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(57)【要約】
【課題】本発明の目的は、通気外壁の通気経路を阻害す
ることなく、且つ防水層を傷めずに配設することが可能
な見切り材及び見切り材の納まり構造を提供することに
ある。
【解決手段】建物の外壁面に形成される間隙に配設され
る見切り材Ｓに関する。
　見切り材Ｓは、長尺状の見切固定水切り金物２と、見
切カバー１とを有して構成されており、見切固定水切り
金物２は、見切本体固定部材２３と、見切カバー固定部
材２２と、見切本体部材２１とを備えて構成され、この
見切本体部材２１は、通気部２１ｂを有して構成されて
おり、この通気部２１ｂには、少なくとも一つの通気孔
が形成されている。また、この見切り材Ｓは、見切本体
固定部材２３の上下端部分で、間隙の天面及び底面を突
っ張ることにより取り付けられる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の外壁面に形成される間隙に配設される見切り材であって、
　該見切り材は、前記建物の躯体側に取り付けられる長尺状の見切固定水切り金物と、該
見切固定水切り金物の前面側を被覆する見切カバーとを有して構成されており、
　前記見切固定水切り金物は、前記躯体側に取り付けられる見切本体固定部材と、前記見
切カバーが取り付けられる見切カバー固定部材と、前記見切本体固定部材及び前記見切り
カバー固定部材を支持する見切本体部材とを備えて構成され、
　前記見切本体部材は、略長方形平板状の通気部と、該通気部の相対向する長辺より各々
略垂直同方向に延出する略長方形平板状の躯体側壁及び前面部と、を有して構成されてお
り、
　前記通気部には、少なくとも一つの通気孔が形成されており、
　前記見切本体固定部材は、その一部が前記通気部から突出した状態で、前記躯体側壁の
前記前面部が配設される側の面に取り付けられており、前記見切カバー固定部材は、その
一部が前記通気部から突出した状態で、前記前面部の前記躯体側壁が配設される側の面に
取り付けられており、
　前記見切本体固定部材の上下端部分で、前記間隙の天面及び底面を突っ張ることにより
取り付けられることを特徴とする見切り材。
【請求項２】
　前記見切カバー固定部材は、略矩形状の裏あて部と、該裏あて部の一辺より略垂直に延
出したカバー取付部を有する断面略Ｌ字形状の部材であり、
　前記カバー取付部には、前記見切カバーの一部が載置された状態で取り付けられ、
　前記裏あて部に形成されたボルト孔と、前記前面部に形成された上下方向に延びるルー
ズホールとを整合させて螺設することにより、前記カバー取付部に配設される前記見切カ
バーの上下方向の位置を調整することが可能であることを特徴とする請求項１に記載の見
切り材。
【請求項３】
　前記見切本体固定部材は、上下方向に可動に構成された上下動調整部材と、該上下動調
整部材を被覆するケース部材を有して構成されており、
　前記上下動調整部材が上下方向に動くことにより、前記間隙の天面及び底面を突っ張る
際の突っ張り距離を調整することが可能となることを特徴とする請求項１に記載の見切り
材。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３に記載の見切り材が配設された見切り材の納まり構造であって、
　前記間隙の天面、奥側面、底面には、防水シートが配設されており、
　上下方向に可動に構成された上下動調整部材と、該上下動調整部材を被覆するケース部
材を有して構成された前記見切本体固定部材は、前記上下動調整部材が上下方向に動くこ
とにより、前記間隙の天面及び底面を完全に突っ張った状態で固定され、
　略矩形状の裏あて部と、該裏あて部の一辺より略垂直に延出したカバー取付部を有する
断面略Ｌ字形状の部材である前記見切カバー固定部材は、前記カバー取付部に前記見切カ
バーを載置固定した状態で、前記見切本体部材に取り付けられていることを特徴とする見
切り材の納まり構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外壁サイディング等の間隙部分に配設され、通気性及び防水性を同時に実現
することができる見切り材及びこの見切り材の納まり構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、見切りとは、天井仕上げ面と壁仕上げ面や、壁の腰板部分と上部のクロス部



(3) JP 2011-52415 A 2011.3.17

10

20

30

40

50

分、外壁面材下端部と下部ボード上端部等、材と材とが異なる部分を美しく収めるために
取り付ける部材を指す。
　つまり、生活空間より視認可能な部分をこの見切りにより閉塞して内部を視認不能とす
るための部材である。
　また、この際、通気性及び防水性を確保することが必要となる。
　すなわち、内部と外部との空気通路を阻害することなく、内部からの水分を排出すると
ともに外部からの雨水等の浸入を防止する機能を併せ持つことが必要となる。
　このような見切りとして様々な形態のものが提案されている（例えば、特許文献１参照
）。
【０００３】
　特許文献１には、排水機能を有する見切り材構造が開示されている。
　特許文献１に記載の見切り材は、見切り材と、この見切り材を取り付けるための複数の
Ｕ字形固定材とで構成されている。
　見切り材は、上方に位置するサイディングの下端外側にオーバーラップして同下端を覆
い隠す見切り面と、この見切り面の上端側（上方側の長辺）から垂直に延出し、先端が鉤
状に折り曲げ形成された係合面と、見切り面の下端側（下方側の長辺）から垂直に延出し
、その先端側か下方側に垂直に折り曲げ形成された取り付け面と、を有して構成されてい
る。
　また、Ｕ字形固定材は、断面コ字形状の本体の両端部から外側方向に垂直に延出した取
り付け面が各々形成され、断面Ｕ字形状の部材となっている。
　このＵ字形固定材は、片方の取り付け面を、見切り材の係合面に係合させるとともに、
他方の取り付け面を見切り材の取り付け面に当接させた状態で螺子等により固定すること
により、見切り材に取り付けられる。
　このように、見切り材に複数のＵ字形固定材を取り付けた後、この複数のＵ字形固定材
の本体部を壁面に固定することにより、複数のＵ字形固定材を介して見切り材を取り付け
る。
　また、見切り材の下方には、水切り材が取り付けられており、防水性も備える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－１４０６７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように、特許文献１に係る見切り材によれば、見切り材下方に水切り材が取り付け
られているため、壁面とサイディングとの間に浸入した雨水を水抜きすることができると
ともに、隣接するＵ字形固定材間により空気通路が形成され、通気性もまた確保すること
ができる。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載された構造を採用した場合には、通気性を確保するた
めに、複数の取り付け用部材（Ｕ字形固定材に相当）が必要となる。
　つまり、１個の部材とすると、上下方向の空気の流れを遮断してしまうこととなる。
　このように複数の取り付け用部材を使用すると、それらを固定するための手間が増える
こととなり、取り付け工事に時間を要し、ボルト等の締結部材によるコストも上昇すると
いう問題が生じる。
　更に、通常、壁体には防水のための防水シートが貼付されており、締結部材を螺入する
ことにより、この防水シートに孔を空けることは、防水性という点を鑑みると好ましいも
のとは言えない。
　また、ボルト等の締結部材のコストを削減し、防水シートを傷つけることを回避するた
めに、取り付け用部材の取り付け面に塩化ビニールシートを貼付しておき、壁面に貼付さ
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れる塩化ビニールシートと熱溶着させるという技術もあるが、この熱溶着には特殊工具や
熟練技術が必要となるという問題があることを否定することはできない。
　更に、複数の取り付け用部材間を空気通路として開放しているため、下方側からの雨水
等の吹き込みに弱いという問題もあった。特に、台風や強風時には、下方側からの雨水等
の吹き込みが懸念されるため、吹き込み防止用の部材が別途必要となり、工数及びコスト
の上昇を招く要因となっていた。
　また、複数個の取り付け用部材を使用するため、精度調整が困難であるという問題点も
生じていた。
　つまり、サイディングや防水層等にも精度上ばらつきが存在すため、精度調整が困難で
あり、特に高さ方向の水平精度を確保することが非常に困難であった。
【０００７】
　本発明の目的は、上記各問題点を解決することにあり、通気外壁の通気経路を阻害する
ことなく、且つ防水層を傷めずに配設することが可能な見切り材及び見切り材の納まり構
造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題は、請求項１に係る発明によれば、建物の外壁面に形成される間隙に配設され
る見切り材であって、該見切り材は、前記建物の躯体側に取り付けられる長尺状の見切固
定水切り金物と、該見切固定水切り金物の前面側を被覆する見切カバーとを有して構成さ
れており、前記見切固定水切り金物は、前記躯体側に取り付けられる見切本体固定部材と
、前記見切カバーが取り付けられる見切カバー固定部材と、前記見切本体固定部材及び前
記見切りカバー固定部材を支持する見切本体部材とを備えて構成され、前記見切本体部は
、略長方形平板状の通気部と、該通気部の相対向する長辺より各々略垂直同方向に延出す
る略長方形平板状の躯体側壁及び前面部と、を有して構成されており、前記通気部には、
少なくとも一つの通気孔が形成されており、前記見切本体固定部材は、その一部が前記通
気部から突出した状態で、前記躯体側壁の前記前面部が配設される側の面に取り付けられ
ており、前記見切カバー固定部材は、その一部が前記通気部から突出した状態で、前記前
面部の前記躯体側壁が配設される側の面に取り付けられており、前記見切本体固定部材の
上下端部分で、前記間隙の天面及び底面を突っ張ることにより取り付けられることにより
解決される。
【０００９】
　このように、本発明によれば、見切り材は、見切固定水切り金物と、見切カバーにより
構成されており、この見切固定水切り金物は、長尺部材として構成されている。
　そして、その見切固定水切り金物を構成する見切カバー固定部材には、見切カバーが固
定され、見切本体固定部材は、その上下端部分で、間隙の天面及び底面を突っ張ることに
より躯体側に取り付けられる。
　このように構成されているので、見切カバーを簡易に躯体側に取り付けることができる
。
　また、通気部には、少なくとも一つの通気孔が形成されているため、上下方向の空気の
流れを遮断することなく、通気ラインを確保することができる。
　つまり、従来の技術のように、通気性を確保するために、複数の取り付け用部材を取り
付ける必要がなくなる。
　このため、複数の取り付け用部材を使用する従来技術に比して、それらを固定するため
の手間が軽減され、取り付け工事の時間を短縮することができるとともに、ボルト等の締
結部材によるコストも低減させることができる。
　更に、複数の取り付け用部材間を空気通路として開放している従来技術においては、下
方側からの雨水等の吹き込みに弱いという問題もあったが、複数の取り付け用部材を使用
する必要がないため、本問題も解消され、吹き込み防止用の部材を別途容易する必要がな
く、工数及びコストを低減することができる。
【００１０】
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　また、本発明においては、見切本体固定部材の上下端部分で、間隙の天面及び底面を突
っ張ることにより取り付けられるよう構成されている。
　このため、防水シートが貼付された場所に設置する場合であっても、固定のために締結
部材を螺入する必要がないため、この防水シートに孔を空けることを回避することができ
る。よって、防水性において非常に有利である。
　また、取り付け用部材の取り付け面に塩化ビニールシートを貼付しておき、壁面に貼付
される塩化ビニールシートと熱溶着させるという従来技術のように、特殊工具や熟練技術
が必要とはならないため、簡易に設置することができる。
【００１１】
　このとき、具体的には、前記見切カバー固定部材は、略矩形状の裏あて部と、該裏あて
部の一辺より略垂直に延出したカバー取付部を有する断面略Ｌ字形状の部材であり、前記
カバー取付部には、前記見切カバーの一部が載置された状態で取り付けられ、前記裏あて
部に形成されたボルト孔と、前記前面部に形成された上下方向に延びるルーズホールとを
整合させて螺設することにより、前記カバー取付部に配設される前記見切カバーの上下方
向の位置を調整することが可能であるよう構成されていると好適である。
【００１２】
　このように構成されているため、見切カバーの配設位置の微調整を行うことができ、躯
体側の水平方向のばらつきを吸収することができる。
【００１３】
　更に、このとき、具体的には、前記見切本体固定部材は、上下方向に可動に構成された
上下動調整部材と、該上下動調整部材を被覆するケース部材を有して構成されており、前
記上下動調整部材が上下方向に動くことにより、前記間隙の天面及び底面を突っ張る際の
突っ張り距離を調整するよう構成されていると好適である。
【００１４】
　このように構成されているため、従来は、サイディングや防水層等には精度上ばらつき
が存在するため、精度調整が困難であり、特に高さ方向の水平精度を確保することが非常
に困難であったが、このような問題を解消することができ、精度調整をより確実に行うこ
とができる。
【００１５】
　また、本発明に係る見切り材の納まり構造においては、請求項１乃至請求項３に記載の
見切り材が配設された見切り材の納まり構造であって、前記間隙の天面、奥側面、底面に
は、防水シートが配設されており、上下方向に可動に構成された上下動調整部材と、該上
下動調整部材を被覆するケース部材を有して構成された前記見切本体固定部材は、前記上
下動調整部材が上下方向に動くことにより、前記間隙の天面及び底面を完全に突っ張った
状態で固定され、略矩形状の裏あて部と、該裏あて部の一辺より略垂直に延出したカバー
取付部を有する断面略Ｌ字形状の部材である前記見切カバー固定部材は、前記カバー取付
部に前記見切カバーを載置固定した状態で、前記見切本体部材に取り付けられている。
　このように構成されているので、通気性及び防水性を同時に兼ね備えるとともに、施工
性の良好な見切り材の納まり構造を提供することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、見切カバーを簡易に躯体側に取り付けることができる。
　また、通気部には、少なくとも一つの通気孔が形成されているため、上下方向の空気の
流れを遮断することなく、通気ラインを確保することができる。
　このため、複数の取り付け用部材を使用する従来技術に比して、それらを固定するため
の手間が軽減され、取り付け工事の時間を短縮することができるとともに、ボルト等の締
結部材によるコストも低減させることができる。
　更に、下方側からの雨水等の吹き込みに強く、吹き込み防止用の部材を別途用意する必
要がないため、工数及びコストを低減することができる。
　また、本発明によれば、精度調整も簡易に行うことができる。
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　以上のように、本発明に係る見切り材は、通気外壁の通気経路を阻害することなく、且
つ防水層を傷めずに配設することができ、防水性も確実に確保される。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態に係る見切り材を示す斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る見切り材を構成するカバー部材を示す斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る見切り材を構成する本体部材を示す斜視図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る見切カバー固定部材を示す拡大図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る見切カバー固定部材の高さ調整の様子を示す説明図で
ある。
【図６】本発明の一実施形態に係る見切カバー固定部材部分での断面図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る見切カバーが取り付けられた見切カバー固定部材の拡
大断面図である。
【図８】本発明の一実施形態に係る見切カバーの係止状態を示す説明図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る見切本体固定部材の高さ調整の様子を示す斜視断面図
である。
【図１０】本発明の一実施形態に係る見切り材の配設状態を示す断面説明図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る通気ライン及び防水構造を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。
　なお、以下に説明する構成は本発明を限定するものでなく、本発明の趣旨の範囲内で種
々改変することができるものである。
　本実施形態は、通気外壁の通気経路を阻害することなく、且つ防水層を傷めずに配設す
ることができる見切り材及びこの見切り材の納まり構造に関するものである。
【００１９】
　図１乃至図１１は、本発明に係る一実施形態を示すものであり、図１は見切り材を示す
斜視図、図２は見切り材を構成するカバー部材を示す斜視図、図３は見切り材を構成する
本体部材を示す斜視図、図４は見切カバー固定部材を示す拡大図、図５は見切カバー固定
部材の高さ調整の様子を示す説明図、図６は見切カバー固定部材部分での断面図、図７は
見切カバーが取り付けられた見切カバー固定部材の拡大断面図、図８は見切カバーの係止
状態を示す説明図、図９は見切本体固定部材の高さ調整の様子を示す斜視断面図、図１０
は見切り材の配設状態を示す断面説明図、図１１は通気ライン及び防水構造を示す説明図
である。
【００２０】
　まず、図１乃至図４により、本実施形態に係る見切り材Ｓについて説明する。
　図１に示すように、本実施形態に係る見切り材Ｓは、見切カバー１、見切固定水切り金
物２を主要構成として形成されている。
　このように、本実施形態に係る見切り材Ｓは、見切固定水切り金物２に見切カバー１を
取り付けることにより構成されている。
【００２１】
　図１及び図２に示すように、本実施形態に係る見切カバー１は、長尺部材であり、後述
する見切固定水切り金物２の前面側を被覆するように配設される。
　本実施形態に係る見切カバー１は、被覆部材１１と、係止部材１２とを有して構成され
ている。
【００２２】
　本実施形態に係る被覆部材１１は、天面部１１ａと、斜辺部１１ｂと、遮蔽部１１ｃと
を有して構成されている。
　天面部１１ａは、略長方形状の平板部であり、その一長辺からは、略長方形状の斜辺部
１１ｂが下方向へ、天面部１１ａと鈍角を成して延出している。
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　また、この斜辺部１１ｂの一長辺（天面部１１ａと連続する長辺と対向する長辺）から
は、略長方形状の遮蔽部１１ｃが下方向へ、斜辺部１１ｂと鈍角を成して延出している。
　このとき、天面部１１ａと、遮蔽部１１ｃとは、略垂直となるように構成されている。
【００２３】
　つまり、天面部１１ａを地表面と水平に配設したときに、遮蔽部１１ｃが鉛直方向下方
に向けて配設されるように構成されている。このため、天面部１１ａを地表面と水平に配
設したときに、遮蔽部１１ｃは、天面部１１ａの下方に配設される部材（見切固定水切り
金物２の全面側）を被覆することができる。
【００２４】
　また遮蔽部１１ｃの下端側は、内方向（天面部１１ａが配設される側）へ向けて鋭角に
折り曲げられている（以下、この鋭角に折り曲げられた部分を「本体下端支持片１１ｄ」
と記す）。
　本実施形態に係る見切カバー１は、一枚の略長方形状の後半を折り曲げ加工して、これ
ら天面部１１ａ、斜辺部１１ｂ、遮蔽部１１ｃ、本体下端支持片１１ｄを形成することに
より構成されている。
【００２５】
　本実施形態に係る係止部材１２は、略長方形平板状の長尺部材である。
　係止部材１２は、被覆部材１１を構成する天面部１１ａの裏面側（遮蔽部１１ｃが垂下
する側の面）から下方向（遮蔽部１１ｃが垂下する方向側）に略垂直方向に延出している
。
　この係止部材１２の下端辺（遮蔽部１１ｃが垂下する方向側の端辺）側を「取付部１２
ａ」と記す。
　なお、本実施形態においては、被覆部材１１と係止部材１２を一体構成としたが、これ
に限れることはなく、別体構成としてもよく、例えば、折り曲げ形成等により一枚の鋼板
を折り曲げることにより本構成を形成してもよい。
　また、別部材として原始的に形成し、溶接等により接続して本構成を形成してもよい。
【００２６】
　図３に示すように、本実施形態に係る見切固定水切り金物２は、長尺部材であり、見切
りと、通気、防水を兼ね備えた部材である。
　また、前面には、見切カバー１が取り付けられる。
　本実施形態に係る見切固定水切り金物２は、見切本体部材２１、見切カバー固定部材２
２、見切本体固定部材２３、を主要構成として形成されている。
【００２７】
　見切本体部材２１は、躯体側壁２１ａと、通気部２１ｂと、前面部２１ｃとを有して構
成されている。
　躯体側壁２１ａは、略長方形状の平板部で、その一長辺からは、略長方形状の通気部２
１ｂが、略垂直に延出している。
　また、前面部２１ｃは、通気部２１ｂの一長辺（躯体側壁２１ａと接続されている長辺
と対向する長辺）から略垂直に延出している。なお、躯体側壁２１ａと、前面部２１ｃと
は、同方向に延出している。
【００２８】
　また、通気部２１ｂには、略長方形状の通気孔１２１が複数個穿孔されている。
　本実施形態においては、５個の通気孔１２１が並列して穿孔されている。
　更に、通気部２１ｂの中央部寄り（前面部２１ｃ側）には、２個の見切カバー固定部材
設置孔１２２が形成されるとともに、通気部２１ｂの両端部付近（躯体側壁２１ａ側）に
は、２個の見切本体固定部材設置孔１２３が形成されている。
【００２９】
　図４により、見切カバー固定部材２２の構成について説明する。
　図４（図３）に示すように、本実施形態に係る見切カバー固定部材２２は、裏あて部２
２Ａ、カバー取付部２２Ｂ、を主要構成として形成されている。
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【００３０】
　本実施形態に係る裏あて部材２２Ａは、本体取付部２２ａと、水平部２２ｂと、垂下部
２２ｃとを有して構成されている。
　本体取付部２２ａは、略長方形状の平板部で、見切本体部材２１を構成する躯体側壁２
１ａの裏面側（通気部２１ｂ及び前面部２１ｃが配設される側）に積層された状態で固定
される。
【００３１】
　また、本体取付部２２ａの下端側端辺からは、略長方形状平板部の水平部２２ｂが、略
垂直に延出している。
　更に、水平部２２ｂの一端辺（本体取付部２２ａと連続している辺と対向する辺）から
は、略長方形状の垂下部２２ｃが略垂直下方側に延出している。
【００３２】
　なお、垂下部２２ｃの下端側端辺（水平部２２ｂと連続している辺と対向する辺）の中
央側は、略矩形に切り欠かれており、その切り欠きの中央部分には、鉤状（断面略Ｌ字形
状）のフック部１２４が、その端部を上方へ向けて形成されている。
　このように、裏あて部２２Ａは、本体取付部２２ａと、水平部２２ｂと、垂下部２２ｃ
とで構成された階段状の部材であり、その下端部には、鉤状のフック部１２４が形成され
ている。
【００３３】
　本実施形態に係るカバー取付部２２Ｂは、可動取付部２２ｄ、カバー載置部２２ｅ、垂
下部係止部２２ｆを有して構成されている。
　本実施形態に係る可動取付部２２ｄは、略凸字形状の平板部であり、その側辺部は内側
方向（見切本体部材２１を構成する躯体側壁２１ａが配設される側）に向けて略垂直に折
り曲げられている（以下、「屈曲部１３０」と記す）。
【００３４】
　また、可動取付部２２ｄの上方端辺の中央部分には、螺子孔Ｈ１が形成されている。
　このカバー取付部２２Ｂは、見切本体部材２１を構成する前面部２１ｃの裏面側（通気
部２１ｂ及び躯体側壁２１ａが配設される側の面）に可動取付部２２ｄの表面側（屈曲部
１３０が屈曲する側と反対側の面）を積層させた状態で、螺子孔Ｈ１と、前面部２１ｃに
形成されたルーズホールＨ２とを整合させて螺子止めすることにより、見切本体部材２１
に取り付けられる。
　このときの高さ調整に関しては、後述する。
【００３５】
　可動取付部２２ｄの下端側端辺からは、略長方形状平板部のカバー載置部２２ｅが、略
垂直に延出している。
　このカバー載置部２２ｅの中央部には、支持部材１２５が切り出されている。
　支持部材１２５は、可動取付部２２ｄの下端側短辺中央部から略垂直に延出するように
折り曲げられた板体であり、その先端部は、上方向に凸な山形に屈曲するよう形作られて
いる（以下、この山形に凸な部分を「ストッパ部１２５ａ」と記す）。
【００３６】
　更に、カバー載置部２２ｅの一端辺（可動取付部２２ｄと連続している辺と対向する辺
）からは、略逆凹字形状の垂下部係止部２２ｆが略垂直下方側に延出している。
　この垂下部係止部２２ｆの下端辺中央側は、略矩形状に切り欠かれて逆凹字形状が形成
されており、その切り欠き部分の上端には、垂下部係止片１２６が形成されている。
　この垂下部係止片１２６は、切り欠き部分の上端辺から、内側方向へ向けて、垂下部係
止部２２ｆに対して略垂直に屈曲している。
【００３７】
　また、垂下部係止片１２６には、垂下部２２ｃに形成されたフック部１２４を係止する
ための係止孔１２６ａが形成されている。
　なお、垂下部係止部２２ｆ下端側に形成された切り欠き部分の両端に形成される２個の
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矩形脚部分を「カバー部材係止脚１２７」と記す。
【００３８】
　このように、カバー取付部２２Ｂは、可動取付部２２ｄと、カバー載置部２２ｅと、垂
下部係止部２２ｆとで構成された階段状の部材であり、カバー載置部２２ｅには、カバー
部材を係止するための支持部材１２５が形成されるとともに、その下端部には、鉤状のフ
ック部１２４が係止される垂下部係止片１２６及びカバー部材係止脚１２７，１２７が形
成されている。
【００３９】
　次いで、図５により、高さ調整機構を説明する。
　ルーズホールＨ２は、前面部２１ｃの上端辺と見切カバー固定部材設置孔１２２との境
界部分に形成されている。
　これは、上部が切り欠かれた略Ｕ字形状のルーズホールである。
　図５に示すように、ルーズホールＨ２と螺子孔Ｈ１との整合位置を変えて、前面部２１
ｃに可動取付部２２ｄを螺子止めすることにより、カバー取付部２２Ｂの上下方向の位置
を微調整することができる。
【００４０】
　このように、可動取付部２２ｄの位置を上下方向にずらして、ルーズホールＨ２と螺子
孔Ｈ１との整合位置を変えることにより、可動取付部２２ｄの位置を、高さをｔだけ調整
することができる。
　この可動取付部２２ｄの上下動に付随して、この下端側に延設されている、カバー載置
部２２ｅ及び垂下部係止部２２ｆも同時に移動するため、見切カバー１１の取り付け位置
を調整することが可能となる。
【００４１】
　見切カバー固定部材２２は、裏あて部２２Ａとカバー取付部２２Ｂとの階段形状を整合
させるとともに、裏あて部２２Ａを構成する水平部２２ｂ上に、カバー取付部２２Ｂを構
成するカバー載置部２２ｂを重ねた状態で配設される。
【００４２】
　このとき、裏あて部２２Ａを構成する本体取付部２２ａは、見切本体部材２１を構成す
る躯体側壁２１ａに取り付けられるとともに、カバー取付部２２Ｂを構成する可動取付部
２２ｄは、見切本体部材２１を構成する前面部２１ｃに位置調整して取り付けられる。
　また、このとき、裏あて部２２Ａを構成する垂下部２２ｃに形成されたフック部１２４
の先端は、カバー取付部２２Ｂを構成する垂下部係止片１２６に形成された係止孔１２６
ａに下方より挿入されて係止される。
【００４３】
　図６乃至図８により、見切カバー固定部材２２への見切カバー１の取り付け状態を説明
する。
　図６及び図７に示すように、見切カバー１は、取付部１２ａの下端側が、見切カバー固
定部材２２を構成するカバー載置部２２ｅに支持されるとともに、本体下端支持片１１ｄ
の内隅部に、カバー部材係止脚１２７，１２７を支持した状態で、見切カバー固定部材２
２に取り付けられる。
【００４４】
　このときの、取付部１２ａの支持状態を図８に示す。
　図８に示すように、取付部１２ａの下端側は、見切カバー固定部材２２を構成するカバ
ー載置部２２ｅに支持されるが、このとき、カバー載置部２２ｅに形成されている支持部
材１２５が、この取付部１２ａ下端部を支持するとともに、この取付部１２ａが前方向（
矢印方向）へ移動することを規制する。
【００４５】
　つまり、支持部材１２５に形成されたストッパ部１２５ａが取付部１２ａの下端部と当
接し、取付部１２ａが前方向（矢印方向）に移動することを阻害する。
　よって、この支持部材１２５により、取付部１２ａの位置決めが成されるとともに、下
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方向では、カバー部材係止脚１２７，１２７が、本体下端支持片１１ｄの内隅部に支持さ
れているため、見切カバー１は、この見切カバー固定部材２２に確実に取り付けられるこ
ととなる。
【００４６】
　次いで、図９により、本実施形態に係る見切本体固定部材２３の構造と機能を説明する
。
　本実施形態に係る見切本体固定部材２３は、ケース部材２３Ａ、上下動調整部材２３Ｂ
、進退部材２３Ｃを主要構成として形成されている。
【００４７】
　本実施形態に係るケース部材２３Ａは、見切本体固定部材２３の前面を覆う筐体形状の
部材であり、その筐体の底面部１２８の略中央部には、筐体部螺子孔Ｈ３が形成されてい
る。
【００４８】
　本実施形態に係る上下動調整部材２３Ｂは、前面カバー部２３ｄ、側壁部２３ｅ，２３
ｅ、斜面部２３ｆ，２３ｆ、停止壁２３ｇ，２３ｇを有して構成されている。
　　前面カバー部２３ｄは、略矩形状の被覆面を有し、その相対向する２つの側辺からは
、略垂直に側壁部２３ｅ，２３ｅが延出している。
　この側壁部２３ｅ，２３ｅは、略Ｌ字形状の部材であり、その下方端辺側には、自己と
対向する側壁２３ｅ側に向けて停止壁２３ｇが延出している。
【００４９】
　また、側壁部２３ｅ，２３ｅの内側（対向して配設される側壁２３ｅ，２３ｅに挟まれ
る側）には、略矩形平板状の斜面部２３ｆ，２３ｆが各々形成されている。
　この斜面部２３ｆ，２３ｆは、停止壁２３ｇ，２３ｇが形成される側から、奥方向（前
面カバー部２３ｄから離隔する方向側）に向けて上昇する斜面として配設されている。
【００５０】
　更に、本実施形態に係る進退部材２３Ｃは、移動部２３ｈ、摺動片２３ｉ、押上片２３
ｊ，２３ｊを有して構成されている。
　移動部２３ｈは、略矩形状の板部材で、その略中央部には、螺子孔Ｈ５が形成されてい
る。
　また、摺動片２３ｉは、この移動部２３ｈの下端辺から略垂直方向に延出する略矩形状
の板部材である。
【００５１】
　更に、摺動片２３ｉと、移動部２３ｈの両端側には、略直角三角形状の押上片２３ｊ，
２３ｊが対向して配設されている。
　つまり、押上片２３ｊ，２３ｊは、摺動片２３ｉと移動部２３ｈとの内隅部分をその直
角側に整合させた状態で配設されており、その斜辺部分が前方側（移動部２３ｈの端辺側
）に配設されている。
　この押上片２３ｊを構成する斜辺部分の天面を「スライド面１２９」と記す。
【００５２】
　このように構成された、ケース部材２３Ａ、上下動調整部材２３Ｂ、進退部材２３Ｃは
、以下に示すように組み合わされる。
　つまり、上下動調整部材２３Ｂと進退部材２３Ｃは、上下動調整部材２３Ｂを構成する
斜面部２３ｆ，２３ｆが、進退部材２３Ｃを構成する押上片２３ｊのスライド面１２９に
載置された状態に組み立てられて、ケース部材２３Ａを構成する筐体部２３ａに被覆され
るように配設される。なお、上下動調整部材２３Ｂを構成する前面カバー部２３ｄの上部
は、筐体部２３ａ上部より若干突出している。
　また、このとき、筐体部２３ａに形成される螺子孔Ｈ３と、移動部２３ｈに形成される
螺子孔Ｈ５とは、水平方向に整合するように配置される。
【００５３】
　次いで、図９により、見切本体固定部材２３の機能を示す。
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　上下動調整部材２３Ｂと進退部材２３Ｃは、上下動調整部材２３Ｂを構成する斜面部２
３ｆ，２３ｆが、進退部材２３Ｃを構成する押上片２３ｊのスライド面１２９に載置され
た状態に組み立てられる。
【００５４】
　このとき、上下動調整部材２３Ｂは、ケース部材２３Ａにより、水平方向（Ｘ方向及び
その反対方向）には、移動できないように規制されている（上下動調整部材２３Ｂを構成
する停止壁２３ｇが、筐体部２３ａの前面内壁側に当接して、水平方向Ｘ側の移動が規制
されるとともに、水平方向Ｘ側と反対方向側は、見切本体部材２１を構成する躯体側壁２
１ａにより移動が規制される）。
【００５５】
　この状態で、進退部材２３Ｃを水平方向Ｘ側に移動させると、上下動調整部材２３Ｂは
、水平方向へ移動できないため、斜面部２３ｆがスライド面１２９に沿って摺動しながら
上昇し、これに伴い、上下動調整部材２３Ｂが上部Ｙ方向へ上昇する。
【００５６】
　逆に進退部材２３Ｃを水平方向Ｘ側と反対側に移動させると、上下動調整部材２３Ｂは
、Ｙ方向と反対側（下部方向側）へと下降することとなる。
　このように、進退部材２３Ｃを水平方向に移動させることにより、上下動調整部材２３
Ｂを上下方向に距離ｓ分調整することができる。
【００５７】
　これを、下記において更に詳述する。
　図９に示すように、進退部材２３Ｃの移動は、ボルトＢにより行う。
　前述したように、筐体部２３ａに形成される筐体部螺子孔Ｈ３と、移動部２３ｈに形成
される螺子孔Ｈ５とは、水平方向に整合するように配置されており、移動部２３ｈに形成
される螺子孔Ｈ５の内壁面には螺子溝が切り込まれている。
【００５８】
　そして、ボルトＢは、筐体部螺子孔Ｈ３及び螺子孔Ｈ５を貫通しており、ボルトＢの螺
子山は螺子孔Ｈ５の螺子溝に螺合している。
　この状態である図９（ａ）において、ボルトＢを螺子込み方向に回転させると、ボルト
Ｂ自体はこれ以上移動しないため、進退部材２３Ｃは、水平方向Ｘ側へと移動を始める。
【００５９】
　このとき、前述したように、上下動調整部材２３Ｂは、水平方向へ移動できないため、
斜面部２３ｆがスライド面１２９に沿って摺動しながら上昇し、これに伴い、上下動調整
部材２３Ｂが上部Ｙ方向へ上昇する。
　このように上昇した状態が、図９（ｂ）である。
　なお、ボルトＢを逆方向に回転させると、進退部材２３Ｃは逆方向へ進み、上下動調整
部材２３Ｂは下降する。
　こうして、見切本体固定部材２３の高さを距離ｓだけ調整することができる。
【００６０】
　次いで、図１０により、外壁パネルＰ下端部と、下部ボードＷ３及び下部合板Ｗ４上端
部との間に形成される配設間隙Ｋ１に見切り材Ｓが配設された状態を説明する。
　見切り材Ｓは、この配設間隙Ｋ１に挿入されるが、このとき、見切本体固定部材２３に
より、外壁パネルＰ下端部と下部ボードＷ３及び下部合板Ｗ４上端部とを突っ張った状態
とする。
【００６１】
　このとき、上記のように、ボルトＢを螺子込むことによって、見切本体固定部材２３を
構成する上下動調整部材２３Ｂの高さを調整して、この見切本体固定部材２３が、外壁パ
ネルＰ下端部と下部ボードＷ３及び下部合板Ｗ４上端部に圧接するように調整する。
　このようにして、見切り材Ｓは、配設間隙Ｋ１に配設される。
【００６２】
　次いで、図１１により、通気ラインＬ１及び防水構造について説明する。
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　本実施形態に係る外壁パネルＰは、外壁面材Ｗ１及び室内側壁材Ｗ２を備えたパネルで
あり、外壁面材Ｗ１と室内側壁材Ｗ２との間（厚み方向の間隙）には、通気間隙Ｋ２が形
成されている。
【００６３】
　この通気間隙Ｋ２の下端側は、配設間隙Ｋ１と連通しており、この配設間隙Ｋ１は、見
切り材Ｓを構成する見切カバー１の下端部で外部と連通している。
　よって、配設間隙Ｋ１、通気間隙Ｋ２、見切カバー１下端部を結ぶ通気ラインＬ１が確
保される。
【００６４】
　次いで、防水構造について説明する。
　本実施形態においては、第１防水シートＴ１，第２防水シートＴ２、シーリングＴ３、
見切カバー１、通気間隙Ｋ２、配設間隙Ｋ１により防水構造が構築されている。
　第１防水シートＴ１は、室内側壁材Ｗ２の室内側面（室内側壁材Ｗ２の室内側面下端側
は切り欠かれており、この切り欠き部分に第１防水シートＴ１上部が差し込まれる）から
配設間隙Ｋ１底部を通り、下部ボードＷ３の屋外側面に沿って階段状に配設される。
【００６５】
　また、第２防水シートＴ２は、下部ボードＷ３の屋外側面上端部から下方向へ沿って下
り、下端部で屋外方向へ折り返されて、下端側水平面（図示せず）に沿うように配設され
る。
　更に、外壁面材Ｗ１の下端部と、見切カバー１を構成する天面部１１ａの間には、アク
リル変性シリコンのシーリングＴ３が施される。
【００６６】
　このように構成されているため、第１防水シートＴ１及び第２防水シートＴ２により建
物躯体側は防水処理されることとなり、屋外に向かって開口している配設空間Ｋ１部分か
ら躯体側への水分の浸入を有効に防止することができる。
　また、配設間隙Ｋ１、通気間隙Ｋ２、見切カバー１下端部を結ぶ通気ラインＬ１は、水
分落下させて屋外へ排出する排水ラインとしても機能する。
【００６７】
　更に、屋外からの水分の吹き込みは、見切り材Ｓ本体で遮断することができる。
　また、外壁面材Ｗ１下端部と見切カバー１を構成する天面部１１ａとの間は、シーリン
グＴ３で閉塞されているため、確実に水分の浸入を遮断することができる。
　更に、下部からの水分の吹き込みは、見切カバー１を構成する遮蔽部１１ｃにより遮断
することができる。
【００６８】
　また、少ない確率ではあるが、暴雨風雨等により、万一水分が遮蔽部１１ｃ下端部側か
ら吹き込んだ場合であっても、建物躯体側には、第１防水シートＴ１及び第２防水シート
Ｔ２が配設されているため、躯体側へ水分が浸入することを有効に防止することができる
。
　なお、本実施形態に係る見切り材Ｓは、配設空間Ｋ１に圧入された状態で支持される。
【００６９】
　つまり、見切り材Ｓは、配設空間Ｋ１に挿入された後、見切本体固定部材２３を構成す
る上下動調整部材２３Ｂの高さを調整することにより、この配設空間Ｋ１内部に確実に固
定される。
　このため、見切り材Ｓを固定するために、建物躯体側に締結部材による締結を必要とし
ない。
【００７０】
　よって、建物躯体側に締結部材による孔が形成されることがないため、建物躯体側に配
設される第１防水シートＴ１に孔が形成されることがない。
　このように、建物躯体側に水分が浸入する要因が形成されることがなく、防水性を確実
なものとすることができる。
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【００７１】
　以上のように、本実施形態に係る見切り材Ｓによれば、簡易に設置することができると
ともに、通気性及び防水性もまた同時に確保することができる。
　また、施工に特殊技術が不要であるため、設置コスト及び設置工数を低減させることが
でき、施工性も良好となる。
【符号の説明】
【００７２】
　１　見切カバー
　２　見切固定水切り金物
　１１被覆部材
　１１ａ　天面部
　１１ｂ　斜辺部
　１１ｃ　遮蔽部
　１１ｄ　本体下端支持片
　１２　係止部材
　１２ａ　取付部
　２１　見切本体部材
　２１ａ　躯体側壁
　２１ｂ　通気部
　２１ｃ　前面部
　２２　見切カバー固定部材
　２２Ａ　裏あて部
　２２Ｂ　カバー取付部
　２２ａ　本体取付部
　２２ｂ　水平部
　２２ｃ　垂下部
　２２ｄ　可動取付部
　２２ｅ　カバー載置部
　２２ｆ　垂下部係止部
　２３　見切本体固定部材
　２３Ａ　ケース部材
　２３Ｂ　上下動調整部材
　２３Ｃ　進退部材
　２３ａ　筐体部
　２３ｄ　前面カバー部
　２３ｅ　側壁部
　２３ｆ　斜面部
　２３ｇ　停止壁
　２３ｈ　移動部
　２３ｉ　摺動片
　２３ｊ　押上片
　１２１　通気孔
　１２２　見切カバー固定部材設置孔
　１２３　見切本体固定部材設置孔
　１２４　フック部
　１２５　支持部材
　１２５ａ　ストッパ部
　１２６　垂下部係止片
　１２６ａ　係止孔
　１２７　カバー部材係止脚
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　１２８　底面部
　１２９　スライド面
　１３０　屈曲部
　Ｂ　ボルト
　Ｈ１，Ｈ５　螺子孔
　Ｈ２　ルーズホール
　Ｈ３　筐体部螺子孔
　Ｋ１　配設間隙
　Ｋ２　通気間隙
　Ｌ１　通気ライン
　Ｐ　外壁パネル
　Ｓ　見切り材
　Ｔ１　第１防水シート
　Ｔ２　第２防水シート
　Ｔ３　シーリング
　Ｗ１　外壁面材
　Ｗ２　室内側壁材
　Ｗ３　下部ボード
　Ｗ４　下部合板
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(15) JP 2011-52415 A 2011.3.17

【図４】 【図５】

【図６】 【図７】



(16) JP 2011-52415 A 2011.3.17

【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】



(17) JP 2011-52415 A 2011.3.17

10

フロントページの続き

(72)発明者  敦賀　一雄
            大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号　大和ハウス工業株式会社内
(72)発明者  松原　悟志
            大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号　大和ハウス工業株式会社内
(72)発明者  横山　一治
            東京都江戸川区北葛飾１丁目１４番２３号　株式会社橋本製作所内
(72)発明者  小島　昌宏
            東京都江戸川区北葛飾１丁目１４番２３号　株式会社橋本製作所内
Ｆターム(参考) 2E001 DA01  DA03  DB02  FA04  FA53  GA13  GA18  LA01  ND14 
　　　　 　　  2E110 AA09  AA14  AA42  AB04  AB22  AB34  BA12  CC04  DD03  GB01W


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

