端面は略同一面となるように構成されて
いることを特徴とする、第１態様の軒部通気構造を提供する。
【００１１】
　本発明の第３態様によれば、前記換気部材は、外壁の上端に前記通路形成リブが接する
ように配置されることを特徴とする、第１又は第２態様の軒部通気構造を提供する。
【００１２】
　本発明の第４態様によれば、前記外壁は、前記壁下地材の外面に取付けられた胴縁を介
して取付けられた外装材を備え、前記壁下地材と外装材の間の空間を通気層とすることを
特徴とする、第１から第３態様のいずれか１つの軒部通気構造を提供する。
【００１３】
　本発明の第５態様によれば、前記換気部材は、無機系材料で構成された換気部材本体と
、前記換気部材本体の下方側に固定され、金属板で構成された換気金具とを備え、
　換気部材本体は、垂木に当接して取り付け位置の基準となる取り付け基準面を備え、
　前記換気金具は、前記前面及び背面に通気口を備え、前記通気経路形成リブが背面に設
けられていることを特徴とする、第１から４態様のいずれか１つの軒部通気構造を提供す
る。
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【００１４】
　本発明の第６態様によれば、天井裏及び外壁の通気層と外気との通気を行う換気部材で
あって、
　前記換気部材は、
　正面及び背面に通気口を備えた箱状の本体と、前記箱状本体の背面及び底面から突出す
るように構成され、前記軒桁及び外壁に沿って配置される通気経路形成リブ、とを備える
ことを特徴とする、換気部材を提供する。
【００１５】
　本発明の第７態様によれば、無機系材料で構成された換気部材本体と、前記換気部材本
体の下方側に固定され、前記換気部材の前面及び背面の下方部分を構成する、金属板で構
成された換気金具とで構成され、
　換気部材本体は、垂木に当接して取り付け位置の基準となる取り付け基準面を備え、
　前記換気金具は、前記前面及び背面に通気口を備え、前記通気経路形成リブが背面に設
けられていることを特徴とする、第７態様の換気部材を提供する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、外壁と屋根材の間に換気部材を配置するため、外壁を支持する軒桁に
対して垂木を突出させる必要がない。また、外壁の上方に換気部材が配置されるにあたり
、通気経路形成リブが、背面及び底面よりも突出した状態に配置されるため、換気部材の
底面から背面にかけて、外壁上端と軒桁外面との間に空間を形成し、当該空間を外壁に設
けられた通気層と屋根裏との通気経路として確保することができる。このように換気部材
の背面側に通気経路を設けることによって雨水等の侵入を効果的に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１実施形態にかかる軒部通気構造の例を示す断面図である。
【図２】図１の軒部通気構造の部分分解斜視図である。
【図３】図１の軒部通気構造に用いられる換気部材の拡大分解斜視図である。
【図４】図１の軒部通気構造に用いられる換気部材の取り付け構成を示す部分拡大図であ
る。
【図５】図１の軒部通気構造に用いられる換気部材の変形例を示す斜視図である。
【図６】本発明の他の実施形態にかかる軒部通気構造の例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態に係る換気部材及び当該換気部材を用いた軒部通気構造につい
て、図面を参照しながら説明する。
【００１９】
　図１は、本発明の実施形態にかかる換気部材が用いられた軒部通気構造の例を示す断面
図である。図２は、図１の軒部通気構造の部分断面斜視図である。
【００２０】
　本実施形態にかかる軒部通気構造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、後述する換気部材１０を囲うように水切
り板６が設けられる。
【００２１】
　垂木３は、その軒先側先端が、軒桁７とほぼ同一面となるように設けられている。軒桁
６は所定の間隔をおいて設けられる柱（図示無し）の上端部分を跨ぐように水平方向に配
置される。軒桁７及び柱の内側表面には、内壁材８が設けられる。また、図１に示すよう
に、軒桁７と複数の柱で囲まれる領域には、断熱材９が設けられる。なお、本明細書にお
ける「軒桁」という文言が示す部材については、「母屋」や「梁」と呼ぶ場合もあり、厳
密な意味で用いるものではない。
【００２２】
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　垂木３の先端及び軒桁７の外面には、後述するように換気部材１０が設けられる。換気
部材１０の詳細な構成については後述する。換気部材１０は、野地板４と外壁１１の間の
隙間に配置されるものであり、垂木３に図示しないビスなどを用いて固定される。また、
換気部材１０は、野地板４の軒先側先端に固定され、換気部材１０の前面部分に沿って垂
下するように設けられる水切り板６によって隠蔽され、外観からは視認しにくくなってい
る。
【００２３】
　軒桁７及び柱の外側表面には、外壁１１が配置される。外壁１１は、複数の部材が組み
合わさって内部に通気層が形成されたものであり、換気部材１０を介して外壁１１内の空
気を外気と通気できるようになっている。
【００２４】
　外壁１１は、軒桁７及び柱の外側表面に設けられる板状の壁下地材１２と、壁下地材１
２の外面に貼付される透湿防水シート１３と、透湿防水シート１３の表面に所定の間隔を
おいて設けられる縦胴縁１４と、縦胴縁１４の外面に設けられる外装材１５とで構成され
る。壁下地材１２と外装材１５とで囲まれた空間は、通気層として機能し外壁１１内の湿
気を外気に逃がすことができる。
【００２５】
　外装材１５の外面には、雨樋１６が設けられ屋根化粧材５の先端や水切り板６に沿って
垂下した雨水等を受けて所定位置に導くようになっている。雨樋１６により、下側からは
換気部材１０は視認されにくく、軒先側の外観を損ねることがない。
【００２６】
　図３は本実施形態にかかる軒部通気構造に用いられる換気部材の拡大分解斜視図である
。換気部材１０は、図３に示すように、換気部材本体２０と換気金具３０とが組み合わさ
れた構成を有する。換気部材本体２０と換気金具３０とは、本発明の箱状本体を構成する
。
【００２７】
　換気金具３０は、金属板を折り曲げて構成された断面が略コの字形形状であり、換気部
材本体２０の下側に係合する。よって、換気部材本体２０は、換気部材１０の前面上部、
上面、背面上部を構成し、換気金具３０は、換気部材１０の前面下部、底面、背面下部を
構成する。また、換気部材の内側は、当該２つの部材で囲まれた部分が中空に形成された
筒状構造を取る。
【００２８】
　換気部材本体２０は、例えば、無機系材料のようないわゆる不燃材が通常用いられる。
好ましくは、比重が０．７５～２．０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
ものなどが好適に使用できる。換気部材本体２０は、家屋の外側から視認されるものであ
り、セメント系押出成形体を用いることで、デザイン面にも優れた外観とすることができ
る。
【００２９】
　本実施形態において、換気部材本体２０は、例えば、長手方向の寸法が３０００ｍｍ、
高さ方向（短手方向）寸法が８０ｍｍ程度、厚み寸法が５０ｍｍ程度の長尺の柱状の部材
である。なお、換気部材本体２０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、軒下構造の大きさに応じて適宜変更することができる。
【００３０】
　換気部材本体２０には、換気金具取り付けのための２本の取り付け溝２３ａ，２３ｂが
前面２１及び背面２２に設けられている。また、背面側の取り付け溝２３ｂの上方には、
後方に突出した背面突部２４になっている。背面突部２４の背面は、垂木３の軒先側先端
に換気部材１０を取り付ける際の取り付け基準面２５となる。
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【００３１】
　また、背面突部２４の下方部分は、後述する通気経路となるため、当該通気経路の有効
面積を大きくするために、内側に段差を設けている。
【００３２】
　前面２１及び背面２２の取り付け溝２３ａ，２３ｂには、換気金具３０の上端に設けら
れる係合片３１ａ，３１ｂがそれぞれ係合されることにより、換気部材本体２０と換気金
具３０とが係合する。
【００３３】
　換気金具３０は、金属などの１枚の薄板状部材を折り曲げて、上記のように、断面略コ
の字状に構成された金具であり、前面部３２，底面部３３，背面部３４とが形成される。
前面部３２と背面部３４の上端は、内側に折り曲げられ、係合片３１ａ，３１ｂとなって
いる。
【００３４】
　前面部３２は、上側に向かうにつれて背面部３４との距離が大きくなるように、わずか
に傾斜して設けられており、換気部材本体２０の前面２１に対して、わずかに奥まった方
向となっている。これにより、図１に示すように、水切り板６と前面部３２との隙間を確
保することができる。
【００３５】
　一方、背面部３４は、略鉛直となるように設けられる。
【００３６】
　本実施形態においては、換気金具３０は、換気部材本体２０の幅寸法と同じ幅寸法を有
し、換気部材本体２０の全幅にわたって設けられているが、幅寸法が小さい複数の換気金
具３０を１つの換気部材本体２０に取り付けるようにしてもよい。
【００３７】
　前面部３２と背面部３４には、それぞれ通気口３５ａ，３５ｂが設けられている。通気
口３５ａ，３５ｂの開口面積は、法令などの要請により決まっており、これを満足するよ
うにすることが好ましい。前面部３２の通気口３５ａは、浸入した雨水などを排出できる
ようにするために、その下端部分が底面部３３と同じ高さ位置に設けられていることが好
ましい。また、背面部３４の通気口３５ｂは、換気金具３０内に侵入した雨水が当該通気
口３５ｂから外部へ漏出しないように高い位置に設けることが好ましい。
【００３８】
　また、換気金具３０の背面端部には、通気経路形成リブ３６が設けられている。通気経
路形成リブ３６は、背面部３４端部に設けられた形成突部を背面側へ折り返すことにより
形成されており、換気金具の底面部３３及び背面部３４よりも突出するように構成される
。通気経路形成リブ３６は、その背面端部が背面突部２４の取り付け基準面２５と略同じ
位置となるように構成されている。
【００３９】
　図４は、換気部材の取り付け構成を示す部分拡大図である。換気部材１０は、上記の通
り、換気部材本体２０の取り付け基準面２５を垂木３の軒先側先端に突き当てて、その取
り付け位置を決定させて図示しないビスなどを用いて垂木３に固定する。また、換気金具
の通気経路形成リブ３６が、底面部３３及び背面部３４よりも突出した状態であるため、
当該通気経路形成リブ３６の先端を壁下地材１２の上端に突き当てることで、換気金具３
０と外壁１１の通気層１４ａ及び、換気金具３０の背面部３４と軒桁７との間に通気経路
４０を確保することができる。
【００４０】
　なお、外装材１５と底面部３３との間に隙間が生じる場合は、当該隙間を埋めるシール
部材１７を配置する。
【００４１】
　換気金具３０の前面部３２及び背面部３４には、上記の通り、通気経路形成用の通気口
３５ａ，３５ｂが設けられている。換気金具３０は、前面部３２及び背面部３４に設けら
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れた通気口３５ａ，３５ｂを通して、換気金具３０内に形成される通気経路を有し、矢印
９１に示すように、軒下の内外の通気を可能とする。
【００４２】
　また、換気金具３０の底面部３３には、開口が設けられず、外壁の通気層１４ａとは隔
離されているため、通気層１４ａに雨水などが浸入することがない。また、背面部３４の
通気口３５ｂは、前面部３２の通気口３２ａよりも高い位置に有り、雨水などが背面部の
通気口３５ｂから外部に漏れ出すことがない。
【００４３】
　なお、上記の通り、換気部材１０の前面には、水切り板６が設けられているため、換気
金具３０の前面部３２は、上側が外向きとなるように傾倒している。前面部３２を傾斜さ
せることにより、図４に示すように、水切り板６との間に隙間を設け、通気経路を確保す
ることができる。
【００４４】
　また、通気経路形成リブ３６により、底面部３３及び背面部３４は、それぞれ、外壁１
０の上端と軒桁７又は垂木３との間に空間をおいて配置されるため、当該空間を通気経路
とすることができ、矢印９２に示すように、外壁１１の通気層１４ａの内外の通気を可能
とする。
【００４５】
　図５は、変形例に係る換気部材の構成を示す斜視図である。変形例に係る換気部材１０
ａは、通気経路形成リブ３６ａ，３６ｂが、背面部３４と底面部３３にそれぞれ独立して
設けられている点において異なる。変形例によれば、外壁１１を構成する各部材の厚さや
高さ寸法によらず、外壁１１の上端に確実に当接することができる。
【００４６】
　以上説明したように、本実施形態の軒部通気構造によれば、換気部材の背面及び底面か
ら突出するように設けられた通気経路形成リブ３６により、外壁及び軒桁との間に通気経
路を確保した状態で取り付けることができ、換気金具３０の外側を通して、外壁の通気層
との換気を行うことができる。
【００４７】
　また、換気部材の底面には、通気のための開口が設けられておらず、換気部材内に侵入
した雨水などが外壁に侵入することがない。
【００４８】
　なお、本発明は上記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。例えば、換気部材は、上方部分に位置する換気部材本体２０が無機系材料で構成
され、容易に切削することが可能であるため、例えば、軒部部分の形状に応じて適宜形状
を変更することができる。例えば、図６に示す屋根の傾斜が急な軒部通気構造２において
は、屋根化粧材５の軒先側先端５ａが、換気部材１０ｂに当接することになるため、換気
部材本体２０ａの上端部分を削り、干渉を防止することができる。
【符号の説明】
【００４９】
　１，２　軒部通気構造
　３　垂木
　４　野地板
　５　屋根化粧材
　６　水切り板
　７　軒桁
　８　内壁材
　９　断熱材
１０，１０ａ，１０ｂ　換気部材
１１　外壁
１２　壁下地材
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１３　透湿防水シート
１４　縦胴縁
１５　外装材
１６　雨樋
１７　シール部材
２０　換気部材本体
２１　前面
２２　接続部
２３ａ，２３ｂ　取り付け溝
２４　背面突部
２５　取り付け基準面
３０　換気金具
３１ａ，３１ｂ　係合片
３２　前面部
３３　底面部
３４　背面部
３５ａ，３５ｂ　通気口
３６　通気経路形成リブ

【図１】 【図２】

【図３】
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