
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下地材の上面に連設される屋外床板を接続固定する屋外床板接続具であって、
　金属板を折曲加工して所定幅に形成された差込形成部と、
　前記差込形成部の下面に形成され前記屋外床板の側縁部が挿入される差込部と、
　前記差込部から水平方向へ延出した側板部と、
　前記側板部の水勾配方向の下端部から上端部に向けて所定の厚さで

配設されたシール部と、
　

　
　

　

　を備えていることを特徴とする屋外床板接続具。
【請求項２】
　前記シール部と前記差込部との間の前記側板部に、前記差込形成部と略平行に１以上の
突条部が形成されていることを特徴とする請求項 に記載の屋外床板接続具。
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水勾配方向と直交す
る接続具折線を越えて

前記シール部を連続して形成した後に前記差込形成部，前記差込部，前記側板部，前記
シール部の水勾配方向の上端側を前記接続具折線で折曲して上方に起立させ上端部まで前
記シール部が形成された起立部と、

前記側板部の水勾配方向の下端側が下方に傾斜された傾斜部と、
前記差込形成部が水勾配方向の下端部に前記側板部の下端部よりも長く形成された突片

部と、
前記傾斜部の長さ分だけ切り込まれ前記突片部の下面から下方に折曲された前記傾斜部

の内側端部と、

１



【請求項３】
　下地材の上面に配設固定された請求項 に記載された屋外床板接続具と、
　前記屋外床板接続具の前記差込部に側縁部が挿入され下面が前記シール部を圧接した屋
外床板と、
　前記屋外床板接続具及び前記屋外床板の水勾配方向の下端部の下方に横設された樋と、
　を備えていることを特徴とする屋外床。
【請求項４】
　前記屋外床板が、床部と、前記床部が水勾配方向の上端側の水勾配方向と直交する床板
折線で上方に折曲された立上げ部と、前記床板折線の端部に形成された切欠部と、を備え
ていることを特徴とする請求項 に記載の屋外床。
【請求項５】
　請求項１ に記載の屋外床板接続具を用いた屋外床の施工方法であって、
　下地材の所定箇所に第１の屋外床板を配設する第１床板配設工程と、
　前記第１床板配設工程で配設された第１の屋外床板の一方の側縁部に前記屋外床板接続
具の一方の差込部を挿入した後、前記屋外床板接続具の側板部を前記下地材に止着する床
板接続具配設工程と、
　前記床板接続具配設工程で止着された前記屋外床板接続具の他方の差込部に第２の屋外
床板の一方の側縁部を挿入し前記下地材の上面に配設する第２床板配設工程と、
　を備えていることを特徴とする屋外床の施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一戸建て住宅や低層集合住宅等の屋上等の陸屋根やバルコニー等の屋外床を
施工する屋外床板接続具、特に屋外床板を連設して陸屋根やバルコニー等を施工する屋外
床板接続具及びそれを用いた屋外床並びに屋外床の施工方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、屋上等の陸屋根やバルコニー等の屋外床の大部分のものが、波板状や平板状
に形成された塩化ビニル製等の合成樹脂製や金属製の床板を順次敷設し、敷設された床板
間にパテ状のコーキング材を充填してシールすることによって施工されている。
　しかしながら、これらの床板間に充填されたコーキング材は経年変化によって劣化して
クラックを生じることがあるので、長期間使用するとクラックから雨水が浸入し、この雨
水が階下に流下するという問題があった。
　このような問題を解決するため、例えば（特許文献１）には、「芯材を弾性体で被覆し
て成型した矩形状の床板材を敷設したバルコニーであって、前記床板材が、前記床板材の
側縁の全長に亘って一体形成された弾性体製の起立壁と、前記起立壁の外面に全長に亘っ
て連続して形成された突条と、を備えており、床板材を根太材上に順次接続して敷設する
際に、前記起立壁に形成された前記突条が圧接する状態で前記床板材が止着されたバルコ
ニー」が開示されている。
【特許文献１】特開２００１－２０７５２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら上記従来の技術においては、以下のような課題を有していた。
（１）（特許文献１）に開示の技術は、芯材を弾性体で被覆して床板材を成型するので、
製造工程が煩雑で低コスト化が困難であるという課題を有していた。
（２）バルコニーの大きさや形に応じて種々の大きさの床板材を形成しなければならない
が、大きさの異なる金型等を要し多大な設備投資を要するという課題を有していた。
（３）弾性体製で形成された突条が圧接されることでシール状態が保たれるが、床板材の
表面に太陽光が照射されるので、弾性体が経年変化によって劣化して硬化して圧接力が低
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下して隙間があき、ここから雨水が浸入し、この雨水が階下に流下することがあるという
課題を有していた。
（４）床板材は突条を圧接させた状態で止着されているが、寒暖の温度差、強風や積雪等
によって住宅は変形や寸法変化を生じ、これによって生じたバルコニーの変位により突条
の圧接力が低下しシール状態が悪くなり、ここから雨水が浸入し、この雨水が階下に流下
することがあるという課題を有していた。
（５）また、陸屋根を木造建築にも構築したいという要求があるが、雨仕舞に問題が多い
ため構築するのが困難であるという課題を有していた。
【０００４】
　本発明は上記従来の課題を解決するもので、製造が容易で生産性に優れるとともに屋外
床の施工作業性を向上させることができ、さらに木造住宅であっても高い防水性を長期間
に渡って実現でき耐久性に優れる屋外床板接続具を提供することを目的とする。
　また、本発明は、軽量性に優れるとともに、木造住宅であっても長期間高い水密性を維
持して防水性を保つことができ耐久性に優れる屋外床を提供することを目的とする。
　また、本発明は、正確に位置決めされ屋外床の施工作業を簡便に行うことができ作業性
に優れるとともに、種々の大きさや形状の屋外床を施工することができ汎用性に優れる屋
外床の施工方法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】
　上記従来の課題を解決するために本発明の屋外床板接続具及びそれを用いた屋外床並び
に屋外床の施工方法は、以下の構成を有している。
　本発明の請求項１に記載の屋外床板接続具は、下地材の上面に連設される屋外床板を接
続固定する屋外床板接続具であって、金属板を折曲加工して所定幅に形成された差込形成
部と、前記差込形成部の下面に形成され前記屋外床板の側縁部が挿入される差込部と、前
記差込部から水平方向へ延出した側板部と、前記側板部の水勾配方向の下端部から上端部
に向けて所定の厚さで 配設されたシール部と、

を備えた構成を有している。
　この構成により、以下のような作用が得られる。
（１）金属板を折曲加工して形成されているので、製造が容易で生産性に優れるとともに
継ぎ目が存在せず高い防水性が得られる。
（２）金属板を折曲加工して一部品として形成されているので軽量であり、かつ、複数の
部品を用いて屋外床板を接続する作業と比較して屋外床の施工作業性を向上させることが
できる。
（３）差込形成部の下面に形成された差込部と、差込部から水平方向へ延出した側板部の
水勾配方向の下端部から上端部に向けて所定の厚さで配設されたシール部と、を備えてい
るので、差込部に屋外床板の側縁部を挿入すると、差込部に挿入された屋外床板の側縁部
を支点とするテコの作用で、屋外床板の下面でシール部の上面が強く押圧され高い水密性
が得られるので、屋外床板の側縁部と差込部との隙間から浸入した雨水は、シール部で堰
き止られ水勾配方向に沿って流れるため、高い防水性を実現でき下地材等に雨水が浸入す
ることが防止される。
（４）屋外床板の側縁部は差込部に挿入されるだけの簡単な構造なので、寒暖の温度差、
強風や積雪等によって住宅に変形や寸法変化が生じ屋外床に変位が生じても、屋外床板の
下面でシール部の上面が押圧されることによって得られる水密性に変化はなく、木造住宅
であっても長期間高い水密性を維持して防水性を保つことができ耐久性に優れる。
（５）シール部は差込部に挿入される屋外床板の下面に位置するので、太陽光が屋外床板
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水勾配方向と直交する接続具折線を越えて
前記シール部を連続して形成した後に前記差込形成部，前記差込部，前記側板部，前記シ
ール部の水勾配方向の上端側を前記接続具折線で折曲して上方に起立させ上端部まで前記
シール部が形成された起立部と、前記側板部の水勾配方向の下端側が下方に傾斜された傾
斜部と、前記差込形成部が水勾配方向の下端部に前記側板部の下端部よりも長く形成され
た突片部と、前記傾斜部の長さ分だけ切り込まれ前記突片部の下面から下方に折曲された
前記傾斜部の内側端部と、



で遮光されるため、太陽光によるシール部の経年変化が起こらず、長期間高い水密性を維
持して防水性を保つことができ耐久性に優れる。

【０００６】
　ここで、金属板としては、ステンレス鋼等の合金鋼製やアルミニウム等の非鉄金属製の
帯状の薄板が用いられる。金属板は、プレス等を用いた型曲げ加工、ベンダー等を用いた
折曲げ加工、ロール成形等によって折曲加工がされ、所定の形状に形成される。
【０００７】
　差込形成部は、略方形状に形成された金属板の長手方向の全長に長手方向と略平行に形
成される。差込形成部の側部の金属板を下方に１８０°折り返し、さらに差込形成部の下
面で金属板を再び１８０°折り返すことで差込形成部の下面に差込部を形成することがで
きる。さらに、金属板を差込部から水平方向側方に延出させ側板部を形成することができ
る。
　金属板を１８０°折り返して差込形成部を形成する際、差込形成部は所定の厚さを保つ
ように形成される。所定の厚さを保つように形成された差込形成部は、寒暖の温度差や強
風、積雪等による屋外床板の伸縮等の変形や変位等に対してバネのように変形するので、
寸法変化を吸収することができる。
【０００８】
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（６）差込形成部、差込部、側板部の水勾配方向の上端側を水勾配方向と直交する接続具
折線で折曲して上方に起立させた起立部を備えているので、屋外床の施工時に、起立部を
住宅等の側壁等を形成する間柱等の下端部に沿って配設することで、住宅等の側壁等を施
工する際に起立部が覆われ防水施工を容易に行うことができ施工性に優れる。
（７）起立部の側板部にシール部が形成されると、集中豪雨等のために屋外床板の側縁部
と差込部との隙間から多量の雨水が浸入した場合でも、雨水が起立部に形成されたシール
部で堰き止られ水勾配方向に沿って流れるため、高い防水性を実現でき下地材等に雨水が
浸入することが防止される。
（８）側板部の水勾配方向の下端側が下方に傾斜された傾斜部を備えているので、この屋
外床板接続具を屋外床の水勾配方向の最下端に配設することで、屋外床板の側縁部と差込
部との隙間から浸入しシール部で堰き止られ側板部の水勾配方向に沿って流れる雨水を滞
留させずにスムースに流すことができ、排水性を高めることができる。
（９）側板部の水勾配方向の下端側が下方に傾斜された傾斜部を備えているので、この屋
外床板接続具を屋外床の水勾配方向の最下端に配設することで、雨水が下地材と屋外床板
接続具との間に吹き込むのを防止することができ、下地材に雨水が浸入することが防止さ
れる。
（１０）差込形成部が、水勾配方向の下端部に側板部の下端部よりも長く形成された突片
部を有しているので、差込部に側縁部が挿入された屋外床板の下端部に沿って突片部を下
方に折り曲げることにより、連設された屋外床板間の下端部の隙間を覆い隠すことができ
、雨水がこの隙間から降り込み下地材に浸入することが防止される。
（１１）また、隣り合う屋外床板間の下端部の隙間を覆い隠すことができるので、美麗に
仕上げることができる。
（１２）差込形成部、差込部、側板部、シール部の水勾配方向の上端側を水勾配方向と直
交する接続具折線で折曲して上方に起立させた起立部を備え、起立部の側板部の上端部ま
でシール部が形成されているので、集中豪雨等のために屋外床板の側縁部と差込部との隙
間から多量の雨水が側板部に浸入した場合でも、雨水が起立部に形成されたシール部で堰
き止られ水勾配方向に沿って流れるため、高い防水性を実現でき下地材に雨水が浸入する
ことが防止される。また、シール部を連続して形成した後に接続具折線で折曲して起立部
を形成しているので、接続具折線においてもシール部に隙間がなく、高い防水性を保つこ
とができる。
（１３）突片部の下面にも傾斜部が形成されているので、屋外床板の側縁部と差込部との
隙間から浸入し側板部の水勾配方向に沿って流れる雨水を樋に確実に導くことができ防水
性を高めることができる。



　差込形成部は、金属板の短手方向の略中央部又は端部寄りに形成することができる。特
に、略中央部に形成すると、差込部を差込形成部の下面の両側に形成することができ、こ
れにより、両側の差込部に屋外床板の側縁部を挿入して屋外床板を容易に連設することが
できる。
【０００９】
　屋外床板としては、鋼製、クラッド鋼製、ステンレス鋼等の合金鋼製、アルミニウム，
銅，亜鉛，チタン等の非鉄金属製やそれらの合金製等の板材、これらの板材に亜鉛メッキ
等の表面処理を施した板材、塩ビ被膜鋼板等の合成樹脂製被覆板材、溶融アルミニウム・
亜鉛合金メッキ鋼板であるガルバリウム鋼板、これらの板材に塗装を施した塗装板材等が
用いられる。
【００１０】
　シール部としては、ポリエチレン等のポリオレフィン発泡体，ポリスチレン発泡体，ポ
リウレタン発泡体等の合成樹脂製発泡体、ＥＰＤＭゴム等の合成ゴム製発泡体等の独立気
泡を有する軟質発泡体が用いられる。また、スチレン系，オレフィン系，エステル系等の
熱可塑性エラストマー製，天然ゴム製，合成ゴム製等で形成され長さ方向に沿って中空部
を有する軟質中空状体、熱可塑性エラストマー製，天然ゴム製，合成ゴム製等で形成され
長さ方向に沿って連続した薄肉の突条を有する軟質突条体等が用いられる。いずれも容易
に圧縮変形されるので、差込部に側縁部が挿入された屋外床板の下面に完全に密着し高い
水密性を発現することができる。なかでも、ＥＰＤＭゴム等の合成ゴム製発泡体等の独立
気泡を有する軟質発泡体が好適に用いられる。耐候性，耐寒性，耐熱性，耐薬品性に優れ
高い水密性を長期間に渡り得ることができるとともに、圧縮応力が小さいため、施工の際
に屋外床板の側縁部を差込部に容易に挿入することができるとともに、側縁部が挿入され
た屋外床板を変形させないからである。
【００１１】
　シール部は、側板部の水勾配方向の下端部から上端部に向けて、接着剤や粘着剤等で固
着される。また、シール部は、各々の側板部に１乃至複数本形成することができる。複数
本のシール部を形成することで、防水性をより高めることができる。
　シール部の厚さとしては、側板部から差込形成部の下面までの高さよりも厚く形成され
る。これにより、差込部に側縁部が挿入された屋外床板の下面でシール部が圧縮変形され
高い水密性を発現することができる。
　なお、水勾配方向におけるシール部の上端部は、雨水が漏れないように、側板部の水勾
配方向の上端部にまで配設される。
【００１２】
　屋外床板接続具が適用される屋外床としては、木造建築や鉄筋コンクリート造の一戸建
て住宅や低層集合住宅等の屋上等の陸屋根やバルコニー等が用いられる。
【００１４】
　ここで、起立部は、水勾配に応じた所定の角度で上方に折曲して形成される。水勾配が
小さい場合は、起立部は略９０°上方に折曲して形成される。
【００１５】
　水勾配方向におけるシール部の上端部は、起立部の折線を超えて側板部に固着される。
これにより、雨水が起立部に形成されたシール部で堰き止られ水勾配方向に沿って流れる
ため、高い防水性を実現でき下地材等に雨水が浸入することが防止される。シール部は、
起立部に所定の長さで形成されていればよいが、起立部の上端部までシール部が形成され
ているのが好ましい。防水性を高めるためである。
【００１６】
　傾斜部には、シール部を形成しなくてもよい。傾斜部は屋外床板の下面と密着しないた
め、シール部の上面が押圧されることによって水密構造にする必要がないからである。
【００１８】
　本発明の請求項 に記載の発明は、請求項 に記載の屋外床板接続具であって、前記シ
ール部と前記差込部との間の前記側板部に、前記差込形成部と略平行に１以上の突条部が
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形成された構成を有している。
　この構成により、請求項 で得られる作用に加え、以下のような作用が得られる。
（１）シール部と差込部との間の側板部に差込形成部と略平行に突条部が形成されている
ので、屋外床板の側縁部と差込部との隙間から浸入した雨水が少量の場合に、雨水がシー
ル部に達するのを防止し突条部に沿って雨水をスムースに流すことができ、排水性を高め
ることができるとともにシール部が雨水で劣化するのを防止することができる。
（２）また、突条部が形成されているので、側板部を補強することができ機械的強度を高
めることができる。
【００１９】
　ここで、突条部は、シール部と差込部との間の側板部に、差込形成部と略平行に１本乃
至複数本形成することができる。複数本の突条部を形成することで、防水性をより高める
ことができる。
　突条部の高さとしては、差込部の上面の高さより低く形成される。屋外床板の側縁部を
差込部に挿入したときに、突条部が屋外床板で圧迫されて突条部が潰れたり変形したりす
るのを防止するためである。
【００２０】
　本発明の請求項 に記載の屋外床は、下地材の上面に配設固定された請求項 に
記載された屋外床板接続具と、前記屋外床板接続具の前記差込部に側縁部が挿入され下面
が前記シール部を押圧した屋外床板と、前記屋外床板接続具及び前記屋外床板の水勾配方
向の下端部の下方に横設された樋と、を備えた構成を有している。
　この構成により、以下のような作用が得られる。
（１）差込形成部の下面の両側に形成された差込部と、各々の差込部から水平方向両側へ
延出した側板部の水勾配方向の下端部から上端部に向けて所定の厚さで形成されたシール
部と、を備えた屋外床板接合具の差込部に、屋外床板の側縁部が挿入されているので、屋
外床板の側縁部を支点とするテコの作用で、屋外床板の下面でシール部の上面が強く押圧
され高い水密性が得られるので、屋外床板の側縁部と差込部との隙間から浸入した雨水は
、シール部で堰き止られ水勾配方向に沿って流れ、樋に排水されるため、木造住宅であっ
ても高い防水性を実現でき下地材等に雨水が浸入することが防止される。
（２）屋外床板の側縁部が屋外床板接続具の差込部に挿入されただけの簡単な構造なので
、軽量性に優れるとともに、寒暖の温度差、強風や積雪等によって住宅に変形や寸法変化
が生じても、屋外床板の下面でシール部の上面が押圧されることによって得られる水密性
に変化はなく、長期間高い水密性を維持して防水性を保つことができ耐久性に優れる。
（３）屋外床板接続具のシール部は、差込部に挿入された屋外床板の下面に位置するので
、太陽光が屋外床板で遮光されるため、太陽光によるシール部の経年変化が起こらず、長
期間高い水密性を維持して防水性を保つことができ耐久性に優れる。
（４）起立部と傾斜部とを両方備えた屋外床板接続具と、水勾配方向の最上端から最下端
まで継ぎ目のない１枚板の屋外床板と、を用いることで、屋外床の水勾配方向の最上端か
ら最下端までの双方の雨仕舞の問題を解決できる。
【００２１】
　本発明の請求項 に記載の発明は、請求項 に記載の屋外床であって、前記屋外床板が
、床部と、前記床部が水勾配方向の上端側の水勾配方向と直交する床板折線で上方に折曲
された立上げ部と、前記床板折線の端部に形成された切欠部と、を備えた構成を有してい
る。
　この構成により、以下の請求項 で得られる作用に加え、以下のような作用が得られる
。
（１）屋外床板接続具の差込形成部、差込部、側板部の水勾配方向の上端側を水勾配方向
と直交する接続具折線で折曲して起立部を形成した際に、接続具折線近傍では差込形成部
が潰れ差込部に所定量の隙間が形成されず屋外床板の側縁部を挿入し難くなることがある
が、床板折線の端部に切欠部が形成されているので、接続具折線近傍の差込部が潰れてい
ても、接続具折線近傍以外の差込部に屋外床板の側縁部を挿入させて固定させることがで
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きるので施工性に優れる。なお、屋外床板接続具の接続具折線近傍の差込部には、屋外床
板の床板折線の端部に切欠部が形成されているため、屋外床板の側縁部が十分に挿入され
ていないが、屋外床板接続具の側板部にシール部が形成されているので、切欠部から雨水
が差込部内に万一浸入してもシール部で堰き止られるため、高い防水性を実現できる。
【００２２】
　ここで、切欠部の長さ（屋外床板の側縁部から切欠部の端部までの距離）としては、屋
外床板接続具の差込部の深さ（屋外床板接続具の差込形成部の側縁部から差込部の底部ま
での距離）より短く形成されているのが好ましい。屋外床板接続具の差込部に屋外床板の
側縁部を挿入した際に、切欠部が差込形成部で覆われずに屋外床の表面に露出してしまう
のを防止するためである。
　なお、切欠部の形状としては、Ｖ字状、Ｕ字状等に形成されたものを用いることができ
る。
【００２３】
　立上げ部は、水勾配に応じた所定の角度で上方に折曲して形成される。水勾配が小さい
場合は、立上げ部は略９０°上方に折曲して形成される。
【００２４】
　本発明の請求項 に記載の発明は、請求項 に記載の屋外床板接続具を用いた屋
外床の施工方法であって、下地材の一方の側端部に第１の屋外床板を配設する第１床板配
設工程と、前記第１床板配設工程で配設された第１の屋外床板の一方の側縁部に屋外床板
接続具の一方の差込部を挿入した後、前記屋外床板接続具の側板部を前記下地材に止着す
る床板接続具配設工程と、前記床板接続具配設工程で止着された前記屋外床板接続具の他
方の差込部に第２の屋外床板の一方の側縁部を挿入し前記下地材の上面に配設する第２床
板配設工程と、を備えた構成を有している。
　この構成により、以下のような作用が得られる。
（１）第１床板配設工程で配設された第１の屋外床板の一方の側縁部に屋外床板接続具の
一方の差込部を挿入した後、屋外床板接続具の側板部を下地材に止着する床板接続具配設
工程を備えているので、屋外床板と屋外床板接続具との間が正確に位置決めされるととも
に挿入状態が安定する。次に、第２床板配設工程で、床板接続具に第２の屋外床板の側縁
部を挿入し下地材に配設するので、屋外床の施工作業を正確に行うことができるとともに
、簡便かつ迅速に行うことができ作業性に優れる。
（２）屋外床の下地材の一方の側端部から他方の側端部へ、屋外床板と屋外床板接続具と
を順次接続していくので、種々の広さや形状の屋外床を施工することができ汎用性に優れ
る。
【００２５】
　ここで、第１床板配設工程において、第１の屋外床板は、下地材が直線状に配設されて
いる場合は下地材の側端部に配設される。また、下地材が折れて配置されている場合は、
折れて配置された下地材の上面に配設される。
　なお、屋外床板接続具に止着具を打ち込む位置は、屋外床板接続具のシール部の外側の
側板部である。シール部の内側の側板部や差込形成部に止着具を打ち込むと、孔があき雨
水が浸入する原因となるからである。
【発明の効果】
【００２６】
　以上のように、本発明の屋外床板接続具及びそれを用いた屋外床並びに屋外床の施工方
法によれば、以下のような有利な効果が得られる。
　請求項１に記載の発明によれば、
（１）金属板を折曲加工して形成されているので、製造が容易で生産性に優れるとともに
継ぎ目が存在せず防水性に優れた屋外床板接続具を提供することができる。
（２）金属板を折曲加工して一部品として形成されているので軽量であり、かつ、複数の
部品を用いて屋外床板を接続する作業と比較して屋外床の施工作業性を向上させることが
できる屋外床板接続具を提供することができる。
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（３）差込形成部の下面に形成された差込部と、差込部から水平方向へ延出した側板部の
水勾配方向の下端部から上端部に向けて所定の厚さで配設されたシール部と、を備えてい
るので、差込部に屋外床板の側縁部を挿入すると、差込部に挿入された屋外床板の側縁部
を支点とするテコの作用で、屋外床板の下面でシール部の上面が強く押圧され高い水密性
が得られるので、屋外床板の側縁部と差込部との隙間から浸入した雨水は、シール部で堰
き止られ水勾配方向に沿って流れるため防水性に優れた屋外床板接続具を提供することが
できる。
（４）屋外床板の側縁部は差込部に挿入されるだけの簡単な構造なので、寒暖の温度差、
強風や積雪等によって住宅に変形や寸法変化が生じ屋外床に変位が生じても、屋外床板の
下面でシール部の上面が押圧されることによって得られる水密性に変化はなく、長期間高
い水密性を維持して防水性を保つことができ耐久性に優れた屋外床板接続具を提供するこ
とができる。
（５）シール部は差込部に挿入される屋外床板の下面に位置するので、太陽光が屋外床板
で遮光されるため、太陽光によるシール部の経年変化が起こらず、長期間高い水密性を維
持して防水性を保つことができ耐久性に優れた屋外床板接続具を提供することができる。
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（６）差込形成部、差込部、側板部の水勾配方向の上端側を水勾配方向と直交する接続具
折線で折曲して上方に起立させた起立部を備えているので、屋外床の施工時に、起立部を
住宅等の側壁等を形成する間柱等の下端部に沿って配設することで、住宅等の側壁等を施
工する際に起立部が覆われ防水施工を容易に行うことができ施工性に優れた屋外床板接続
具を提供することができる。
（７）起立部の側板部にシール部が形成されると、集中豪雨等のために屋外床板の側縁部
と差込部との隙間から多量の雨水が浸入した場合でも、雨水が起立部に形成されたシール
部で堰き止られ水勾配方向に沿って流れるため、高い防水性を実現でき下地材等に雨水が
浸入することが防止される屋外床板接続具を提供することができる。
（８）側板部の水勾配方向の下端側が下方に傾斜された傾斜部を備えているので、この屋
外床板接続具を屋外床の水勾配方向の最下端に配設することで、屋外床板の側縁部と差込
部との隙間から浸入しシール部で堰き止られ側板部の水勾配方向に沿って流れる雨水を滞
留させずにスムースに流すことができ、排水性を高めることができる屋外床板接続具を提
供することができる。
（９）側板部の水勾配方向の下端側が下方に傾斜された傾斜部を備えているので、この屋
外床板接続具を屋外床の水勾配方向の最下端に配設することで、雨水が下地材と屋外床板
接続具との間に吹き込むのを防止することができ、下地材に雨水が浸入することが防止さ
れる屋外床板接続具を提供することができる。
（１０）差込形成部が、水勾配方向の下端部に側板部の下端部よりも長く形成された突片
部を有しているので、差込部に側縁部が挿入された屋外床板の下端部に沿って突片部を下
方に折り曲げることにより、連設された屋外床板間の下端部の隙間を覆い隠すことができ
、雨水がこの隙間から降り込み下地材に浸入することが防止される屋外床板接続具を提供
することができる。
（１１）また、隣り合う屋外床板間の下端部の隙間を覆い隠すことができるので、美麗に
仕上げることができる屋外床板接続具を提供することができる。
（１２）差込形成部、差込部、側板部、シール部の水勾配方向の上端側を水勾配方向と直
交する接続具折線で折曲して上方に起立させた起立部を備え、起立部の側板部の上端部ま
でシール部が形成されているので、集中豪雨等のために屋外床板の側縁部と差込部との隙
間から多量の雨水が側板部に浸入した場合でも、雨水が起立部に形成されたシール部で堰
き止られ水勾配方向に沿って流れるため、高い防水性を実現でき下地材に雨水が浸入する
ことが防止される。また、シール部を連続して形成した後に接続具折線で折曲して起立部
を形成しているので、接続具折線においてもシール部に隙間がなく、高い防水性を保つこ
とができる屋外床板接続具を提供することができる。
（１３）突片部の下面にも傾斜部が形成されているので、屋外床板の側縁部と差込部との
隙間から浸入し側板部の水勾配方向に沿って流れる雨水を樋に確実に導くことができ防水



【００２９】
　請求項 に記載の発明によれば、請求項 の効果に加え、
（１）シール部と差込部との間の側板部に差込形成部と略平行に突条部が形成されている
ので、屋外床板の側縁部と差込部との隙間から浸入した雨水が少量の場合に、雨水がシー
ル部に達するのを防止し突条部に沿って雨水をスムースに流すことができ、排水性を高め
ることができるとともにシール部が雨水で劣化するのを防止することができ、耐久性と排
水性に優れた屋外床板接続具を提供することができる。
（２）また、突条部が形成されているので、側板部を補強することができ高い機械的強度
を有する屋外床板接続具を提供することができる。
【００３０】
　請求項 に記載の発明によれば、
（１）差込形成部の下面の両側に形成された差込部と、各々の差込部から水平方向両側へ
延出した側板部の水勾配方向の下端部から上端部に向けて所定の厚さで形成されたシール
部と、を備えた屋外床板接合具の差込部に、屋外床板の側縁部が挿入されているので、屋
外床板の側縁部を支点とするテコの作用で、屋外床板の下面でシール部の上面が強く押圧
され高い水密性が得られるので、屋外床板の側縁部と差込部との隙間から浸入した雨水は
、シール部で堰き止られ水勾配方向に沿って流れ、樋に排水されるため、防水性に優れた
屋外床を提供することができる。
（２）屋外床板の側縁部が屋外床板接続具の差込部に挿入されただけの簡単な構造なので
、軽量性に優れるとともに、寒暖の温度差、強風や積雪等によって住宅に変形や寸法変化
が生じても、屋外床板の下面でシール部の上面が押圧されることによって得られる水密性
に変化はなく、長期間高い水密性を維持して防水性を保つことができ耐久性に優れた屋外
床を提供することができる。
（３）屋外床板接続具のシール部は、差込部に挿入された屋外床板の下面に位置するので
、太陽光が屋外床板で遮光されるため、太陽光によるシール部の経年変化が起こらず、長
期間高い水密性を維持して防水性を保つことができ耐久性に優れた屋外床を提供すること
ができる。
（４）起立部と傾斜部とを両方備えた屋外床板接続具と、水勾配方向の最上端から最下端
まで継ぎ目のない１枚板の屋外床板と、を用いることで、屋外床の水勾配方向の最上端か
ら最下端までの双方の雨仕舞の問題を解決できる屋外床を提供することができる。
【００３１】
　請求項 に記載の発明によれば、請求項 の効果に加え、
（１）屋外床板の立上げ部が折曲された床板折線の端部に切欠部が形成されているので、
起立部が形成された屋外床板接続具の接続具折線近傍の差込部が潰れていても、接続具折
線近傍以外の差込部に屋外床板の側縁部を挿入させて固定させることができるので施工性
に優れた屋外床を提供することができる。
【００３２】
　請求項 に記載の発明によれば、
（１）第１床板配設工程で配設された第１の屋外床板の一方の側縁部に屋外床板接続具の
一方の差込部を挿入した後、屋外床板接続具の側板部を下地材に止着する床板接続具配設
工程を備えているので、屋外床板と屋外床板接続具との間が正確に位置決めされるととも
に挿入状態が安定し、屋外床の施工作業を正確に行うことができるとともに、簡便かつ迅
速に行うことができ作業性に優れた屋外床の施工方法を提供することができる。
（２）屋外床の下地材の一方の側端部から他方の側端部へ、屋外床板と屋外床板接続具と
を順次接続していくので、種々の広さや形状の屋外床を施工することができ汎用性に優れ
た屋外床の施工方法を提供することができる。
                                                                                
  
【発明を実施するための最良の形態】
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性を高めることができる屋外床板接続具を提供することができる。

２ １

３

４ ３

５



【００３３】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を、図面を参照しながら説明する。
　（実施の形態１）
　図１は本発明の実施の形態１における屋外床板接続具の斜視図であり、図２は図１のＡ
－Ａ線における断面図であり、図３は屋外床板接続具の突片部を下方からみた要部斜視図
である。
　図１、図２において、１は一枚の金属板を折曲加工して形成された実施の形態１におけ
る屋外床板接続具、２は施工される屋外床の水勾配方向（図１において矢印で示す方向）
と略平行して所定幅・所定の厚さに形成された差込形成部、３，３は差込形成部２の両側
を下方に１８０°折り返して差込形成部２の下面で再び１８０°折り返すことで差込形成
部２の下面の両側に形成された差込部、４，４は差込部３，３から水平方向両側へ延出し
た側板部、５，５は側板部４，４の水勾配方向の下端部から上端部に向けて差込形成部２
の両側に略平行して連続して接着されたＥＰＤＭゴム等の合成ゴム製発泡体等のシール部
である。シール部５の厚さは、側板部４から差込形成部２の下面までの高さよりも厚く形
成されている。６は差込形成部２，差込部３，３，側板部４，４の水勾配方向の上端側に
水勾配方向と直交して形成された接合具折線、７は差込形成部２，差込部３，３，側板部
４，４，シール部５，５の上端側が接合具折線６で上方に略９０°折曲され起立した起立
部、８は側板部４，４の水勾配方向の下端側が下方にわずかに折曲され傾斜した傾斜部、
９は差込形成部２の水勾配方向の下端部に側板部４，４の下端部よりも長く形成された突
片部、１０，１０はシール部５と差込部３，３との間の側板部４，４に差込形成部２と略
平行して側板部４，４の下端部から上端部に亘って形成された突条部、１０ａ，１０ａは
突条部１０，１０の外側かつシール部５，５の内側の側板部４，４に突条部１０，１０と
所定間隔をあけて略平行に形成された突条部、１０´，１０´は側板部４，４の側縁部が
折り返された折り返し部である。
【００３４】
　図３において、８ａ，８ａは差込部３の下端部で傾斜部８，８の長さ分だけ切り込まれ
突片部９の下面から下方に折曲された傾斜部８，８の内側端部である。図３に示すように
、傾斜部８，８は突片部９の下面にも形成されている。
【００３５】
　次に、以上のように構成された実施の形態１における屋外床板接続具を用いた屋外床の
施工方法を、図面を参照しながら説明する。
　図４は屋外床板接続具を用いた屋外床の水勾配方向と平行方向の要部断面図であり、図
５は下地材を配設した状態を示す要部斜視図であり、図６は屋外床板接続具を用いて屋外
床板を連設する状態を示す要部斜視図であり、図７は屋外床板接続具を用いた屋外床の水
勾配方向と直交方向の要部断面図であり、図８（ａ）は屋外床板接続具の突片部を用いた
屋外床の仕上げ状態を示す要部断面図であり、図８（ｂ）は屋外床板接続具の突片部を用
いた屋外床の仕上げ状態を示す要部斜視図である。
　図４において、１１は住宅の窓台等を有する側壁が形成される間柱、１２は住宅の軒先
に配設されるパラペット等の間柱、１３は間柱１１と間柱１２との間に所定の水勾配を形
成して配設された根太材、１４は根太材１３の上に敷設されたコンクリートパネル等の下
部パネル材、１５は下部パネル材１４の上に敷設された硬質石膏ボード等の上部パネル材
、１６は間柱１２間の下端部に沿って横設され一側縁が上部パネル材１５の上に当接され
断面が略コ字状に形成された箱樋等の樋、１６ａは樋１６に接続され雨水を樋１６から排
出するドレン、１６ｂはドレン１６ａに接続された竪樋等の排水管、１７は樋１６を間柱
１２に止着する釘等の止着具、１８は樋１６を上部パネル材１５に止着する釘等の止着具
、１９は不織布等の基材に改質アスファルト等を含浸させてマット状に形成され上部パネ
ル材１５の上面及び間柱１１の側面に沿って敷設された下葺材、２０は樋１６の一側縁に
沿って上部パネル材１５と下葺材１９との間に充填されたコーキング材、２１はポリスチ
レン製，ポリエチレン製等で形成され下葺材１９の上面に敷設されたマット材、２２は下
部パネル材１４，上部パネル材１５，下葺材１９，マット材２１で構成された下地材であ
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る。
【００３６】
　図５において、２３は下地材２２の側端部に配設された住宅の側壁やパラペット等の間
柱、２４は図示しない釘等の止着具を介してマット材２１及び下葺材１９の端部近傍を上
部パネル材１５に止着する座金、２５は図示しない釘等の止着具の上部に点状に塗布され
たコーキング材、２６はマット材２１及び下葺材１９の央部近傍に所定の間隔をあけて複
数配置された座金、２７は座金２６を貫通してマット材２１及び下葺材１９を上部パネル
材１５に止着する釘等の止着具である。
【００３７】
　図６において、３０は１枚のメッキ鋼板やステンレス板等で形成された第１の屋外床板
、３１は第１の屋外床板３０の矩形状に形成された床部、３２は床部３１の水勾配方向の
上端側の水勾配方向と直交する床板折線、３３は床板折線３２で床部３１を上方に略９０
°折曲させた立上げ部、３４は床部３１の側部を水勾配方向と略平行に上方に略９０°折
曲した側面部、３４ａは側面部３４を間柱２３に止着する釘等の止着具、３５は立上げ部
３３と側面部３４とがコーキング材によってシールされた接合部、３６は床部３１の水勾
配方向の下端部で水勾配方向と直交する折線で下方に略９０°折曲させた裾部、３６ａは
裾部３６の下端部をわずかに内側に折り返した折り返し部である。
　４０は１枚のメッキ鋼板やステンレス板等で形成された第２の屋外床板、４１は第２の
屋外床板４０の矩形状に形成された床部、４２は床部４１の水勾配方向の上端側の水勾配
方向と直交する床板折線、４３は床板折線４２で床部４１を上方に略９０°折曲させた立
上げ部、４４は立上げ部４３が折曲された床板折線４２の両端部に略Ｖ字状に形成された
切欠部、４５は床部４１の水勾配方向の下端部を水勾配方向と直交する折線で下方に略９
０°折曲させた裾部、４５ａは裾部４５の下端部をわずかに内側に折り返した折り返し部
、４６は下地材２２に屋外床板接続具１の側板部４を止着する釘や止鋲等の止着具、４７
は座金２６の止着具２７の上部に点状に塗布されたコーキング材である。
　なお、屋外床板接続具１の側板部４，４の長さは、下地材２２の水勾配方向の長さと同
一かわずかに長く形成されている。また、傾斜部８は、下地材２２の水勾配方向の下端部
より下方に突出している。また、第１の屋外床板３０，第２の屋外床板４０の床部３１，
４１の水勾配方向の長さは、屋外床板接続具１の側板部４，４より少し長めに形成されて
いる。また、屋外床板接続具１の突片部９の長さは、突片部９を第１の屋外床板３０，第
２の屋外床板４０の裾部３６，４５に沿って下方に折曲した際に、突片部９の先端が裾部
３６，４５の下端部より下側になるような長さに形成されている。
　また、第１の屋外床板３０の接合部３５と反対側の床板折線３２の端部にも、略Ｖ字状
や略Ｕ字状等の図示しない切欠部が形成されている。
【００３８】
　図７において、１´は実施の形態１の屋外床板接続具１と同様の構成を有する第２の屋
外床板接続具である。２´は差込形成部、３´は差込部、５´はシール部であり、これら
は屋外床板接続具１と同様の構成であるので、説明を省略する。４０´は第２の屋外床板
４０と同様の構成を有する第３の屋外床板である。
【００３９】
　実施の形態１における屋外床板接続具を用いて屋外床を施工するには、図４及び図５に
示すように、まず、根太材１３の上にコンクリートパネル等の下地材２２としての下部パ
ネル材１４を敷設し、その上に硬質石膏ボード等の下地材２２としての上部パネル材１５
を敷設する。次いで、樋１６を一側縁が上部パネル材１５の上に当接するように軒先の間
柱１２間の下端部に沿って横設した後、止着具１７，１８を用いて樋１６を間柱１２及び
上部パネル材１５に止着する。次いで、下葺材１９を上部パネル材１５の上面，間柱１１
の側面，間柱２３の側面に沿って敷設する。次いで、コーキング材２０を樋１６の一側縁
に沿って上部パネル材１５と下葺材１９との隙間に充填する。次に、マット材２１を下葺
材１９の上面に敷設する。敷設されたマット材２１及び下葺材１９は、座金２４，２６及
び釘等の止着具２７を用いて上部パネル材１５に止着し、下地材１１を完成させる。
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　次に、第１床板配設工程において、図５に示すように、座金２４の上部にコーキング材
２５を点状に塗布した後、図６及び図７に示すように、第１の屋外床板３０の側面部３４
を間柱２３に沿って敷設された下葺材１９に当接させながら配設し、床部３１の下面を塗
布されていたコーキング材２５に貼着させる。側面部３４は止着具３４ａで間柱２３に止
着する。
　次に、床板接続具配設工程において、第１の屋外床板３０の側縁部に、屋外床板接続具
１の一方の差込部３を挿入しながら、マット材２１（下地材２２）の上面に配設する。屋
外床板接続具１の側板部４の下面は、塗布されていたコーキング材２５でマット材２１に
貼着される。次に、屋外床板接続具１のシール部５の外側の側板部４を下地材２２に止着
具４６で止着する。止着具４６の上部には、防水性を高めるため図示しないコーキング材
を充填しておく。
　次に、第２床板配設工程において、図６に示すように、座金２６の上部にコーキング材
４７を点状に塗布した後、図６及び図７に示すように、屋外床板接続具１の他方の差込部
３に第２の屋外床板４０の一方の側縁部を挿入するとともに、第２の屋外床板４０の床部
４１の下面をコーキング材４５に貼着させる。
　以下、床板接続具配設工程と第２床板配設工程を繰り返すことにより、種々の広さの屋
外床を施工することができる。また、第２床板配設工程において、第３の屋外床板として
、上述の第１の屋外床板３０と同様に側面部を形成したものを用いれば、２枚の屋外床板
と１本の屋外床板接続具で屋外床を施工することができる。
【００４０】
　次に、図８に示すように、屋外床板接続具１の差込形成部２の突片部９を、第１の屋外
床板３０，第２の屋外床板４０の裾部３６，４５に沿って下方に折曲し、さらに裾部３６
，４５の折り返し部３６ａ，４５ａを巻き込むようにして内側に折曲することで、突片部
９で裾部３６，４５の間に形成された隙間を塞ぐ。
　なお、第１の屋外床板３０，第２の屋外床板４０の立上げ部３３，４３、屋外床板接続
具１の起立部７の各々の上端部は、住宅の間柱１１及び間柱２３の周囲に壁やパラペット
等を施工する際に覆われるため、この部分の防水性が保たれる。
　なお、第１の屋外床板３０，第２の屋外床板４０の床部３１，４１、屋外床板接続具１
の差込形成部２の上面に、必要に応じて、木質系仕上材や人工芝等を敷設することもでき
る。
【００４１】
　以上のように、本発明の実施の形態１における屋外床板接続具は構成されているので、
以下のような作用が得られる。
（１）一枚の金属板を折曲加工して形成されているので、製造が容易で生産性に優れると
ともに継ぎ目が存在せず高い防水性が得られる。
（２）一枚の金属板を折曲加工して一部品として形成されているので軽量であり、かつ、
複数の部品を用いて屋外床板を接続する作業と比較して屋外床の施工作業性を向上させる
ことができる。
（３）差込形成部２の下面の両側に形成された差込部３と、各々の差込部３から水平方向
両側へ延出した側板部４の水勾配方向の下端部から上端部に向けて所定の厚さで形成され
たシール部５と、を備えているので、差込部３に屋外床板３０の側縁部を挿入すると、差
込部３に挿入された屋外床板３０の側縁部を支点とするテコの作用で、屋外床板３０の床
部３１の下面でシール部５の上面が強く押圧され高い水密性が得られるので、屋外床板３
０の側縁部と差込部３との隙間から浸入した雨水は、シール部５で堰き止られ水勾配方向
に沿って流れるため、高い防水性を実現でき下地材２２に雨水が浸入することが防止され
る。
（４）屋外床板３０の側縁部は差込部３に挿入されるだけの簡単な構造なので、寒暖の温
度差、強風や積雪等によって住宅に変形や寸法変化が生じ屋外床に変位が生じても、屋外
床板３０の床部３１の下面でシール部５の上面が押圧されることによって得られる水密性
に変化はなく、木造住宅においても長期間高い水密性を維持して防水性を保つことができ
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耐久性に優れる。
（５）シール部５は差込部３に挿入される屋外床板３０の下面に位置するので、太陽光が
屋外床板３０の床部３１で遮光されるため、太陽光によるシール部５の経年変化が起こら
ず、長期間高い水密性を維持して防水性を保つことができ耐久性に優れる。
（６）差込形成部２、差込部３、側板部４、シール部５の水勾配方向の上端側を水勾配方
向と直交する接続具折線６で折曲して上方に起立させた起立部７を備え、起立部７の側板
部４の上端部までシール部５が形成されているので、集中豪雨等のために屋外床板３０の
側縁部と差込部３との隙間から多量の雨水が側板部４に浸入した場合でも、雨水が起立部
７に形成されたシール部５で堰き止られ水勾配方向に沿って流れるため、高い防水性を実
現でき下地材１１に雨水が浸入することが防止される。また、シール部５を連続して形成
した後に接続具折線６で折曲して起立部７を形成しているので、接続具折線６においても
シール部５に隙間がなく、高い防水性を保つことができる。
（７）側板部４の水勾配方向の下端側が下方に傾斜された傾斜部８を備えているので、屋
外床板３０の側縁部と差込部３との隙間から浸入しシール部５で堰き止られ側板部４の水
勾配方向に沿って流れる雨水を滞留させずにスムースに流すことができ、排水性を高める
ことができる。
（８）側板部４の水勾配方向の下端側が下方に傾斜された傾斜部８を備えているので、雨
水が下地材２２と屋外床板接続具１との間に吹き込むのを防止することができ、下地材２
２に雨水が浸入することが防止される。
（９）差込形成部２が、水勾配方向の下端部に側板部４の下端部よりも長く形成された突
片部９を有しているので、差込部３に側縁部が挿入された屋外床板３０の下端部（裾部３
６）に沿って突片部９を下方に折り曲げることにより、連設された屋外床板３０，４０間
の下端部（裾部３６，４５）の隙間を覆い隠すことができ、雨水がこの隙間から降り込み
下地材２２に浸入することが防止される。
（１０）また、突片部９で隣り合う屋外床板３０，４０間の下端部（裾部３６，４５）の
隙間を覆い隠すことができるので、美麗に仕上げることができる。
（１１）シール部５と差込部３との間の側板部４に、水勾配方向と略平行に突条部１０が
形成されているので、屋外床板３０の側縁部と差込部３との隙間から浸入した雨水が少量
の場合に、雨水がシール部５に達するのを防止し突条部１０に沿って水勾配方向に沿って
スムースに流すことができ、雨水が多量の場合でもシール部５側に突条部１０ａを有する
ので、排水性を高めることができるとともにシール部５が雨水で劣化するのを防止するこ
とができ、耐久性と排水性を高めることができる。
（１２）また、突条部１０，１０ａが形成されているので、側板部４を補強することがで
き機械的強度を高めることができる。
（１３）突条部１０の外側の側板部４に所定の間隔をあけて略平行に突条部１０ａが形成
されているので、シール部５を真直ぐに接着する目安にすることができ均一な製品を製造
することができる。
（１４）突片部９の下面にも傾斜部８が形成されているので、屋外床板３０の側縁部と差
込部３との隙間から浸入し側板部４の水勾配方向に沿って流れる雨水を樋１６に確実に導
くことができ防水性を高めることができる。
【００４２】
　また、以上のように本発明の実施の形態１における屋外床板接続具を用いた屋外床は構
成されているので、以下のような作用が得られる。
（１）差込形成部２の下面の両側に形成された差込部３と、各々の差込部３から水平方向
両側へ延出した側板部４の水勾配方向の下端部から上端部に向けて所定の厚さで形成され
たシール部５と、を備えた屋外床板接合具１の差込部３に、屋外床板３０，４０の側縁部
が挿入されているので、屋外床板３０，４０の側縁部を支点とするテコの作用で、屋外床
板３０，４０の床部３１，４１の下面でシール部５の上面が強く押圧され高い水密性が得
られるので、屋外床板３０，４０の側縁部と差込部３との隙間から浸入した雨水は、シー
ル部５で堰き止られ水勾配方向に沿って流れ、樋１６に排水されるため、木造住宅におい
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ても高い防水性を実現でき下地材２２に雨水が浸入することが防止される。
（２）屋外床板３０，４０の側縁部が屋外床板接続具１の差込部３に挿入されただけの簡
単な構造なので、軽量性に優れるとともに、寒暖の温度差、強風や積雪等によって住宅に
変形や寸法変化が生じても、屋外床板３０，４０の床部３１，４１の下面でシール部５の
上面が押圧されることによって得られる水密性に変化はなく、長期間高い水密性を維持し
て防水性を保つことができ耐久性に優れる。また、差込形成部２が所定の厚さを保つよう
に形成されているので、寒暖の温度差や強風、積雪等による屋外床板３０，４０の伸縮等
の変形や変位等に対して差込形成部２がバネのように変形し寸法変化を吸収することがで
き、屋外床の水密性を半永久的に維持することができる。
（３）屋外床板接続具１のシール部５は、差込部３に挿入された屋外床板３０，４０の床
部３１，４１の下面に位置するので、太陽光が屋外床板３０，４０の床部３１，４１で遮
光されるため、太陽光によるシール部５の経年変化が起こらず、長期間高い水密性を維持
して防水性を保つことができ耐久性に優れる。
（４）屋外床板３０，４０の立上げ部３３，４３が折曲された床板折線３２，４２の端部
に切欠部４４が形成されているので、屋外床板接続具１の接続具折線６近傍の差込部３が
潰れていても、接続具折線６近傍以外の差込部３に屋外床板３０，４０の側縁部を挿入さ
せて固定させることができるので施工性に優れる。屋外床板接続具１の差込形成部２、差
込部３、側板部４の水勾配方向の上端側を水勾配方向と直交する接続具折線６で折曲して
起立部７を形成した際に、接続具折線６近傍では差込形成部２が潰れ差込部３に所定量の
隙間が形成されず屋外床板３０，４０の側縁部を挿入し難くなることがあるからである。
（５）屋外床板３０，４０に裾部３６，４５が形成されているので、下地材２２に雨水が
降りかかるのを防止することができ防水性を高めることができる。
（６）改質アスファルト等を含浸させてマット状に形成された下葺材１９が住宅の間柱１
１，２３の側面に沿って敷設されており、さらに樋１６の一側縁が止着された上部パネル
材１５の上に下葺材１９が敷設され隙間にコーキング材２０が充填されているので、樋１
６等との隙間から雨水が浸入するのを防止することができ防水性に優れるとともに結露等
も防止することができる。
（７）屋外床板３０，４０の床板３１，４１及び屋外床板接続具１の側板部４の下面にマ
ット材２１が敷設されているので、クッション性を高めることができ、使用中に側板部４
に形成された突条部１０等が潰れたりするのを防止することができる。
（８）屋外床板３０，４０の裾部３６，４５に折り返し部３６ａ，４５ａが形成されてい
るので、裾部３６，４５に機械的強度を付与するとともに、裾部３６，４５が波打つのを
防止することができる。
（９）下葺材１９及びマット材２１を止着した止着具の上部にコーキング材２５，４７を
塗布し、この上に屋外床板接続具１や屋外床板３０，４０を配設しているので、コーキン
グ材２５，４７の粘着力で屋外床板接続具１や屋外床板３０，４０が下地材２２から浮き
上がることなく固定することができ安定性に優れる。
（１０）屋外床板接続具１が起立部７を備えているので、屋外床の施工時に、起立部７を
住宅等の側壁等を形成する間柱等の下端部に沿って配設することで、住宅等の側壁等を施
工する際に起立部７が覆われ防水施工を容易に行うことができ施工性に優れる。
【００４３】
　また、本発明の実施の形態１における屋外床板接続具を用いた屋外床の施工方法によれ
ば、以下のような作用が得られる。
（１）床板接続具配設工程において、第１の屋外床板３０の側縁部に、屋外床板接続具１
の一方の差込部３を挿入した後、屋外床板接続具１のシール部５の外側の側板部４を下地
材２２に止着具４６で止着し、第２床板配設工程において、屋外床板接続具１の他方の差
込部３に第２の屋外床板４０の一方の側縁部を挿入するので、屋外床板接続具１と屋外床
板３０，４０との間が正確に位置決めされるとともに挿入状態が安定するとともに、屋外
床の施工作業を簡便に行うことができ作業性に優れる。
（２）屋外床の下地材２２の所定箇所から側方へ、屋外床板と屋外床板接続具とを順次接
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続していくので、種々の広さや形状の屋外床を施工することができ汎用性に優れる。
【００４４】
　なお、本実施の形態においては、屋外床板接続具１が起立部７と傾斜部８の両方を備え
たものについて説明したが、屋外床の面積が広い場合等には、水勾配方向の上端部に起立
部７を備えた屋外床板接続具を配設し、水勾配方向の下端部に傾斜部８を備えた屋外床板
接続具を配設し、その中間には、起立部７及び傾斜部８を備えない屋外床板接続具を配設
し、その各々に屋外床板を接続していくこともできる。この場合には、水勾配方向の上部
側に配設する屋外床板接続具及び屋外床板で、水勾配方向の下部側に配設する屋外床板接
続具及び屋外床板の上面を覆設していく。水勾配方向に沿って流れる雨水が、屋外床板接
続具や屋外床板の隙間に浸入するのを防止するためである。
【００４５】
　（実施の形態２）
　図９は本発明の実施の形態２における屋外床板接続具の斜視図である。なお、実施の形
態１と同様のものは、同じ符号を付して説明を省略する。
　図中、５０は実施の形態２における屋外床板接続具、５ａ，５ａはシール部５，５の両
側の側板部４，４に所定間隔をあけて形成されたシール部である。
　以上のように実施の形態２における屋外床板接続具は構成されているので、実施の形態
１の作用に加え、以下のような作用が得られる。
（１）シール部が複数本形成されているので防水性をより高めることができ、住宅の側壁
から軒先までの長さが長い屋外床（例えば４ｍ以上）を施工する場合や勾配が小さい場合
、集中豪雨等が発生する場合等に排水性や止水性等を高める効果がある。
【００４６】
　（実施の形態３）
　図１０は本発明の実施の形態３における屋外床板接続具の要部断面図である。なお、実
施の形態１と同様のものは、同じ符号を付して説明を省略する。
　図中、６０はロール成形で折曲加工された本発明の実施の形態３における屋外床板接続
具、６１は差込形成部２の中央に長手方向に沿って形成されたセンター溝部、６２，６２
は差込形成部２の下面に長手方向に沿って側板部４，４に形成された側板溝部、６３，６
３はシール部５と側板溝部６２，６２との間の側板部４，４に水勾配方向と略平行して側
板部４，４の下端部から上端部に亘って形成された突条部、６３ａ，６３ａは突条部６３
，６３の外側かつシール部５，５の内側の側板部４，４に突条部６３，６３と所定間隔を
あけて略平行に形成された突条部である。
【００４７】
　以上のように、実施の形態３における屋外床板接続具は構成されているので、実施の形
態１に記載の作用に加え、以下のような作用が得られる。
（１）センター溝部６１が形成されているので、差込形成部２に機械的強度を付与し成形
時等に差込形成部２が波打ったり変形したりするのを防止することができ、屋外床の表面
に露出することもある屋外床板接続具６０の差込形成部２を美麗に仕上げることができる
。
（２）屋外床に配設された際には、センター溝部６１内にも雨水が流れて排水されるため
排水性を高めることができる。
（３）差込形成部２の下面に側板溝部６２，６２が形成されているので、浸入した雨水が
少量の場合でも、雨水を側板溝部６２，６２内に集中させてスムースに流すことができ、
排水性を高めることができるとともにシール部５に雨水が達して劣化するのを防止するこ
とができ、耐久性と排水性を高めることができる。
【実施例】
【００４８】
　以下、本発明を実験例により具体的に説明する。なお、本発明はこの実験例に限定され
るものではない。
　（実験例１）
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　実施の形態１で説明した屋外床板接続具２本で３枚の屋外床板を連設して実施の形態１
で説明したのと同様の構成を有する屋外床を施工し、本発明の屋外床板接続具を用いた屋
外床の防水性を調べた。施工した屋外床は、水勾配（分数勾配）が４／１００、３／１０
０、１．５／１００及び０／１００の４種類であり、床部の幅が約０．３ｍの第１及び第
３の屋外床板、床部の幅が約０．９ｍの第２の屋外床板を用い、住宅の側壁から軒先まで
の長さが約４ｍのものであった。
　この４種類の屋外床の床板表面全体に毎分２３Ｌの流量で水を連続して１時間散布し、
１時間後、シール部の外側に水が浸入していないかどうかを確認した。なお、毎分２３Ｌ
の流量で散布された水は、１時間当たり５００ｍｍの降雨強度に相当するものである。そ
の結果、いずれの屋外床も水漏れが生じていないことが確認された。
　以上の実験例の結果から、本発明の屋外床板接続具を用いた屋外床の防水性は著しく優
れていることが明らかになった。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明は、一戸建て住宅や低層集合住宅等の屋外床を施工する屋外床板接続具、特に屋
外床板を連設して屋外床を施工する屋外床板接続具及びそれを用いた屋外床並びに屋外床
の施工方法に関し、製造が容易で生産性に優れるとともに屋外床の施工作業性を向上させ
ることができ、さらに高い防水性を長期間に渡って実現でき耐久性に優れる屋外床板接続
具を提供できる。また、本発明は、軽量性に優れるとともに、長期間高い水密性を維持し
て防水性を保つことができ耐久性に優れる屋外床を提供することができる。また、本発明
は、正確に位置決めされ屋外床の施工作業を簡便に行うことができ作業性に優れるととも
に、種々の大きさや形状の屋外床を施工することができ汎用性に優れる屋外床の施工方法
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】実施の形態１における屋外床板接続具の斜視図
【図２】図１のＡ－Ａ線における断面図
【図３】屋外床板接続具の突片部を下方からみた要部斜視図
【図４】屋外床板接続具を用いた屋外床の水勾配方向と平行方向の要部断面図
【図５】下地材を配設した状態を示す要部斜視図
【図６】屋外床板接続具を用いて屋外床板を連設する状態を示す要部斜視図
【図７】屋外床板接続具を用いた屋外床の水勾配方向と直交方向の要部断面図
【図８】（ａ）屋外床板接続具の突片部を用いた屋外床の仕上げ状態を示す要部断面図　
（ｂ）屋外床板接続具の突片部を用いた屋外床の仕上げ状態を示す要部斜視図
【図９】実施の形態２における屋外床板接続具の斜視図
【図１０】実施の形態３における屋外床板接続具の断面図
【符号の説明】
【００５１】
　１，１´　屋外床板接続具
　２　差込形成部
　３，３´　差込部
　４　側板部
　５，５´　シール部
　６　接合具折線
　７　起立部
　８　傾斜部
　８ａ　内側端部
　９　突片部
　１０，１０ａ　突条部
　１０´　折り返し部
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　１１，１２　間柱
　１３　根太材
　１４　下部パネル材
　１５　上部パネル材
　１６　樋
　１６ａ　ドレン
　１６ｂ　排水管
　１７，１８　止着具
　１９　下葺材
　２０　コーキング材
　２１　マット材
　２２　下地材
　２３　間柱
　２４　座金
　２５　コーキング材
　２６　座金
　２７　止着具
　３０　第１の屋外床板
　３１　床部
　３２　床板折線
　３３　立上げ部
　３４　側面部
　３４ａ　止着具
　３５　接合部
　３６　裾部
　３６ａ　折り返し部
　４０　第２の屋外床板
　４０´　第３の屋外床板
　４１　床部
　４２　床板折線
　４３　立上げ部
　４４　切欠部
　４５　裾部
　４５ａ　折り返し部
　４６　止着具
　４７　コーキング材
　５０　屋外床板接続具
　６０　屋外床板接続具
　６１　センター溝部
　６２　側板溝部
　６３，６３ａ　シール部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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