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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　凹凸加工により化粧溝や凹凸模様等の表面デザインが施された軽量気泡コンクリートか
らなる外壁パネルを有する建物と、前記外壁パネルから表面デザインを型取りした型を用
いて、前記外壁パネルと同一の表面形状を有し、前記外壁パネルより薄肉かつ軽量に形成
した繊維補強セメントからなる外構用パネルを、鉄筋コンクリート、コンクリートブロッ
ク、または枠組みした構造フレームからなり下地となる壁部材に貼着して形成した塀と、
からなることを特徴とする塀付建物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外構を構成する塀を備えた塀付建物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ＡＬＣパネル等のコンクリート系外壁パネルで外壁が構成された建物におい
て、建物の外観に意匠性を持たせるために、外壁パネルの表面の加工が行われている。従
来は、直線的で単純な化粧溝を彫ることが主流であったが、近年は加工技術の進歩によっ
て、外壁パネルのデザインバリエーションは多岐にわたっている。例えば、曲線の化粧溝
加工を施したり、剥離用具で衝撃を加えて複雑な凹凸模様を形成して自然石調の仕上げに
することなどが可能となっている（例えば特許文献１参照）。
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【０００３】
　一方、従来から、建物と外壁との調和をはかるために、外構を構成する塀や門袖などの
壁面を建物の外壁と同一の仕上げ（材質、形状、色）とすることが行われている。例えば
、建物の外壁と同一の汎用のタイル等を外構の塀に使用することが行われている。
【０００４】
　また、建物の外壁の表面デザインが汎用のタイル等を使用しないオリジナルのデザイン
であっても、直線と平面のみの組み合わせで、単純な化粧溝パターンであれば、型枠を加
工して外壁に似せた化粧溝のＲＣ（鉄筋コンクリート）構造の外構の塀を形成することも
行われている。
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１６９２６４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、建物の外壁が、前述のような複雑な凹凸模様を有するＡＬＣパネル等の
外壁パネルによって構成されている場合、タイル等の汎用品で仕上げることや、型枠を加
工したＲＣ構造の塀とすることでは、外構の塀等を建物の外壁と同一の表面デザインにす
ることはできないという問題があった。
【０００７】
　また、建物の外壁がＡＬＣパネル等の軽量コンクリートパネルの場合に、塀にも同様の
パネルを使用することも考えられる。しかし、この場合、パネルの加工時や運搬時に割れ
ることを防ぐ為にパネル自体にある程度の厚みが必要で、かつ塀としての強度を持たせる
為には、コンクリートブロック等の下地となる構造体が必要であり、全体として塀の厚み
が増して外部空間の有効利用が困難となるという問題があった。また、軽量コンクリート
パネルの吸水による劣化を防ぐ為に建物の場合と同様の防水処理が必要になるという問題
があった。
【０００８】
　そこで本発明は、複雑な表面デザインを有するＡＬＣパネル等の外壁パネルの表面デザ
インを、忠実に再現でき、作業性・運搬性・施工性のよい外構用パネルからなる塀を備え
た塀付建物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】
【０００９】
　上記課題を解決するために本発明に係る塀付建物の構成は、凹凸加工により化粧溝や凹
凸模様等の表面デザインが施された軽量気泡コンクリートからなる外壁パネルを有する建
物と、前記外壁パネルから表面デザインを型取りした型を用いて、前記外壁パネルと同一
の表面形状を有し、前記外壁パネルより薄肉かつ軽量に形成した繊維補強セメントからな
る外構用パネルを、鉄筋コンクリート、コンクリートブロック、または枠組みした構造フ
レームからなり下地となる壁部材に貼着して形成した塀と、からなることを特徴とする。
【００１０】
　但、ここで言う「同一の表面形状」とは、外壁パネルの生産ロットの違いにより、型取
りに利用した外壁パネルと、建物の外壁に取り付けられる外壁パネルとの間に若干の表面
形状の違いが生じる場合も含むものとする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の塀付建物では、塀と建物の外壁パネルの表面デザインを同一として、全体とし
て統一感のある塀付建物とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
［第一実施形態］
　本発明に係る外構用パネルの第一実施形態について、図を用いて説明する。図１は本実
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施形態にかかる外構用パネルを用いた塀付建物の斜視図である。図１に示すように、塀付
建物１は、建物２の外部空間に外構の塀３を敷設している。
【００１３】
　建物２の外壁パネル４は、凹凸加工により化粧溝や凹凸模様等の複雑な表面デザインが
施されたＡＬＣパネルとなっている。ＡＬＣ（Autoclaved Light weight Concrete）パネ
ルは、オートクレープ(高温高圧蒸気)養生して作った軽量気泡コンクリートパネルであり
、アルミ粉末入りモルタルを素材にし、板状に形成されている。
【００１４】
　外壁パネル４の表面デザインは、建物２の外観に意匠性を持たせるために、板状のＡＬ
Ｃパネルに切削工具で曲線の化粧溝加工を施したり、剥離用具で衝撃を加えて複雑な凹凸
模様を形成して自然石調の仕上げにすることなどの凹凸加工を施すことで形成されている
。また、かかるデザインは、多種多様化、複雑化が進んでおり、各建物の外壁毎に独自の
デザインとすることができる。
【００１５】
　図２は外壁パネルの表面デザインの説明図である。図２（ａ）～図２（ｃ）に示すよう
に、外壁パネル４には、化粧溝４ａの幅を変えたり、化粧溝４ａの角等を剥離させること
で、様々な表面デザインを施すことができる。また、剥離は、剥離用具で衝撃により行わ
れるため、タイル等のように同じデザインにならず、ユニークなデザインとすることがで
きる。
【００１６】
　尚、本発明の外壁パネル４はＡＬＣパネルに限定されるものではなく、複雑な加工を施
した様々な外壁パネルに好適に適用できる。
【００１７】
　ＧＲＣ（Glass fiber Reinforced Cement；ガラス繊維強化セメント）は、モルタルに
耐アルカリガラス繊維を混入し補強したもので、従来のセメント製品に比べて、耐衝撃性
に優れている、靭性に富み、ひび割れ抵抗が大きい、薄肉成形が可能なため軽量化できる
等の優れた特長を有しており、薄肉かつ大判のパネルを成形する材料として好適に使用さ
れている。
【００１８】
　また、ＧＲＣを外構用パネルとして使用する場合、所定の強度を維持しうる範囲内で、
骨材としてＡＬＣの粉砕物を混入することで、外構用ＧＲＣパネル６（外構用パネル）を
軽量化することや、ＡＬＣパネル等の軽量コンクリートに非常に近い質感を出すことがで
きる。
【００１９】
　図３は塀の構成図である。図３に示すように、塀３は、下地となる壁部材５に外構用Ｇ
ＲＣパネル６を貼着して形成された壁構造となっている。図３（ａ）に示すように、壁部
材５として一般のコンクリートブロック22（ＣＢ）を積み上げたものを用いてもよい。ま
た、図３（ｂ）に示すように、壁部材５として鉄筋コンクリート23の壁を用いても良い。
壁部材５は、この他にＲＣ、鉄骨、アルミ構造材を枠組みした構造フレーム等の様々な構
造材を用いることができ、既存のＲＣやＣＢの塀を利用したものでもよい。
【００２０】
　また、外構用ＧＲＣパネル６は、外構の塀３のみならず、建物２に付随する門袖などの
壁面に取り付けてもよい。これにより、凹凸加工により化粧溝や凹凸模様等の表面デザイ
ンが施された外壁パネル４を備えた建物２と、建物２の外部空間に敷設した外構の塀３等
との表面デザイン（表面形状）を同一とすることができる。このため、建物２と同様の外
観意匠を有する塀３を敷設することができ、全体として統一感のある塀付建物１とするこ
とができる。
【００２１】
　図４は塀の敷設方法の説明図である。塀３を敷設するために、まず図４（ａ）に示すよ
うに、一般のコンクリートブロック（ＣＢ）等を目地モルタルを用いて積み上げて下地と
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なる壁部材５を形成する。
【００２２】
　そして、図４（ｂ）、図４（ｃ）に示すように、壁部材５の壁面に接着剤やモルタル７
を塗り、外構用ＧＲＣパネル６を貼り付けることで、塀３が敷設される。外構用ＧＲＣパ
ネル６は薄く軽量のため、接着剤やモルタル７での固定が可能であり、パネルの表面に固
定の跡を残さずに仕上げることができるが、固定方法はこれに限定されるものではなく、
ビスやボルト等で固定してもよい。
【００２３】
　ここで、外構用ＧＲＣパネル６の成形方法について、図を用いて説明する。図５は本実
施形態にかかる外構用ＧＲＣパネルの成形方法の説明図である。図５（ａ）、図５（ｂ）
に示すように、建物２の外壁に貼り付ける前の外壁パネル４の凹凸加工した側に、シリコ
ン、ウレタン等の樹脂を流し込んで硬化させ合成樹脂型９を形成する。合成樹脂型９は、
外壁パネル４の表面デザインを型取りしたものであり、その型取りする範囲は、壁部材５
の表面デザインに合わせて設定できる。
【００２４】
　図５（ｃ）に示すように、合成樹脂型９に石膏を流し込んで硬化させた石膏型10を形成
する。図５（ｄ）に示すように、石膏型10にアルミを流し込んで硬化させたアルミ型15を
形成する。この際、アルミ型15に孔15ａが穿孔されるようにする。図５（ｅ）、図５（ｆ
）に示すように、アルミ型15に合成樹脂フィルム13を載置し、孔15ａから合成樹脂フィル
ム13を吸引して合成樹脂フィルム13をアルミ型15の形状に変形させる。変形させた状態で
光や熱により合成樹脂フィルム13を硬化させて型14を形成する。
【００２５】
　図５（ｇ）、図５（ｈ）に示すように、型14のアルミ型15に接していなかった側にＧＲ
Ｃを流し込み、ＧＲＣを固めた後、成形品を型14から取り出して、外壁パネル４と同一の
表面形状を形成した外構用ＧＲＣパネル６を形成する。
【００２６】
［第二実施形態］
　本発明に係る外構用パネルの第二実施形態について、図を用いて説明する。図６は本実
施形態にかかる外構用パネルの成形方法の説明図である。図６に示すように、外構用ＧＲ
Ｃパネル６は、上記第一実施形態の合成樹脂フィルム13を用いて型17を形成し、原型のア
ルミ型16に接していた側にＧＲＣを流し込んで硬化させて外構用ＧＲＣパネル６を形成す
るものである。
【００２７】
　以下、外構用ＧＲＣパネル６の成形方法について説明する。図６（ａ）、図６（ｂ）に
示すように、建物２の外壁に貼り付ける前の外壁パネル４の凹凸加工した側に、シリコン
、ウレタン等の樹脂を流し込んで硬化させ合成樹脂型９を形成する。合成樹脂型９は、外
壁パネル４の表面デザインを型取りしたものであり、その型取りする範囲は、壁部材５の
表面デザインに合わせて設定できる。
【００２８】
　図６（ｃ）に示すように、合成樹脂型９に石膏を流し込んで硬化させた石膏型10を形成
する。図６（ｄ）に示すように、石膏型10にゴムを流し込んで硬化させたゴム型11を形成
する。
【００２９】
　図６（ｅ）に示すように、ゴム型11にアルミを流し込んで硬化させたアルミ型16を形成
する。この際、アルミ型16に孔16ａが穿孔されるようにする。図６（ｆ）、図６（ｇ）に
示すように、アルミ型16に合成樹脂フィルム13を載置し、孔16ａから合成樹脂フィルム13
を吸引して合成樹脂フィルム13をアルミ型16の形状に変形させる。変形させた状態で光や
熱により合成樹脂フィルム13を硬化させて型17を形成する。
【００３０】
　図６（ｈ）、図６（ｉ）に示すように、型17のアルミ型16に接していた側にＧＲＣを流
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状を形成した外構用ＧＲＣパネル６を形成する。
【００３１】
　このように、合成樹脂フィルム13により型17を形成し、原型のアルミ型16に接していた
側にＧＲＣを流し込み、外構用ＧＲＣパネル６を形成することで、合成樹脂フィルム13の
厚みに影響されることなく、外壁パネル４の表面形状を忠実に再現することができる。こ
のため、塗膜が薄く、下地の形状がそのまま現れる塗装を施す場合に有効である。
【００３２】
　以上、外構用パネルにＧＲＣを使用した場合の例を説明したが、外構用パネルの補強に
用いられる繊維はガラスに限定されるものではなく、木等の植物繊維、ポリエチレンやポ
リプロピレン等の合成樹脂繊維、炭素繊維等、所望の強度や耐久性に応じて様々な繊維を
用いることができる。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　本発明の活用例として、建物に付随する外構を構成する塀や門袖のみならず、内壁等に
も外構用ＧＲＣパネル６を取り付けて、建物の外壁と同一の仕上げすることにも適用する
ことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】第一実施形態にかかる建物と外構用パネルを用いた塀の斜視図である。
【図２】外壁パネルの表面デザインの説明図である。
【図３】塀の構成図である。
【図４】塀の敷設方法の説明図である。
【図５】外構用パネルの成形方法の説明図である。
【図６】第二実施形態にかかる外構用パネルの成形方法の説明図である。
【符号の説明】
【００３５】
１…塀付建物、２…建物、３…塀、４…外壁パネル、４ａ…化粧溝、５…壁部材、６…外
構用ＧＲＣパネル（外構用パネルに対応）、７…モルタル、14、17…型、９…合成樹脂型
、10…石膏型、11…ゴム型、13…合成樹脂フィルム、15、16…アルミ型、15ａ、16ａ…孔
、22…コンクリートブロック、23…鉄筋コンクリート
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