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(57)【要約】
【課題】簡易な作業により、外壁工事終了後から雨仕舞
工事までの工事期間中に下屋部の壁際の外壁横目地から
雨水が浸入するのを防止することができる下屋部防水ガ
スケット及びこれを用いた外壁目地部のシール構造並び
に外壁目地部のシール方法を得る。
【解決手段】下屋部１４の壁際に配置された外壁仕上げ
材３０の下端部とその下方に離間して配置された防水下
地材３４の上端部との間に形成された横目地２８には、
下屋部防水ガスケット３６における長尺状のガスケット
本体３８が屋外側から装着されている。このガスケット
本体３８の下端部からは防水下地材３４が垂れ幕状に延
設され、防水下地材３４及びルーフィング５０の上端部
を覆う構成とされている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下屋部の壁際に配置された上階側外壁仕上げ材の下端部とその下方に離間して配置され
た壁際立ち上がり部の上端部との間に形成された横目地に屋外側から装着される長尺状の
ガスケット本体と、
　このガスケット本体の下端部から垂れ幕状に延設され、前記壁際立ち上がり部の上端部
を覆うことが可能な長さを有するシート状の水切り部と、
　を備えた下屋部防水ガスケット。
【請求項２】
　前記下屋部防水ガスケットは、横目地の屋外側から取り外し可能に装着されている、
　ことを特徴とする請求項１記載の下屋部防水ガスケット。
【請求項３】
　前記水切り部はストレート形状を成しており、
　かつ前記ガスケット本体は当該水切り部の長辺側の辺縁部に配置されていると共に長手
方向の長さが水切り部の長さよりも短く設定されることで長手方向の端部の延長線上に水
切り部を重ねることが可能な重ね合わせ部が設けられている、
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２記載の下屋部防水ガスケット。
【請求項４】
　前記ガスケット本体と前記水切り部とは分離可能に構成されている、
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２記載の下屋部防水ガスケット。
【請求項５】
　前記防水下地材に対して交差する方向に下屋部の野地板が配置されていると共に、当該
防水下地材の表面側略上端位置から野地板の壁際上面にかけて防水シートが取り付けられ
ており、
　かつ請求項１～請求項４のいずれか１項に記載された下屋部防水ガスケットを横目地に
装着させた状態では、前記水切り部によって壁際立ち上がり部の上端部及び防水シートの
上端部の双方が覆われている、
　ことを特徴とする外壁目地部のシール構造。
【請求項６】
　前記下屋部防水ガスケットのガスケット本体の屋外側には、当該ガスケット本体をバッ
クアップ材として不定形シール材が配設されている、
　ことを特徴とする請求項５記載の外壁目地部のシール構造。
【請求項７】
　水平方向に延在する横目地では、同一又は長さのみが異なる請求項３記載の下屋部防水
ガスケットが複数個長手方向に継ぎ足されており、
　隣り合う下屋部防水ガスケットの接続部では、一方の下屋部防水ガスケットのガスケッ
ト本体に他方の下屋部防水ガスケットのガスケット本体が接続されるように一方の下屋部
防水ガスケットの重ね合わせ部に他方の下屋部防水ガスケットの基端部が重合されている
、
　ことを特徴とする外壁目地部のシール構造。
【請求項８】
　水平方向に延在する水平横目地とこれに傾斜する方向に延在する傾斜横目地とが交差す
るコーナー部では、正面視で細長い長方形状に形成された請求項３記載の第１の下屋部防
水ガスケットを水平横目地に配置すると共に、正面視で細長い平行四辺形状に形成された
請求項３記載の第２の下屋部防水ガスケットを傾斜横目地に配置し、
　かつ第１の下屋部防水ガスケットの重ね合わせ部の角部を折目が傾斜横目地の傾斜方向
に一致するように折り曲げ、当該折り曲げ部に第２の下屋部防水ガスケットの基端部を双
方のガスケット本体が接続されるように重合されている、
　ことを特徴とする外壁目地部のシール構造。
【請求項９】
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　下屋部の壁際に配置された上階側外壁仕上げ材の下端部とその下方に離間して配置され
た壁際立ち上がり部の上端部との間に形成された横目地に、請求項１記載の下屋部防水ガ
スケットのガスケット本体を屋外側から装着する第１工程と、
　当該下屋部防水ガスケットの水切り部を当該壁際立ち上がり部の上端部及びその表面に
端部が略揃うように取り付けられた防水シートの上端部の双方を覆うように垂下させる第
２工程と、
　を有する外壁目地部のシール方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、下屋部防水ガスケット及びこれを用いた外壁目地部のシール構造並びに外壁
目地部のシール方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１には、定型ガスケットを使った外壁目地部のシール構造が開示されてい
る。簡単に説明すると、下階外壁の上端部と上階外壁の下端部との間に形成される横目地
に、定型ガスケットを装着し、更にその表面側に不定形シール材を充填するようになって
いる。定型ガスケットの下端部は平坦面とされており、その平坦面を下階外壁の上端面に
接着した後、上階外壁を取り付ける。このとき、上階外壁の自重が定型ガスケットの中空
シール部に作用し、これを弾性変形させることにより、所定のシール圧を得るようになっ
ている。
【０００３】
　ところで、下屋部を備えた建物を構築する場合、下屋部の屋根工事を行ってから目地シ
ールをうち、雨仕舞工事が終了するまで概ね１～２週間程度の期間を要するが、この工事
期間中に降雨があると、下屋部の壁際立ち上がり部の外壁横目地から雨水が浸入するおそ
れがある。このため、従来では、一例として外壁横目地に一時的にシートを張る等して雨
水が浸入するのを防いでいるが、作業効率が低下する。
【０００４】
　そこで、上記工事期間中、定型ガスケットを使って簡易に外壁横目地をシールすること
ができれば、シートを張ったり剥がしたりする作業を無くすことができるが、簡易に外壁
横目地をシールすることができ尚且つ良好なシール性能を確保することは難しい。例えば
、上記特許文献１に記載された外壁目地部のシール構造を適用しようとしても、下階外壁
を取り付けた後に定型ガスケットを下階外壁の上端部に接着剤で取り付け、その後に上階
外壁を定型ガスケットのシール部が所定量弾性変形するように取り付けなければならず、
外壁パネルの施工手順が制約されると共に作業が煩雑化する。
【特許文献１】特開２０００－７３４６２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は上記事実を考慮し、簡易な作業により、外壁工事終了後から雨仕舞工事までの
工事期間中に下屋部の壁際の外壁横目地から雨水が浸入するのを防止することができる下
屋部防水ガスケット及びこれを用いた外壁目地部のシール構造並びに外壁目地部のシール
方法を得ることが目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１の発明に係る下屋部防水ガスケットは、下屋部の壁際に配置された上階側外壁
仕上げ材の下端部とその下方に離間して配置された壁際立ち上がり部の上端部との間に形
成された横目地に屋外側から装着される長尺状のガスケット本体と、このガスケット本体
の下端部から垂れ幕状に延設され、前記壁際立ち上がり部の上端部を覆うことが可能な長
さを有するシート状の水切り部と、を備えている。
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【０００７】
　請求項２の発明は、請求項１記載の下屋部防水ガスケットにおいて、前記下屋部防水ガ
スケットは、横目地の屋外側から取り外し可能に装着されている、ことを特徴としている
。
【０００８】
　請求項３の発明は、請求項１又は請求項２記載の下屋部防水ガスケットにおいて、前記
水切り部はストレート形状を成しており、かつ前記ガスケット本体は当該水切り部の長辺
側の辺縁部に配置されていると共に長手方向の長さが水切り部の長さよりも短く設定され
ることで長手方向の端部の延長線上に水切り部を重ねることが可能な重ね合わせ部が設け
られている、ことを特徴としている。
【０００９】
　請求項４の発明は、請求項１又は請求項２記載の下屋部防水ガスケットにおいて、前記
ガスケット本体と前記水切り部とは分離可能に構成されている、ことを特徴としている。
【００１０】
　請求項５の発明に係る外壁目地部のシール構造は、前記防水下地材に対して交差する方
向に下屋部の野地板が配置されていると共に、当該防水下地材の表面側略上端位置から野
地板の壁際上面にかけて防水シートが取り付けられており、かつ請求項１～請求項４のい
ずれか１項に記載された下屋部防水ガスケットを横目地に装着させた状態では、前記水切
り部によって壁際立ち上がり部の上端部及び防水シートの上端部の双方が覆われている、
ことを特徴としている。
【００１１】
　請求項６の発明は、請求項５記載の外壁目地部のシール構造において、前記下屋部防水
ガスケットのガスケット本体の屋外側には、当該ガスケット本体をバックアップ材として
不定形シール材が配設されている、ことを特徴としている。
【００１２】
　請求項７の発明に係る外壁目地部のシール構造は、水平方向に延在する横目地では、同
一又は長さのみが異なる請求項３記載の下屋部防水ガスケットが複数個長手方向に継ぎ足
されており、隣り合う下屋部防水ガスケットの接続部では、一方の下屋部防水ガスケット
のガスケット本体に他方の下屋部防水ガスケットのガスケット本体が接続されるように一
方の下屋部防水ガスケットの重ね合わせ部に他方の下屋部防水ガスケットの基端部が重合
されている、ことを特徴としている。
【００１３】
　請求項８の発明に係る外壁目地部のシール構造は、水平方向に延在する水平横目地とこ
れに傾斜する方向に延在する傾斜横目地とが交差するコーナー部では、正面視で細長い長
方形状に形成された請求項３記載の第１の下屋部防水ガスケットを水平横目地に配置する
と共に、正面視で細長い平行四辺形状に形成された請求項３記載の第２の下屋部防水ガス
ケットを傾斜横目地に配置し、かつ第１の下屋部防水ガスケットの重ね合わせ部の角部を
折目が傾斜横目地の傾斜方向に一致するように折り曲げ、当該折り曲げ部に第２の下屋部
防水ガスケットの基端部を双方のガスケット本体が接続されるように重合されている、こ
とを特徴としている。
【００１４】
　請求項９の発明に係る外壁目地部のシール方法は、下屋部の壁際に配置された上階側外
壁仕上げ材の下端部とその下方に離間して配置された壁際立ち上がり部の上端部との間に
形成された横目地に、請求項１記載の下屋部防水ガスケットのガスケット本体を屋外側か
ら装着する第１工程と、当該下屋部防水ガスケットの水切り部を当該壁際立ち上がり部の
上端部及びその表面に端部が略揃うように取り付けられた防水シートの上端部の双方を覆
うように垂下させる第２工程と、を有している。
【００１５】
　請求項１記載の本発明によれば、上階側外壁仕上げ材及びその下方の防水下地材が取り
付けられた後、両者間に形成された横目地にその屋外側から長尺状のガスケット本体を装
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着し、ガスケット本体の下端部から垂れ幕状に延設されたシート状の水切り部を横目地か
ら屋外側に引き出して壁際立ち上がり部の上端部を覆うように垂下させればよい。このよ
うにすれば、壁際立ち上がり部の上端部がシート状の水切り部によって覆われかつ横目地
の奥側はガスケット本体でシールされるので、養生中に降雨があっても雨水が横目地から
浸入することはない。
【００１６】
　しかも、上階側外壁仕上げ材と防水下地材とで横目地が形成されてから下屋部防水ガス
ケットを装着することができるので、下屋部防水ガスケットとは無関係に外壁工事を進め
ることができる。従って、作業効率が良い。また、下屋部防水ガスケットは横目地に屋外
側から装着可能であるので、作業も簡易に行うことができる。
【００１７】
　請求項２記載の本発明によれば、下屋部防水ガスケットは横目地に屋外側から装着する
ことができるのみならず、屋外側から取外しもできるので、一つの工事現場での養生が済
んだら下屋部防水ガスケットを取り外して次の工事現場で再び下屋部防水ガスケットを使
用することが可能になる。
【００１８】
　請求項３記載の本発明によれば、水切り部がストレート形状を成しており、ガスケット
本体は水切り部の長辺がの辺縁部に配置された構造となっている。さらに、本発明では、
ガスケット本体の長さを水切り部の長さよりも短く設定することで、その長手方向の端部
の延長線上に重ね合わせ部を設けたので、同一又は長さのみが異なる下屋部防水ガスケッ
トを重ね合わせ部で重ねることができる。すなわち、下屋部の形状が異なっても、それに
合わせて下屋部防水ガスケットを必要個数継ぎ足していけば対応することができる。
【００１９】
　請求項４記載の本発明によれば、ガスケット本体と水切り部とが分離可能に構成されて
いるので、それぞれを別個に製作することができる。このため、水切り部を施工中に引っ
掛けて損傷したような場合には、ガスケット本体は同じものを使用し、水切り部のみを損
傷のないものと交換すればよい。
【００２０】
　請求項５記載の本発明によれば、防水下地材に対して交差する方向に下屋部の野地板が
配置されていると共に、防水下地材の表面側略上端位置から野地板の壁際上面にかけて防
水シートが取り付けられている。このように防水シートを防水下地材の表面側略上端位置
から張り合わせた場合、横目地からの雨水の浸入もさることながら、防水シートの上端部
側からも雨水が浸入する。具体的には、防水シートの上端部を壁際立ち上がり部の上端部
に屋外側から留め具で留めていくと、隣合う留め具間の非固定部分に防水下地材から離れ
る方向への反りが生じ、雨水を溜め易い形状が形成される。
【００２１】
　しかし、本発明では、上記反りが生じても、壁際立ち上がり部の上端部と防水シートの
上端部とを水切り部で覆うので、当該反りが生じた部分の隙間から雨水が浸入するのを防
止することができる。
【００２２】
　請求項６記載の本発明によれば、下屋部防水ガスケットのガスケット本体の屋外側に、
ガスケット本体をバックアップ材として不定形シール材が配設されるため、バックアップ
材を別途入れる必要がない。従って、その分、建築地での作業負担が軽減される。
【００２３】
　請求項７記載の本発明によれば、水平方向に延在する横目地では、同一又は長さのみが
異なる請求項３記載の下屋部防水ガスケットが複数個長手方向に継ぎ足されて使用される
。
【００２４】
　ここで、この場合において隣り合う下屋部防水ガスケットの接続部では、一方の下屋部
防水ガスケットのガスケット本体に他方の下屋部防水ガスケットのガスケット本体が接続
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されるように一方の下屋部防水ガスケットの重ね合わせ部に他方の下屋部防水ガスケット
の基端部が重合されるため、一方の下屋部防水ガスケットと他方の下屋部防水ガスケット
との継ぎ目でシール切れが生じない。
【００２５】
　請求項８記載の本発明によれば、水平方向に延在する水平横目地とこれに傾斜する方向
に延在する傾斜横目地とが交差するコーナー部では、正面視で細長い長方形状に形成され
た請求項３記載の第１の下屋部防水ガスケットが水平横目地に配置されると共に、正面視
で細長い平行四辺形状に形成された請求項３記載の第２の下屋部防水ガスケットが傾斜横
目地に配置される。
【００２６】
　そして、第１の下屋部防水ガスケットの重ね合わせ部の角部を折目が傾斜横目地の傾斜
方向に一致するように折り曲げ、当該折り曲げ部に第２の下屋部防水ガスケットの基端部
を双方のガスケット本体が接続されるように重合されるので、このようなコーナー部に継
ぎ目がくる場合においてもシール切れは生じない。
【００２７】
　請求項９記載の本発明によれば、第１工程で、下屋部の壁際に配置された上階側外壁仕
上げ材の下端部とその下方に離間して配置された壁際立ち上がり部の上端部との間に形成
された横目地に、請求項１記載の下屋部防水ガスケットのガスケット本体が屋外側から装
着される。続いて、第２工程で、下屋部防水ガスケットの水切り部が、壁際立ち上がり部
の上端部及びその表面に端部が略揃うように取り付けられた防水シートの上端部の双方を
覆うように垂下される。
【００２８】
　これにより、横目地を通って防水下地材の裏面側へ浸入する雨水の浸入経路と横目地に
配置された壁際立ち上がり部の上端部と防水シートの上端部との間の部分から浸入する雨
水の浸入経路の両方とも絶たれる。
【発明の効果】
【００２９】
　以上説明したように、請求項１記載の本発明に係る下屋部防水ガスケットは、簡易な作
業により、外壁工事終了後から雨仕舞工事までの工事期間中に下屋部の壁際の外壁横目地
から雨水が浸入するのを防止することができるという優れた効果を有する。
【００３０】
　請求項２記載の本発明に係る下屋部防水ガスケットは、下屋部防水ガスケットの繰り返
し使用が可能になり、その分、コスト削減を図ることができるという優れた効果を有する
。
【００３１】
　請求項３記載の本発明に係る下屋部防水ガスケットは、下屋部の種類ごとに下屋部防水
ガスケットを用意する必要がなく、下屋部防水ガスケットの共通化を図ることができると
いう優れた効果を有する。
【００３２】
　請求項４記載の本発明に係る下屋部防水ガスケットは、下屋部防水ガスケットにかかる
コストを削減することができるという優れた効果を有する。
【００３３】
　請求項５記載の外壁目地部のシール構造は、横目地に起因した二系統の雨水浸入経路を
いずれも絶つことができ、その結果、簡単な構成で高いシール性能を確保することができ
るという優れた効果を有する。
【００３４】
　請求項６記載の本発明に係る外壁目地部のシール構造は、部品点数を削減することによ
り、建築地での作業負担の軽減及びコストの削減を図ることができるという優れた効果を
有する。
【００３５】
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　請求項７記載の本発明に係る外壁目地部のシール構造は、水平方向に延在する横目地の
シール性を良好に確保することができるという優れた効果を有する。
【００３６】
　請求項８記載の本発明に係る外壁目地部のシール構造は、水平方向に延在する水平横目
地とこれに傾斜する方向に延在する傾斜横目地とが交差するコーナー部のシール性を良好
に確保することができるという優れた効果を有する。
【００３７】
　請求項９記載の本発明に係る外壁目地部のシール方法は、簡易な作業により、外壁工事
終了後から雨仕舞工事までの工事期間中に下屋部の壁際の外壁横目地から雨水が浸入する
のを防止することができるという優れた効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　〔第１実施形態〕
　以下、図１～図６を用いて、本発明に係る下屋部防水ガスケット及びこれを用いた外壁
目地部のシール構造並びに外壁目地部のシール方法の第１実施形態について説明する。
【００３９】
　図２には、本実施形態に係る住宅の下屋部が拡大して示されている。この図に示される
ように、住宅１０は、住宅本体１２とこれに一体的に設けられた下屋部１４とを含んで構
成されている。下屋部屋根１６は、桁側へ流れる桁側屋根部１８と、妻側へ流れる妻側屋
根部２０とによって構成されている。下屋部屋根１６と上階側外壁２２との接続部には、
水平方向に沿って延在する第１横目地部２４と、第１横目地部２４の長手方向の両端部に
て第１横目地部２４と交差する傾斜方向に沿って延在する第２横目地部２６とから成る横
目地２８が形成されている。
【００４０】
　図１には、第１横目地部２４の一般断面構造が拡大して示されている。この図に示され
るように、住宅本体１２の上階側外壁２２は、外壁仕上げ材３０と、当該外壁仕上げ材３
０を支持する外壁支持フレーム（軽量鋼管）３２と、外壁仕上げ材３０の下端部の下方側
に所定の隙間をあけて配置された壁際立ち上がり部としての防水下地材３４と、を含んで
構成されている。なお、防水下地材３４も外壁支持フレーム３２に取り付けられている。
また、防水下地材３４は合板によって構成されており、外壁仕上げ材３０の下端部と防水
下地材３４の上端部との間の隙間が横目地２８（第１横目地部２４）とされている。
【００４１】
　この第１横目地部２４には、図３及び図４に拡大して示される下屋部防水ガスケット３
６が屋外側から装着されている。下屋部防水ガスケット３６はゴム製とされており、長尺
状のガスケット本体３８と、その下端部から垂れ幕状に延設されたシート状の水切り部４
０と、によって構成されている。なお、図４（Ａ）、（Ｂ）では、水切り部４０をＬ字状
に屈曲させて描いているが、これは第１横目地部２４への装着状態を拡大したに過ぎず、
単体では一枚の細長い長方形状のシートになっている。
【００４２】
　ガスケット本体３８の縦断面形状は中実の矩形状とされており、その上端面には複数（
本実施形態では、３本）のリップ４２が形成されている。各リップ４２は水切り部４０側
へ傾斜されている。この下屋部防水ガスケット３６では、ガスケット本体３８の長手方向
寸法と水切り部４０の長手方向寸法とが同一に設定されている。
【００４３】
　図１に戻り、上述した第１横目地部２４には上記構成のガスケット本体３８が屋外側か
ら挿入されて、図示しない防水シート及びプレートを介して外壁支持フレーム３２に当接
する位置（第１横目地部２４の最深部）にて保持されている。すなわち、この状態が下屋
部防水ガスケット３６の装着状態である。この状態では、ガスケット本体３８の複数のリ
ップ４２のうち、屋外側に位置する１本又は２本のリップ４２については外壁仕上げ材３
０の下端部（小口）に押されて弾性変形されており、屋内側に位置する２本又は１本（本
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実施形態では、１本）のリップ４２は弾性変形することなく、屋外側へ向けて傾斜した状
態で立設されている。従って、前記屋内側に位置する１本又は２本のリップ４２は、下屋
部防水ガスケット３６が引抜かれる方向への荷重を受けた際に当該外壁仕上げ材３０の下
端部裏面に引っ掛かるようになっている。但し、下屋部防水ガスケット３６はゴム製であ
るので、前記屋内側に位置する１本又は２本のリップ４２が外壁仕上げ材３０の下端部裏
面に係止されても更に引抜き荷重が作用すれば係止状態が解除されて屋外側へ引抜かれる
ようになっている。
【００４４】
　下屋部屋根１６は、溝方鋼によって構成された複数の垂木４４と、垂木４４の上面に載
置される野地板４６と、野地板４６の上面に載置される屋根仕上げ材４８と、を備えてい
る。野地板４６と屋根仕上げ材４８との間には、防水シートとしてのルーフィング５０が
敷設されている。ルーフィング５０は壁際で防水下地材３４の表面を覆うように立ち上げ
られ、防水下地材３４の上端部の端面まで延設されている。以下、適宜、野地板４６の上
面を覆う部分を「野地板側ルーフィング部５０Ａ」と称し、防水下地材３４の表面を覆う
部分を「防水下地材側ルーフィング部５０Ｂ」と称す。
【００４５】
　屋根仕上げ材４８の壁際側の端部には下地木５２が配置されている。この下地木５２と
屋根仕上げ材４８が野地板４６にスクリュー釘等の固定部材５４で固定されている。さら
に、下地木５２は、略鉤状に屈曲された雨押さえ水切り５６の下部５６Ａで覆われている
。雨押さえ水切り５６の上部５６Ｂは防水下地材３４に沿って立ち上がり、下屋部防水ガ
スケット３６の水切り部４０の上端付近まで延設されている。
【００４６】
　また、前述した第１横目地部２４には、側面視でＬ字形の化粧板金５８が係止されてい
る。化粧板金５８の基部５８Ａは第１横目地部２４の水切り部４０の上面に係止されてい
る。なお、基部５８Ａの端部はガスケット本体３８に突き当てられている。化粧板金５８
の屈曲部５８Ｂは雨押さえ水切り５６の上部５６Ｂの前面側にオーバーラップするように
垂下されている。さらに、第１横目地部２４の屋外側（化粧板金５８の基部５８Ａ上）に
は、不定形シール材６０が配設されている。
【００４７】
　（作用・効果）
　次に、上述した下屋部防水ガスケット３６を用いた外壁目地部のシール方法について説
明し、その説明を通して本実施形態の作用並びに効果について説明する。
【００４８】
　まず、図５（Ａ）に示されるように、外壁工事が行われる。これにより、外壁仕上げ材
３０と防水下地材３４とが取り付けられ、両者間に横目地２８が形成される。次いで、防
水下地材３４の上端部の端面に端を揃えてルーフィング５０が取り付けられる。
【００４９】
　次に、図５（Ｂ）に示されるように、横目地２８の屋外側から下屋部防水ガスケット３
６のガスケット本体３８が挿入されて横目地２８の奥側に装着される。このとき、水切り
部４０は防水下地材３４の上端部及びルーフィング５０の野地板側ルーフィング部５０Ａ
の上端部の双方を覆うように屋外側へ引き出されてそのまま垂下される。
【００５０】
　次に、図５（Ｃ）に示されるように、目地シール工事が行われる。目地シールである不
定形シール材６０を打つ際には、既に下屋部屋根工事が終了している。そして、雨押さえ
水切り５６及び化粧板金５８がそれぞれ取り付けられた後、不定形シール材６０が横目地
２８の屋外側に打たれる。従って、この方法の場合には、下屋部防水ガスケット３６は養
生後も取り外されず、そのまま残されて不定形シール材６０のバックアップ材として用い
られる。
【００５１】
　このようにすれば、防水下地材３４の上端部及びルーフィング５０の野地板側ルーフィ
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ング部５０Ａの上端部が下屋部防水ガスケット３６の水切り部４０によって覆われかつ横
目地２８の奥側はガスケット本体３８でシールされるので、養生中に降雨があっても雨水
が横目地２８から浸入することはない。
【００５２】
　補足すると、図６には養生中に横目地２８をシールしなかった場合において雨が降って
きた場合の雨水浸入経路を示したものである。浸入経路Ｐは横目地２８を通って防水下地
材３４の裏面側へ雨水が浸入する経路であり、この浸入経路Ｐを絶つのがガスケット本体
３８である。また、浸入経路Ｑはルーフィング５０の野地板側ルーフィング部５０Ａの上
端部と防水下地材３４の上端部との間から雨水が浸入する経路であり、この浸入経路Ｑを
絶つのが下屋部防水ガスケット３６の水切り部４０である。ルーフィング５０の野地板側
ルーフィング部５０Ａは固定部材を所定間隔で防水下地材３４の上端部に打ち込んで留め
つけられるが、その場合、固定部位間の部分に反り６２が生じ、雨水を溜めやすい形状に
なる。そのため、この反り６２の部分に雨水が溜まると雨水が浸入することがあるが、本
実施形態によれば、下屋部防水ガスケット３６の水切り部４０で覆われるので、反り６２
が生じても雨水は浸入しない。すなわち、横目地２８に起因した二系統の雨水浸入経路Ｐ
、Ｑをいずれも絶つことができ、その結果、本実施形態によれば、簡単な構成で高いシー
ル性能を確保することができる。
【００５３】
　しかも、本実施形態のように施工することにより、外壁仕上げ材３０と防水下地材３４
とで横目地２８が形成されてから下屋部防水ガスケット３６を装着することができるので
、下屋部防水ガスケット３６とは無関係に外壁工事を進めることができる。従って、作業
効率が良い。さらに、下屋部防水ガスケット３６は横目地２８に屋外側から装着可能であ
るので、作業も簡易に行うことができる。
【００５４】
　以上の効果を総括すると、本実施形態に係る下屋部防水ガスケット３６及びこれを用い
た外壁目地部のシール構造並びに外壁目地部のシール方法によれば、簡易な作業により、
外壁工事終了後から雨仕舞工事までの工事期間中に下屋部１４の壁際の外壁横目地２８か
ら雨水が浸入するのを防止することができる。
【００５５】
　また、本実施形態では、下屋部防水ガスケット３６のガスケット本体３８の屋外側に、
ガスケット本体３８をバックアップ材として不定形シール材６０が配設されるため、バッ
クアップ材を別途入れる必要がない。従って、その分、建築地での作業負担が軽減される
。その結果、部品点数を削減することができ、建築地での作業負担の軽減及びコストの削
減を図ることができる。
【００５６】
　〔第２実施形態〕
　次に、図７及び図８を用いて、本発明に係る下屋部防水ガスケット及びこれを用いた外
壁目地部のシール構造並びに外壁目地部のシール方法の第２実施形態について説明する。
なお、前述した第１実施形態と同一構成部分については、同一番号を付してその説明を省
略する。
【００５７】
　図７（Ａ）、（Ｂ）には、第２実施形態に係る下屋部防水ガスケット７０の正面図及び
側面図が示されている。また、図８（Ａ）～（Ｂ）には、下屋部防水ガスケット７０の使
用の仕方が図示されている。
【００５８】
　これらの図に示されるように、本実施形態に係る下屋部防水ガスケット７０では、長尺
状のガスケット本体７２は、正面視で細長い長方形状に形成された水切り部７４の上端部
に沿って配置されている。なお、この第２実施形態では、ガスケット本体７２と水切り部
７４とを別体で形成してガスケット本体７２を水切り部７４に接着剤等により固着して一
体化しているが、他の方法によってもよい。
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【００５９】
　ガスケット本体７２の長手方向寸法は、水切り部７４の長手方向寸法よりも短く設定さ
れており、これによりガスケット本体７２の長手方向の端部の延長線上にガスケット本体
７２が設けられていなく水切り部７４のみが存在する重ね合わせ部７６が形成されている
。
【００６０】
　（作用・効果）
　上記構成によれば、前述した第１実施形態では、水平横目地としての第１横目地部２４
と傾斜横目地としての第２横目地部２６とが交差するコーナー部７８（図２参照）では、
コーナー部７８の形状に合わせた「へ」の字状の下屋部防水ガスケットを予め別個に作っ
ておき、コーナー部７８ではそれを使用するといったことが必要になるが、本実施形態に
よれば、一種類の下屋部防水ガスケット７０で、水平方向に延在する第１横目地部２４、
これと交差する方向に延在する第２横目地部２６、及び両者が交差するコーナー部７８の
すべてに対応することができる。
【００６１】
　すなわち、図８（Ａ）に示される状態が第１の下屋部防水ガスケットとしての下屋部防
水ガスケット７０の単体の状態だとすると、コーナー部７８では、図８（Ｂ）に示される
ように、下屋部防水ガスケット７０の重ね合わせ部７６を、折目８０が第２横目地部２６
の傾斜方向に一致するようにして折り重ねる。そして、二枚重ねになった重合部８２に予
め第２横目地部２６の傾斜方向が長手方向となるように図８（Ａ）の下屋部防水ガスケッ
ト７０を裁断して作った第２横目地部２６用の第２の下屋部防水ガスケットとしての下屋
部防水ガスケット８４の基端部を重ねればよい。このようにすれば、下屋部防水ガスケッ
ト７０のガスケット本体７２と下屋部防水ガスケット８４のガスケット本体７２との継ぎ
目の裏面側には下屋部防水ガスケット７０の重ね合わせ部７６が存在するので、シール切
れを起こすことはない。従って、コーナー部７８を確実に防水シールすることができる。
【００６２】
　また、図８（Ｃ）に示されるように、第１横目地部２４で下屋部防水ガスケット７０を
継ぎ足すときは、一方の下屋部防水ガスケット７０の重ね合わせ部７６に他方の下屋部防
水ガスケット７０の基端部をそのまま重ねれば、ガスケット本体７２の継ぎ目の裏面には
一方の下屋部防水ガスケット７０の重合部８２が存在するので、ガスケット本体７２の継
ぎ目でシール切れを起こすことはない。従って、コーナー部７８を確実に防水シールする
ことができる。
【００６３】
　このように本実施形態によれば、水平方向に延在する第１横目地部２４に継ぎ目がくる
場合、第１横目地部２４とこれに傾斜する方向に延在する第２横目地部２６とが接続され
るコーナー部７８に継ぎ目がくる場合のいずれの場合も、シール性を良好に確保すること
ができる。
【００６４】
　また、本実施形態によれば、下屋部の種類ごとに下屋部防水ガスケットを用意する必要
がなく、下屋部防水ガスケットの共通化を図ることができる。
【００６５】
　なお、傾斜方向に延在する第２横目地部２６用の下屋部防水ガスケット８４は下屋部防
水ガスケット７０から裁断して製作してもよいが、下屋部の横目地の傾斜角度ごとに予め
製作しておいてもよい。
【００６６】
　〔第３実施形態〕
　次に、図９～図１３を用いて、本発明に係る下屋部防水ガスケット及びこれを用いた外
壁目地部のシール構造並びに外壁目地部のシール方法の第３実施形態について説明する。
なお、前述した第１実施形態等と同一構成部分については、同一番号を付してその説明を
省略する。
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【００６７】
　図１１に示されるように、この第３実施形態では、住宅１０に設けられた下屋部９０の
下屋部屋根９２が妻側にのみ片流れする屋根構造が採用されている。この下屋部屋根９２
の壁際立ち上がり部の第１横目地部９４は水平方向に延在しており、第２横目地部９６は
第１横目地部９４に直交する方向に延在している。すなわち、横目地９８は、平面視で鉤
状に形成された第１横目地部９４と第２横目地部９６とで構成されている。
【００６８】
　そして、この第３実施形態では、第１横目地部９４及び第２横目地部９６には図９（Ａ
）、（Ｂ）に示される直線状の下屋部防水ガスケット１００が取り外し可能に装着されて
おり、第１横目地部９４と第２横目地部９６とが接続されるコーナー部１０２には図１０
（Ａ）、（Ｂ）に示される鉤状の下屋部防水ガスケット１０４が取外し可能に装着されて
いる。
【００６９】
　下屋部防水ガスケット１００はガスケット本体１０６と水切り部１０８とによって構成
されており、両者の長手方向寸法は同一に設定されている。また、ガスケット本体１０６
は水切り部１０８の上縁部に接着剤等により固着して一体化されている。また、下屋部防
水ガスケット１０４もガスケット本体１１０と水切り部１１２とによって構成されている
が、ガスケット本体１１０は平面視で鉤状に屈曲されている。そして、水切り部１１２を
直角に折り曲げてその上縁部にガスケット本体１１０を接着剤等により固着して一体化し
ている。下屋部防水ガスケット１００のガスケット本体１０６及び下屋部防水ガスケット
１０４のガスケット本体１１０の厚さはいずれも横目地９８の目地深さと略同一に設定さ
れている。
【００７０】
　（作用・効果）
　まず、図１２（Ａ）に示されるように、外壁工事が行われる。これにより、外壁仕上げ
材３０と防水下地材３４とが取り付けられ、両者間に横目地９８が形成される。次いで、
防水下地材３４の上端部の端面に端を揃えてルーフィング５０が取り付けられる。
【００７１】
　次に、図１２（Ｂ）に示されるように、横目地９８の屋外側から下屋部防水ガスケット
１００、１０４のガスケット本体１０６、１１０が挿入される。これにより、横目地９８
はガスケット本体１０６、１１０で閉塞されてシールされると共に、ガスケット本体１０
６、１１０の前面下端部から水切り部１０８、１１２が垂下されるため、防水下地材３４
の上端部及びルーフィング５０の野地板側ルーフィング部５０Ａの上端部もシールされる
。
【００７２】
　次に、図１２（Ｃ）に示されるように、養生が終了した後、目地シール工事が行われる
。すなわち、下屋部防水ガスケット１００、１０４が横目地９８から取り外される。取り
外された下屋部防水ガスケット１００、１０４は回収されて、次以降の現場で繰り返し使
用される。目地シールを打つ際には、既に下屋部屋根工事が終了している。そして、雨押
さえ水切り５６及び化粧板金５８がそれぞれ取り付けられた後、不定形シール材６０が横
目地２８にうたれる。従って、この方法の場合には、下屋部防水ガスケット１００、１０
４は不定形シール材６０のバックアップ材としての機能を果たさないが、下屋部防水ガス
ケット１００、１０４を繰り返し使用することができる、というものである。
【００７３】
　このように本実施形態によっても、前述した第１実施形態と同様に、防水下地材３４の
上端部及びルーフィング５０の野地板側ルーフィング部５０Ａの上端部が下屋部防水ガス
ケット１００、１０４によって覆われかつ横目地９８はガスケット本体１０６、１１０で
シールされるので、養生中に降雨があっても雨水が横目地９８から浸入することはない。
【００７４】
　しかも、本実施形態のように施工することにより、外壁仕上げ材３０と防水下地材３４



(12) JP 2009-270335 A 2009.11.19

10

20

30

40

50

とで横目地９８が形成されてから下屋部防水ガスケット１００、１０４を装着することが
できるので、下屋部防水ガスケット１００、１０４とは無関係に外壁工事を進めることが
できる。従って、作業効率が良い。さらに、下屋部防水ガスケット１００、１０４は横目
地９８に屋外側から装着可能であるので、作業も簡易に行うことができる。
【００７５】
　従って、本実施形態に係る下屋部防水ガスケット１００、１０４及びこれを用いた外壁
目地部のシール構造並びに外壁目地部のシール方法によれば、簡易な作業により、外壁工
事終了後から雨仕舞工事までの工事期間中に下屋部９０の壁際の外壁横目地から雨水が浸
入するのを防止することができる。
【００７６】
　また、特に本実施形態では、下屋部防水ガスケット１００、１０４を養生後に横目地９
８から取り外して繰り返し使用するので、コスト削減を図ることができる。
【００７７】
　なお、図１３に示されるような下屋部１１４の下屋部屋根１１６が切妻型のものでも、
横目地１１８のコーナー部１２０の形状に合わせて下屋部防水ガスケット１０４の形状を
山型にすれば同様にして適用することができる。
【００７８】
　〔第４実施形態〕
　次に、図１４を用いて、本発明に係る下屋部防水ガスケット及びこれを用いた外壁目地
部のシール構造並びに外壁目地部のシール方法の第４実施形態について説明する。なお、
前述した第１実施形態等と同一構成部分については、同一番号を付してその説明を省略す
る。
【００７９】
　図１４（Ａ）、（Ｂ）に示されるように、この第４実施形態では、下屋部防水ガスケッ
ト１３０がガスケット本体１３２とシート状の水切り部１３４とが別個に形成されてかつ
分離されている点に特徴がある。ガスケット本体１３２は、横目地２８に挿入される長尺
状の本体部１３６と、この本体部１３６の下端部から下方へ張り出された押さえ部１３８
と、によって構成されている。
【００８０】
　上記構成によれば、図１４（Ａ）に示されるように、横目地２８に水切り部１３４の端
部を挿入し、この状態で図１４（Ｂ）に示されるように、ガスケット本体１３２を横目地
２８に挿入する。ガスケット本体１３２が横目地２８に装着された状態では、押さえ部１
３８が水切り部１３４の上端部を押さえ込む。養生が終わったら、下屋部防水ガスケット
１３０は取り外され、他の現場で繰り返し使用される。
【００８１】
　このように本実施形態では、ガスケット本体１３２と水切り部１３４とを分離したので
、それぞれを別個に製作することができる。このため、水切り部１３４を施工中に引っ掛
けて損傷したような場合には、ガスケット本体１３２は同じものを使用し、水切り部１３
２のみを損傷のないものと交換すればよい。このため、下屋部防水ガスケットにかかるコ
ストを削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】第１実施形態に係る下屋部防水ガスケット及びこれを用いた外壁目地部のシール
構造並びに外壁目地部のシール方法の要部を拡大して示す図２の１－１線に沿った断面図
である。
【図２】図１に示される下屋部を備えた住宅を示す概略図である。
【図３】（Ａ）は図１に示される下屋部防水ガスケットの正面図、（Ｂ）はその側面図で
ある。
【図４】（Ａ）は図１に示される下屋部防水ガスケットの斜視図、（Ｂ）は縦断面図であ
る。
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【図５】第１実施形態に係る外壁目地部のシール方法の施工手順を示す工程図である。
【図６】対比例に係る外壁目地部のシール構造を示す図１に対応する断面図である。
【図７】（Ａ）は第２実施形態に係る下屋部防水ガスケットを示す正面図、（Ｂ）はその
側面図である。
【図８】図７に示される下屋部防水ガスケットを用いてコーナー部をシール際の施工手順
を示す工程図である。
【図９】（Ａ）は第３実施形態に係る下屋部防水ガスケットの分解斜視図、（Ｂ）は下屋
部防水ガスケットが一体化された状態を示す斜視図である。
【図１０】（Ａ）は第３実施形態に係る下屋部防水ガスケットの分解斜視図、（Ｂ）は下
屋部防水ガスケットが一体化された状態を示す斜視図である。
【図１１】第３実施形態に係る下屋部を備えた住宅を示す概略図である。
【図１２】第３実施形態に係る外壁目地部のシール方法の施工手順を示す工程図である。
【図１３】図１１とは異なる下屋部のバリエーションを示す図１１に対応する概略図であ
る。
【図１４】第４実施形態に係る下屋部防水ガスケット及びこれを用いた外壁目地部のシー
ル構造並びに外壁目地部のシール方法の施工手順を示す工程図である。
【符号の説明】
【００８３】
　　１４　　　下屋部
　　１６　　　下屋部屋根
　　２４　　　第１横目地部
　　２６　　　第２横目地部
　　２８　　　横目地
　　３０　　　外装仕上げ材
　　３４　　　防水下地材（壁際立ち上がり部）
　　３６　　　下屋部防水ガスケット
　　３８　　　ガスケット本体
　　４０　　　水切り部
　　４６　　　野地板
　　５０　　　ルーフィング（防水シート）
　　６０　　　不定形シール材
　　７０　　　下屋部防水ガスケット（第１の下屋部防水ガスケット）
　　７２　　　ガスケット本体
　　７４　　　水切り部
　　７６　　　重ね合わせ部
　　７８　　　コーナー部
　　８０　　　折目
　　８４　　　下屋部防水ガスケット（第２の下屋部防水ガスケット）
　　９０　　　下屋部
　　９２　　　下屋部屋根
　　９８　　　横目地
　　１００　　下屋部防水ガスケット
　　１０２　　コーナー部
　　１０４　　下屋部防水ガスケット
　　１０６　　ガスケット本体
　　１０８　　水切り部
　　１１０　　ガスケット本体
　　１１４　　下屋部
　　１１６　　下屋部屋根
　　１１８　　横目地
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　　１２０　　コーナー部
　　１３０　　下屋部防水ガスケット
　　１３２　　ガスケット本体
　　１３４　　水切り部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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