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(57)【要約】
【課題】複数の建築用壁パネル同士を適切に隣接配置し
て外壁を構築でき、その結果、外壁の施工性を、延いて
は建物の施工性を向上させることが可能な建物の外壁構
造を提供することを目的とする。
【解決手段】建物１０の外壁には複数のコーナー部があ
り、当該コーナー部は、平面視において直交方向に隣接
配置される複数の建築用壁パネル１２，１３によって形
成されており、コーナー部を形成する複数の建築用壁パ
ネル１２，１３のうち一方の建築用壁パネル１３は、枠
材としてコーナー部に立設されるとともに上下方向に長
尺に形成された、隅柱に相当するコーナー用縦枠材１３
ｄを備えており、複数の建築用壁パネル１２，１３のう
ち他方の建築用壁パネル１２は、コーナー部側の端面が
コーナー用縦枠材１３ｄに当接固定されている。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸組材に相当する枠材と、当該枠材に接合されて組み込まれる組込枠と、当該組込枠の
正面に設けられる面材と、を備える建築用壁パネルによって建物の外壁を構築してなる建
物の外壁構造において、
　前記建物の外壁には複数のコーナー部があり、当該コーナー部は、平面視において直交
方向に隣接配置される複数の前記建築用壁パネルによって形成されており、
　前記コーナー部を形成する前記複数の建築用壁パネルのうち一方の前記建築用壁パネル
は、前記枠材として前記コーナー部に立設されるとともに上下方向に長尺に形成された、
隅柱に相当するコーナー用縦枠材を備えており、
　前記複数の建築用壁パネルのうち他方の前記建築用壁パネルは、前記コーナー部側の端
面が前記コーナー用縦枠材に当接固定されていることを特徴とする建物の外壁構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の建物の外壁構造において、
　前記他方の建築用壁パネルは、前記コーナー部側に位置する前記組込枠および前記面材
を備え、これら組込枠および面材の前記コーナー部側の端面が前記コーナー用縦枠材に当
接固定されていることを特徴とする建物の外壁構造。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の建物の外壁構造において、
　前記建物の外壁には直線部があり、当該直線部は、平面視において一直線上に隣接配置
される複数の前記建築用壁パネルによって形成されており、
　隣接する一方の前記建築用壁パネルと他方の建築用壁パネル自体の境界の位置に対して
、これら一方の建築用壁パネルにおける前記面材と他方の建築用壁パネルにおける前記面
材との境界の位置が、いずれか一方の前記建築用壁パネル側にずれていることを特徴とす
る建物の外壁構造。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の建物の外壁構造において、
　前記建物の外壁を形成する前記複数の建築用壁パネルにおける前記面材は、前記組込枠
よりも下方に突出しており、
　前記面材における下方に突出する下端部は、前記複数の建築用壁パネルが載置される土
台や梁等の下部構造の正面に被せられていることを特徴とする建物の外壁構造。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の建物の外壁構造において、
　前記建築用壁パネルは、前記枠材として、
　当該建築用壁パネルの上端縁部を形成する、梁等に相当する横枠材を備えることを特徴
とする建物の外壁構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建築用壁パネルを用いた建物の外壁構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、柱や梁等からなる住宅の骨組み、いわゆる軸組を形成し、この軸組に対して木質
系あるいは合成材系のパネルを組み合わせる軸組パネル工法が提案されている。このよう
な軸組パネル工法によって構築される建物は、軸組自体の強度とパネルによる面構造の強
度とを兼ね備えたものとなる。しかしながら、現場作業で、軸組とパネルの接合部等にお
ける位置合わせや接着作業は容易ではなく、工期や強度の点で問題が生じることがあった
。
　そこで、このような問題を解決すべく、枠体と柱材との片面または両面を面材で覆って
予めパネル化した建築用壁パネルに係る技術が開発されている（例えば特許文献１，２参
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照）。従来における建築用壁パネルによれば、柱材と、柱材に隣接する枠体と、片面また
は両面を覆う面材の同時施工が可能となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－１９６０１４号公報
【特許文献２】特開２００１－３１７１５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の建築用壁パネルによって建物の外壁を構築する場合は、複数の建築用壁パネルを
隣接配置することによって形成している。この時、予め面材の側端部を側方（隣接する建
築用壁パネル側）に突出させておけば、面材の側端部が、隣接する建築用壁パネルの柱材
に被さるので、この面材によって隣接する建築用壁パネル同士の一体化を図ることができ
るという利点がある。
　ところで、例えば、建物のコーナー部（隅角部：出隅、入隅）に設けられる隅柱は径の
太い柱材が用いられることが多い。そのため、このような場所に配置される建築用壁パネ
ルにおいて面材の側端部を突出させるには、隅柱の径に合わせて壁パネル自体の厚みを増
やすか、隅柱の径を細くするか、いずれかの対応を行わなければならない。すなわち、単
に面材の側端部を側方に突出させる構成を採用しても、コーナー部の納まりについて十分
に考慮する必要があった。また、このような問題はコーナー部だけでなく、外壁のうち建
築用壁パネル同士が隣接する様々な箇所において生じる場合も考えられる。そのため、建
築用壁パネルを用いて外壁を構築する場合に、複数の建築用壁パネル同士を適切に隣接配
置して外壁を構築したいという要望があった。このように複数の建築用壁パネル同士を適
切に隣接配置して外壁を構築できれば、結果的に外壁の施工性を、延いては建物の施工性
を向上させることができる。
【０００５】
　本発明の課題は、複数の建築用壁パネル同士を適切に隣接配置して外壁を構築でき、そ
の結果、外壁の施工性を、延いては建物の施工性を向上させることが可能な建物の外壁構
造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、例えば図１～図２１に示すように、軸組材に相当する枠材（
横枠材２、縦枠材５，６）と、当該枠材に接合されて組み込まれる組込枠３と、当該組込
枠３の正面に設けられる面材４と、を備える建築用壁パネル１（１１～２０）によって建
物１０の外壁を構築してなる建物１０の外壁構造において、
　前記建物１０の外壁には複数のコーナー部があり、当該コーナー部は、平面視において
直交方向に隣接配置される複数の前記建築用壁パネル１２，１３・１５，１６・１７，１
８・１１，２０によって形成されており、
　前記コーナー部を形成する前記複数の建築用壁パネル１２，１３・１５，１６・１７，
１８・１１，２０のうち一方の前記建築用壁パネル１３，１６，１８，２０は、前記枠材
として前記コーナー部に立設されるとともに上下方向に長尺に形成された、隅柱に相当す
るコーナー用縦枠材１３ｄ，１６ｄ，１８ｄ，２０ｄを備えており、
　前記複数の建築用壁パネル１２，１３・１５，１６・１７，１８・１１，２０のうち他
方の前記建築用壁パネル１２，１５，１７，１１は、前記コーナー部側の端面が前記コー
ナー用縦枠材１３ｄ，１６ｄ，１８ｄ，２０ｄに当接固定されていることを特徴とする。
【０００７】
　請求項１に記載の発明によれば、コーナー部を形成する複数の建築用壁パネル１２，１
３・１５，１６・１７，１８・１１，２０のうち一方の建築用壁パネル１３，１６，１８
，２０は、枠材としてコーナー部に立設されるとともに上下方向に長尺に形成された、隅
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柱に相当するコーナー用縦枠材１３ｄ，１６ｄ，１８ｄ，２０ｄを備えているので、この
一方の建築用壁パネル１３，１６，１８，２０をコーナー部に設置すれば、隅柱に相当す
るコーナー用縦枠材１３ｄ，１６ｄ，１８ｄ，２０ｄを同時施工することができる。
　また、複数の建築用壁パネル１２，１３・１５，１６・１７，１８・１１，２０のうち
他方の建築用壁パネル１２，１５，１７，１１は、コーナー部側の端面がコーナー用縦枠
材１３ｄ，１６ｄ，１８ｄ，２０ｄに当接固定されているので、一方の建築用壁パネル１
３，１６，１８，２０に対して他方の建築用壁パネル１２，１５，１７，１１を当接固定
するだけで建物１０のコーナー部を形成できる。
　このようにしてコーナー部を形成することができれば、例えばコーナー用縦枠材１３ｄ
，１６ｄ，１８ｄ，２０ｄの径が太く設定されていたとしても、複数の建築用壁パネル１
２，１３・１５，１６・１７，１８・１１，２０同士を適切に隣接配置することができる
ので、コーナー部を形成する際の不具合が生じにくく、外壁の施工性を向上させることが
できる。延いては建物１０の施工性を向上させることができる。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、例えば図１９（ａ），（ｂ）に示すように、請求項１に記載
の建物１０の外壁構造において、
　前記他方の建築用壁パネル１７は、前記コーナー部側に位置する前記組込枠１７ｂおよ
び前記面材１７ｃを備え、これら組込枠１７ｂおよび面材１７ｃの前記コーナー部側の端
面が前記コーナー用縦枠材１８ｄに当接固定されていることを特徴とする。
【０００９】
　請求項２に記載の発明によれば、他方の建築用壁パネル１７は、コーナー部側に位置す
る組込枠１７ｂおよび面材１７ｃを備え、これら組込枠１７ｂおよび面材１７ｃのコーナ
ー部側の端面がコーナー用縦枠材１８ｄに当接固定されているので、組込枠１７ｂおよび
面材１７ｃのコーナー部側の端面とコーナー用縦枠材１８ｄの側面とを接触させて確実に
固定することができる。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、例えば図７～図１７に示すように、請求項１または２に記載
の建物１０の外壁構造において、
　前記建物１０の外壁には直線部があり、当該直線部は、平面視において一直線上に隣接
配置される複数の前記建築用壁パネル（１１，１２等）によって形成されており、
　隣接する一方の前記建築用壁パネル１１と他方の建築用壁パネル１２自体の境界の位置
に対して、これら一方の建築用壁パネル１１における前記面材１１ｃと他方の建築用壁パ
ネル１２における前記面材１２ｃとの境界の位置が、いずれか一方の前記建築用壁パネル
１１（１２）側にずれていることを特徴とする。
【００１１】
　請求項３に記載の発明によれば、直線部において隣接する一方の前記建築用壁パネル１
１と他方の建築用壁パネル１２自体の境界の位置に対して、これら一方の建築用壁パネル
１１における面材１１ｃと他方の建築用壁パネル１２における面材１２ｃとの境界の位置
が、いずれか一方の建築用壁パネル１１（１２）側にずれているので、一方の建築用壁パ
ネル１１と他方の建築用壁パネル１２とを隣接配置した時に、隣接する面材１１ｃ，１２
ｃの一方は建築用壁パネル１１の側端面から突出し、他方は建築用壁パネル１２の側端面
よりも引っ込んだ状態となる。すなわち、突出した面材１１ｃが、隣接する建築用壁パネ
ル１２の正面に被さった状態となる。このように正面に被さった面材１１ｃを、隣接する
建築用壁パネル１２の正面に固定すれば、隣接する建築用壁パネル１１，１２同士を、面
材１１ｃ，１２ｃを介して一体化することができるので、外壁の強度を向上させることが
できる。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、例えば図１，図２，図８～図１７等に示すように、請求項１
～３のいずれか一項に記載の建物１０の外壁構造において、
　前記建物１０の外壁を形成する前記複数の建築用壁パネル１（１１～２０）における前
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記面材４は、前記組込枠３よりも下方に突出しており、
　前記面材４における下方に突出する下端部は、前記複数の建築用壁パネル１（１１～２
０）が載置される土台２１ｂや梁等の下部構造の正面に被せられていることを特徴とする
。
【００１３】
　請求項４に記載の発明によれば、面材４における下方に突出する下端部は、複数の建築
用壁パネル１（１１～２０）が載置される土台２１ｂや梁等の下部構造の正面に被せられ
ているので、このように正面に被さった面材１１ｃ～２０ｃを、土台２１ｂや梁等の下部
構造の正面に固定すれば、上下に隣接する建築用壁パネル１（１１～２０）と下部構造同
士を、面材４を介して一体化することができる。これによって、外壁の強度を向上させる
ことができる。
【００１４】
　請求項５に記載の発明は、例えば図１～図６，図８～図１７等に示すように、請求項１
～４のいずれか一項に記載の建物１０の外壁構造において、
　前記建築用壁パネル１（１１～２０）は、前記枠材として、
　当該建築用壁パネル１（１１～２０）の上端縁部を形成する、梁等に相当する横枠材２
を備えることを特徴とする。
【００１５】
　請求項５に記載の発明によれば、建築用壁パネル１（１１～２０）は、枠材として、当
該建築用壁パネル１（１１～２０）の上端縁部を形成する、梁等に相当する横枠材２を備
えるので、複数の建築用壁パネル１（１１～２０）を隣接配置して外壁を形成する際に、
梁に相当する部分を同時施工することができる。これによって、梁の施工に係る手間を軽
減できるので、従来に比して施工性を向上させることが可能となる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、複数の建築用壁パネル同士を適切に隣接配置して外壁を構築でき、そ
の結果、外壁の施工性を、延いては建物の施工性を向上させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】面材の表示を省略した場合の建築用壁パネルの一例を示す正面図である。
【図２】面材を表示した場合の建築用壁パネルの一例を示す正面図である。
【図３】面材の表示を省略した場合の建築用壁パネルの構成の複数のパターンを説明する
図である。
【図４】面材の表示を省略した場合の建築用壁パネルの構成の複数のパターンを説明する
図である。
【図５】面材の表示を省略した場合の建築用壁パネルの構成の複数のパターンを説明する
図である。
【図６】面材の表示を省略した場合の建築用壁パネルの構成の複数のパターンを説明する
図である。
【図７】複数の建築用壁パネルによって形成された外壁を示す平面図である。
【図８】建築用壁パネルの一例を示す正面図である。
【図９】建築用壁パネルの一例を示す正面図である。
【図１０】建築用壁パネルの一例を示す正面図である。
【図１１】建築用壁パネルの一例を示す正面図である。
【図１２】建築用壁パネルの一例を示す正面図である。
【図１３】建築用壁パネルの一例を示す正面図である。
【図１４】建築用壁パネルの一例を示す正面図である。
【図１５】建築用壁パネルの一例を示す正面図である。
【図１６】建築用壁パネルの一例を示す正面図である。
【図１７】建築用壁パネルの一例を示す正面図である。
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【図１８】建築用壁パネルの基礎への取付状態を示す断面図である。
【図１９】建築用壁パネル同士の連結構造を示す図である。
【図２０】建物の外壁と内壁と取り合い部分を示す断面図である。
【図２１】床板の取付状態を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図１～図２１を参照して本発明の実施の形態について説明する。
　各図において符号１は、住宅等の建物の壁を構成する建築用壁パネルを示す。この建築
用壁パネル１は、当該建築用壁パネル１の上端縁部を形成する、梁等に相当する横枠材２
と、横枠材２の下面に接合されることによって当該建築用壁パネル１に組み込まれる組込
枠３と、横枠材２と組込枠３の正面に跨って設けられる面材４と、を備える。
　すなわち、横枠材２と、組込枠３と、面材４と、を備えた形態の建築用壁パネル１が最
小の構成要素として建物の施工に用いられる。
【００１９】
　横枠材２は、梁や桁等に相当する水平方向に配置される軸組材を指している。すなわち
、横枠材２は、建築用壁パネル１の上端縁部を形成する横向きの枠材であると同時に、建
物を構成する要素である軸組材としても機能することになる。つまり、建物を施工する際
に建築用壁パネル１を設置すれば、横枠材２は、梁や桁に相当する水平方向の軸組材とし
て機能する。
　なお、横枠材２は、建築用壁パネル１の上端縁部を形成するものであり、一つの建築用
壁パネル１に一本の横枠材２が使用される。
【００２０】
　本実施の形態において組込枠３は、間隔を空けて配置された三本の縦材３ａと、これら
三本の縦材３ａの上端間および下端間を繋ぐ二本の横材３ｂと、を有する。これら縦材３
ａおよび横材３ｂは、細身の桟材（角材）である。
　なお、本実施の形態においては縦材３ａの数を三本、横材３ｂの数を二本としたが、こ
れに限られるものでなはなく、本実施の形態よりも少ない本数の縦材３ａおよび横材３ｂ
で組込枠３を形成してもよいし、本実施の形態よりも多い本数の縦材３ａおよび横材３ｂ
で組込枠３を形成してもよい。さらに、これら複数の縦材３ａと横材３ｂによって組込枠
３に開口部３ｃを形成してもよい。
　また、組込枠３は、横枠材２の長さに応じて使用される個数が決定されるものとする。
すなわち、組込枠３の使用個数は、横枠材２の長さに応じて一つまたは複数に設定されて
いる。
　さらに、組込枠３の幅寸法も、横枠材２の長さに応じて適宜変更可能である。この場合
、横材３ｂの長さを変更するとともに、縦材３ａの間隔または本数を適宜変更するものと
する。さらに、組込枠３を構成する縦材３ａや横材３ｂ自体の幅寸法も、建築用壁パネル
１の寸法に応じて、または強度維持のために適宜変更可能である。
【００２１】
　面材４は、例えば構造用合板やパーティクルボード等の板材が使用されている。
　なお、面材４は、横枠材２の長さに応じて使用される枚数が決定されるものとする。す
なわち、面材４の使用枚数は、横枠材２の長さに応じて一枚または複数枚に設定されてい
る。また、面材４は、その大きさ（面積）が使用される部位に応じて適宜変更され、その
厚みも適宜変更可能である。
　本実施の形態においては、図１，図２に示すように、適宜分割されており、横枠材２や
後述する縦枠材５，６に対して、釘やビス等の固定具によって固定されている。
　面材４は、建築用壁パネル１の設置位置に応じて、建築用壁パネル１（組込枠３）の側
端面よりも側方に突出する大きさに形成される。
　また、面材４の下端部は、建築用壁パネル１の設置位置に関わらず、建築用壁パネル１
（組込枠３、後述する縦枠材５，６）の下端面よりも下方に突出する大きさに形成される
。このような面材４における下方に突出する下端部は、複数の建築用壁パネル１が載置さ
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れる土台や梁等の下部構造の正面に被さった状態となる。
【００２２】
　上述のように、建築用壁パネル１は、横枠材２と、組込枠３と、面材４と、を備えた形
態のものが建物の施工に用いる最小の構成要素とされているが、その他の構成要素（部材
）を含んだ形態としてもよい。
　すなわち、その他の構成要素を含んだ建築用壁パネル１は、横枠材２に接合されるとと
もに上下方向に長尺に形成された、柱に相当する縦枠材５，６を備える。また、このよう
な縦枠材５，６に沿って組込枠３が配置・接合されている。
　縦枠材５，６は、柱に相当する垂直方向に配置される軸組材を指している。すなわち、
縦枠材５，６は、横枠材２の下方に延びるようにして横枠材２に接合されており、土台や
床に建築用壁パネル１が設置された際に、土台や床の水平面と横枠材２と共に（または隣
接する建築用壁パネル１や軸組材と共に）、建築用壁パネル１の骨組み（組込枠３・面材
４を除いた状態）を枠状に形成するために設けられるものである。
　このような縦枠材５，６は、建築用壁パネル１の骨組みを枠状に形成するための枠材で
あると同時に、建物を構成する要素である柱に相当する軸組材としても機能する。
【００２３】
　縦枠材５，６としては、複数種類のものが建物の施工に用いられている。すなわち、こ
れら複数種類の縦枠材５，６には、上端部の一側面に横枠材２が取り付けられる第一縦枠
材５と、横枠材２の下面に接合される第二縦枠材６と、が含まれている。
　第一縦枠材５の中には、他の第一縦枠材５や第二縦枠材６よりも径が太く設定された、
隅柱に相当するコーナー用縦枠材が含まれている。すなわち、径が太く設定された第一縦
枠材５（コーナー用縦枠材）を備えた建築用壁パネルは、その第一縦枠材５（コーナー用
縦枠材）が建物のコーナー部（隅角部：出隅、入隅）に位置するようにして設置される。
　また、第一縦枠材５と第二縦枠材６は、それぞれの下端面が同一水平面上に位置する長
さに設定されている。
　つまり、上端部の一側面に横枠材２が取り付けられる第一縦枠材５は、横枠材２の下面
に接合される第二縦枠材６よりも上下方向に長尺であるが、これら第一縦枠材５と第二縦
枠材６の下端面は揃った状態になっている。したがって、建築用壁パネル１を水平面上に
設置した場合に、建築用壁パネル１を水平に立設させることができる。
【００２４】
　組込枠３の下端面は、このような第一縦枠材５および第二縦枠材６の下端面よりも上方
に位置している。
　すなわち、図１に示すように、建築用壁パネル１を水平面上に設置した場合に、この水
平面と組込枠３の下端面との間には、これら組込枠３の下端面と第一縦枠材の下端面との
高低差を利用した隙間Ｓが形成される。
　なお、後述するが、この隙間Ｓは、図２１に示すように床板２５の厚み分に設定されて
いるものとする。
【００２５】
　なお、建築用壁パネル１は、横枠材２、組込枠３、面材４、第一縦枠材５、第二縦枠材
６の他にも、例えば組込枠３の中空部に充填される断熱材や、隣接する建築用壁パネル１
・軸組材との接合に用いられる接合金物７等を備えていてもよい（図１９，図２０参照）
。
【００２６】
　図３～図６を参照して、建築用壁パネル１のパターンについて説明する。ただし、各図
において面材４の表示は省略するものとする。また、この建築用壁パネル１のパターンの
説明において「複数」とは二つ以上であることを意味する。
【００２７】
　図３（ａ）に示す例は、面材４を含めれば、一本の横枠材２と、一つの組込枠３とを備
えた最小の構成要素からなる建築用壁パネル１Ａである。
　図３（ｂ）に示す例は、一本の横枠材２と、複数（二つ）の組込枠３とを備えた建築用
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壁パネル１Ｂである。
【００２８】
　図４（ａ）に示す例は、一本の横枠材２と、一本の第一縦枠材５と、一つの組込枠３と
を備えた建築用壁パネル１Ｃである。
　図４（ｂ）に示す例は、一本の横枠材２と、両側端の複数（対向する二本）の第一縦枠
材５と、一つの組込枠３とを備えた建築用壁パネル１Ｄである。
　図４（ｃ）に示す例は、一本の横枠材２と、一本の第一縦枠材５と、複数の組込枠３と
を備えた建築用壁パネル１Ｅである。
　図４（ｄ）に示す例は、一本の横枠材２と、両側端の複数（対向する二本）の第一縦枠
材５と、複数の組込枠３とを備えた建築用壁パネル１Ｆである。
【００２９】
　図５（ａ）に示す例は、一本の横枠材２と、一本の第二縦枠材６と、一つの組込枠３と
を備えた建築用壁パネル１Ｇである。
　図５（ｂ）に示す例は、一本の横枠材２と、両側端の複数（対向する二本）の第二縦枠
材６と、一つの組込枠３とを備えた建築用壁パネル１Ｈである。
　図５（ｃ）に示す例は、一本の横枠材２と、一本の第二縦枠材６と、複数の組込枠３と
を備えた建築用壁パネル１Ｉである。
　図５（ｄ）に示す例は、一本の横枠材２と、両側端の複数（対向する二本）の第二縦枠
材６と、複数の組込枠３とを備えた建築用壁パネル１Ｊである。
　図５（ｅ）に示す例は、一本の横枠材２と、中央の一本の第二縦枠材６と、その両側に
設けられる複数の組込枠３とを備えた建築用壁パネル１Ｋである。
　図５（ｆ）に示す例は、一本の横枠材２と、間隔を空けて中央に複数設けられた第二縦
枠材６と、複数（三つ）の組込枠３とを備えた建築用壁パネル１Ｌである。
　図５（ｇ）に示す例は、一本の横枠材２と、中央・両側端の三箇所に設けられた第二縦
枠材６と、複数（二つ）の組込枠３とを備えた建築用壁パネル１Ｍである。
【００３０】
　図６（ａ）に示す例は、一本の横枠材２と、横枠材２の一端部に設けられた一本の第一
縦枠材５と、横枠材２の他端部に設けられた一本の第二縦枠材６とを備えた建築用壁パネ
ル１Ｎである。
　図６（ｂ）に示す例は、一本の横枠材２と、横枠材２の一端部に設けられた一本の第一
縦枠材５と、横枠材２の中央に設けられた一本の第二縦枠材６とを備えた建築用壁パネル
１Ｏである。
　図６（ｃ）に示す例は、一本の横枠材２と、横枠材２の両端部に設けられた二本の第一
縦枠材５と、横枠材２の中央に設けられた一本の第二縦枠材６とを備えた建築用壁パネル
１Ｐである。
　図６（ｄ）に示す例は、一本の横枠材２と、横枠材２の一端部に設けられた一本の第一
縦枠材５と、横枠材２の他端部および横枠材２の中央のそれぞれに設けられた複数（二本
）の第二縦枠材６とを備えた建築用壁パネル１Ｑである。
【００３１】
　以上において建築用壁パネル１のパターンについて説明したが、パターンはこれだけに
限られるものではなく、上述した建築用壁パネル１の構成要素（横枠材２、組込枠３、面
材４、第一縦枠材５、第二縦枠材６）を適宜組み合わせて、他のパターンの建築用壁パネ
ル１を形成してもよい。
【００３２】
　次に、以上のような構成の建築用壁パネルを含んで構成された住宅等の建物について説
明する。
　この建物１０は、図７～図１７に示すように、複数（１０種類）の建築用壁パネル１１
～２０によって一階の外壁が構成されている。また、四つのコーナー部が形成されている
。
　なお、内壁（間仕切壁等）は、外壁と同じように建築用壁パネルによって構成されるも
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のとしてもよいが、本実施の形態では、内壁は軸組工法によって構成されている。すなわ
ち、柱や梁等の軸組材を、建築用壁パネル１１～２０に対して接合金物７や釘・ビス等の
固定具を用いて固定することによって内壁が形成される。
　また、建築用壁パネル１１～２０およびそれを構成する各部材に付された符号は、上述
した建築用壁パネル１およびそれを構成する各部材とは異なるが、同様の構成・機能を備
えたものとなっている。
【００３３】
　図８に示す建築用壁パネル１１は、図７に示す符号１０ａの位置の外壁を構成するもの
であり、階段・廊下・洗面脱衣所に面している。当該建築用壁パネル１１は、横枠材１１
ａと、複数の組込枠１１ｂと、複数の面材１１ｃと、複数の第二縦枠材１１ｅと、を備え
る。
　複数の第二縦枠材１１ｅ間に設けられた組込枠１１ｂには開口部Ｋ１が形成されている
。
【００３４】
　図９に示す建築用壁パネル１２は、図７に示す符号１０ｂの位置の外壁を構成するもの
であり、洗面脱衣所・浴室に面している。当該建築用壁パネル１２は、横枠材１２ａと、
複数の組込枠１２ｂと、第一縦枠材１２ｄと、複数の面材１２ｃと、複数の第二縦枠材１
２ｅと、を備える。
　第一縦枠材１２ｄとそれに隣り合う第二縦枠材１２ｅとの間に設けられた組込枠１２ｂ
には開口部Ｋ２が形成されている。
【００３５】
　図１０に示す建築用壁パネル１３は、図７に示す符号１０ｃの位置の外壁を構成するも
のであり、浴室・キッチンに面している。当該建築用壁パネル１３は、横枠材１３ａと、
複数の組込枠１３ｂと、複数の面材１３ｃと、第一縦枠材１３ｄと、複数の第二縦枠材１
３ｅと、を備える。
　第一縦枠材１３ｄは、径が太く設定されたコーナー用縦枠材であり、建築用壁パネル１
３は、建物１０のコーナー部に位置するようにして設置されている。
　複数の第二縦枠材１３ｅ間に設けられた組込枠１３ｂには開口部Ｋ３が形成されている
。
【００３６】
　図１１に示す建築用壁パネル１４は、図７に示す符号１０ｄの位置の外壁を構成するも
のであり、キッチン・居室に面している。当該建築用壁パネル１４は、横枠材１４ａと、
複数の組込枠１４ｂと、複数の面材１４ｃと、第一縦枠材１４ｄと、複数の第二縦枠材１
２ｅと、を備える。
　第一縦枠材１４ｄとそれに隣り合う第二縦枠材１４ｅとの間に設けられた組込枠１４ｂ
には開口部Ｋ４が形成されている。
【００３７】
　図１２に示す建築用壁パネル１５は、図７に示す符号１０ｅの位置の外壁を構成するも
のであり、居室・和室に面している。当該建築用壁パネル１５は、横枠材１５ａと、複数
の組込枠１５ｂと、複数の面材１５ｃと、第一縦枠材１５ｄと、複数の第二縦枠材１５ｅ
と、を備える。
　複数の第二縦枠材１５ｅ間に設けられた組込枠１５ｂには開口部Ｋ５が形成されている
。
【００３８】
　図１３に示す建築用壁パネル１６は、図７に示す符号１０ｆの位置の外壁を構成するも
のであり、和室に面している。当該建築用壁パネル１６は、横枠材１６ａと、複数の組込
枠１６ｂと、複数の面材１６ｃと、第一縦枠材１６ｄと、複数の第二縦枠材１６ｅと、を
備える。
　第一縦枠材１６ｄは、径が太く設定されたコーナー用縦枠材であり、建築用壁パネル１
６は、建物１０のコーナー部に位置するようにして設置されている。
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　複数の第二縦枠材１６ｅ間に設けられた組込枠１６ｂと、それに隣り合う組込枠１６ｂ
のそれぞれには開口部Ｋ６が形成されている。
【００３９】
　図１４に示す建築用壁パネル１７は、図７に示す符号１０ｇの位置の外壁を構成するも
のであり、居室に面している。当該建築用壁パネル１７は、横枠材１７ａと、複数の組込
枠１７ｂと、複数の面材１７ｃと、第一縦枠材１７ｄと、複数の第二縦枠材１７ｅと、を
備える。
　複数の第二縦枠材１７ｅ間に設けられた組込枠１７ｂには開口部Ｋ７が形成されている
。この開口部Ｋ７は、掃出し窓用の開口部である。
【００４０】
　図１５に示す建築用壁パネル１８は、図７に示す符号１０ｈの位置の外壁を構成するも
のであり、居室に面している。当該建築用壁パネル１８は、横枠材１８ａと、複数の組込
枠１８ｂと、複数の面材１８ｃと、第一縦枠材１８ｄと、複数の第二縦枠材１８ｅと、を
備える。
　第一縦枠材１８ｄは、径が太く設定されたコーナー用縦枠材であり、建築用壁パネル１
８は、建物１０のコーナー部に位置するようにして設置されている。
【００４１】
　図１６に示す建築用壁パネル１９は、図７に示す符号１０ｉの位置の外壁を構成するも
のであり、居室に面している。当該建築用壁パネル１９は、横枠材１９ａと、複数の組込
枠１９ｂと、複数の面材１９ｃと、第一縦枠材１９ｄと、第二縦枠材１９ｅと、を備える
。
　複数の組込枠のそれぞれには開口部Ｋ８が形成されている。
【００４２】
　図１７に示す建築用壁パネル２０は、図７に示す符号１０ｊの位置の外壁を構成するも
のであり、玄関ポーチ・トイレ・階段に面している。当該建築用壁パネル２０は、横枠材
２０ａと、複数の組込枠２０ｂと、複数の面材２０ｃと、複数の第一縦枠材２０ｄと、複
数の第二縦枠材２０ｅと、を備える。
　複数の第一縦枠材２０ｄは両方とも径の太いものが用いられており、そのうち一方は建
物１０のコーナー部に位置する。
　複数の第二縦枠材２０ｅ，２０ｅのうち、建築用壁パネル２０の中央に位置する第二縦
枠材２０ｅには径の太いものが用いられている。この径の太い第二縦枠材２０ｅと、コー
ナー部に位置しない径の太い第一縦枠材２０ｄとの間には組込枠２０ｂが設けられてはお
らず、これら第二縦枠材２０ｅ・第一縦枠材２０ｄと、横枠材２０ａとに囲まれた開口部
Ｋ９が形成されている。この開口部Ｋ９は、玄関ポーチ用の大開口であり、この開口部Ｋ
９を形成するために、径の太い第一縦枠材２０ｄおよび第二縦枠材２０ｅが用いられてい
る。
　また、複数の第二縦枠材２０ｅ間に設けられた組込枠２０ｂには開口部Ｋ１０が形成さ
れている。この開口部Ｋ１０は、トイレ用の小窓である。
【００４３】
　なお、組込枠１１ｂ～２０ｂと、径の太くない第一縦枠材１２ｄ～２０ｄと、径の太く
ない第二縦枠材１１ｅ～２０ｅは、建築用壁パネル１１～２０自体の厚み方向における寸
法が等しく設定されている。
　また、これら組込枠１１ｂ～２０ｂ等の正面に面材１１ｃ～２０ｃが設けられた場合の
、建築用壁パネル１１～２０自体の厚み方向における寸法は、径の太い第一縦枠材１３ｄ
，１６ｄ，１８ｄ，２０ｄの同方向の寸法よりも短く設定されている（図１９参照）。
【００４４】
　建物１０の一階の外壁は、以上のような１０種類の建築用壁パネル１１～２０によって
形成されている。
　また、建物１０の四つのコーナー部は、建築用壁パネル１２とコーナー用縦枠材１３ｄ
を備える建築用壁パネル１３、建築用壁パネル１５とコーナー用縦枠材１６ｄを備える建
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築用壁パネル１６、建築用壁パネル１７とコーナー用縦枠材１８ｄを備える建築用壁パネ
ル１８、建築用壁パネル１１とコーナー用縦枠材２０ｄを備える建築用壁パネル２０のそ
れぞれによって形成されている。
　より詳細に説明すると、建物１０の複数のコーナー部は、平面視において直交方向に隣
接配置される複数の建築用壁パネル１２，１３・１５，１６・１７，１８・１１，２０に
よって形成されている。
　コーナー部を形成する複数の建築用壁パネル１２，１３・１５，１６・１７，１８・１
１，２０のうち一方の建築用壁パネル１３，１６，１８，２０は、枠材としてコーナー部
に立設されるとともに上下方向に長尺に形成された、隅柱に相当するコーナー用縦枠材１
３ｄ，１６ｄ，１８ｄ，２０ｄを備える。また、複数の建築用壁パネル１２，１３・１５
，１６・１７，１８・１１，２０のうち、コーナー用縦枠材を備えていない他方の建築用
壁パネル１２，１５，１７，１１は、コーナー部側の端面がコーナー用縦枠材１３ｄ，１
６ｄ，１８ｄ，２０ｄに当接固定されている。つまり、他方の建築用壁パネル１２，１５
，１７，１１は、コーナー部側に位置する組込枠１２ｂ，１５ｂ，１７ｂ，１１ｂおよび
面材１２ｃ，１５ｃ，１７ｃ，１１ｃを備え、これら組込枠１２ｂ，１５ｂ，１７ｂ，１
１ｂおよび面材１２ｃ，１５ｃ，１７ｃ，１１ｃのコーナー部側の端面がコーナー用縦枠
材１３ｄ，１６ｄ，１８ｄ，２０ｄに当接固定されている
　これによって、コーナー部が形成されている。
【００４５】
　また、建物１０の外壁には、コーナー部ではない直線部があり、当該直線部は、平面視
において一直線上に隣接配置される複数の建築用壁パネル１１，１２・１３，１４，１５
・１６，１７・１８，１９，２０によって形成されている。
　これらの組み合わせのうち、例えば建築用壁パネル１１，１２の組み合わせを例に挙げ
て説明すると、隣接する一方の建築用壁パネル１１と他方の建築用壁パネル１２自体の境
界の位置に対して、これら一方の建築用壁パネル１１における面材１１ｃと他方の建築用
壁パネル１２における面材１２ｃとの境界の位置が、建築用壁パネル１２側にずれている
。
　すなわち、建築用壁パネル１１の面材１１ｃのうち建築用壁パネル１２側の端部は、建
築用壁パネル１２側に突出している。一方、建築用壁パネル１２の面材１２ｃのうち建築
用壁パネル１１側の端部は、建築用壁パネル１１側とは反対の方向に引っ込んだ状態とな
っている。このような状態の建築用壁パネル１１，１２を隣接させた時、面材１１ｃの突
出する側端部は、建築用壁パネル１２の第一縦枠材１２ｄの正面に被さった状態となる。
そして、面材１１ｃの突出する側端部は、建築用壁パネル１２の第一縦枠材１２ｄの正面
に釘打ち等によって固定されている。
　平面視において一直線上に隣接配置される複数の建築用壁パネル１３，１４，１５・１
６，１７・１８，１９，２０も同様に、面材が、隣接する建築用壁パネルの正面側に被さ
った状態となり、釘打ち等によって固定されている。
　また、上述したが、面材１１ｃ～２０ｃの下端部は、建築用壁パネル１１～２０の設置
位置に関わらず、建築用壁パネル１１～２０（組込枠１１ｂ～２０ｂ、第一縦枠材１２ｄ
～２０ｄ、第二縦枠材１１ｅ～２０ｅ）の下端面よりも下方に突出する大きさに形成され
ている。そして、面材１１ｃ～２０ｃにおける下方に突出する下端部は、複数の建築用壁
パネル１１～２０が載置される土台や梁等の下部構造の正面に被さった状態となる。
【００４６】
　建物１０における一階の外壁を構成する建築用壁パネル１１～２０は、図１８に示すよ
うに、基礎２１上に立設されている。
　より詳細に説明すると、基礎２１の上端面には換気孔付き台輪２１ａが載置されており
、その上に土台２１ｂが設置されている。また、基礎２１には、上方に突出して換気孔付
き台輪２１ａおよび土台２１ｂを貫通するアンカータイプのホールダウン金物２１ｃが埋
設されている。
　建築用壁パネル１１～２０のうち、第一縦枠材１２ｄ～２０ｄまたは第二縦枠材１１ｅ
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～２０ｅのそれぞれの下端面には、ホールダウン金物２１ｃに対応する差込孔２１ｄが形
成されている。
　また、ホールダウン金物２１ｃには、図示はしないが、ドリフトピンが差し込まれる孔
部が軸方向と直交する方向に形成されているものとする。そして、第一縦枠材１２ｄ～２
０ｄまたは第二縦枠材１１ｅ～２０ｅのそれぞれの下端部には、ドリフトピンが差し込ま
れる孔部が軸方向と直交する方向に形成されている（図１、第二縦枠材６の下端部参照）
。
　建築用壁パネル１１～２０が基礎２１上に立設された際には、面材１１ｃ～２０ｃが土
台２１ｂの正面に被さった状態となる。
【００４７】
　図１９には、コーナー部における建築用壁パネル１７，１８同士の連結構造が示されて
いる。なお、ここでは、建築用壁パネル１７，１８を例に挙げて説明するが、その他のコ
ーナー部においても同様の連結構造が採用されているものとする。
　この建築用壁パネル１７，１８同士の連結構造は、コーナー用縦枠材である第一縦枠材
１８ｄのうち直交する建築用壁パネル１７側の面に、いわゆる梁受け金物である接合金物
７が取り付けられており、この接合金物７に対して隣接する建築用壁パネル１７の横枠材
１７ａを係合させてなる。
　横枠材１７には、接合金物７の形状に対応する係合溝が形成されており、係合溝の位置
に対応してドリフトピンが差し込まれる孔部が形成されている（図１、横枠材２の端部参
照）。
　また、組込枠１７ｂは、コーナー用縦枠材である第一縦枠材１８ｄに対して釘・ビス等
の固定具によって固定されている。
【００４８】
　図２０には、外壁と、これに直交する内壁との連結構造が示されている。なお、ここで
は、建築用壁パネル１４と、これに直交する内壁２２を例に挙げて説明するが、建物１０
内のその他の箇所においても同様の連結構造を適用できるものとする。
　外壁である建築用壁パネル１４と内壁２２の連結構造は、第二縦枠材１４ｅの室内側の
側面に、いわゆる梁受け金物である接合金物７が取り付けられており、この接合金物７に
対して内壁２２を構成する梁２２ａを係合させてなる。
　梁２２ａには、接合金物７の形状に対応する係合溝が形成されており、係合溝の位置に
対応してドリフトピンが差し込まれる孔部が形成されている。梁２２ａの下方には、図示
しない柱があり、梁２２ａを下方から支持している。また、梁２２ａおよび柱の側面には
、内壁材２２ｂが貼り付けられている。
　なお、建築用壁パネル１４の室内側面にも、内壁材２２ｂが連続して貼り付けられてい
るものとする。また、建築用壁パネル１４の屋外側面には、複数の胴縁２３ａを介して外
壁材２３が取り付けられている。
【００４９】
　図２１には、一階の建築用壁パネル１（建築用壁パネル１１～２０のいずれかでもよい
）の上に設置された二階の建築用壁パネル１（建築用壁パネル１１～２０のいずれかでも
よい）の下端部に床板２５を設ける構造が示されている。
　二階の建築用壁パネル１は、横枠材２と、組込枠３と、面材４と、第一縦枠材５と、第
二縦枠材６と、を備える。すなわち、二階の建築用壁パネル１の基本構成は、上述した建
築用壁パネル１（１１～２０）と同様であり、詳細な説明は省略する。
　そして、二階の建築用壁パネル１は、一階の建築用壁パネル１の横枠材２の上面に設置
されている。一階の建築用壁パネル１における横枠材２の側面には、図示しない接合金物
を介して床梁２４が直交方向に取り付けられており、床板２５は、この床梁２４の上面に
設置されている。図示はしないが、床梁２４に対しては、当該床梁２４に直交して床根太
も設けられるものとする。
　ここで、二階の建築用壁パネル１の組込枠３の下端面は、第一縦枠材５および第二縦枠
材６の下端面よりも上方に位置し、これら組込枠３の下端面と第一縦枠材５の下端面との
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高低差は、床板２５の厚み分に設定されている。すなわち、一階の建築用壁パネル１の横
枠材２の上面と、二階の建築用壁パネル１の組込枠３の下端面との間には、床板２５分の
厚み設定された隙間Ｓが形成されている。床板２５は、この隙間Ｓに対して端部を差し込
みながら床梁２４上に設置されている。または、床板２５を設置してから二階の建築用壁
パネル１を設置する手順で施工してもよいものとする。
　床板２５は、床梁２４および床根太に対して、釘・ビス等の固定具によって固定されて
いるものとする。
　なお、二階の建築用壁パネル１の面材４の下端部は、一階の建築用壁パネル１の横枠材
２の正面に被さった状態となっており、図示しない固定具によって固定されている。
　図示はしないが、一階においても同様に床板が設置されて床が構成されるものとする。
【００５０】
　以上のような建物１０の施工方法は、通常の建物の施工方法と略同様であり、下から順
々に組み上げていき、最後に屋根を載せて躯体が形成される。
　このような建物１０の施工では、施工性を向上させるために、予め接合金物７を取り付
けておいたり、外壁材を取り付けておいたり、窓サッシを取り付けておいたりしてもよい
。
【００５１】
　各建築用壁パネル１（１１～２０）の製造方法は以下のとおりである。
　まず、工場等で、建築用壁パネル１を製造できるスペースを有するステージの上で、横
枠材２と第一縦枠材５と第二縦枠材６を寝かせた状態で並べて、建築用壁パネル１の概形
を作る。
　続いて、組込枠３を横枠材２や各縦枠材５，６に接合し、その正面に面材４を貼り付け
ていく。この時、第一縦枠材５の径は太いものであり、寝かせた状態であるため、他の部
材よりも上方に突出した状態となっている。面材は、このような第一縦枠材５の側面に当
接した状態で組込枠３や第二縦枠材６に固定される。
　続いて、建築用壁パネル１を裏返し（面材４が下向きの状態）、図示はしないが、組込
枠３の枠内に断熱材を充填する。続いて、建築用壁パネル１を裏返し（面材４が上向きの
状態）、その表面に透湿防水シートを貼り付ける。
　その後、接合金物７を始めとする、予め取り付けておくものを取り付けておき、立て起
こしてから輸送用ラックに収納する。
　以上のようにして各建築用壁パネル１（１１～２０）を製造することができる。
【００５２】
　本実施の形態によれば、コーナー部を形成する複数の建築用壁パネル１２，１３・１５
，１６・１７，１８・１１，２０のうち一方の建築用壁パネル１３，１６，１８，２０は
、枠材としてコーナー部に立設されるとともに上下方向に長尺に形成された、隅柱に相当
するコーナー用縦枠材１３ｄ，１６ｄ，１８ｄ，２０ｄを備えているので、この一方の建
築用壁パネル１３，１６，１８，２０をコーナー部に設置すれば、隅柱に相当するコーナ
ー用縦枠材１３ｄ，１６ｄ，１８ｄ，２０ｄを同時施工することができる。
　また、複数の建築用壁パネル１２，１３・１５，１６・１７，１８・１１，２０のうち
他方の建築用壁パネル１２，１５，１７，１１は、コーナー部側の端面がコーナー用縦枠
材１３ｄ，１６ｄ，１８ｄ，２０ｄに当接固定されているので、一方の建築用壁パネル１
３，１６，１８，２０に対して他方の建築用壁パネル１２，１５，１７，１１を当接固定
するだけで建物１０のコーナー部を形成できる。
　このようにしてコーナー部を形成することができれば、例えばコーナー用縦枠材１３ｄ
，１６ｄ，１８ｄ，２０ｄの径が太く設定されていたとしても、複数の建築用壁パネル１
２，１３・１５，１６・１７，１８・１１，２０同士を適切に隣接配置することができる
ので、コーナー部を形成する際の不具合が生じにくく、外壁の施工性を向上させることが
できる。延いては建物１０の施工性を向上させることができる。
【００５３】
　また、他方の建築用壁パネル１７は、コーナー部側に位置する組込枠１７ｂおよび面材
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１７ｃを備え、これら組込枠１７ｂおよび面材１７ｃのコーナー部側の端面がコーナー用
縦枠材１８ｄに当接固定されているので、組込枠１７ｂおよび面材１７ｃのコーナー部側
の端面とコーナー用縦枠材１８ｄの側面とを接触させて確実に固定することができる。
【００５４】
　また、直線部において隣接する一方の前記建築用壁パネル１１と他方の建築用壁パネル
１２自体の境界の位置に対して、これら一方の建築用壁パネル１１における面材１１ｃと
他方の建築用壁パネル１２における面材１２ｃとの境界の位置が、いずれか一方の建築用
壁パネル１１（１２）側にずれているので、一方の建築用壁パネル１１と他方の建築用壁
パネル１２とを隣接配置した時に、隣接する面材１１ｃ，１２ｃの一方は建築用壁パネル
１１の側端面から突出し、他方は建築用壁パネル１２の側端面よりも引っ込んだ状態とな
る。すなわち、突出した面材１１ｃが、隣接する建築用壁パネル１２の正面に被さった状
態となる。このように正面に被さった面材１１ｃを、隣接する建築用壁パネル１２の正面
に固定すれば、隣接する建築用壁パネル１１，１２同士を、面材１１ｃ，１２ｃを介して
一体化することができるので、外壁の強度を向上させることができる。
【００５５】
　また、面材４における下方に突出する下端部は、複数の建築用壁パネル１（１１～２０
）が載置される土台２１ｂや梁等の下部構造の正面に被せられているので、このように正
面に被さった面材１１ｃ～２０ｃを、土台２１ｂや梁等の下部構造の正面に固定すれば、
上下に隣接する建築用壁パネル１（１１～２０）と下部構造同士を、面材４を介して一体
化することができる。これによって、外壁の強度を向上させることができる。
【００５６】
　また、建築用壁パネル１（１１～２０）は、枠材として、当該建築用壁パネル１（１１
～２０）の上端縁部を形成する、梁等に相当する横枠材２を備えるので、複数の建築用壁
パネル１（１１～２０）を隣接配置して外壁を形成する際に、梁に相当する部分を同時施
工することができる。これによって、梁の施工に係る手間を軽減できるので、従来に比し
て施工性を向上させることが可能となる。
【符号の説明】
【００５７】
１　建築用壁パネル
１Ａ～１Ｑ　建築用壁パネル
２　横枠材
３　組込枠
３ａ　縦材
３ｂ　横材
４　面材
５　第一縦枠材
６　第二縦枠材
１０　建物
１１～２０　建築用壁パネル
１１ａ～２０ａ　横枠材
１１ｂ～２０ｂ　組込枠
１１ｃ～２０ｃ　面材
１２ｄ～２０ｄ　第一縦枠材
１１ｅ～２０ｅ　第二縦枠材
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