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(57)【要約】
【課題】　施工が簡単で、外壁表面層のクラックやひび
割れ等の耐久性にも優れ、簡単な施工で高い通気性能と
結露防止機能を確保できる外壁の通気施工方法を安価に
提供することを課題とする。
【解決手段】　通気構法を施した外壁を施工する方法で
あって、縦方向及び横方向の構造材によって木造の構造
躯体を形成する工程と、該構造躯体内部に断熱材を設け
その上に板材を張り付け下地構造体を形成する工程と、
該下地構造体の室外側となる表面に通気シートを貼着す
る工程と、該通気シートの上に防水シートを貼着する工
程と、該防水シートの上にラス網を設ける工程と、該ラ
ス網の上に所定厚みのモルタル層を設ける工程とからな
り、前記各工程をこの順で施工するようにした。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
通気構法を施した外壁を施工する方法であって、縦方向及び横方向の構造材によって木造
の構造躯体を形成する第一工程と、該構造躯体内部に断熱材を設け、その上に板材を張り
付け下地構造体を形成する第二工程と、該下地構造体の室外側となる表面に通気シートを
貼着しその上に防水シートを貼着する第三工程と、該防水シートの上にラス網を設ける第
四工程と、該ラス網の上に所定厚みのモルタル層を設ける第五工程とからなり、前記各工
程をこの順で施工することを特徴とする外壁の通気施工方法。
【請求項２】
通気構法を施した外壁を施工する方法であって、縦方向及び横方向の構造材によって木造
の構造躯体を形成する第一工程と、該構造躯体内部に断熱材を設け、その上に板材を張り
付け下地構造体を形成する第二工程と、該下地構造体の室外側となる表面に、通気シート
を貼着しその上に防水シートを貼着するか、又は、防水シートを貼着しその上に通気シー
トを貼着する第三工程と、該防水シート又は通気シートの上にモルタル下地材を設ける第
四工程と、該モルタル下地材の上に所定厚みのモルタル層を設ける第五工程とからなり、
前記各工程をこの順で施工することを特徴とする外壁の通気施工方法。
【請求項３】
前記通気シートと隣接する通気シートの間に通気シートが重ならないように若干の隙間を
設け、前記通気シートの上又は下から前記通気シートの隙間を覆うようにして、前記防水
シートを貼着することを特徴とする請求項１または請求項２のいずれかに記載の外壁の通
気施工方法。
【請求項４】
前記通気シートが、交互に突条部と凹条部が連続して形成され断面視連続凹凸型形状を有
する半硬質又は硬質の波型シートからなることを特徴とする請求項１～請求項３のいずれ
かに記載の外壁の通気施工方法。
【請求項５】
通気シートの前記波形シートの片面に補強シートが設けられていることを特徴とする請求
項１～請求項４のいずれかに記載の外壁の通気施工方法。
【請求項６】
通気シートの前記波形シートが、多層構造であることを特徴とする請求項１～請求項５の
いずれかに記載の外壁の通気施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外壁内部の結露発生防止に有効な通気構法を施した外壁を施工する方法に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、木造住宅の外壁において、木造軸組工法住宅の場合においては、柱、間柱等の縦
構造材及び胴差、軒桁、胴縁、土台等の横架材など、軸組材の室外側の表面上にラス板等
の下地板を張り付け、その上を湿気は通すが水分は通さない透湿防水シートで覆い、その
上にラス網を介してモルタル仕上げを行う施工方法が一般的であった。また、近年耐震性
能を向上させる必要性から、前記軸組材の室外側の表面上にＯＳＢ、構造用合板等の構造
用面材を張り付け、その上に透湿防水シート及びラス網を介してモルタル仕上げを行って
施工することも広く行われている。また、住宅の防火性能を考慮して、前記木質の構造用
面材ではなく、無機系の非構造用面材が用いられることも多々あった。
【０００３】
　また、前記軸組材の室外側の表面上にＯＳＢ、合板パネル等の構造用面材を張り付け、
その上に透湿防水シートを介してモルタル下地合板を張り付け、その上からモルタル仕上
げを行うことも行われてきた。
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【０００４】
　また、柱、間柱等の縦構造材及び胴差、軒桁、胴縁、土台等の横架材などの軸組材の上
を透湿防水シートで覆い、この上に直接構造用パネルとしての性能を有するモルタル下地
合板を張り付け、その上からモルタル仕上げを行うことも行われてきた。
【０００５】
　また、他の例として、通気構法を施した枠組壁工法（ツーバイフォー工法）住宅の場合
は、枠組壁の縦枠の室外側の表面上に下地材として、ＯＳＢ、構造用合板等の構造用面材
を張り付け、その上を透湿防水シートで覆い、その上にラス網を介してモルタル仕上げを
行ったり、前記構造用合板等の上を透湿防水シートで覆い、その上に直接サイディング等
の外壁パネルを張り付け施工する工法も行われてきた。また、前記ＯＳＢ、構造用合板等
の構造用面材の上に透湿防水シートを介して構造用パネルとしての性能を有するモルタル
下地合板を張り付け、その上からモルタル仕上げを行うことも行われてきた。
【０００６】
　また、前記枠組壁の縦枠の室外側の表面上に透湿防水シートを介して構造用パネルとし
ての性能を有するモルタル下地合板を張り付け、その上からモルタル仕上げを行うことも
行われてきた。
【０００７】
　しかし、近年、住宅における高気密高断熱化が進む中で、湿気の多い土地に建築された
建物では、外壁の壁体内部において、木造軸組工法住宅における柱、間柱等の縦構造材と
、横方向の胴差、軒桁、胴縁、土台等の横架材によって、また、枠組壁工法においては、
縦枠、上枠、下枠等によって、外部からの空気の流れが阻害され、壁体内部での結露が発
生し、このことによって壁体内部で腐朽が生じ、壁体の耐久性能が低下するといった問題
点があった。
【０００８】
　このため、木造軸組工法又は枠組壁工法における下地板材としての構造用面材又は非構
造用面材等の室外側となる表面に、通気用受材としての縦胴縁を設け、縦胴縁の室外側と
なる表面に透湿防水シートを張り付け、その上にラス網を介してモルタル仕上げを行い、
前記下地板材の表面と透湿防水シートとの間に通気層を確保し結露発生を防止するといっ
た通気構法が行われてきた。
【０００９】
　また、木造軸組工法又は枠組壁工法における柱、間柱、胴差、軒桁、胴縁、土台等又は
縦枠、上枠、下枠等の構造材の上に下地板材としての構造用面材又は非構造用面材を張り
付け、その室外側となる表面に透湿防水シートを介して前記通気用受材を設け、その上に
モルタル下地合板を張り付け、その上にモルタル仕上げを行って施工し、透湿防水シート
とモルタル下地合板との間に通気層を確保し結露発生を防止するといった通気構法も行わ
れてきた。
【００１０】
　しかしながら、上記ラス網を用いた通気構法やモルタル下地材を用いた通気構法の場合
、下記の問題点があった。すなわち、ラス網工法の場合、モルタル仕上げの際、モルタル
を塗布するコテの圧力によって、上記胴縁や通気受材によって形成されている通気のため
の空間部へモルタルが押され、通気空間が埋まってしまい、せっかくの通気が損なわれる
。すなわち、ややもすればモルタルが、せっかく形成されている通気層内にまで流動して
入り込み、通気路が潰れてしまうことが多々あった。
【００１１】
　また、モルタル下地合板を用いた通気構法の場合は、モルタル下地合板が薄いとモルタ
ル塗布時のコテの圧力でモルタル下地合板が湾曲し、通気層内にまで入り込み、せっかく
の通気層を潰してしまうことが多々あった。このことのみならず、モルタル仕上げで表面
を平滑に仕上げるためには、通気路部分に入り込んだモルタル分だけ余計に多量のモルタ
ルが必要になり、施工費用がかさむことになった。
【００１２】
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　そのため、胴縁や通気受材の間隔を狭めて施工する方法も考えられたが、胴縁や通気受
材の本数が増え、作業手間の増大と材料費もかさみ、また、下地構造材に釘で固定する必
要があるので、施工する職人は大工職に限られるなどコストのかかる方法であった。
【００１３】
　また、前記通気受材によって通気層を確保するといった通気構法においては、特にモル
タル仕上げによる外壁の場合、前記通気層による空間スペースがモルタル層の下に存在す
るため、外部からの振動や加力による負荷によってモルタル層にクラックが生じやすくな
るといった問題点が生じていた。
【００１４】
　また、前記通気受材によって通気層を確保するといった通気構法においては、特にモル
タル仕上げによる外壁構造の場合、ラス網の上に塗布されたモルタル層の重量によってラ
ス網が室内側に凹む方向に撓み、このことによって、せっかくの前記通気層による空間ス
ペースが閉塞され、通気性能及び結露防止機能が低下するといった問題点もあった。
【００１５】
　上記問題点を解決するべく、前記柱、間柱、胴差、軒桁、胴縁、土台等又は縦枠、上枠
、下枠等の構造材の室外側となる表面に下地構造用合板等の構造パネルを張り付け、その
上に縦胴縁を設け、該縦胴縁間に山形形状の蛇腹状通気下地材を、縦胴縁表面と山形通気
下地材の外側の表面とが面一になるようにして介在させ、該通気下地材の外側の表面に防
水紙、ラス網を介してモルタル層を形成し、壁体内に空気の通路を設け、結露の発生を防
止しようとした記載がある。（例えば、特許文献１参照）。
【００１６】
【特許文献１】特開平１１－３２４１８８号公報（第１－３頁、第１－３図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　ところで、上記、特開平１１－３２４１８８号公報に記載の従来技術にあっては、結露
防止のために、下地構造用合板等の構造パネルの表面に通気受材としての縦胴縁をあらか
じめ設けておいて、該縦胴縁間の幅寸法に合わせて蛇腹状の通気材を幅方向に引っ張って
両サイドの平坦部を縦胴縁表面に被せタッカー等で固着する必要がり、１軒の住宅におい
て、数多くの通気材を用意し丁寧に縦胴縁間に隙間無く納めていかなければならず、以外
と施工手間がかかるものであった。
【００１８】
　また、上記したように蛇腹状の通気材を幅方向に引っ張りすぎると、山形の高さ寸法（
通気材の厚み寸法に相当）が小さくなり（通気材の厚みが薄くなり）、モルタル層の下部
において通気材との間で隙間空間が生じ易くなり、ひどい場合は外部からの負荷に対する
モルタル層の耐久性能が低下し、モルタル層にヒビ割れが生じ易くなるといった問題点が
あった。
【００１９】
　また、住宅の外壁構造において、上下方向の高さ寸法は通常の２階建て住宅においても
、約６ｍ程度あり、下屋、小庇等が１階と２階の間にある場合においても約３ｍ程度の高
さがある。そこで、長さ約３ｍ程度の長尺の通気材を用意するとなると、極めて高価なも
のとなる。従って、通気材を製造したり倉庫で保管したり施工現場まで搬入したりするこ
とを考慮すると、比較的用意し易い（入手し易い）長さとして、通気材の通気路方向の長
さは約１ｍ程度である。この長さ約１ｍ程度の通気材を用いて施工しようとすれば、通気
材を上下高さ方向で１～５箇所程度はジョイントしていかなければならず、断面視山形形
状の蛇腹状の通気材をジョイント箇所で重なり合うことがないようにジョイントすること
は、現場施工において至難の技であった。通気材のジョイント箇所で互いに重なり合って
しまうと、その箇所で通気路が押し潰され、特に蛇腹のピッチが著しく合わない場合が多
いので、通気路が遮断され、結露防止機能が著しく低下する恐れが生じるといった問題点
があった。また、通気材の重なり箇所で、通気材に膨れが生じ、それが原因でモルタル層
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においても膨れが生じ易くなるといった問題点もあった。
【００２０】
　また、逆に、前記ジョイント部において、あえて隙間を作っても蛇腹のピッチが不揃い
なため、その箇所において、上部の層であるモルタル層下部に必然的に隙間空間が発生し
、その箇所でモルタル層の耐久性が低下し、外部から負荷がかかると、モルタル層にクラ
ックが発生し易くなる。また、逆に、前記ジョイント部において通気材が重なってしまう
と、山と谷がぶつかって通気路が閉塞したり、また、通気材が金属製や硬質プラスティッ
ク製の場合、上記の重ね合わせ箇所で、さらに大きな膨れが発生しモルタル仕上げにも大
きな悪影響が出て施工精度的にも劣るといった問題点もあった。
【００２１】
　それらを防止するために、前記蛇腹状通気材の山部と山部、それと谷部と谷部を位置ズ
レしないように、しかも、通気材どうしの間に隙間や重なり部が生じないように、手間と
時間を掛けて丁寧に施工する必要があり、このような施工は施工費用の増大を招くのみな
らず縦胴縁の厚み内に納まるような小さな山形を有する蛇腹状の通気材を精度よく施工す
ることは、不可能に近いことであった。
【００２２】
　本発明は上述した事情に鑑みてなされたもので、施工作業性が高く、外壁表面層のクラ
ックやひび割れ等の耐久性にも優れ、モルタル仕上げ時にモルタルが通気層を潰す恐れも
なく、簡単な施工で高い通気性能と結露防止機能を確保できる外壁の通気施工方法を安価
に提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　上記課題を解決するためになされた請求項１に記載の本発明の外壁の通気施工方法は、
通気構法を施した外壁を施工する方法であって、縦方向及び横方向の構造材によって木造
の構造躯体を形成する第一工程と、該構造躯体内部に断熱材を設けその上に板材を張り付
け下地構造体を形成する第二工程と、該下地構造体の室外側となる表面に通気シートを貼
着しその上に防水シートを貼着する第三工程と、該防水シートの上にラス網を設ける第四
工程と、該ラス網の上に所定厚みのモルタル層を設ける第五工程とからなり、前記各工程
をこの順で施工することを特徴としている。
【００２４】
　このような構成を有する本発明によれば、木造住宅において、ラス網を用いたモルタル
仕上げによる外壁材で、しかも、通気機能及び結露防止機能を有する外壁構造を施工する
際、前記下地構造体の表面に通気シートを貼着する時、通気受材としての縦胴縁を取り付
ける必要がなく、従って、縦胴縁間に幅寸法をぴったりと合わせて通気シートを裁断し縦
胴縁間に隙間なく納める手間も不要である。ただ、通気シートの重なりが生じないように
だけ注意すればよく、通気シートの貼着作業に精度を必要としない。従って、施工性が向
上し施工費用も安価に済む。さらに、通気受材としての縦胴縁を取り付ける必要がないの
で仕上げモルタル層がコテ塗り時のコテの圧力によってラス網とともに撓み、通気路の内
部にまで入り込み、せっかくの通気路を潰すという恐れがなく、高い通気性能と結露防止
機能を確保することができる。
【００２５】
　請求項２記載の発明は、通気構法を施した外壁を施工する方法であって、縦方向及び横
方向の構造材によって木造の構造躯体を形成する第一工程と、該構造躯体内部に断熱材を
設けその上に板材を張り付け下地構造体を形成する第二工程と、該下地構造体の室外側と
なる表面に、通気シートを貼着しその上に防水シートを貼着するか、又は、防水シートを
貼着しその上に通気シートを貼着する第三工程と、該防水シート又は通気シートの上にモ
ルタル下地材を設ける第四工程と、該モルタル下地材の上に所定厚みのモルタル層を設け
る第五工程とからなり、前記各工程をこの順で施工することを特徴としている。
【００２６】
　このような構成を有する本発明によれば、木造住宅において、ラス網を用いず、モルタ
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ル下地材を用いたモルタル仕上げによる外壁材で、しかも、通気機能及び結露防止機能を
有する外壁構造を施工する際、前記下地構造体の表面に通気シートを貼着する時に通気受
材としての縦胴縁を取り付ける必要がなく、従って、縦胴縁間に幅寸法をぴったりと合わ
せて通気シートを裁断し縦胴縁間に隙間なく納める手間も不要である。ただ、通気シート
の重なりが生じないようにだけ注意すればよく、通気シートの貼着作業に精度を必要とし
ない。従って、施工性が向上し施工費用も安価に済む。さらに、通気受材としての縦胴縁
を取り付ける必要がないのでモルタル下地材が薄い場合、仕上げモルタル層の重みとコテ
塗り時のコテの圧力によって、モルタル下地材が撓み、通気層が潰されるといった恐れが
なく、高い通気性能と結露防止機能を確保することができる。
【００２７】
　請求項３に記載の発明は請求項１または請求項２のいずれかに記載の外壁の通気施工方
法において、前記通気シートと隣接する通気シートの間に通気シートが重ならないように
若干の隙間を設け、前記通気シートの上又は下から前記通気シートの隙間を覆うようにし
て、前記防水シートを貼着することを特徴としている。
【００２８】
　このような構成を有する本発明によれば、前記通気シート間に若干の隙間を設けるよう
にしたので、通気シートを貼着する際、通気シートの重なりにだけ注意して貼着すればよ
く、通気シート間の隙間は気にかけずに行うことが可能で、施工作業が大変向上する。ま
た、通気シートが重なることによる膨れが原因で仕上げモルタル層に膨れが発生する恐れ
がなくなる。しかも、前記隙間が若干であるので、仕上げモルタル層の下部における隙間
空間が小さくて済む。従って、外部からの負荷によって仕上げモルタル層にクラックやひ
び割れが発生する恐れがなく、極めて簡単な施工で、表面仕上げモルタル層の耐久性能に
優れ、しかも、高い通気性能と結露防止機能を有する通気外壁構造が安価に可能となる。
【００２９】
　また、前記隙間が通気層の役目も果たす。この場合、通気シートの縦方向（長さ方向）
、及び、横方向（幅方向）にも前記隙間が形成されており、空気が縦方向のみならず横方
向にも移動できるので通気性能にとって好適である。
【００３０】
　請求項４に記載の発明は請求項１～請求項３のいずれかに記載の外壁の通気施工方法に
おいて、前記通気シートが、交互に突条部と凹条部が連続して形成され断面視連続凹凸型
形状を有する半硬質又は硬質の波型シートからなることを特徴としている。
【００３１】
　このような構成を有する本発明によれば、前記通気シートが半硬質又は硬質の波型シー
トからなるので、下地構造体と仕上げモルタル層との間にモルタル層の耐久性に支障をき
たすような隙間空間がほんど生じることがなく、従って、外部から負荷がかかってもモル
タル仕上げ層にクラックやひび割れが発生する恐れがない。すなわち、前記通気シートが
交互に突条部と凹条部が連続して形成され断面視連続凹凸型形状を有する半硬質又は硬質
の通気シートであるので、ラス網やモルタル下地合板に塗布されたモルタル層が通気層を
潰す恐れもない。従って、通気路が確実に確保でき、簡単な施工にもかかわらず、高い通
気性能と結露防止機能を確保できる通気外壁構造が安価に可能となる。
【００３２】
　請求項５に記載の発明は、請求項１～請求項４のいずれかに記載の外壁の通気施工方法
において、通気シートの前記波形シートの片面に補強シートが設けられていることを特徴
としている。
【００３３】
　このような構成を有する本発明によれば、前記波形通気シートの片面に設けられた補強
シートの働きで、上からの負荷が加わっても、波形通気シートが押し潰される恐れがなく
、波形形状が維持できる。従って、通気路が確実に確保できる。さらに、波形通気シート
が押し潰されることがないので、モルタル層との間に隙間ができるということもなくなり
、モルタル層にヒビ割れやクラックが発生するといった問題も減少する。
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【００３４】
　請求項６に記載の発明は、請求項１～請求項５のいずれかに記載の外壁の通気施工方法
において、通気シートの前記波形シートが多層構造であることを特徴としている。
【００３５】
　このような構成を有する本発明によれば、波形シートが多層構造であるので通気性能及
び波形シートの強度耐久性にとって、よりいっそう好適である。すなわち波形シートが多
層構造であるので、層によって波型の方向を変えることができ、トータル的に通気の方向
を上下左右いずれの方向も同時に可能にできるとともに、断面形状も堅固になり、変形し
にくくなる。
【発明の効果】
【００３６】
　請求項１に記載の発明によれば、木造住宅において、ラス網を用いたモルタル仕上げに
よる外壁材で、しかも、通気機能及び結露防止機能を有する外壁構造を施工する際、前記
下地構造体の表面に通気シートを貼着する時、通気受材としての縦胴縁を取り付ける必要
がなく、従って、縦胴縁間に幅寸法をぴったりと合わせて通気シートを裁断し縦胴縁間に
隙間なく納める手間も不要である。ただ、通気シートの重なりが生じないように注意すれ
ばよく、通気シートの貼着作業に精度を必要としない。従って、施工性が向上し施工費用
も安価に済む。さらに、通気受材としての縦胴縁を取り付ける必要がないので仕上げモル
タル層がコテ塗り時のコテの圧力によってラス網とともに撓み、通気路の内部にまで入り
込み、せっかくの通気路を潰すという恐れがなく、高い通気性能と結露防止機能を確保す
ることができる。
【００３７】
　請求項２に記載の発明によれば、木造住宅において、ラス網を用いず、モルタル下地材
を用いたモルタル仕上げによる外壁材で、しかも、通気機能及び結露防止機能を有する外
壁構造を施工する際、前記下地構造体の表面に通気シートを貼着する時に通気受材として
の縦胴縁を取り付ける必要がなく、従って、縦胴縁間に幅寸法をぴったりと合わせて通気
シートを裁断し縦胴縁間に隙間なく納める手間も不要である。ただ、通気シートの重なり
が生じないようにだけ注意すればよく、通気シートの貼着作業に精度を必要としない。従
って、施工性が向上し施工費用も安価に済む。さらに、通気受材としての縦胴縁を取り付
ける必要がないのでモルタル下地材が薄い場合、仕上げモルタル層の重みとコテ塗り時の
コテの圧力によって、モルタル下地材が撓み、通気層が潰されるといった恐れがなく、高
い通気性能と結露防止機能を確保することができる。
【００３８】
　請求項３に記載の発明によれば、前記通気シート間に若干の隙間を設けるようにしたの
で、通気シートを貼着する際、通気シートの重なりにだけ注意して貼着すればよく、通気
シート間の隙間は気にかけずに行うことが可能で、施工作業が大変向上する。また、通気
シートが重なることによる膨れが原因で仕上げモルタル層に膨れが発生する恐れがなくな
る。しかも、前記隙間が若干であるので、仕上げモルタル層の下部における隙間空間が小
さくて済み、しかも、前記隙間が通気層の役目も果たす。従って、外部からの負荷によっ
て仕上げモルタル層にクラックやひび割れが発生する恐れがなく、極めて簡単な施工で、
表面仕上げモルタル層の耐久性能に優れ、しかも、高い通気性能と結露防止機能を有する
通気外壁構造が安価に可能となる。
【００３９】
　請求項４に記載の発明によれば、前記通気シートが半硬質又は硬質の波型シートからな
るので、下地構造体と仕上げモルタル層との間にモルタル層の耐久性に支障をきたすよう
な隙間空間がほんど生じることがなく、従って、外部から負荷がかかってもモルタル仕上
げ層にクラックやひび割れが発生する恐れがない。すなわち、前記通気シートが交互に突
条部と凹条部が連続して形成され断面視連続凹凸型形状を有する半硬質又は硬質の通気シ
ートであるので、ラス網やモルタル下地合板に塗布されたモルタル層が通気層を潰す恐れ
がない。従って、通気路が確実に確保でき、簡単な施工にもかかわらず、高い通気性能と
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結露防止機能を確保できる通気外壁構造が安価に可能となる。
【００４０】
　請求項５に記載の発明によれば、前記波形通気シートの片面に設けられた補強シートの
働きで、上からの負荷が加わっても、押し潰される恐れがなく、波形形状が維持できる。
従って、通気路が確実に確保でき、モルタル層との間に隙間ができるということもなくな
り、モルタル層にヒビ割れやクラックが発生するといった問題も減少する。
【００４１】
　請求項６に記載の発明によれば、波形シートが多層構造であるので通気性能及び波形シ
ートの強度耐久性にとって、よりいっそう好適である。すなわち波形シートが多層構造で
あるので、層によって波型の方向を変えることができ、トータル的に通気の方向を上下左
右いずれの方向も同時に可能にできるとともに、断面形状も堅固になり、変形しにくくな
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　本発明の詳細を図面に従って説明する。図１は本発明の外壁の通気施工方法を施した第
一実施形態における外壁構造の一部切欠正面図、図２は図１におけるＡ－Ａ線水平断面図
、図３は図１のＢ－Ｂ線垂直断面図である。図４は本発明の外壁の通気施工方法を施した
第二実施形態における外壁構造の一部切欠正面図、図５は図４のＡ－Ａ線水平断面図、図
６は図４のＢ－Ｂ線垂直断面図である。図７は本発明の外壁の通気施工方法を施した外壁
構造の要部拡大水平断面図である。図８は本発明の通気シートの一例を示す断面図である
。（イ）は単層構造の通気シートを示し、（ロ）は多層構造で且つ一層目と二層目が平行
している構造を示し、（ハ）は多層構造で且つ一層目と二層目が直交している構造を示し
ている。この図８の（ハ）における断面図は、多層構造の上の層の突条部Ｔの箇所で切断
した場合の断面図である。
【００４３】
　図中に示す符号は、１は木質の外壁構造における下地構造体を示す。２は板材、３は通
気シート、４は防水シート、５はラス網、６はモルタル下地材、７はモルタル層、８は縦
構造材、９は横構造材、１０は基礎、１１は断熱材、１２は内装材を示す。また、Ｇは外
壁材、Ｔは通気シートの突条部、Ｕは通気シートの凹条部、Ｓは通気シート間の隙間、Ｈ
は補強シート、Ｃは波形シートを示す。
【００４４】
　図１～図３において、本発明の第一実施形態を示す。本発明の外壁の通気施工方法の第
一実施形態について、木造軸組工法の場合の例で説明する。本発明の第一実施形態におけ
る通気施工方法は、第一工程として、縦方向の構造材８として、柱を０．５間（約９００
ｍｍ）の間隔で設け、該柱間の略中央に間柱を設置する。また、横方向の構造材９として
、胴差、胴縁、土台等の横架材を設置し、木造の構造躯体を形成する。そして、第二工程
として前記構造躯体の内部に断熱材１１を設け、その上に板材２を張り付け下地構造体１
を形成する。次に第三工程として前記下地構造体１の室外側となる表面に本発明の通気シ
ート３を貼着しその上に防水シート４を貼着する。続いて、第四工程として前記防水シー
ト４の上からラス網５を設ける。次に第五工程として前記ラス網５の上に所定の厚みの仕
上げモルタル層７を設ける。本発明の外壁の通気施工方法の第一実施形態は、このように
前記第一工程から第五工程までをこの順序で施工する。
【００４５】
　本発明の第一実施形態において、上記の施工方法は、木造軸組工法の例で説明したが、
木造枠組壁工法（ツーバイフォー工法）の場合も基本的に同じである。但し、第一工程に
おいて、前記下地構造体１を構成する縦構造材８として、木造枠組壁工法（ツーバイフォ
ー工法）の場合は、縦枠（スタッド）の側面どうしを２～３本合わせ、見付面を太くし、
０．５間（約９００ｍｍ）間隔で設置し、その間に縦枠（スタッド）を設置する。また、
横方向の構造材９として、上枠、下枠、端根太、土台等の横架材を設置し木造の構造躯体
を形成する。第２工程以下は同様である。前記構造躯体の内部に断熱材１１を設け、その



(9) JP 2009-30226 A 2009.2.12

10

20

30

40

50

上に板材２を張り付け下地構造体１を形成する。
【００４６】
　前記第一実施形態において、柱、間柱、胴差、胴縁、土台、縦枠、上下枠、端根太等は
木造軸組工法又はツーバイフォー工法で従来から用いられている材料でよい。また、断熱
材１１、板材２等も従来のものでよく、板材２として、木質の構造用合板、ＯＳＢパネル
、がよく用いられるが、木質以外の無機材料パネルからなる不燃材や準不燃材等であって
もよい。
【００４７】
　このように、本発明の第一実施形態における木造住宅において、ラス網５を用いた仕上
げモルタル層７による外壁材で、しかも、通気機能及び結露防止機能を有する外壁構造を
施工する際、前記下地構造体１の表面に通気シート３を貼着するに際して、通気受材とし
ての縦胴縁を取り付ける必要がなく、従って、縦胴縁間に幅寸法をぴったりと合わせて通
気シート３を裁断し、縦胴縁間に隙間なく納める手間も不要である。
【００４８】
　ただ、通気シート３の重なりが生じないように、また、通気シート３間に大きな隙間Ｓ
が生じないようにだけ注意すればよく、通気シート３の貼着作業に精度を必要としない。
従って、施工性が著しく向上し施工費用も安価に済む。さらに、通気受材としての縦胴縁
を取り付ける必要がないので仕上げモルタル層７がコテ塗り時のコテの圧力によってラス
網５とともに撓み、通気路Ｐの内部にまで入り込み、せっかくの通気路Ｐを潰すという恐
れがなく、高い通気性能と結露防止機能を確保することができる。
【００４９】
　図４～図６において、本発明の第二実施形態を示す。本発明の外壁の通気施工方法の第
二実施形態について、木造軸組工法の場合の例で説明する。本発明の第二実施形態におけ
る通気施工方法は、第一工程として、縦方向の構造材８として、柱を０．５間（約９００
ｍｍ）の間隔で設け、該柱間の略中央に間柱を設置する。また、横方向の構造材９として
、胴差、胴縁、土台等の横架材を設置し、木造の構造躯体を形成する。そして、第二工程
として前記構造躯体の内部に断熱材１１を設け、その上に板材２を張り付け下地構造体１
を形成する。次に第三工程として前記下地構造体１の室外側となる表面に本発明の通気シ
ート３を貼着しその上に防水シート４を貼着するか、又は、防水シート４を貼着しその上
に通気シート３を貼着する。続いて、第四工程として前記防水シート４又は通気シート３
の上にモルタル下地材６を設ける。次に第五工程として前記モルタル下地材６の上に所定
の厚みの仕上げモルタル層７を設ける。本発明の外壁の通気施工方法の第二実施形態は、
このように前記第一工程から第五工程までをこの順序で施工する。
【００５０】
　本発明の第二実施形態において、上記の施工方法は、木造軸組工法の例で説明したが、
木造枠組壁工法（ツーバイフォー工法）の場合も基本的に同じである。但し、第一工程に
おいて、前記下地構造体１を構成する縦構造材８として、木造枠組壁工法（ツーバイフォ
ー工法）の場合は、縦枠（スタッド）の側面どうしを２～３本合わせ、見付面を太くし、
０．５間（約９００ｍｍ）間隔で設置し、その間に縦枠（スタッド）を設置する。また、
横方向の構造材９として、上枠、下枠、端根太、土台等の横架材を設置し木造の構造躯体
を形成する。第二工程以下は同様である。前記構造躯体の内部に断熱材１１を設け、その
上に板材２を張り付け下地構造体１を形成する。
【００５１】
　前記第二実施形態において、柱、間柱、胴差、胴縁、土台、縦枠、上下枠、端根太等は
木造軸組工法又はツーバイフォー工法で従来から用いられている材料でよい。また、断熱
材１１、板材２等も従来のものでよく、板材２として、木質の構造用合板、ＯＳＢパネル
、がよく用いられるが、木質以外の無機材料パネルからなる不燃材や準不燃材等であって
もよい。
【００５２】
　このように、本発明の第二実施形態における木造住宅において、ラス網５を用いず、モ
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ルタル下地材６の上に仕上げモルタル層７を塗工して形成された外壁材で、しかも、通気
機能及び結露防止機能を有する外壁構造を施工する際、前記下地構造体１の表面に通気シ
ート３を貼着する際、通気受材としての縦胴縁を取り付ける必要がなく、従って、縦胴縁
間に幅寸法をぴったりと合わせて通気シート３を裁断し縦胴縁間に隙間なく納める手間も
不要である。ただ、通気シート３の重なりが生じないように、また、通気シート３間に大
きな隙間が生じないようにだけ注意すればよく、通気シート３の貼着作業に精度を必要と
しない。従って、施工性が著しく向上し施工費用も安価に済む。
【００５３】
　次に図１～図６において、本発明の通気シート３は隣接する通気シート３間に隙間Ｓが
積極的に設けられている。前記隙間Ｓは通気シート３の縦方向（長さ方向）と横方向（幅
方向）の両方に設けることが好ましい。通気シート３が重ならないようにだけ注意すれば
よく、従って、施工性が大幅に向上する。
【００５４】
　さらに、空気が通気シート３間の縦横の隙間Ｓを流通するので通気性能と結露防止機能
にとって好適である。また、通気シート３間の隙間のうち、少なくとも縦方向には前記隙
間Ｓを設ける（高さ方向の上部位置にある通気シート３と下部位置にある通気シート３の
間に設けられた間口方向に形成された隙間Ｓを設ける）ようにするとよい。そうすること
で、施工性向上とともに通気性能の向上にも寄与する。しかし、前記したように縦方向及
び横方向の両方に前記隙間Ｓを設けると通気性能と結露防止機能にとって極めて好適であ
る。
【００５５】
　次に図１～図６に示す本発明の外壁の通気施工方法における第一及び第二実施形態にお
いて用いられる通気シート３の施工状態の細部及び通気シート３の詳細を図７及び図８に
従って以下に述べる。
【００５６】
　図７は本発明の外壁の通気施工方法を施した外壁構造の要部拡大水平断面図を示す。第
二実施形態、すなわち、ラス網５を用いずにモルタル下地材６を用いた例で示す。さらに
詳しくは本例に示す第二実施形態では、通気シート３の上に防水シート４を張り付けその
上にモルタル下地材６を設ける例で示す。防水シート４の上に通気シート３を張り付け、
その上にモルタル下地材６を設ける例でも基本は同様である。ラス網５を用いた第一実施
形態の例でも基本は同様である。
【００５７】
　本発明の通気シート３は交互に突条部Ｔと凹条部Ｕとが連続して繰り返して形成され、
断面視連続凹凸型形状を有しており、主として波形シートＣで構成されている。前記突条
部Ｔと凹条部Ｕとによって通気路Ｐが形成されている。通気シート３を下地の板材２表面
に貼着したのち前記通気路Ｐが外気や湿気の通り道となる。さらに、前記通気シート３は
半硬質又は硬質の波形シートＣである。
【００５８】
　また、前記通気シート３は、シートの厚み方向に対して少なくとも透湿性を有している
方が好ましい。しかし、前記透湿性がなくても、通気シート３の隙間Ｓから空気が横方向
に移動できるので必ずしも透湿性は必要ないが有った方が通気性能にとって好適である。
【００５９】
　また、好適な材質としては、一例として、Ｋ５、Ｋ６の材質の厚紙を例えばダンボール
中芯用にＡフルートの形状に波型に加工したものを用意し、これに、透湿性能を確保しつ
つ耐水性能が向上するように撥水処理等が施されたものを挙げることができる。もちろん
防蟻処理や防黴処理、難燃処理がなされる場合もある。いずれにしても既存のダンボール
が利用できるので安価に仕上る。
【００６０】
　また、前記ダンボール中芯表面に、ポリエチレン樹脂フィルム、ポリプロピレン樹脂フ
ィルム、ウレタン樹脂フィルム、等のラミネート加工を施したものを挙げることができる
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。その際、透湿性を保持できれば好適である。また、前記厚紙などの天然繊維シートの代
わりに、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、アクリル樹脂等の合成繊維系不
織布や多孔性のプラスティック系、金属系、ガラス系などの無機性シートを用い、前記フ
ルート形状に波型加工を施したものに透湿性能を確保したもの等が好適なものとして例示
できる。
【００６１】
　本発明の通気シート３が、通気シート３の下部にある板材２と通気シート３の上にある
外壁材Ｇとの間で、外壁材Ｇを張り付ける際の釘打ち作業による衝撃と負荷を直接受ける
ことになり、圧縮力が加わることになる。このため通気シート３は、所定の形状保持強度
が要求される。通常の外壁施工時における釘打ち施工の際の衝撃力や圧力を考慮すると、
本発明の通気シート３は硬質材料であることが望ましい。
【００６２】
　一方、通気シート３の裏面の板材２が全くの平坦面であるとは限らず、少なからず不陸
が生じている。そのため、通気シート３は所定の硬度よりも硬いと施工しづらいばかりで
なく、通気シート３を貼着した上から防水シート４を貼着した際、又は、防水シート４を
貼着した上から通気シート３を貼着した際、凹凸が生じてしまい、ひいては、仕上げモル
タル層７において、モルタル仕上げ表面に膨れが生じる原因となる。このため、本発明の
通気シート３は、ある程度の柔軟性も合わせ持つことが望ましい。
【００６３】
　そのため、本発明の通気シート３は、半硬質又は硬質の材質であることが好適である。
通気シート３の形状保持強度、すなわち、耐圧縮力は０．０１～０．３Ｎ／ｍｍ２の範囲
であることが好適である。
【００６４】
　さらに、前記通気シート３が半硬質又は硬質であるので、下地構造体１と仕上げモルタ
ル層７との間にモルタル層の耐久性に支障をきたすような隙間空間がほんど生じることが
なく、従って、外部から負荷がかかってもモルタル仕上げ層７にクラックやひび割れが発
生する恐れがない。
【００６５】
　さらに、前記通気シート３が交互に突条部Ｔと凹条部Ｕが連続して形成され断面視連続
凹凸型形状を有しており、このような波形シートＣで構成されているので、通気路Ｐが確
実に確保でき、簡単な施工にもかかわらず、高い通気性能と結露防止機能を確保できる。
【００６６】
　すなわち、前記下地構造体１の板材２の室外側表面に前記通気シート３又は防水シート
４を貼着すると、前記したように、通気シート３又は防水シート４の突条部Ｔと凹条部Ｕ
とが連続して繰り返す断面視連続凹凸型形状によって、外壁の下地構造体１の室外側の表
面と、外壁材Ｇの裏面側との間に通気路Ｐが、下地構造体１の上下方向に沿って形成され
、通気路Ｐが外気や湿気の通り道となる。通気路Ｐの上下端部は建物外部に向けて開口し
ており、開口部（図示せず）が形成されている。
【００６７】
　室内に充満した湿気は一部内装材１２を通過し、さらに板材２を通過し、前記通気路Ｐ
を通って、上下端隙間部から建物の外部へ放出される。また、外壁材表面から入った湿気
も同様に前記通気路Ｐの上下方向の空気の流れに沿って上下端の開口部から排出される。
このことによって、壁体内部に余分な湿気は滞留せず、その結果、結露が発生するのを有
効に防止できる。従って、施工後長期間経っても、壁体内部に湿気が溜まるというような
ことがなく、結露しないので、壁体内部が腐朽することもなく長期耐久性に優れた外壁構
造が可能となる。
【００６８】
　前記通気シート３を板材２の室外側の表面に直接又は防水シートの上から施工する際、
前記通気路Ｐを建物の外壁下地構造体１の上下方向に沿う方向になるように注意して、タ
ッカー等の機械的手段で貼着するとよい。また、通気シート３は所定の幅寸法及び長さ寸
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法を有する波形シート状の材料であるので、通気シート３と上下方向（建物の高さ方向）
及び又は横方向（建物の間口方向）に複数枚の通気シート３を繋ぐようにして貼着するこ
とになるが、本発明の通気シート３を用いる場合は、必ずしもぴったりと隙間なく貼着す
る必要はない。本発明の通気シート３を用いる場合は、通気シート３どうしの重なりがな
いようにだけ注意して、むしろ、通気シート３の縦横方向において、隙間Ｓを積極的に開
けるようにして貼着する方がよい。この方が貼着する際の手間が簡略化でき施工費用が安
価に済む。さらに、隙間Ｓを設けたほうが通気性能と結露防止機能にとって好適である。
【００６９】
　また、通気シート３間に隙間Ｓが生じていても、通気シート３の上又は下に防水シート
４が前記隙間Ｓを覆うようにして設けられているので、外部からの雨水等が侵入する恐れ
はない。
【００７０】
　すなわち、通気シート３間に若干の隙間Ｓを設けるようにしたので、通気シート３が重
なることによる膨れが原因で、仕上げモルタル層７に膨れが発生するといった恐れがない
。しかも、前記隙間Ｓが若干であるので仕上げモルタル層７の下部における隙間空間が小
さくて済み、従って、外部からの負荷によって仕上げモルタル層７にクラックやひび割れ
が発生する恐れがなく、極めて簡単な施工で、表面仕上げモルタル層７の耐久性能に優れ
、しかも、高い通気性能と結露防止機能を有する通気外壁構造が安価に可能となる。しか
も、通気シート３の貼着時の通気シート３間の隙間Ｓの発生を気にせず施工できるので施
工作業性が格段に向上する。
【００７１】
　また隙間Ｓはその上に貼る外壁が堅固に固定される限りいくら離しても良いが、通常は
０．５ｍｍ～３０ｍｍ程度が好ましい。
【００７２】
　前記防水シート４としては、透湿性能と防水性能を有する、いわゆる透湿防水シートが
好適である。ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、天然ゴム、合成ゴム、ウレタン樹
脂等からなる透湿防水性能を有する単層又は複合シートで透湿抵抗が０．０１～１０ｍ２

・ｈ・ｍｍＨｇ／ｇ程度のものが好適なものとして例示できる。
【００７３】
　本発明の第二実施形態は、前記通気シート３又は防水シート４の上に、モルタル下地材
６を張り付け、その上に仕上げモルタル層７を設けて外壁材Ｇを構成し、仕上げする施工
方法である。また、図７では図示しないが、本発明の第一実施形態は、前記防水シート４
の上から、ラス網５を介して仕上げモルタル層７を設け、外壁材Ｇを構成し、仕上げする
施工方法である。このラス網５は従来から用いられているものでよくメタルラス、リブラ
ス、ワイヤラスなどが揚げられる。また、その上に仕上げ塗りされるモルタル層７も従来
からあるものでよく、ポルトランドセメント１に対し砂３の、いわゆる、１：３モルタル
や、プラスティック系の発泡体の粒状物やパーライト等の鉱物系発泡体を骨材とした軽量
モルタルなどがある。
【００７４】
　図８は本発明の通気シート３の一例を示す断面図で、（イ）は単層構造、（ロ）は多層
構造で且つ一層目と二層目が平行している構造、（ハ）は多層構造で且つ一層目と二層目
が直交している構造を示している。本発明の通気シート３は、外壁材Ｇによって上から負
荷を受けることが多い。従って、波形シートＣの凹条部Ｕ、突条部Ｔが潰れる恐れもあり
、これを防止し波形形状を維持するために補強シートＨが前記波形シートＣの片面に設け
られている。この補強シートＨの材質は波型シートＣと同質材以外に、ポリエチレン樹脂
、ポリプロピレン樹脂、ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂等のフィルムが強度、コスト等
を考慮して好適である。上記単層構造の通気シートＣに比べて多層構造のものの方が、通
気性能にとって、よりいっそう好適である。また、多層構造で且つ一層目と二層目が直交
している構造のものであると、通気路Ｐが縦横両方向に同時に設けることができるので、
通気性能にとって、よりいっそう好適である。また、断面形状も堅固になり、変形しにく
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【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明の外壁通気施工方法の第一実施形態による外壁構造の正面図。
【図２】図１におけるＡ－Ａ線水平断面図。
【図３】図１におけるＢ－Ｂ線垂直断面図。
【図４】本発明の外壁通気施工方法の第二実施形態による外壁構造の正面図。
【図５】図４におけるＡ－Ａ線水平断面図。
【図６】図４におけるＢ－Ｂ線垂直断面図。
【図７】本発明の外壁通気施工方法を施した外壁構造の要部拡大水平断面図。
【図８】本発明の通気シートの一例を示す断面図。（イ）単層構造。（ロ）多層平行構造
。（ハ）多層直交構造。
【符号の説明】
【００７６】
　　　１　　　下地構造体
　　　２　　　板材
　　　３　　　通気シート
　　　Ｔ　　　突条部
　　　Ｕ　　　凹条部
　　　Ｐ　　　通気路
　　　４　　　防水シート
　　　５　　　ラス網
　　　６　　　モルタル下地材
　　　７　　　仕上げモルタル層
　　　８　　　縦構造材
　　　９　　　横構造材
　　　１０　　基礎
　　　１１　　断熱材
　　　１２　　内装材
　　　Ｇ　　　外壁材
　　　Ｓ　　　隙間
　　　Ｈ　　　補強シート
　　　Ｃ　　　波形シート
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