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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
腰壁パネルと、腰壁支柱と、嵌合片とを含む腰壁構造であって、
前記腰壁パネルの両側端面の縦方向に溝が形成され、
前記腰壁支柱が前記腰壁パネルの両側端面に当接するように立設され、
前記腰壁支柱の側面には前記腰壁パネルの溝に嵌合されるように嵌合片が設けられ、
前記腰壁構造はさらに前記腰壁支柱とは別体をなす上部嵌合部材を含み、
前記嵌合片は、前記上部嵌合部材に設けられた上部嵌合片と、前記腰壁支柱の下部に設け
られた下部嵌合片とからなり、
前記腰壁パネルを立設した後に前記上部嵌合部材が前記腰壁支柱の上端部及び前記腰壁パ
ネルの溝に嵌合されることを特徴とする腰壁構造。
【請求項２】
前記腰壁パネルの溝が、前記腰壁パネルの下端部に形成された下部溝と、前記下部溝とは
不連続に前期腰壁パネルの上端部に形成された上部溝とからなり、前記下部嵌合片が前記
下部溝に、前記上部嵌合片が前記上部溝にそれぞれ嵌合することを特徴とする請求項１に
記載の腰壁構造。
【請求項３】
孔が穿設された長尺の連結金物をさらに含み、前記上部嵌合部材が上面から突設された突
起を有し、前記連結金物に穿設された孔と前記上部嵌合部材の上面から突設された突起と
が嵌合されることにより、隣設された前記上部嵌合部材が互いに連結されたことを特徴と
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する請求項２に記載の腰壁構造。
【請求項４】
前記腰壁パネルの上端部を覆う笠木部材をさらに含み、前記笠木部材の下面に設けられた
下部溝に前記連結金物の上面よりも突出した前記上部嵌合部材の突起が嵌合されることを
特徴とする請求項３に記載の腰壁構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、住宅等のバルコニーの周囲に設けられる腰壁構造及びその施工方法に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＡＬＣパネル等の比較的厚みのある腰壁パネルを用いてベランダやバルコニーの
腰壁を構成する場合、例えば特許文献１に開示されるように、腰壁パネルの目地部に細板
状の支柱を複数立設し、支柱の上端を笠木下地金物で連結することで腰壁パネルを固定し
、さらに笠木下地金物を笠木で覆って腰壁パネル上端面の防水処理をするのが一般的であ
った。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平５－２８００９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来技術のような構成の場合、ビスやボルト等による固定や腰壁パネル
の位置決め用の定規金物等が必要で、使用する部品の点数も多く、施工にも手間がかかっ
ていた。本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、使用する部品の点数を
減らし、簡易に施工することができる腰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】
【０００５】
　本発明によれば、腰壁パネルと、腰壁支柱と、嵌合片とを含む腰壁構造であって、前記
腰壁パネルの両側端面の縦方向に溝が形成され、前記腰壁支柱が前記腰壁パネルの両側端
面に当接するように立設され、前記腰壁支柱の側面には前記腰壁パネルの溝に嵌合される
ように嵌合片が設けられ、前記腰壁構造はさらに前記腰壁支柱とは別体をなす上部嵌合部
材を含み、前記嵌合片は、前記上部嵌合部材に設けられた上部嵌合片と、前記腰壁支柱の
下部に設けられた下部嵌合片とからなり、前記腰壁パネルを立設した後に前記上部嵌合部
材が前記腰壁支柱の上端部及び前記腰壁パネルの溝に嵌合されることを特徴とする腰壁構
造が提供される。
【０００６】
　上記構成からなる腰壁構造によれば、長尺の定規金物やビス等を用いることなく腰壁パ
ネルを固定することができ、使用する部品の点数や施工の手間を減らすことができる。
　また、嵌合片による腰壁パネルの前後（厚さ）方向の移動の拘束が腰壁パネルの四隅部
分のみとなるので、使用する材料のボリュームを減らすことができる。また、上部嵌合片
が腰壁パネルが立設された後に嵌合されるので、腰壁パネルの嵌合溝に嵌合片を嵌合させ
る為に、腰壁パネルを腰壁支柱よりも高い位置まで持ち上げる必要がなく、作業の負荷や
手間を低減させることができる。
【０００７】
　本発明の一態様によれば、前記腰壁パネルの溝が、前記腰壁パネルの下端部に形成され
た下部溝と、前記下部溝とは不連続に前期腰壁パネルの上端部に形成された上部溝とから
なり、前記下部嵌合片が前記下部溝に、前記上部嵌合片が前記上部溝にそれぞれ嵌合する
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。
【０００８】
　上端部及び下端部にのみ溝を設けることにより、溝加工の長さを短くすることができ、
施工の手間を減らすことができる。
【０００９】
　本発明の一態様によれば、孔が穿設された長尺の連結金物をさらに含み、前記上部嵌合
部材が上面から突設された突起を有し、前記連結金物に穿設された孔と前記上部嵌合部材
の上面から突設された突起とが嵌合されることにより、隣設された前記上部嵌合部材が互
いに連結される。
【００１０】
　連結金物の孔を上部嵌合部材の突起に嵌合するという簡易な方法で腰壁パネル上端部の
蛇行を防止することができる。
【００１１】
　本発明の一態様によれば、前記腰壁パネルの上端部を覆う笠木部材をさらに含み、前記
笠木部材の下面に設けられた下部溝に前記連結金物の上面よりも突出した前記上部嵌合部
材の突起が嵌合される。
【００１２】
　上部嵌合部材の突起に笠木部材を係止する機能をも兼ねさせることで、部品の点数を減
らすことができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る腰壁構造又はその施工方法によれば、長尺の定規金物やビス等を用いるこ
となく腰壁パネルを固定することができる。また、使用する部品のボリュームや施工の手
間を減らすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態に係る腰壁構造を説明する斜視図である。
【図２】本発明の実施形態に係る腰壁パネルの平面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る上部嵌合部材の断面図である。
【図４】本発明の実施形態に係る腰壁構造の下部の断面図である。
【図５】本発明の実施形態に係る腰壁構造の上部の断面図である。
【図６】本発明の実施形態に係る腰壁構造の出隅部における構成を説明する斜視図である
。
【符号の説明】
【００１５】
１　　　腰壁構造
２　　　腰壁パネル
２ａ　　端面
３　　　腰壁支柱
３ａ　　支柱本体
３ｂ　　支柱ベース
４　　　上部嵌合部材
４ａ　　上板
４ｂ　　突起
５　　　溝
５ａ　　上部溝
５ｂ　　下部溝
６　　　上部嵌合片
７　　　下部嵌合片
８　　　布基礎
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９　　　アンカーナット
１０　　ボルト孔
１１　　ボルト
１２　　水切金物
１３　　連結金物
１４　　連結孔
１５　　笠木部材
１５ａ　下部溝
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に、実施形態に基づいて本発明を詳細に説明するが、これらの実施形態は本発明の
理解を助けるために記載するものであって、本発明を記載された実施形態に限定するもの
ではない。
【００１７】
　本実施形態は、本発明に係る腰壁構造を、３０５ｍｍの平面モジュールを有する鉄骨造
の工業化住宅の、１階バルコニーの外周部に沿って設けられた腰壁に適用した例である。
【００１８】
　腰壁構造１は布基礎８上に構成されており、腰壁パネル２、腰壁支柱３、上部嵌合部材
４、水切金物１２、連結金物１３、笠木部材１５からなる。ここで布基礎８は、建物本体
の基礎を延長した逆T時断面の鉄筋コンクリート造の基礎である。図１に示すように、布
基礎８の所定の位置（後述する腰壁支柱３の支柱ベース３ｂに穿設されたボルト孔１０に
対応する位置）には、上端が布基礎８の天端に一致するようにアンカーナット９が埋設さ
れている。腰壁構造１を構成する各部材について以下に説明する。
【００１９】
［腰壁パネル］
　腰壁パネル２は、図２に示すような平板状の金網で補強されたＡＬＣ（軽量気泡コンク
リート）からなる。腰壁パネル２の幅寸法（呼び寸法）は、３０５ｍｍまたは６１０ｍｍ
、すなわち平面モジュールの１倍または２倍である（実寸法は腰壁支柱３の厚み分小さく
なる）。
【００２０】
　図２に示すように、腰壁パネル２の端面２ａには、上部溝５ａ及び下部溝５ｂが縦方向
（腰壁パネル２の面方向に略平行方向）に設けられており、その位置と形状は後述する上
部嵌合片６及び下部嵌合片７に夫々対応している。
【００２１】
　なお、上部嵌合片６と下部嵌合片７とが同一の平面上に位置し且つ同一の厚みを有する
場合、上部溝５ａ及び下部溝５ｂは、連続した一つの溝として設けられていてもよい。
【００２２】
［腰壁支柱］
　腰壁支柱３は、溶融亜鉛めっき等の防錆処理された鋼材からなり、支柱ベース３ｂと支
柱ベース３ｂから起立した支柱本体３ａとで構成されている。支柱ベース３ｂにはボルト
孔１０が穿設されている。また、支柱ベース３ｂ先端部は斜め下方に屈曲されており、後
述する水切金物１２と同一の形状と機能を兼ね備えている。腰壁支柱３（支柱本体３ａ）
の上端部には、後述する上部嵌合部材４に設けられたスリットと噛み合うスリットが設け
られている。
【００２３】
　腰壁支柱３は隣設される腰壁支柱３の中心間の寸法が、６１０ｍｍまたは３０５ｍｍと
なるように（且つ中心が平面モジュールに等しいピッチの仮想基準線上に位置するように
）配置される。
　腰壁支柱３は支柱ベース３ｂのボルト孔１０にボルト１１を挿通して、布基礎８のアン
カーナット９に螺入することで布基礎８に固定される。
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【００２４】
　支柱本体３ａの両側面からは板状の下部嵌合片７が突設されている。下部嵌合片７は、
腰壁パネル２の下端部の前後（厚さ）方向の移動を拘束し位置決めするものであり、図１
に示すように、腰壁支柱３の支柱ベース３ｂの上面と支柱本体３ａの側面に跨るように溶
接されて腰壁支柱３と一体化されている。
【００２５】
［上部嵌合部材］
　上部嵌合部材４は、腰壁パネル２の上端部の前後（厚さ）方向の移動を拘束する機能と
、後述する連結金物１３および笠木部材１５の位置決めをする機能とを有するものであり
、図１又は図３の断面図に示すように、上板４ａと、上板４ａの下面から垂下した上部嵌
合片６と、上板４ａの上面から突設された２つの突起４ｂとからなる。
【００２６】
　上部嵌合片６は、スリットを有しており、図１に示すように、腰壁パネル２の設置後に
、該スリットを腰壁支柱３（支柱本体３ａ）の上端のスリットに噛み合わせることで上部
嵌合部材４は固定され、上部嵌合片６が腰壁パネル２の溝５に嵌合されることで、腰壁パ
ネル２の上端部の前後（厚さ）方向の移動が拘束され、位置決めがなされる。また、突起
４ｂによって連結金物１３および笠木部材１５の位置決めがなされる。
【００２７】
［水切金物］
　水切金物１２は腰壁パネル２の表面を伝い落ちてきた水が腰壁パネル２の下端面にまわ
りこみバルコニー内側に浸入するのを防ぐものである。水切金物１２は溶融亜鉛めっき等
防錆処理された鋼材からなり、図１に示すように、先端が斜め下方に屈曲されており、布
基礎８上の腰壁支柱３の間に配置され、布基礎８に埋設されたアンカーナットおよびボル
トにて固定される。
【００２８】
　腰壁パネル２の立設後、水切金物１２の先端の屈曲部と腰壁パネル２の下端面との間の
空隙には湿式シーリング材が充填される。
【００２９】
［連結金物］
　連結金物１３は、複数の腰壁支柱３を上部嵌合部材を介して互いに連結することで腰壁
パネル２の上端部の蛇行を防止するものであり、図６に示すように、細板状の長尺部材で
モジュールの整数倍の長さを有し、上部嵌合部材４の突起４ｂの位置及び形状に対応した
連結孔１４が穿設されている。そして、複数の腰壁支柱（上部嵌合部材）に跨るように配
置され、連結孔１４に上部嵌合部材４の突起４ｂを嵌合することで上部嵌合部材４が互い
に連結されて腰壁パネル２の蛇行が矯正される。なお、連結金物１３の両端部の連結孔１
４には、上部嵌合片４の突起４ｂの一方が嵌合される。
【００３０】
［笠木部材］
　笠木部材１５は腰壁パネル２の上端面の防水機能及び化粧機能を兼ねたもので、セラミ
ック系材料からなり、図５に示すように断面略コ字状をなしている。笠木部材１５の下面
には、上部嵌合部材４の突起４ｂに対応した下部溝１５ａが設けられ、タッピンねじを挿
通し連結金物１３に固定する為のねじ孔が設けられている。
【００３１】
　図６は、腰壁構造１の出隅部の構成を示す図である。出隅部に用いられる腰壁パネル２
’、腰壁支柱３の支柱ベース、連結金物１３’、及び笠木部材１５’が、専用部材で構成
されているが、部材どうしの嵌合による納まり自体は平部（一般部）の構成に準じている
。
【００３２】
［施工方法］
　次に、上記実施形態に係る腰壁構造１の施工方法を説明する。
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　腰壁支柱３の支柱ベース３ｂのボルト孔１０とアンカーナット９の位置を合わせ、ボル
ト１１により固定して立設する。
水切金物１２を２本の腰壁支柱３は布基礎８上面の所定位置、即ち腰壁パネル２が載置さ
れる箇所に、腰壁支柱３と同様にアンカーナットとボルトにて固定する。
【００３４】
　腰壁パネル２を、２本の腰壁支柱３の間に、下部溝５ｂと下部嵌合片７の位置が一致す
るように、（すなわち腰壁パネル２の溝５に前記下部嵌合片７が嵌合するように）、上方
から差し入れて、水切金物１２上に載置する。この際、腰壁パネル２を高く持ち上げる必
要はなく、腰壁パネル２の下端が下部嵌合片７の高さよりも若干高くなる程度に持ち上げ
ればよい。
【００３５】
　上部嵌合部材４を、上部嵌合片６が腰壁パネルの上部溝５ａに一致するように、且つそ
のスリットと支柱本体３ａの上端のスリットとが噛み合うように取り付け、腰壁パネル２
の上部溝５ａに前記上部嵌合部材４を嵌合させる。
【００３６】
　連結金物１３を、その連結孔１４に上部嵌合部材４の突起４ｂを嵌合させて取り付ける
。
【００３７】
　笠木部材１５を、その下面の下部溝１５ａに上部嵌合部材４の突起４ｂが嵌合するよう
に腰壁パネル２の上端面に載置し、タッピンねじ等で連結部材１３に固定する。
【００３８】
　固定された腰壁パネル２間の目地部、腰壁パネル２と水切金物１２との間の空隙、腰壁
パネル２と笠木部材１５との隙間等に湿式シーリング材を充填し、腰壁パネル２及びシー
リング材を被覆するように吹付け塗装を施す。
【００３９】
　以上説明したように、本発明に係る腰壁構造においては、腰壁支柱３と水切金物１２の
固定以外はボルトやビスを用いることなく部品どうしの嵌合のみで腰壁構造１を構成する
ことができる。また、腰壁パネル２が上部嵌合片６や下部嵌合片７で位置決めされるので
、長尺の定規金物も不要である。また、上部嵌合部材４の突起４ｂに連結金物１３と笠木
部材１５を係止する機能を兼ねさせている。従って、部品の点数、部品のボリューム及び
施工の手間を減らすことができる。
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