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１．長期利用の観点における屋根葺き構法の現況と課題

国は、2009 年に長期優良住宅普及促進法を施行し、維持管理を前提に数世代（90 年） にわたっ

て住むことが出来る住宅の長寿命化を促進する認定制度を構築した。しかし、住宅・土地統計調査

（2003、08 年）によると、現在日本の取り壊された住宅の平均築後年数は、27 年である。米国は

66.6 年、イギリスは 80.6 年であるが、日本の住宅は、半分以下である。「なぜ短命なのか？」さま

ざまな議論があるが、住まい手が住宅の耐久性に自信がなく、手入れをして長期に利用する選択を

しなかったことも、そのひとつである。

 木造住宅の耐久性を向上させるために最も重要なことは、水分をコントロールすることである。

木材は腐朽菌が活動する含水率を超えると必ず腐朽が発生・劣化する。水を制することが、長寿命

化への最大の課題である。

 屋根は自然の脅威から守る重要な部位であり、特に雨水のコントロールが求められるが、その構

法は時代と共に変化している。しかし、最近木造住宅のリフォーム工事等において、多くの屋根で

下地の劣化が進行している実態が明らかになっている。長期優良住宅の普及促進、省エネ基準の改

定、太陽光発電の普及など、住宅の性能向上に対する時代のニーズに対して現行の勾配屋根の構法

は必ずしも対応しきれていない。

旧来、瓦屋根の構法は図 1.1 のように竹やバラ板等で野地を作り、杉皮や木羽板の下葺きの上に

瓦を土葺きしていた。瓦の寸法精度が低く、隙間が多かったこともあり、屋根層全体として透湿抵

抗の低い下地構成となっていた。雨水の浸入を防ぐ一方で、湿気は排出するという、いわば呼吸す

る屋根とも言える。このような構法は、耐震性に問題があったが、結露の可能性は低く、適切なメ

ンテナンスが伴えば一定の耐久性が期待できた。

図 1.1 瓦土葺き構法の屋根下地構成１） 

近年の屋根下地では図 1.2 に示すように、屋根の水平剛性の確保から構造用合板の野地板が多く

使用されている。また、屋根材の耐風・耐震性の確保の目的から釘による緊結が強化され、下葺き

材には、多くの釘が貫通している。下葺き材は、水密性を重視した材質が選択されているが、本来
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連続面であるべき防水層に多数の孔を開けるという矛盾のある下地構造となっている。また、隙間

無く張られた合板や下葺き材により、全体的に湿気の排出しにくい透湿抵抗の高い構成となってい

る。このような構法では、環境条件により結露発生の可能性が高く、また、合板の初期含水率が高

かったり、釘孔からの雨水の浸入により湿潤したりすると乾きにくく、腐朽による劣化を促進させ

る恐れが高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2 近年の屋根下地の構成（瓦引掛け葺きの例）１) 

 

上記のような現状を踏まえて、屋根施工業者の団体である（社）全日本瓦工事業連盟、日本屋根

外装工事協会では、長期優良住宅などに対応できる新しい瓦葺き屋根構法・仕様の研究を目的とし

た「長期優良住宅に資する屋根構法・仕様検討委員会」を屋根業界として初めて横断的に設立した。

活動の目標としては、屋根の長期使用を実現するための高防水・高耐久瓦葺き屋根葺き構法を研究

することである 2)。 

特に屋根の長期使用上の問題点として、屋根層内の水分の影響により、瓦より下地が先に劣化し

ている実態が明らかになっており３）、下地の耐用年数を葺き材と同等以上にすることが重点課題と

された。 

雨水の浸入を防ぎ、湿気は排出する高耐久な下地構法の要件は、下葺き層に極力ステープルや瓦

緊結具を貫通させないこと、次に、下葺き層上面に達した雨水が停滞することなくスムーズに排出

されること、また、下葺き層と瓦の間に通気が確保され、下地水分や湿気が速やかに放出されるこ

とであり、上記の 3 要件を全て満たす構法が、同委員会により「防水通気流し桟構法」として提案

された４)。 

その後、「長期優良住宅に資する屋根構法・仕様検討委員会」の一部が、本共同研究の「通気下地

屋根構法の設計施工要領作成ＴＧ」に移行し、引き続き瓦以外の屋根材も対象として「通気下地屋

根構法」の設計施工要領の整備に向けて活動することとなった。 

「通気下地屋根構法」とは、野地板の上に、縦桟と横桟あるいはもう一層野地板を設置し、屋根

材との間に隙間を設け、浸入雨水と湿気を排出する構法である。上記の「防水通気流し桟構法」は
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その一つの解答である。しかし、瓦以外の屋根葺き材の化粧スレート、金属、シングル等の屋根は、

瓦葺き屋根に比べて、相対的にコスト（材工）が低いため、通気下地構法によるコストの上昇が、

競争力を弱めるという危惧から「通気下地屋根構法」の取り組みは立ち遅れていた。また、屋根材

自体が構造的に桟木を用いた通気下地構法に適応しにくい面があり、多くの検証と開発が求められ

た。 

長期優良住宅は、75～90 年以上の耐用年数を想定している。しかし、現在の下地を含む屋根の改

修年数は、25 年程度と言われている。100 年に対し、3 回の改修が必要である。住まい手にとって

は、過大なライフサイクルコストとなっている。「通気下地屋根構法」により、下地の改修年数を 50

年程度にすることが可能になれば、大幅にライフサイクルコストを軽減させ、住まいの長期利用が

促進される。 

「通気下地屋根構法の設計施工要領 TG」では、長寿命化のための「通気下地屋根構法」の普及を

目指して、本 TG で実施した各種の実験、調査を関連報告に収録するとともに、本構法に関わる国

内外の知見をベースに討議を重ね、第３節に示す設計施工要領の原案を策定した。しかし、現況に

おいて「通気下地屋根構法」を普及させるには、さまざまな課題がある。具体的な課題としては、

本構法による屋根の長期性能の検証、部材品質基準・標準納まり図・施工マニュアルの整備、地域

性や屋根形状等に応じた仕様のバリエーションの拡大などがある。 

また、屋根構法選択の背景として、住まい手は、住宅を所有すること自体を最終目的にし、その

後の維持について深く考えない傾向が指摘できる。建築事業者・住まい手共に、住宅を長期に利用

することに関心が薄く、イニシャルコストが優先され、ライフサイクルコストは重視されていない。

住まい手は、水まわり設備・内装と比べ、屋根には一般的に関心が低い。建築事業者も屋根を重視

していない傾向にあり、低コストが優先されている。その結果として、現況の屋根は決して耐久性

の高い屋根とはいえないものが一般的になっている。このような現況において通気下地屋根構法の

普及を図るには、JASS12、公共工事標準仕様書、木造住宅工事仕様書（金融支援機構）などへの反

映を通じて高耐久屋根の標準仕様としての定着を実現するとともに、ライフサイクルコストのデー

タを収集し、業界全体で本構法の合理性、優位性を積極的にアピールしていくことが重要である。 

 長期に利用ができ、資産価値の高い住まいを実現するには、屋根の役割は非常に重要である。 

この設計施工要領案が高耐久な屋根構法の普及のために活用されることを期待したい。 

 

引用文献 

１）江原 正也、石川 廣三、栗田 紀之、齋藤 宏昭、鈴木 健市：住宅用勾配屋根の耐久性向上に

関する研究その 1 研究の背景と課題、2010 年度日本建築学会大会学術講演梗概集材料施工 pp.279-

280 

２）長期優良住宅に資する屋根工法・仕様検討委員会：「長期優良住宅に資する屋根工法・仕様検

討委員会」2009 年 11 月～2011 年 8 月活動報告書、2011 年 9 月 



第Ⅹ章 通気下地屋根構法 

第Ⅹ章－4 

３）栗田 紀之、江原 正也、石川 廣三、鈴木 健市、齋藤 宏昭：住宅用勾配屋根の耐久性向上に

関する研究その 2 経年住宅の屋根下地不具合に関する調査、2010 年度日本建築学会大会学術講

演梗概集 材料施工 pp. 281-282 

４）長期優良住宅に資する屋根工法・仕様検討委員会：「長期優良住宅に資する屋根工法・仕様検

討委員会」2011 年 9 月～2014 年 12 月活動報告書、2015 年 1 月  

   



第Ⅹ章 通気下地屋根構法 

第Ⅹ章－5 

2．通気下地屋根構法の開発目標と要件 

2.1 開発目標 

屋根葺き材と下葺き材*の間に通気空間を確保することにより、通常の下地構法に比して、高

い防水信頼性を有し、かつ長期間屋根下地部材および小屋組部材の劣化抑制が可能な屋根葺き

下地を構成することを開発の目標とする。 

副次的には一定の遮熱効果の実現も目標とする。 

*（注）二重に野地板を設ける形式の通気下地構造においては、下層の野地板面上の下葺き材を指す。 

2.2 要件 

上記の目標を実現するための下地構法の要件を以下の通りとする。 

（1）原則として屋根葺き材の緊結具は下葺き層を貫通させないこと。また、原則として屋根

葺き層から浸入した雨水の流下範囲となる下葺き層表面にステープルの頭部を露出させ

ないこと。 

（2）屋根葺き層から浸入し、下葺き材表面に達した雨水が、下地部材および堆積したホコリ

等によって停滞することなく、円滑に流下し、軒部から排出されること。 

（3）屋根葺き材と下葺き層の間に下端と上端が開放された通気空間が確保され、空間内およ

び下地構成部材の表面と吸収水分が速やかに乾燥できること。 

（4）上記の空間の開口は強風雨時の過剰な雨水の浸入および虫、コウモリ等の小動物の侵入

を有効に防ぎ得る構造であること。 

（5）通気空間内の円滑な排水と通気を阻害する恐れのあるホコリ等の異物の堆積が生じた際

に、その除去作業が容易に行い得る構造であること。 

（6）防水性、耐久性以外の屋根工事の目標性能に関して、現行の一般下地構法と同等以上の

性能が確保できること。 
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3．通気下地屋根構法の設計施工要領・同解説（案） 

3.1 適用範囲 

（1）屋根の構造：木製のたるきで支持する屋根。 

（2）屋根形状：切妻、片流れ、寄棟。 

（3）屋根材：粘土瓦、PC かわら、住宅屋根用化粧スレート、金属板、アスファルトシングル。 

（4）勾配および流れ長さ：各屋根材の標準構法で適用する勾配と流れ長さ。ただし勾配は最小３寸

とし、３寸未満の緩勾配への適用は特記による。 

（5）地域および敷地：通気層内部への著しい雪片の侵入によって通気下地の機能が発揮できなく

なる恐れのある地域および敷地には適用しない。 

（6）工事種別：新築および改修工事。ただし改修工事においては通気下地の形成が著しく困難であ

るような下地には適用しない。 

（7）部位：「たるき」より上方の部位。 

（8）通気下地の種別：桟木通気下地（アスファルトシングルを除く屋根材用）、二重野地通気下地

（アスファルトシングル用）、外張り断熱併用通気下地（全ての屋根材用） 

勾配および流れ長さ：最小勾配に関しては、本設計施工要領の策定にあたって実施した施工性や

排水性その他各種性能の検証が３寸未満の勾配について行われていないため、３寸以上の勾配に適

用するものとした。金属板葺きは３寸未満の勾配の屋根も多いため、将来的に検証が進んだ段階で

はより緩勾配の屋根に適用範囲を広げることが望ましいと考えられるが、当面は３寸未満の緩勾配

への適用は特記事項とした。 

適用部位：通常の屋根工事の範囲は野地板より上方に限定される。本設計施工要領は屋根工事を

対象としており、野地板より下方の工事は対象外とする。従って（8）項に示す外張り断熱併用下地

構法は、主として遮熱性能の向上を目的として屋根工事の範囲で実施する構法が対象であり、住宅

の省エネルギー性向上を目的とする、いわゆる外断熱構法とは異なるものである。 

また、通常、野地板施工は木工事に含まれるが、本要設計施工要領では野地板についても触れて

いるため、ここでは適用部位を「たるき」より上方の部位とした。 

 

3.2 用語の定義 

本設計施工要領で用いる用語を以下のように定義する。 

【構法に関する用語】 

通気下地屋根構法 主として防水性、排水性、耐久性の付与を目的として、屋根葺き材と下葺き

材間に通気層が確保されるように屋根葺き材の下地を構成する構法。桟木下

地構法、二重野地構法、外張り断熱併用構法がある。 

桟木通気下地構法 桟木の組合せにより通気層を形成する構法。 

二重野地通気下地 野地板を二重に張り、その間に通気層を形成する構法。 
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構法 

外張り断熱併用通

気下地構法 

野地板上に配置した断熱材の上部に通気層を形成する構法。 

直葺き構法 野地板面に下葺き材と葺き材を直接留め付けて葺く構法。瓦引っ掛け葺き

で瓦桟木が野地面に密着するものを含む。直打ち構法も同義。 

野地無し構法 野地板を用いずたるきまたは補助たるき上に直接下葺きと屋根材を施工す

る構法。 

屋根断熱構法 屋根層内に断熱材を配置して断熱または遮熱を行う構法。外張り断熱構

法、たるき間充填断熱構法がある。 

外張り断熱構法 野地板上面に連続的に断熱層を配置する構法。 

充填断熱構法 たるき間に断熱材を充填する構法。 

天井断熱構法 天井の上面に断熱材を配置して断熱または遮熱を行う構法。 

桁上断熱構法 桁位置に構成した連続した水平面上に断熱材を配置して断熱または遮熱を

行う構法。 

 【部位に関する用語】 

通気層 屋根面全面に均等に空気が流通できる層状の空間で、両端が外気に開放さ

れているもの。屋根下地通気層、断熱材上部通気層がある。 

屋根下地通気層 主として防水性、排水性、耐久性向上のため、屋根葺き材と下葺き材との

間に形成する通気層。桟木間通気層、二重野地間通気層がある。 

桟木間通気層 屋根葺き材を支持する桟木の間隙に形成する通気層。 

二重野地間通気層 二重の野地板の間に形成する通気層。 

断熱材上部通気層 主として結露防止のため、断熱材と上部の面材あるいは下葺き材との間に

形成する通気層。 

屋根下地空気層 屋根葺き材と下葺き材との間に均等に空気が流通できる層状の空間。 

野地面通気開口 通気層に空気を流通させるため、必要に応じて野地面に設ける開口。 

小屋裏空間 野地板と天井の間の空間 

 

3.2.3 部材 

野地板 たるきの上面に連続面を形成するために張る板。 

流し桟木 野地板面に勾配に沿ってたるき芯に配置し、上部の桟木類との間に間隙を

確保するための連続した部材。排水用流し桟木と通気流し桟木がある。 

排水用流し桟木 主として下葺き材面上に浸入した雨水の流下排出のために設ける流し桟

木。テープ、薄合板、厚さ9mm未満の桟木を含む。 

通気流し桟木 浸入雨水の排出流下と屋根葺き材－下葺き材間の通気に有効な厚さ9mm以上

の流し桟木。 
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瓦桟木 瓦を引っ掛け、緊結するために設置する横方向の桟木。 

すのこ桟木 屋根材下面に通気層を形成する目的で、隙間を空けて平行に配置するすの

こ状の桟木。スレート、金属板等の通気下地。 

すのこ受け桟木 すのこ桟木を支持する桟木。 

補助たるき 屋根面材または屋根断熱材上面に付加するたるき。主として外張り断熱構

法で用いる。 

補助たるき受け材 補助たるきを直接支持する部材がない位置に設ける支持材。軒部、けらば

部等で用いる。 

補助けらばたるき 妻壁から母屋が出ない場合に妻の出（傍軒）を形成するために設ける横方

向のたるき。主として屋根外張り断熱構法で用いる。 

破風板 けらば部分の化粧用幅広板。 

鼻隠し板 軒先部分においてたるきの先端に設ける化粧用幅広板。 

瓦座 軒瓦の角度を調整するために野地の先端に設け、瓦の中間部を支持する桟

木。 

広小舞 たるきの開き留め、軒先裏面の化粧目的でたるき先端上面に設ける厚板状

の木材。裏甲とも呼ぶ。 

淀 主に軒先裏面の化粧目的で、広小舞の上に設ける厚板状の木材。 

登り淀 主にけらば裏面の化粧目的で、けらば先端に流れに沿って設ける厚板状の

木材。板金で巻かれるものは心木。 

瓦棒心木 金属板瓦棒葺きで、溝板の立ち上がりの間に入れる心木。 

棟包み心木 棟包み板金役物の下地として設ける板状木材。棟覆い板と呼ぶことがあ

る。 

けらば包み心木 けらば包み板金役物の下地として設ける板状木材。のぼり木と呼ぶことが

ある。 

雨押え心木 雨押え板金の下地として設ける板状木材。雨押え板と呼ぶことがある。 

通気マット 通気下地に用いる連続面状体。立体網状体、波板などがある。 

発泡プラスチック

系断熱材 

各種のプラスチック発泡体を押し出し法、ビーズ法等で成型した断熱材。 

繊維系断熱材 主として鉱物質の繊維で構成するマット状の断熱材。 

下葺き材 屋根葺き材層の下方に敷設し、二次止水層として働く部材。 

ルーフィング 下葺き材に用いる連続したシート状の防水材料。アスファルトルーフィン

グ、改質アスファルトルーフィング、透湿ルーフィングがある 

アスファルトルー

フィング 

アスファルトを含浸させた原紙の表面をアスファルトで被覆した材料 

改質アスファルト 通常のアスファルトに替えて改質アスファルトを使用し、防水性、耐久性
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ルーフィング を高めたルーフィング。 

透湿ルーフィング 透湿抵抗が一定以下であるように透湿性を付与したルーフィング。 

防水テープ 部材の接合部や釘等の貫通孔からの浸水防止に用いるテープ状の防水材。

片面接着タイプ、両面接着タイプがある。 

伸張性防水テープ ３面交点部分など複雑な下地の形状に追従し易いよう、伸張性を付与した

防水テープ 

軒先水切り 屋根材の軒先から雨水の回りこみを防ぎ、軒樋に誘導するため、屋根材先

端下部に設ける板金部材。 

くし面戸 軒瓦と瓦座の隙間を塞ぐ、くし歯形状の面戸部材で屋根葺き材の形状に追

随出来る材質のもの。 

軒先通気板金役物 通気層の軒先部開口に用いる板金役物。開口からの通気、排水が可能で、

かつ虫、小動物の浸入が防げる構造のもの。 

通気パッキン材 棟包み、その他を受ける下地材で通気性を有するもの。ハニカム構造体

（積層プラスチック段ボール）などがある。 

棟包み 屋根の棟部において、雨水浸入防止のため、屋根葺き材の接合部にかぶせ

る板金部材。 

雨押え 下屋の壁際部において、雨水浸入防止のため、一端を屋根葺き材にかぶ

せ、他端を壁内に立ち上げる板金部材。 

唐草 金属板葺きの軒、けらばで、葺き板の先端をつかみ込んで緊結するための

補強部材。 

捨て板 金属板葺きの軒先部の雨仕舞のため、葺き板下に設ける金属板。 

けらば包み板金役

物 

けらば部分において屋根葺き材の端部を差し込んで納める形式の板金役

物。住宅屋根用化粧スレート葺き、シングル葺き等で用いる。 

谷板 谷部の排水のため、谷部野地面に流れに沿って設置する板金部材。 

捨て谷 屋根納まり部において、浸入雨水の排出のため、屋根材層と下葺き層の間

に挿入する板金部材。壁際、けらば等に用いる。 

棟換気部材 棟部に設置される、小屋裏空間の換気に有効で、かつ所定の防雨性を備え

た部材。屋根下地通気層上部の排気経路を兼ねる場合もある。 

 【下葺き材の施工に関する用語】 

ホールレス構法 屋根葺き材の緊結具が下葺き材を貫通せず、かつ原則として屋根葺き材施

工前の段階で目視出来る範囲の下葺き材に釘・ビス、ステープル等で孔を

明けない施工法。ただし、桟木類をたるきに固定する釘、ビス類、流し桟

木の下に施工するステープル、下葺き材の施工上不可欠なステープルは除

く。 

下葺き浮かせ張り 下葺き材をたるき、補助たるき、縦桟木等の上にかぶせ、中間部を浮かせ
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構法 る構法。主として野地無し構法で用いる。 

下葺き二層構法 ２層のルーフィングの重ね位置をずらし、下葺き工事を２層行う構法。 

下葺き水密構法 下葺き材の露出面にステープルを打たず、重ね部、桟木固定釘貫通部を防

水テープで水密処理する構法。 

捨て張り 屋根の取り合い部において下葺き層の水密性を向上させるため、平部の下

葺き施工に先立って部分的に行う下葺き。軒部、けらば部、谷部等に用い

る。 

増し張り 屋根の取り合い部において下葺き層の水密性を向上させるため、平部の下

葺き施工の後、部分的に付加する下葺き。谷部等に用いる 

 

3.3 目標性能 

3.3.1 浸水リスク低減性能 

屋根葺き材層から浸入し、下葺き層に達した雨水が、野地板より下方の木部へ移動するリスクが

通常の下地構法に比べておおむね３分の一に低減されること。 

3.3.2 耐久性能 

新築後、30 年以内の屋根葺き材の更新、あるいは葺き直しに際して、下葺き材およびその下方

の、野地板、たるき、その他の下地部材の更新が不要であること。 

3.3.3 耐風圧性能 

屋根面における 2000Pa までの負圧の作用に対して、屋根葺き材取り付け部の有害な変形、破損

を生じないこと。 

3.3.4 遮熱性能   

下地に断熱材を併用しないスレート葺き、金属板葺き、シングル葺き屋根において、夏期、野地

下空気層への日射侵入率が、通常の下地構法に比べて 70％以下に低減されること。 

また、下地に断熱材を併用する屋根において、夏期、野地下空気層への日射侵入率が、通常の下

地構法に比べて 40%以下に低減されること。 

3.3.5 その他の性能 

耐震性能、耐衝撃性能、防火性能、発生音遮断性能、耐熱伸縮性能の各性能に関して、「日本建築

学会建築工事標準仕様書 JASS12 屋根工事」が規定する目標性能を満足すること。 

浸水リスク低減性能：屋根葺き材層から浸入した雨水の野地板より下方の木部への浸水は、主と

して桟木および屋根材の緊結具および下葺き材固定用のステープル針の下葺き層貫通個所で生ず

る。使用される緊結具の数は屋根材種別により異なるが、野地の坪当たり 60～90 本程度である。

通気下地構法では下葺き材の緊結具貫通個所は、桟木の緊結部分のみとし、その数は 25～30 本程



第Ⅹ章 通気下地屋根構法 

第Ⅹ章－11 

度となり、また、原則としてステープル針を屋根材施工面に露出させない施工法とするため、緊結

具の貫通個所数に比例して浸水リスクの低減が期待できると考え、通常の下地構法に比べておおむ

ね３分の一に低減されることを目標とした。 

耐久性能：長期優良住宅は、75～90 年以上の耐用年数を想定している。しかし、1 節で指摘して

いるように、現在の屋根の長期使用上の問題点は屋根材より下地が先に劣化することであり、この

ため、屋根の耐用年数は 25 年程度となっており、この場合、住宅の耐用年数 100 年に対し、途中 3

回の下地を含む大改修が必要である。通気下地屋根構法では下地への浸水リスクを低減し、かつ通

気によって下地木部の乾燥を促すことにより下地の耐用年数を延長することが可能である。下地の

更新までの年数を 50 年程度に延長できれば、下地に関しては 100 年に対し、途中 1 回の改修で済

み、大幅なライフサイクルコストの軽減が期待できることから、新築後 30 年以内の屋根葺き材の

更新、あるいは葺き直しに際して、下葺き材およびその下方の、野地板、たるき、その他の下地部

材の更新が不要であることを目標とした。 

遮熱性能：通常構法において屋根葺き材が野地面に密着した状態で施工されるスレート葺き、金

属板葺き、シングル葺き屋根については、通気下地構法の採用により屋根材と野地板の間に通気層

が形成されることにより、通常構法に比べて昼間の野地板下面温度上昇を相当程度低減できること

が暴露試験で実証されている。これに対して瓦葺きに関しては、通常構法においても屋根材と野地

面の間に空気層があるため、野地板面温度は通気流し桟木を付加した通気下地構法においてもほと

んど差は見られない。このため、断熱材を併用しない通気下地構法の遮熱性能の目標値はスレート

葺き、金属板葺き、シングル葺き屋根についてのみ記述した。 
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3.4 材料 

3.4.1 桟木類 

1）桟木 

本節で定める通気下地の作成に用いる桟木の材質は、良質で欠点の少ない木材とし、保存剤処

理材を用いる場合は特記による。 

断面寸法は下記に示すものを標準とする。 

 

a．粘土瓦および PC かわら葺用 

流し桟木 12×35mm、瓦座垂木 45×45mm、登淀垂木 45×45mm、瓦桟木 24×40mm 

 

 

表 3.4.1：粘土瓦、PC かわら葺桟木 

流し桟木 12x35mm 瓦座垂木 45x45mm 登淀垂木 45x45mm 瓦桟木 20x40mm 

    

 

粘土瓦、PC かわら葺の通気下地構法においては、瓦に作用する引き上げ力は瓦桟木を経由してた

るきに伝達されるため、特に瓦桟木には曲げ耐力に影響するような節、欠け、割れなどの欠点がな

いものを使用することが大切である。 

 

b. 住宅屋根用化粧スレート葺および金属板葺用 

流し桟木 12×35mm、すのこ桟木 18×45mm、すのこ桟木 18×90mm、すのこ桟木 18×105mm、 

すのこ受け桟木 24×40mm 

 

 

表 3.4.2：住宅屋根用化粧スレート、金属板葺きの桟木 

流し桟木

12x35mm 

すのこ桟木

18x45mm 

すのこ桟木

18x90mm 

すのこ桟木

18x105mm 

すのこ受け桟木 

24x40mm 

     

 



第Ⅹ章 通気下地屋根構法 

第Ⅹ章－13 

住宅屋根用化粧スレート、金属板葺きの通気下地構法においては、屋根材に作用する引き上げ力は

すのこ桟木、すのこ受け桟木を経由してたるきに伝達されるため、特にすのこ受け桟木には曲げ耐

力に影響するような節、欠け、割れなどの欠点がないものを使用することが大切である。 

c. アスファルトシングル葺用 

縦桟木 30×45mm 

 

表 3.4.3 アスファルトシングル葺の桟木 

縦桟木 30x45mm 

 

 

 

 

 

2）合板 

構造用合板Ⅰ類または特類、厚さ 12mm。 
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3.4.2 下葺き材および防水テープ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）下葺き材 

アスファルト系の下葺き材には、改質アスファルトルーフィング、粘着層付き改質アスファ

ルトルーフィング、アスファルトルーフィングがある。 

アスファルトルーフィングにはアスファルトルーフィング 940、アスファルトルーフィング

1500 があるが、木造住宅の勾配屋根には一般的にアスファルトルーフィング 940 を使う．アス

ファルトルーフィング 940 の品質は JIS A 6005 に規定されている。 

改質アスファルトルーフィングの品質を規定する ARK 規格 ARK04S-03 は JIS A 6005 に規定

されていない品質も定めており、JIS A 6005 より上位の位置付けになる。なお、ARK04S-03 は

粘着層付き改質アスファルトルーフィングも対象としている。 

通気屋根下地構法は直葺き構法よりも上位性能を持つことを目標としているので、ここでは

改質アスファルトルーフィング（粘着層付きを含む）を対象とした。これらは JIS A 6013 に規

定される改質アスファルトルーフィングシートとは異なる。 

透湿ルーフィングは、不織布やフィルムなどのプラスチック系素材を積層させたシートであ

り、一定の防水性と透湿性を兼ね備え、透湿抵抗が一定値以下であることを品質要件としてい

る、平成 28 年 8 月 22 日に JIS A 6111 が改訂され、従来の外壁用の規格に屋根用（透湿ルーフ

ィング）が追加された。 

下葺き材の品質規格や試験方法は下記の URL を参照のこと。 

  改質アスファルトルーフィング下葺き材：http://www.ark-j.org/tec/tec_1_2.html 

  透湿ルーフィング：http://www.toshitu-r.jp/ 

2）防水テープ 

アクリル系、ブチル系、アスファルト系などがあるが、下葺き材と相性が良くない防水テー

プを選択すると、シワの発生、防水テープのはく離によって防水性能が低下することがある。 

通気屋根構法に適用する下葺き材及び防水テープは次のものとする。 

1）下葺き材 

改質アスファルトルーフィング、または透湿ルーフィング。 

改質アスファルトルーフィングはアスファルトルーフィング工業会が制定する ARK 規格

ARK04S-03 を満たすものとする。 

透湿ルーフィングは透湿ルーフィング協会が制定する透湿ルーフィング協会規格を満たす

ものとする。   

2）防水テープ 

下葺き材製造所の指定もしくは推奨する防水テープとする。 

http://www.ark-j.org/tec/tec_1_2.html
http://www.toshitu-r.jp/
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3.4.3 断熱材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）種類 

断熱材には上記のほか、フェルト状（グラスウール、ロックウール、インシュレーション

ファイバー）、ばら状断熱材（グラスウール、ロックウール、セルロースファイバー）および

現場発泡硬質ウレタンフォーム断熱材などがあるが、野地板上面に施工する外張り断熱用途

の使用は少ないため、本設計施工指針には原則用いないこととした。 

 

  

1）種類 

本設計施工要領で使用する断熱材の種類は原則として以下のとおりとする。 

 

表 3.4.4 断熱材の種類 

断熱材の種類 形状 

無機繊維系断熱材 
グラスウール 

ボード状 

 

ロックウール 

有機繊維系断熱材 インシュレーションファイバー 

発泡プラスチック系断熱材 

ビーズ法ポリスチレンフォーム 

押出法スチレンフォーム 

硬質ウレタンフォーム 

フェノールフォーム 

 

2）品質 

使用する断熱材は JIS A9521：2014（建築用断熱材）に規定される断熱材、および JIS A9511：

2006R（発泡プラスチック保温板）に規定される発泡プラスチック断熱材、並びにそれらと同等

以上の品質を有するものとする。 
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3.4.4 緊結材 

 

通気下地の構成に用いる緊結材の種類および用途は、下記に示すものを標準とする。 

 

1）粘土瓦および PC かわら葺下地用*    *（注）：（   ）内は緊結する部材を示す。 

コーススレッド 3.8φ×41mm （流し桟木 12×35mm）＊ 

コーススレッド 4.2φ×65 （瓦桟木 24×40） 

コーススレッド 4.2φ×90 （瓦座垂木 45×45、登淀垂木 45×45） 

カラーステンレス釘 2. 0φ×32 （水切板金） 

 

 

表 3.4.5：粘土瓦葺の緊結材 

コーススレッド 

3.8φ×41mm 

コーススレッド 

4.2φ×65 mm 

コーススレッド 

4.2φ×90 mm 

カラーステンレス釘 

2.0φ×32 mm 

 

   

 

2）住宅屋根用化粧スレート葺、金属板葺下地用*   *（注）：（   ）内は緊結する部材を示す。 

コーススレッド 4.2φ×45mm （流し桟木 12×35mm、すのこ桟木 18×45mm、すのこ桟木

18×105mm） 

コーススレッド 4.2φ×65mm （すのこ受け桟木 24×40mm） 

カラーステンレス釘 2.0φ×32mm （水切板金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.4.6：住宅屋根用化粧スレート葺、金属板葺の緊結材 

コーススレッド 

4.2φ×45mm 

コーススレッド 

4.2φ×65mm 

カラーステンレス釘 

2.0φ×32mm 
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3）アスファルトシングル葺下地用*    *（注）：（   ）内は緊結する部材を示す。 

コーススレッド 4.2φ×45mm （構造用合板 t=12mm） 

コーススレッド 4.2φ×57mm （縦桟木 30×45mm） 

カラーステンレス釘 2.0φ×32mm （水切板金） 

 

 

表 3.4.7：アスファルトシングル葺の緊結材 

コーススレッド 

4.2φx45mm 

コーススレッド 

4.2φx57mm 

カラーステンレス釘 

2.0φx32mm 
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3.5  部材構成および構法 

3.5.1 野地 

たるきピッチは 500mm 以内、野地板は構造用合板Ⅰ類または特類、厚さ 12mm 以上、まは、

製材、厚さ 12mm 以上とする。 

合板の継ぎ手位置は 1 枚ごとに乱とし、たるき芯上で突き付け継ぎとする。留め付けはたるき

あたり N50 釘または長さ 38mm 以上のビスを間隔 150mm 内外で平打ちする。 

製材の継ぎ手位置は板の登り 2m 以内ごとに乱とし、たるき芯上で突き付ける。留め付けはた

るきあたり、N50 釘または長さ 38mm 以上のビスを 2 本以上打つ。 

野地板はたるき 2 本に乗るように割付ける。 

 

3.5.2 断熱材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1）発泡プラスチック系断熱材 

a．既存野地板（合板）の上面に発泡プラスチック断熱材を敷きこむ。この際、野地板上面に

隙間が生じないように施工する。 

b．断熱材の上面に補助たるきを設置する。補助たるきの上部から断熱材を貫通して、下地で

ある野地板、たるきにビス止めする。使用するビスは外張り断熱専用ビスとし、たるきへ

の打ち込み長さが確保できるビス長さを選定する。 

 

2）繊維系ボード状断熱材 

a．既存野地板の上面に桟木を設け、繊維系断熱材を桟木の間に充てんする。 

b．断熱材上部の通気性を確保するため、桟木のせいは、充てんする断熱材の厚さより 30mm

程度大きなものを使用する。 
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外張り断熱併用通気下地の取り付け例を示す斜視図および、軒部・けらば部の納まり例を以下

に示す。 

1）発泡プラスチック断熱材の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5.1 外張り断熱併用通気下地構成例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* （注）軒部・けらば部の納まりは断熱材を用いる屋根工事を改修工事として行った場合の例。 

小屋裏換気を行う場合は防湿フィルム、断熱材または合板相互の気密テープの施工を省略する

ことができる。 

  

受け材

下地

下地

発泡プラスチック系
断熱材

野地板

母屋

発泡プラスチック系
断熱材

野地板

たるき

補助たるき

たるき

補助たるき

下葺および 

通気下地 

下葺および 

通気下地 

図 3.5.2 軒部分の納まり例＊ 図 3.5.3 けらば部分の納まり例＊    

   

 

気密テープ

野地板

発泡プラスチック系断熱材

下地

補助たるき

たるき

下葺および 

通気下地 
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2）せんい系ボード状断熱材の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* （注）軒部・けらば部の納まりは断熱材を用いる屋根工事を改修工事として行った場合の納まり例。 

小屋裏換気を行う場合は防湿フィルムの施工を省略することができる。 

 

3.5.3 下葺き 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 3.5.4 軒部分の納まり例＊ 図 3.5.5 けらば部分の納まり例＊ 

下地

下地

繊維系断熱材繊維系断熱材

野地板

母屋

野地板

たるき

補助たるき

たるき

補助たるき

下葺および 

通気下地 
下葺および 

通気下地 

1）張付け（野地面への施工） 

a．葺き方 

下葺き材は，谷部や壁止まり部の捨て張りを行った後，軒先から一定方向に回り葺きをする． 

b．重ね幅 

隣接する下葺き材の重ね幅は，下葺き材の短辺部は 200mm 以上，長辺部は 100mm 以上と

し短辺部には片面防水テープを張る． 

c．仮留め 

下葺き材にたるみやしわを生じないように張り，ステープルで仮留めする．ステープルの

打ち込みはたるき位置とする． 

d．補修 
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a．葺き方 

葺き方の順序の例を図 3.5.6 に示す． 

 まず、谷部の捨て張りを行う。次に 

軒先部に１段目の下葺き材を、②→③ 

→④のように一定方向に張っていく。 

１段目を張り終えたら、２段目の下葺 

き材を、⑧→⑨→⑩のように同じ方向 

張っていく。 

 

図 3.5.6 葺き方の順序 

b．重ね幅 

重ね幅とステープル仮留め位置を図 3.5.7 に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5.7 下葺き材の重ねとステープルの打ち込み位置 

c．仮留め 

仮留めは打ち損じの無いように正確に打ち込む．打ち込みが十分でない場合は，ハンマーで叩

き平滑にする．ステープルが座屈した場合もしくは下葺き材が損傷した場合は補修する． 

また，ステープルは地域や施工条件によって，適宜増し打ちする． 

 

 

 

 

 

 

図 3.5.8 ステープル打ち込みの例 

  

ハンマーで叩く 補修する 

流
れ
方
向 

→
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d．補修 

ステープルを打ち込んだ際、下葺き材の損傷が著しい場合はこれを張り直す．桟木施工後などで

やむを得ず前記の補修ができない場合は，防水テープを用いて補修する． 

 

 

 

 

 

 

図 3.5.9 補修の例 

 

2）張付け（外張り断熱併用通気下地への施工） 

アスファルトシングルを除く屋根材の下葺は補助たるきの上面に施工し、下葺き材の短辺部の重

ねは隣接する補助たるき一区間に掛かるようにする。その他の張付けは 1）に準ずる。 

外張り断熱併用通気下地構法では、たるき上に野地板と断熱材が連続面として施工されているた

め、桟木通気下地で施工する屋根材については、断熱材の上方に野地板を設ける必要がない。この

ため、本設計施工要領では補助たるき上面に直接下葺きを行う部材構成を採用することとした。 

この構成では、下葺き材は補助たるきの中間部では支持されないため、自重で幾分たるむ状態と

なり、英国等ヨーロッパで一般的な野地無し構法での下葺き施工と同様の構成となる。 

アスファルトシングル葺きにおいては、軟質の屋根材の支持に野地板が必須であるため、補助た

るき上に野地板を施工し、1）と同様に下葺きを施工するものとした。 
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3）各部工法 

野地板面上に施工する下葺の各部工法は下記による。外張り断熱併用通気下地構法における

下葺の各部工法は特記による。 

a. 軒先部  

軒先部は，下葺き材を軒先用水切り金物に被せて水切り金物に張り付けた両面防水テープ

と下葺き材を張り合わせる。 

 b．けらば部   

けらば部は，下葺き材を野地板端部まで張る。 

 c．谷部   

谷部は，谷底から左右 500mm 以上となるように一枚ものの下葺き材を先張りする。さら

に，その上に下葺き材を左右に重ね合わせ，谷底から 250mm 以上のばす。 

 d．隅棟部   

下葺き材を 250mm 以上の左右折り掛けし，棟頂部から左右 500mm 以上となるように一枚

ものの下葺き材を増し張りする。  

e. 棟部   

棟部は，棟頂部をまたいで下葺き材を 250mm 以上折り掛けし，棟頂部から左右 500mm 以

上となるように一枚ものの下葺き材を増し張りする。 

 f．壁面との取り合い  

（1）壁面との取り合い部 

下葺き材を壁面に沿って 250mm 以上，かつ雨押え上端 50mm 以上 立ち上げ，増し張り

する。 

（2）出隅 

ピンホールを設けないように伸張性防水テープを用いる。  

（3）入隅 

ピンホールを設けないように八千代折りで納める。  

（4）壁止まり部（下屋などの軒先と外壁の取り合い部） 

先張り防水シートを野地板と外壁下地の間に差し込み，先張り防水シートの上部をステ

ープルで留め付ける。先張り防水シートの下部はこれの施工時には留め付けず，外壁の防水

紙を先張り防水シートの下部から差し込んでから外壁下地に留め付ける 
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屋根納まり各部の下葺施工例を、図 3.5.5～3.5.13 に示す。 

けらば部の防水性を高める時は，下葺き材をけらば包み心木や野地板に巻き込む等，屋根葺き材

の仕様に合わせた処理をする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5.10 軒先部の施工例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5.11 けらば部の施工例 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5.12 谷部の施工例 1) 

 

250 以上 
先張り 500 以上 
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図 3.5.13 隅棟部の施工例 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5.14 棟部の施工例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

図 3.5.15 壁面との取り合い部の施工例 1) 

  

250 以上 
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図 3.5.16 壁面取り合い部・出隅の施工手順例 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5.17 壁面取り合い部・入隅の施工手順例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5.18 壁止まり部の施工例 

引用文献 

１）日本建築学会：建築工事標準仕様書・同解説 JASS12 屋根工事 2004  

②伸張性防水テープ施工 

③ 水上側の下葺き材施工 ④ 施工完了 

① 水下側の下葺き材施工 

八千代折り

切らずに折る 
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3.5.4 通気下地（共通事項） 

3.5.1 から 3.5.3 までの各部材の施工完了後、使用する屋根葺材に応じて、3.6 以下に従い、通気下

地を作成する。 

通気下地の構成方法、通気下地と屋根葺き材の組合せ方、各部の納まり構法は、使用する屋根材

毎に特徴があるため、以下、屋根材毎に項を設けて詳細を記述することとした。 
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3.6 粘土瓦葺き、PC 瓦葺き 

3.6.1 野地 

野地は、「3.5.1 野地」の記述に準ずる。 

3.6.2 下葺き 

下葺きは、「3.5.3 下葺き」の記述に準ずる。 

3.6.3 瓦の割付け，加工 

屋根面に対する瓦の割付けは、半端が出ないように考慮して行うものとし、割付けに伴って

軒、妻の出の修正が必要となる場合は監理者との協議に基づいて行うものとする。 

隅棟回りなどで、切断して用いる瓦にビス打ち用の孔がない場合は、孔あけ加工を行う。 

瓦の割付け，加工： 

 瓦の寸法に基づき、葺き上がりがきっちりと納まるように屋根面の寸法を割り出す。瓦は部分

的に重ねて葺くので、地割りでは瓦そのものの寸法から重なり部分の寸法を引いた基準として

計算する。このとき地割りに使う瓦の横寸法を「働き幅」、縦寸法を「働き長さ」という。 

寄棟などの屋根形状の場合、瓦を切断して使用する場合があるが、切断した瓦にビス孔がない

場合は孔あけ加工を施し、確実に緊結できるように施工する。 

 

3.6.4 通気下地の施工 

流し桟木は、高さ 12 ㎜以上、幅 35 ㎜以上のもので、材質は「3.4.1」による。 

留め付けは、たるき芯位置にステンレススクリュー釘又は、防水両面テープを用いて固定す

る。 

瓦座は、高さ 45 ㎜以上、幅 45 ㎜以上のもので、材質は「3.4.1」による。留め付けは、ステン

レスコーススレッドビス 4.2φ×90 ㎜を用いて、流し桟木との交点になる箇所で固定する。 

瓦桟木は、高さ 24 ㎜以上、幅 40 ㎜以上のもので、材質は「3.4.1」による。留め付けは、ステ

ンレスコーススレッドビス 4.2φ×65 ㎜を用いて、流し桟木との交点になる箇所で固定する。 

通気下地の施工： 

(1)下葺き材の施工完了後に、たるき芯位置に縦墨を打ち、流し桟木（12×35mm）を施工する。 

流し桟木の留め付けは、ステンレススクリュー釘＃14×50 ㎜又は、防水両面テープを用いてたる

き上へ施工する。 

隅棟際と谷際では、瓦桟木端部が浮かないように隅芯・谷芯に沿って流し桟木を施工する。 

(2)流し桟木の施工後、軒先に瓦座（45×45mm）をステンレスコーススレッドビス 4.2φ×90 ㎜で流し

桟木との交点になる箇所すべてに留め付けをする。 

瓦座と野地板のすき間には必要に応じて防虫対策を講じる、防虫部材の最大開口寸法は 4 ㎜とす

る。 

壁際では桟木端部が浮かないように、流れ方向の壁際に流し桟木を追加施工する。 
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図 3.6-1 流し桟木の施工例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.6-2 壁際の流し桟木の施工例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.6-3 瓦座の施工例 

 

谷際流し桟木 

谷際流し桟木 

流し桟木 12×35 
流し桟木 12×35 

ステンレススクリュー釘#14×50mm 
または両面防水テープ貼り 

谷板受け桟木 

ステンレススクリュー釘#14×50mm 
または両面防水テープ貼り 

流し桟木 12×35 

谷際流し桟木（追加） 
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(3)施工する瓦の働き長さに合わせて横墨を打ち、瓦桟木（24×40mm）を施工する。 

この時、瓦桟木と流し桟木の交点になる箇所すべてに、ステンレスコーススレッドビス φ4.2×65

㎜で固定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.6-4 瓦桟木の施工例 

 

3.6.5 屋根平部の施工 

以下のいずれかの方法によるか、または所定の目標耐風性能を満たすように留め付ける。 

（1）全数の瓦について上端部のビス打ち 

（2）瓦上端部のビス打ちと重ね部かみ合わせ機構付き瓦の併用 

桟瓦の固定には、ステンレスコーススレッドビスを用いて全数緊結を行う。 

この時に使用するステンレスコーススレッドビスは、下葺き材へ届かない長さのものを選定する

とともに、施工地域によって耐力上必要な目標耐風性能を満たす長さのものを使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.6-5 平部の施工例 

瓦桟木 24×40mm 
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3.6.6 屋根各部の施工 

1) 軒部 

以下のいずれかの方法によるか、または所定の目標耐風性能を満たすように留め付ける。 

a. 瓦上端部のビス打ちと差込み部補強の併用 

b. 瓦上端部のビス打ちと桟山部補強の併用 

 

軒先瓦を瓦桟木へしっかりと引掛け、ステンレスコーススレッドビス 2 本とパッキン付ステンレ

スビス 1 本で固定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.6-6 軒部の施工例 

 

けらば部 

以下のいずれかの方法によるか、または所定の目標耐風性能を満たすように留め付ける。 

a. 瓦上端部のビス打ちと差込み部補強の併用 

b 瓦上端部のビス打ちと垂れ部留め付けの併用 

ただし、ｂはＳ形、Ｆ形瓦の後付け袖瓦に限って認める。 

 

a. 流し桟木により、けらば妻面からも通気が行えるようになるため、瓦桟木施工後にけらば通気

板金役物を施工する。 

瓦施工後に、化粧破風が取り付く場合には、その化粧破風の厚みを考慮した分の隙間を確保して

から、けらば通気板金役物の施工を行う。 

  

流し桟木 12×35 

たるき 

野地板 

瓦桟木 24×30 
ステンレスコーススレッドビス（瓦桟木固定用） 

軒先水切り 

下葺き材 
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図 3.6-7 けらば通気板金役物の施工例 

 

b. 袖瓦は、ステンレスコーススレッドビス 2 本とパッキン付ステンレスビス 1 本で固定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.6-8 袖瓦の施工例 

 

棟部 

棟補強金物とパッキン付ステンレスビスを使用して冠瓦をたるきへ留め付ける。 

 

棟補強金物は、下葺き材上に直接取り付けるのではなく、かならず流し桟木の上に施工する。 

使用する棟補強金物の高さは、施工する瓦の種類によって変わるため、施工する前に確認をする。

棟際の半端瓦は、ビス孔を開けステンレスコーススレッドビスで瓦桟木に全数固定する。この時も

使用するステンレスコーススレッドビスの長さに注意して、下葺き材へ届かない長さのものを選定

して使用する。 

  

けらば通気板金役物 

けらば通気板金役物 

瓦桟 

ステンレスコーススレッドビス 
1 本／桟瓦 1 枚 

ｽﾃﾝﾚｽｺｰｽｽﾚｯﾄﾞﾋﾞｽ 
1 本／桟瓦 1 枚 

パッキン付きステンレスねじ 65mm 
1 本／袖瓦 1 枚 

破風板 

袖左 
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図 3.6-9 棟補強金物の施工例 

 

隅棟部 

棟補強金物とパッキン付ステンレスビスを使用して冠瓦をたるきへ留め付ける。 

 

隅棟の勝手瓦も、ビス孔を開けステンレスコーススレッドビスで瓦桟木に全数固定する。ただし、

瓦桟木に固定できない小さい勝手瓦は隣接する桟瓦と接着剤で固定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.6-10 隅棟部の施工例 
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谷部の施工 

谷部にて桟瓦を切り落とす場合、ビス孔部を切り落としてしまうときはビス孔を加工して留

め付ける。なお切り口は通りよく葺き上げる。 

 

谷樋上にシーラー25 ㎜×20 ㎜を 2 段貼りして、谷芯より 75 ㎜離した位置で桟瓦をカットして施

工する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.6-11 谷部の施工例 

 

壁際部 

壁際部にて桟瓦を切り落とす場合、ビス孔部を切り落としてしまうときはビス孔を加工して

留め付ける。 

 

壁際まで桟瓦を施工していき、壁際の瓦端部上面にシーラーを取り付ける。 

その上から雨押え板金固定の為の下地桟 15×90 を施工し、下地桟取り付け後に雨押え板金を施工

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.6-12 流れ方向の壁際部の施工例     図 3.6-13 水上側の壁際部の施工例 
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図 3.6-14 流れ方向の壁際部の断面図     図 3.6-15 水上側の壁際部の断面図 

 

換気部 

換気棟製造者が発行する施工要領に準ずる。 

 

換気棟製造者により施工仕様が異なるので防水性能を損なわないように、必要に応じて、換気棟

製造者へ問合せる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.6-16 換気部の断面図例 
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3.7 住宅屋根用化粧スレート葺き 

 

 

 

 

住宅屋根用化粧スレートの形状寸法と釘孔位置を図 3.7.1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すのこ桟木は 18×105mm（大）、18×45mm（小）の２種類を使用する。住宅屋根用化粧スレートと

すのこ桟木位置の関係を、図 3.7.2 に示す。すのこ桟木（大）が幅 90mm の場合は釘孔の最小掛り

が 10mm となり、スレート釘が外れる場合があるため、必ず幅 105mm を用いる。 

 

 

  

図 3.7.1 住宅屋根用化粧スレート本体寸法図（図中の数字の単位は mm） 

 

 

図 3.7.2 住宅屋根用化粧スレートとすのこ桟木の位置関係図 

3.7.1 材料 

1）住宅屋根用化粧スレート 

幅 910mm、長さ 414mm、働き長さ 182mm の平板状化粧スレート。 

2）通気下地用材料 

3.4.1「桟木類」、および 3.4.2「下葺材」による。 
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下葺き材の施工： 

軒先部は、下葺き材を軒先用水切り金物に被せ、水切り金物に張り付けた両面防水テープと下葺

き材を張り合わせる。 

軒先補助水切り板の換わりに機能性アップのために図 3.7.3 のような防水保護シートを製造して

採用することも可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.7.2 通気下地平部の施工 

1）野地板の施工 

3.5.2「野地板」による。 

2）下葺材の施工 

3.5.2「下葺」による。 

3）流し桟木の施工 

（1）たるき芯に縦墨を打ち、野地板の軒先部先端に合わせて流し桟木を取り付ける。 

（2）取り付け用の釘は長さ 45mm を 500mm 間隔以下でたるきに取り付ける。 

 

図 3.7.3  防水保護シートのイメージ図 
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図 3.7.4 下葺き材と流し桟木の取り付け例（図中の数字の単位は mm） 

図 3.7.5 すのこ受け桟木の施工例（図中の数字の単位は mm） 

 

 

4）すのこ受け桟木の施工 

（1）野地板の先端から 40 ㎜の位置に横墨を打つ。 

（2）同様に棟の方向に 300 ㎜間隔で横墨を打つ。 

（3）野地板の先端（流し桟木の軒先部）に合わせて、流し桟木とすのこ受け桟木の交点に長さ

65mm のコーススレッドで止め付ける。 

（4）同様に棟の方向に 300 ㎜間隔で取り付ける。 

（5）水平棟部は棟芯部に沿って最終桟を施工し、更に 300 ㎜以下の間で取り付ける。 
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図 3.7.6 すのこ桟木の施工例（図中の数字の単位は mm） 

 

 

5）すのこ桟木の施工 

（1）屋根の中心部に、軒先ラインと直角にすのこ受け桟木面に縦墨を打つ。 

（2）中心部の流し桟木の上に、野地板の軒先先端から 40 ㎜出して、すのこ桟木（小）を取り付

ける。 

（3）以降、同様に 52.5 ㎜空けてすのこ桟木（大）を取り付ける。 

（4）更に、95 ㎜空けてすのこ桟木（大）を取り付ける。 

（5）以降、52.5 ㎜空けてすのこ桟木（小）を取り付ける。このすのこ桟木は基本的にたるき位置、

すなわち流し桟木位置とする。 

（6）以降、（3） （4） （5） の繰り返しで取り付ける。 

（7）すのこ桟木上端位置は棟芯ラインにそろえる。 

 

3.7.3 通気下地各部の施工 

1）軒先部 

（1）流し桟木を野地板の先端に合わせて取り付ける。 

（2）すのこ受け桟木を野地板の先端に合わせて取り付ける。 

（3）すのこ桟木（小） （大）をすのこ受け桟木から 40ｍｍ出して取り付ける。 
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流れ捨て谷板を固定するための空間として 50mm 以上を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.7.8 けらば部 断面図例（図中の数字の単位は mm） 

図 3.7.7 軒先部 断面図例（図中の数字の単位は mm） 

2）けらば部 

（1）けらばの位置に合わせて、すのこ桟木を取り付ける。 

（2）けらば用のすのこ桟から 50ｍｍ離してすのこ桟木（小）を取り付ける。 

 

3）棟部 

（1）流し桟木上端を棟芯ラインで突合せる。 

（2）棟際のすのこ受け桟木を流し桟木上端に合わせて取り付ける。 

（3）すのこ桟木 （小)（大)上端を棟芯ラインで突き合わせる。 
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図 3.7.10 下葺き材と流し桟の取り付け例（隅棟部）例（図中の数字の単位は mm） 

 

 

 

 

 

 

 

この施工手順において、すのこ受け桟木の棟側の側面が横墨位置となる。 

図 3.7.9 平棟部 断面図例（図中の数字の単位は mm） 
4）隅棟部 

ａ．流し桟木の施工 

（1）隅棟芯に沿って墨を打つ。 

（2）たるき芯に縦墨を打つ。 

（3）隅棟芯の墨に合わせて 隅棟沿いの両側に流し桟（以下隅棟流し桟と呼ぶ）を取り付ける。 

（4）流し桟木の軒先先端に合わせ、又他端を隅棟部流し桟に突き付けて取り付ける。 

ｂ．すのこ受け桟木の施工 

（1）野地板の先端から 40 ㎜の位置に横墨を打つ。 

（2）同様に棟の方向に 300 ㎜間隔で横墨を打つ。 

（3）野地板の先端（流し桟木の軒先部）に合わせて、すのこ受け桟木を取り付ける。 

（4）同様に棟の方向に、墨に合わせて 300 ㎜間隔で取り付ける。 

（5）隅棟部は隅棟流し桟の上にのせて取り付ける。 



第Ⅹ章 通気下地屋根構法 

第Ⅹ章－42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.7.11 すのこ受け桟木の施工例（隅棟部）例（図中の数字の単位は mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.7.12 すのこ桟木の施工例 （隅棟部）例（図中の数字の単位は mm） 

ｃ．すのこ桟木の施工 

（1）すのこ受け桟木の 隅棟芯から 105mm 位置に隅棟芯と平行に墨を打つ。 

（2）墨に合わせて 隅棟沿いの両側にすのこ桟木を取り付ける。 

（3）このすのこ桟木に接して、平部のすのこ桟木（大）（小）を取り付ける。 

（4）すのこ桟木は屋根の中央部から隅棟部に向かって、逃げるように施工する。 
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図 3.7.14 下葺き材と流し桟の取り付け例（谷部）例（図中の数字の単位は mm） 

 

 

 

図 3.7.13 隅棟部 断面図例（図中の数字の単位は mm） 

7）谷部 

ａ．流し桟木の施工 

（1）下葺き材面上の谷芯に隅を打ち、更に 50mm の位置に谷芯に平行に両側に墨を打つ。 

（2）更にその外側に 50 ㎜離して谷芯に平行に墨を打つ。 

（3）谷芯から 50 ㎜の位置に打った墨を中心に流し桟木（以下、谷際流し桟木という）を谷芯

に平行に左右取り付ける。 

（4）平部の流し桟木の先端は、外側の墨に合わせる。 

 



第Ⅹ章 通気下地屋根構法 

第Ⅹ章－44 

 

 

 

 

 

 

 

 

先端のすのこ受け桟木の棟側面が 40mm の墨ラインになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.7.15 すのこ受け桟木の施工例（谷部）例（図中の数字の単位は mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．すのこ受け桟木の施工 

（1）野地板の先端から 40 ㎜の位置に横墨を打つ。 

（2）同様に棟の方向に 300 ㎜間隔で横墨を打つ。 

（3）野地板の先端（流し桟木の軒先部）に合わせてすのこ受け桟木を取り付ける。 

（4）同様に棟の方向に 300 ㎜間隔ですのこ受け桟木を取り付ける。 

（5）谷側は谷際流し桟木の上にのせて取り付ける。 

（6）水平壁際部は壁外面部・水平棟部は棟芯に沿って最終桟を施工し、更に 300 ㎜以下の間で取

り付ける。 

 

 

 

ｃ．すのこ桟木の施工 

（1）すのこ受け桟木の谷芯から 100mm の位置（流し桟施工時の 50mm＋50mm 墨位置）に谷芯

ラインと並行に墨を打つ。 

（2）同様に反対側にも 100 ㎜の位置に墨を打つ。 

（3）墨に外側を合わせて谷沿いにすのこ桟木 18×105（大）を取り付ける。（以下、谷補助すのこ

桟木と呼ぶ) 

（4）谷補助すのこ桟木は軒先部まで伸ばし軒先先端から 40 ㎜出して、軒先ラインと合わせて切

断する。 

（5）同様に反対側の谷補助すのこ桟木を取り付けて切断する。 

（6）平部のすのこ桟木（小）（大）をこの谷補助すのこ桟木（大）に接するように取り付ける。

（野地板の軒先先端から 40 ㎜出して） 
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図 3.7.16 すのこ桟木の施工例（谷部）例（図中の数字の単位は mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.7.17 谷部のすのこ桟木 断面図例（図中の数字の単位は mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6）壁際の施工 

ａ．流し桟木の施工 

（1）上階出隅壁の柱芯から軒先ラインと直角に縦墨を打つ。この縦墨ラインは軒先まで延長する。 

（2）同様に左右に振り分け、タルキ位置で縦墨を打つ。 

（3）流し桟木を野地板の軒先部先端に合わせて、中心を縦墨に合わせて取り付ける。 

（4）流れ壁際部は、壁外面部に沿って、流し桟木を取り付ける。この時、流し桟木は水上側壁際

部のすのこ受け桟木が乗る寸法 40mm ほど伸ばしておく。 
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図 3.7.18 流し桟木の施工例（図中の数字の単位は mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.7.19  すのこ受け桟木の施工例（図中の数字の単位は mm） 

 

ｂ．すのこ受け桟木の施工 

（1）水上側の壁際部は外壁面に沿って最終桟木を施工し、流れ方向壁際に沿った流し桟木の

上にのせる。棟際の最終桟木は 300 ㎜以下の間隔で取り付ける。 

上階部 

 外壁面位置 

 

上階部 

 
外壁面位置 
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上階に取り合う下屋根施工で、壁際（流れ）部がある場合は、この位置をすのこ桟木の施工スタ

ート位置とする。 

通常はすのこ桟木（大）同士の隙間は 95mm あるが、壁際のすのこ桟木（大）は寄せて施工する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.7.20 すのこ桟木の施工例（壁際部）（図中の数字の単位は mm） 

ｃ．すのこ桟木の施工 

（1）上階出隅壁の柱芯から軒先ラインと直角にすのこ受け桟木面に縦墨を打つ。この縦墨ライ

ンは軒先まで延長する。 

（2）同様に左右に振り分け 455 ㎜間隔で縦墨を打つ。 

（3）この墨を中心にすのこ桟木を取り付ける。このすのこ桟木は軒先部まで伸ばし軒先先端か

ら 40 ㎜出す。 

（4）以降、このすのこ桟木を基準として平部の施工と同様に、すのこ桟木（大)（小)を所定の間

隔を空けて取り付ける。 

（5）壁の外面から 22.5mm 位置に軒先ラインと直角に縦墨を打つ。 

（6）壁際の縦墨を中心にすのこ桟木を取り付ける。この縦墨ラインは軒先まで延長する。 

（7）壁際のすのこ桟木に対して、流れ捨て谷を取り付ける為に、隙間を 50mm 以上空けてすの

こ桟木（大)を取り付ける。 

（8）壁際すのこ桟木の延長と壁芯から流したすのこ桟木の間が 45mm 以上ある場合は隙間を埋

めるため、すのこ桟木（小)を取り付ける。 

上階部 

 
外壁面位置 
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図 3.7.21 流れ方向壁際部 断面図例（図中の数字の単位は mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.7.22 水上側壁際部 断面図例（図中の数字の単位は mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.7.23 すのこ桟木平部（捨板）断面図例（図中の数字の単位は mm） 

  

7）すのこ桟木平部（流捨て谷板部） 

（1）流れ捨て谷板の位置を決定してすのこ桟木（小)を取り付ける。 

（2）流れ捨て谷板を挟むようにすのこ桟木（大）を取り付ける。 
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軒先換気役物は、軒先補助水切り板との隙間を開け、水切れを良くする。又、図 3.7.3 に示す、

防水保護シートを製作して使用することも可能である。 

住宅屋根用化粧スレート本体の端部はスターターの中央となり、すのこ桟木（小）の中央と一致

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.7.24 軒先部 断面図例（図中の数字の単位は mm） 

3.7.4 住宅屋根用化粧スレートの施工 

1）軒先部 

（1）軒先換気役物を取り付ける。 

（2）軒先水切りを取り付ける。 

（3）軒板（スターター）を取り付ける。 

（4）スターターも釘孔位置がすのこ桟木から外れる場合は、別途孔を空ける。 

（5）スターターの中心を中央のすのこ桟木（小）の中心に合わせて施工する。 

（6）化粧スレート本体を取り付ける。 

（7）付属の専用釘を使用して固定する。 

2）けらば部 

（1）すのこ桟木の上にけらば包み心木を取り付ける。 

（2）けらば捨て谷板を施工する。 

（3）捨て谷板からの雨水が樋に入りやすいように、軒先換気役物から 10～15 ㎜程度出して固定す

る。 

（4）けらばカバー板金をすのこ桟木とのぼり木の小口が隠れるように加工し取り付ける。 

（5）住宅屋根用化粧スレートを隅切りしながら取り付ける。 
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図 3.7.25 けらば部 断面図例（図中の数字の単位は mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.7.26 水平棟部 断面図例（図中の数字の単位は mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）水平棟部 

（1）棟部分の屋根材は上部を切断し棟芯まで葺き上げる。 

（2）屋根材の上から棟包み心木をすのこ桟木に 500mm 以下の間隔で、釘またはコースレットビス

で固定する。 

（3）固定釘は径 3.4mm×長さ 75mm 以上の ステンレス釘（以下、心木固定釘）とする。 

（4）棟包み心木の際はシーリングをし、防腐処理できない場合は下葺材を棟包み心木に被せる。 

（5）棟包み心木に棟包を被せ、役物固定釘で側面から棟包み心木に固定する。 

 

4）片流れ棟部 

（1）棟部分の化粧スレートは上部を切断し、棟芯まで葺き上げる。 

（2）化粧スレートの上から棟包み心木をすのこ桟木に 500mm 以下の間隔で、釘またはコース

レットビスで固定する。 

（3）固定釘は径 3.4mm×長さ 75mm 以上のステンレス釘（以下、心木固定釘）とする。 

（4）棟包み心木の際はシーリングし、防腐処理できない時は下葺き材等を棟包み心木に被せる。 

（5）棟包み心木に棟包を被せ、役物固定釘で側面から棟包み心木に固定する。 

 



第Ⅹ章 通気下地屋根構法 

第Ⅹ章－51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棟役物の仕様（棟包、棟コーナー）により屋根材の加工が変わるので、注意する必要がある。今

回は棟包み仕様で施工する。化粧スレートの重なり部分に入った雨水が横走りをして隅棟芯に達し

ないよう、隅切りを行う。棟包み心木は棟包み板金を取り付けるために必要で、サイズは（18×90）

で結露等で屋根材の隙間に水が溜まった場合、排出を阻害するので、シーリング処理をしないのを

標準施工とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.7.28 隅棟部 断面図例（図中の数字の単位は mm） 

 

図 3.7.27 片流れ棟部 断面図例（図中の数字の単位は mm） 

 

 

  

5）隅棟部 

（1）化粧スレートを隅棟芯まで葺き上げる。 

（2）化粧スレートの先端から 150 ㎜程度隅切りを行なう。 

（3）棟包み心木の固定はドリルで棟包み心木と屋根材に下孔を空けた後に、固定釘を使用して、

屋根材と屋根材の中央付近に固定する。 

（4）棟包み心木際にはシーリングはしない。 

（5）棟包み板金を取り付ける。 
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図 3.7.29 谷部 断面図例（図中の数字の単位は mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6）谷部 

（1）谷芯から左右に谷板幅を受ける寸法（約 90～100 mm）で、谷補助すのこ桟木を考慮した谷

板金を加工する。 

（2）谷板金を取り付ける。（固定は吊子仕様） 

（3）谷板金の折り返し部分から 20 ㎜程度外側にシーリングを行う。 

（4）化粧スレートを谷板金より 20 ㎜程度出して葺き上げる。 

 

7）壁際部（流れ方向） 

（1）壁際すのこ桟木の上に流れ捨て谷板受け桟木を取り付ける。 

（2）平部の流れ捨て谷板を施工する。 

（3）壁際の流れ捨て谷板を取り付ける。 

（4）壁際カバー板金を取り付ける。 

（5）化粧スレートの施工が完了すると、雨押さえ心木を取り付ける。 

（6）化粧スレートと雨押さえ心木桟の接点にシーリングを施工する。 

（7）雨押さえ板金を取り付ける。 
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図 3.7.30 壁際部（流れ捨て谷板）断面図例（図中の数字の単位は mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.7.31 平部（流捨て板部）断面図例（図中の数字の単位は mm） 

 

 

 

 

 

 

 

8）平部（流捨て谷板部） 

（1）流れ捨て谷板の軒先部を加工し、流れ捨て谷板を取り付ける。 

（2）流れ捨て谷板からの雨水が樋に入りやすいように、軒先換気役物から 15～30 ㎜程度出して

加工し取り付ける。 

（3）以下、軒先部施工に準じて行う。 

 

9）壁際部（水上側) 

（1）化粧スレートを壁際まで施工する。 

（2）化粧スレートの施工が完了すると、雨押え心木を取り付ける。 

（3）化粧スレートと受け桟の接点にシーリングを施工する。 

（4）雨押さえ板金を取り付ける。 
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図 3.7.32 壁際部（水上側）断面図例（図中の数字の単位は mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

換気棟製造者により仕様が異なるので、各仕様書により固定する。換気部材を取り付ける場合は、

防水性能を損なわないよう注意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.7.33  換気棟部 参考断面図例（図中の数字の単位は mm） 

  

10）換気棟部の施工 

（1）換気棟製造者により施工仕様が異なるので必要に応じて、すのこ桟木を取り付ける。 

（2）すのこ桟木に換気棟用防露水切りを取り付る。 

（3）化粧スレートを水切り際まで葺き上げる。 

（4）換気棟固定水切りを取り付けた後、換気棟を取り付る。 

（5）標準形状棟包み（水平棟）との取り合いからの入水を防ぐような納まりとする。 

（6）換気部材を取り付け方法は換気部材製造者の仕様に準ずる。 
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3.8 金属板葺 

3.8.1 適用範囲 

金属板による、立平葺、横葺に適用する。 

 

3.8.2 材料 

本節で定める各種構法の屋根に用いる鋼板及び合金板の板厚は下表に示すものを標準とする。 

表 3.8.1 金属板葺の板厚 （単位：㎜） 

屋根工法 めっき鋼板 塗覆装鋼板 合金板 

立平葺 0.35～0.4 0.35～0.4 0.35～0.4 

横葺 0.4～0.8 0.4～0.8 0.5～0.8 

  

3.8.3 立平葺 

立平葺屋根の働き幅、板幅やはぜ高さはメーカー仕様による。 

立平葺は、はぜが組み込まれた溝板と吊子で構成されるタイプ、溝板端部に吊子機能を持たせ

た吊子一体型タイプ、はぜ組みをかん合式にしたかん合タイプがある。 

こでは、通気下地屋根構法に必要な下地施工の基本を示すと共に、吊子一体型タイプ屋根（働

き幅 455㎜）の各部納め例を提示する。 

 

1）通気下地の施工 

3.7「住宅屋根用化粧スレート葺き」、3.7.2「通気下地平部の施工」、3.7.3「通気下地各部の施工」

に準ずる。ただし、すのこ桟木は 18×90mm を用い、すのこ桟木上面に絶縁材を敷き込む。 

ここでは施工手順と特に注意を要する点だけの記述に留める。 

 

図 3.8.1：立平葺の通気下地例（図中の数字の単位は mm） 

455/3 455/3 455/3

455 455

30
0

30
0

垂木 45×60

455/3 455/3 455/3

すのこ桟木 18×90

すのこ受桟木 20×40

改質アスファルトルーフィング

野地板
耐水合板 t 12

流し桟木 12×40
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 ① 野地板は 3.5.1「野地」による。棟部には換気用に 30 ㎜程度の間隙を設ける。 

 ② 下葺きは 3.5.2「下葺」による。軒先水切りの材質や板厚は他の役物材と同程度とする。 

 ③ 流し桟木（12×40mm）を垂木直上位置に留め付ける。 

 ④ すのこ受け桟木（24×40 mm）を軒先から 300 ㎜程度のピッチで棟迄留め付ける。ここで、棟

とその手前の間隔を 300 ㎜以下になるように留め付けることが重要。 

 ⑤ すのこ桟木（18×90 mm）を吊子や一体型溝板の留め付け位置から外れないように妻端部より

屋根材の働き幅の１／３程度のピッチで留め付ける。 

 ⑥ すのこ桟木に屋根葺き板が接触しなうように絶縁材を隙間が生じないように敷き込む。絶縁

材の材質は、改質アスファルトルーフィング、アスファルトルーフィング 940、透湿ルーフィ

ングなどとする。 

 

2）屋根材等の加工 

溝板は、製造者の定める仕様に従って加工を行う。 

特記がない場合は、原則として、板幅 455 ㎜とする。働き幅は、400 ㎜を標準とする。 

吊り子は、屋根板と同材でつくられたもので、固定釘が 2 本打ち込める寸法とする。 

溝板はロール成形機で所定の寸法形状に加工する。 

 

3）一般部の葺き方 

製造者の定める仕様に従う。 

特記がない場合は溝板を所定の位置に敷き並べ、吊子留めする。 

吊子は間隔 225 ㎜以下とし、鋼製もしくはステンレス製の固定釘（長さ 32 ㎜程度）２本で垂

木に留め付ける。はぜは均一かつ十分に締める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.8.2 立平葺 一般部の例（図中の数字の単位は mm） 

金属板立平葺 働き幅@455 以下 
JIS G 3322 に定める鋼板 t=0.35 以上 

改質アスファルトルーフィング 
すのこ桟木 18×90 

すのこ受桟木 24×40 
流し桟木 12×40 

改質アスファルトルーフィング 
野地板 耐水合板 t=12 

垂木 45×60 
455 455 
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図中の「JIS G 3322に定める鋼板」は、「溶融 55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 （JIS G 3321）、塗装溶融 55％アルミニ

ウム－亜鉛合金めっき鋼板（JIS G 3322）」である。 

 

 

図 3.8.3  立平葺 棟部の例（図中の数字の単位は mm） 

  

4）各部の施工 

a. 棟 

換気棟を取り付けるための下地として、はぜ金物をはぜ部に取り付ける。 

溝板ははぜ締めの後、最低でもこの部材の高さまで八千代折り立上げ、先端頂部に水返しを付け

る。 

立上げ加工の手前にケミカル面戸を取り付け、シーリングを充填する。 

換気棟取り合い水切り（屋根同材）はブチル系両面防水テープ（幅 50 ㎜、厚さ 1 ㎜）を介して取

り付けた後、換気棟（エプロン付）に中間スペーサーパッキンを挟み込み、パッキン付六角ドリル

ねじではぜ金具に留める。 
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b. 軒先 

仮葺き前に、軒先通気唐草（通気孔付）を留め付ける。軒先の先端部分は、唐草に掴み込んで納め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.8.4 立平葺 軒先部の例（図中の数字の単位は mm） 

 

c. けらば 

唐草を軒先同様に留め付ける。この際には桟木、野地板等の木質材との直接接触を避けるため、

必ずアスファルトルーフィング等を介して留め付ける。溝板のけらば先端部分は唐草に掴み込ん

で納める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.8.5  立平葺 けらば部の例（図中の数字の単位は mm） 
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d. 水上部分の壁との取り合い部 

棟と同じ様に納める。雨押さえは、一端を壁際で 150 ㎜程度に立ち上げて先端頂部に水返しを

付ける。頂部近くを壁下地に留め付ける。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.8.6  立平葺 水上部分の壁との取り合い部の例（図中の数字の単位は mm） 

 

e. 流れ方向に平行な壁との取り合い部 

水上部分同様、壁際部分に、雨押え下地を付け、溝部を立ち上げ、さらに雨押さえ板を取り付け

る。一端を壁際で 150 ㎜程度に立ち上げて先端頂部に水返しを付ける。頂部近くを壁下地に留め

付ける。他端は雨押さえ板の側面に留め付ける。 

 

f. 谷 

谷板は稲妻形状とし、むだ折りには吊り子を掛け、たたみはぜには葺板を掛け留める。谷板は

長尺の板を用い、原則として継手をつくらない。 

 

3.8.4 横葺 

横葺屋根は、葺板そのものに戻り勾配（逆勾配）があり、屋根勾配より戻り勾配を差し引いた

勾配が横葺屋根の勾配となる。したがって屋根勾配が極端に緩い場合や、アーチ屋根の頂部など

では、葺板の戻り勾配を差し引いた数値が 0 またはマイナスになることがある。このような状態

になると雨水が流れず滞留し、漏水の原因となる。 
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ここでは、通気下地屋根構法に必要な下地施工の基本を示すと共に、各部納め例を提示する。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.8.7 横葺における戻り勾配 

 

1）通気下地の施工 

3.8.3「立平葺き、1通気下地の施工」に準ずる。 

 

2）屋根材等の加工 

屋根葺板は、製造者の定める仕様に従って加工を行う。 

特記がない場合は、葺板の切断寸法は、段の高さおよび段の幅にはぜの部分を加算した寸法を

幅とし、長さは屋根定尺長さに、ジョイント部のはぜ折り寸法、ジョイント目地幅を加算した長

さとする。定尺長さは 2000 ㎜、4000 ㎜を標準とする。ロール成形機で所定の形状寸法に加工す

る。 

 

3）吊子およびジョイントプレート 

製造者の定める仕様に従う。特記がない場合は、吊子は幅 45 ㎜、長さ 80 ㎜程度とする。ジョイ

ントプレートは幅 160 ㎜程度、長さは葺板の働き寸法に合わせる。ジョイントプレートは屋根材

と同材とする。 

 

4）一般部の葺き方 

製造者の定める仕様に従うが、特記がない場合は以下の手順に従って行う。 

ⅰ）下葺材上の墨出し、割付け 

葺板の継手位置は、目違い継ぎ、一文字継ぎ、廻し継ぎとし、直線継ぎは使用しない。 

ⅱ）軒先、けらば、唐草の取付け 

ⅲ）捨て板、捨て谷等の取付け 

ⅳ）葺板本体の取付け 

 

 

葺板の戻り勾配（θ1) 

葺板の戻り勾配（θ2) 

屋根勾配（θ)  θ2=θ－θ1 



第Ⅹ章 通気下地屋根構法 

第Ⅹ章－61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.8.8  横葺 一般部の例（図中の数字の単位は mm） 

 

5）各部の施工 

a. 軒先 

軒先専用スターター取付け前に、軒先通気唐草（通気孔付）を留め付ける。 

軒どいの取合いによる、軒の出寸法を確認する。唐草の通りを確認し、葺板をスターターに引

掛けた状態でのがたつきがないようにする。唐草の継手位置は、葺板の継手と同一にしてはなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.8.9  横葺 軒先部の例（図中の数字の単位は mm） 

 

金属板 
JIS G 3322 に定める鋼板 t=0.4 以上 

改質アスファルトルーフィング 
すのこ桟木 18×90 

すのこ受桟木 24×40 
流し桟木 12×40 

改質アスファルトルーフィング 
野地板 耐水合板 t=12 

垂木 45×60 
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b. けらば 

つかみ込みの場合は、唐草に葺板を完全につかみ込む。 

けらばの場合は、捨て板を入れ、はぜ内の横走り防止処理（シーリング充填など）を行う。 

階段状のカバー納めは、一つ一つを完全に差し込み固定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.8.10  横葺 けらば部の例（図中の数字の単位は mm） 

 

c. 棟 

換気棟捨て水切り（屋根同材）をブチル系両面防水テープ（幅 50 ㎜、厚さ 1 ㎜）と特殊座金（パ

ッキン付）で挟み込み、その上から換気棟を固定ファスナー（中間スペーサーパッキン付）で留

め付ける。 

 

図 3.8.11  横葺 棟部の例（図中の数字の単位は mm） 
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d. 水上部分の壁との取り合い部 

棟と同じ様に納める。雨押さえは、一端を壁際で 150 ㎜程度に立ち上げて先端頂部に水返しを

付ける。頂部近くを壁下地に留め付ける。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 3.8.12  横葺 水上部分の壁との取り合い部の例 
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3.9 アスファルトシングル葺き 

3.9.1 材料 

1）アスファルトシングル 

主としてガラス繊維を原料としたルーフィング原反にアスファルトを含浸、塗布し、表面に

顔料などで焼き付け塗装した比較的粒子の粗い鉱物質粒子を散着し、裏面には鉱物質細粒を散

着した砂付ルーフィングを一定の形状に裁断したものとする。 

2）シングルセメント  

シングルセメントは、シングルの接着に支障なく、下葺き材、シングルおよびシングル釘の

品質を低下させないもので、シングル類製造所の指定する製品とする。 

3）シングル釘 

シングル釘は、シングル葺専用の釘で、材質および形状は、シングル類製造所の指定する製

品とする。ただし、通気層下層の下葺き材を貫通しない長さとする。 

4）その他の材料 

その他の材料は、シングル類製造所の指定する製品とする。 

 

3.9.2 通気下地の施工 

1）野地板 

3.5.1 「野地」に準ずる。 

2）下葺き 

3.5.3 「下葺き」に準ずる。 

3）縦桟木の施工 

縦桟木は断面の幅 45mm 以上、高さ 30mm 以上のもので、材質は、「3.4.1」による。 

軒先部において、30mm 程度軒側に出す。 

留め付けは、野地板面上のたるきに芯位置に、51mm 以上の釘、または、ビスを用いて、

500mm 以内の間隔で固定する。 
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3）縦桟木の施工 

縦桟木の施工後、必要に応じて防虫対策を講じる、防虫処置をする場合は、最大開口寸法

4mm とする。 

  

図 3.9.1 通気層下層の施工例 

図 3.9.2 縦桟木および防虫網の施工例 
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4）上層野地の施工 

合板の日本農林規格の構造用合板 1 類または特類とし、厚さは 12mm 以上とする。 

その他の下地材を用いる場合は、特記とする。 

上層野地は縦桟木 2 本以上に乗るように割付をし、ジョイントは縦桟木上で行う。 

留め付けは、縦桟木あたり 2 本以上 65mm 以上のビスで固定する。 

5）上層野地軒先水切り金物の取付け 

規定の水切り金物を、長さ 32 ㎜のステンレススクリュー釘を用い、500mm 以下の間隔で固定

する。軒先水切りとの間には隙間が空くように設計されたものを用いる。 

6）上層野地板下葺き材の張付け 

下葺き材の張付けは、「3.5.3」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6）上層野地に対する下葺き材の張付け 

通気層上層に用いる下葺き材は、改質アスファルトルーフィングを用いる。また、シングル

の構法が接着構法の場合、粘着層付き改質アスファルトルーフィングに限る。 

  

図 3.9.3 通気層上層の施工例 
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  図 3.9.4 軒先部の施工例 
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7）けらば包み板金役物の取付け 

規定の水切り金物を、長さ 38 ㎜のステンレススクリュー釘を用い、500mm 以下の間隔で固定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.3 通気下地各部の施工 

1）谷部 

縦桟木を、谷芯を中心に 60mm の隙間を空けて設置する。 

野地板および上層の野地板は、谷芯で突き付ける。 

2）棟部 

縦桟木を、棟頂部より 60mm の隙間を空けて設置する。 

野地板および上層の野地板は、棟頂部で突き付ける。 

3）外壁との取り合い 

外壁との取り合いにおける桁方向の下地納まりは、縦桟木を外壁際より 30mm の隙間を空けて

設置する。 

野地板および上層の野地板は、外壁際まで張る。 

4）特殊部位 

ここに記載される以外の特殊部位の下地納まりは、シングル材製造者が指定する方法による。  

図 3.9.5 けらば部の施工例 
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1）谷部 

谷部の下地は、図 3.9.6 のように谷芯を中心に、縦桟木を 60mm の隙間を空けて設置す

る。谷芯部で縦桟木を突き付けて施工すると、通気層が閉塞され、万一通気層に浸水があっ

た場合排水が妨げられるなど、不具合が生じやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）棟部 

棟部の下地は、図 3.9.7 のように棟頂部を中心に、縦桟木を 60mm の隙間を空けて設置

する。棟頂部で縦桟木を突き付けて施工すると、通気層が閉塞され、空気の流動が阻害さ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 3.9.6 谷部納まりの例 

図 3.9.7 棟の納まりの例 
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3）外壁との取り合い 

外壁との取り合いにおける水上側の下地納まりは、図 3.9.8 に例示するように、外壁際よ

り縦桟木を 30mm の隙間を空けて設置する。当該部位で縦桟木を外壁側に突き付けて施工す

ると、通気層が閉塞され、空気の流動が阻害される。 

流れ方向は、図 3.9.9 に例示するように納める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図 3.9.9 流れ方向の外壁取り合い部納まりの例 

図 3.9.8 水上側の外壁取り合い部納まりの例 
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特に、軒先と外壁が取り合う箇所は、雨押えを流下した水が外壁内に入りやすいので、

適切な措置が必要であり、図 3.9.10 に例示するように納める。この方法によらない場合

は、シングル材製造者が指定する方法による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① ② 

③ ④ 

図 3.9.10 軒先と外壁取り合い部の納まり例（図中の数字の単位は mm） 
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3.9.4 シングル材の施工 

1）墨出し 

下葺き材の上に所定の基準線を引き、墨出しを行う。 

2）張り始め 

張り始めのシングルはタブを切り取ったものとし、釘またはシングルセメントにより所定の位

置に張り付ける。 

3）第 1 列目以降 

第 1 列目のシングルは、張り始めのシングルの上に半分ずらして張り付ける。第 2 列目以降の

シングルも同様に半分ずつずらしながら張り付けていく。 

4）シングルの張付け 

シングルの張付けは、釘打ち構法の場合は、下地に対しては釘で固定し、タブはシングルセメ

ントで接着する。接着構法の場合は、シングルの裏面の所定の位置にシングルセメントを塗布

し、張り付け、よく圧着する。 

5）接着構法における釘併用 

接着構法でずれ止めに釘を併用する場合は、シングル 1 枚につき釘を 1 本の割合で打ち、その

釘頭は、次に張り重ねるシングルの接着に使用するシングルセメントで覆いシールする。覆う

ことができない場合は、改めてシングルセメントを釘頭に塗布しシールする。 

6）谷 

谷部のシングルは、谷の中心線に 450～600 ㎜幅の谷用シングルをシングルセメントで張り付け

る。谷にかかるシングルは、谷幅が棟のところで 100～200 ㎜程度になるように裁断し、所定の

位置に張り付ける。 

7）棟 

棟の納まりは、棟用シングルを一定寸法ずつずらしながら所定の位置に張り付ける。 

8）特殊部位 

1）～7）以外の特殊部位の納まりは、シングル材製造者が指定する方法による。 

 

 1）墨出し 

仕上げ材としてのシングルを正確に葺き上げるためには、シングルの張付け作業前に、防水

層の上に図 3.9.11 に例示するように所定の基準線の墨出しを行うことが必要である。基準線

は、仕上がりを美しくするために正確に行う。 
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2）張り始め 

張り始めのシングルは捨て張りとして、シングルのタブを切り取ったものを逆さにして張り

付ける。また、接着剤付きシングルの場合は、タブを切り取り、接着剤の付いている部分を軒

側にして張り付ける。 

あらかじめ張り始めのシングルとして接着剤が塗布された専用品を用いる場合もある。 

3）第 1 列目以降 

第 1 列目以降のシングルは、前列のシングルよりタブ部分の半分の寸法をずらして張り付け

ていき、一文字葺きとする。 

シングルによっては、ずらす幅が異なるものもあるので、シングル類製造所が提供する施工

要領書を確認する。 

4）シングルの張付け 

シングルセメントは、塗布する量が少なすぎると接着不良となり風飛びの原因となるので注

意を要する。逆に量が多すぎる場合は、 はみ出したシングルセメントがシングルを汚す場合が

あるので、適切な量のシングルセメントを塗布するように注意する。 

あらかじめシングルのタブ上部に接着剤をつけた接着剤付きアスフアルトシングルを用いる

場合には、 シングルセメン卜の塗布作業は省けるが、気温の低い場合などでは、若干熱風機な

どで温めながら張るか、 またはシングルセメントを併用するなどの配慮が必要であるので、シ

ングル類製造所および専門工事業者と十分な打合せを行う。 

  

図 3.9.11 基準線の墨出しの例 
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 5）接着構法における釘併用 

接着構法でずれ止めに釘を併用する場合は、シングル 1 枚につき釘を 1 本の割合で打つ。結

果的には図 3.9.12 に示すようにシングル 1 枚につき 2 本の釘が打たれることになる。釘を打つ

際は、釘頭がシングルの表面から出すぎたり、めり込んで防水層を損傷させたり、曲がったり

しないように注意し、釘頭はシングルセメントでシールする。シングルセメントの塗布は、く

し目のはけ、へらなどを用いてできるだけ均一に行い、局部的に多量にならないように、また

付け落としが無いように十分注意する。なお、急勾配の場合には、ずれ止め用のシングル釘を

増やすなどの配慮が必要である。施工に先立ちシングル類製造所および専門工事業者との十分

な打合せを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

6）谷 

谷部の納まりは、図 3.9.13 に例示するように張り付け、谷に沿ったシングルの上端部は、

30mm ほど三角形に切り取り雨水がスムーズに谷へ流れるようにする。 

この方法によらない場合は、シングル類製造所が指定する方法による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 3.9.12 ずれ止め用シングル釘の打ち方の例 

図 3.9.13 谷部納まりの例 
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7）棟部の施工 

大棟の納まりは図 3.9.14 に例示するように、隅棟の納まりは図 3.9.15 に例示するように張り

付け、棟の両側に釘を打って納め，釘頭は張り重なるシングルに塗布されたシングルセメント

でシールする。 

この方法によらない場合は、シングル類製造所が指定する方法による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 3.9.14 大棟の納まりの例 

図 3.9.15 隅棟の納まりの例 
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8）特殊部位 

棟頂部および水上側の外壁取り合い部には、必要十分な換気量を有する換気部材を設け、通

気層および小屋裏から流動してきた空気が速やかに排気できるようにする。 

棟頂部の換気納まりを、図 3.9.16 に例示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水上側外壁取り合い部の換気納まりを、図 3.9.17 に例示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.9.17 水上側の外壁取り合い部換気納まりの例 

図 3.9.16 換気棟の例 
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野地無し構法・屋根通気構法の施工性検証実験報告書 

 

1. 実験の目的 

平成 23 年に発足した、国土技術政策総合研究所（国総研）主催共同研究、「木造住宅の耐久性向上

に関わる建物外皮の構造・仕様とその評価に関する研究」では、屋根構造に関わる課題の一つとし

て、現行構法より長期間、屋根下地および小屋組構造の劣化抑制が期待できる屋根葺き構法の開発を

取り上げ、二つのＴＧ（タスクグループ）を設置して活動している。 

これらのＴＧのうち、「野地無し構法ＴＧ」では、構造用合板を主体とする野地板部分に劣化現象が

集中している実態から、ヨーロッパ諸国で標準構法となっている野地板を用いない屋根葺き構法の耐

久性上のメリットや、我が国での採用の可能性について検討中である。また、「屋根通気構法ＴＧ」で

は、屋根葺き材と下葺き層の間に、浸入雨水の緊結部材の下葺き材貫通箇所からの浸透防止（ホール

レス）とスムーズな排出、内部湿気の放散に有効な空間（通気層）を確保する構法の実用化を目指し

て検討中である。 

これらの構法は、一部瓦葺き屋根で試みられている構法（縦桟ホールレス構法など）を除いて我が

国ではほとんど実施例はなく、性能面の検証に先立って施工面についての検証が不可欠と考えられ

た。 

このため、屋根試験施工架台を用い、工程、作業方法、作業安全性、構成部材、基本納まりについ

ての基本情報を収集することを目的として、瓦葺きの野地無し構法と各種屋根材を用いた屋根通気構

法の施工実験を実施した。 

 

2. 実施期間および場所 

実験は平成 25 年 5 月 13 日～15 日、島根県江津市の（株）丸惣技術研修センターにおいて実施し

た。 

 

3. 参加者 

3.1 ＴＧメンバー（参加機関別） 

東海大学（石川） 

全日本瓦工事業連盟（江原、坪内） 

全国陶器瓦工業組合連合会（岩月、神谷環光、神谷昭範、井上、木村、佐々木、田中） 

アスファルトルーフィング工業会（神谷慎吾、佐々木、鈴木崇裕、阪本、佐藤誠、酒井、平田） 

透湿ルーフィング協会（菅田、岩元、坂根、鈴木健） 

屋根換気メーカー協会（楠木、飯島、吉本、中山、近藤） 

湿式仕上技術センター（神戸、大西） 

3.2 その他 

地元瓦工事関係者、行政担当者、報道関係 
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4. 実験概要 

実験の概要を表 4.1 に示す。 

 

各実験の検証内容を以下の各項で述べる。 

  

実験
番号

屋根葺き材 架台 野地板 下葺き材 断熱材 通気下地 検証内容

1 Ｊ形瓦
切妻、4寸勾
配、幅4.5m×
流れ3.5m

なし
透湿ルーフィン

グ
なし

通気流し桟21mm
＋瓦桟木

下葺きの施工性、排水性

2 Ｊ形瓦
片流れ、４寸勾
配、幅1.8m、流

れ3.5m
3mm合板

透湿ルーフィン
グ

通気たるきの間
に発泡プラスチッ

ク30mm

通気流し桟21mm
＋瓦桟木

瓦葺きの施工性、各部納ま
り、換気部材納まり、排水性、

各作業人工分析

3 なし
切妻、4寸勾
配、幅4.5m×
流れ3.5m

なし
改質アスファル
トルーフィング

なし 下葺き材の踏み破れの有無

4 F形瓦
片流れ、４寸勾
配、幅1.8m、流

れ3.5m
12mm合板

改質アスファル
トルーフィング

なし
通気流し桟21mm

＋瓦桟木
瓦葺きの施工性、各部納ま
り、換気部材納まり、排水性、

5
アスファルトシ

ングル

片流れ、４寸勾
配、幅1.8m、流

れ3.5m
12mm合板

改質アスファル
トルーフィング

なし 網状体
シングルの施工性、通気役物

の納まり

6 化粧スレート
片流れ、４寸勾
配、幅1.8m、流

れ3.5m
12mm合板

透湿ルーフィン
グ

なし

通気縦桟木18×
105＠225mm＋
野地横桟木18×
105＠182㎜

スレートの施工性、各部納ま
り、換気部材納まり、排水性

7 金属板横葺き
片流れ、４寸勾
配、幅1.8m、流

れ3.5m
12mm合板

改質アスファル
トルーフィング

なし
通気縦桟木18×
105＠215mm

金属板の施工性、各部納ま
り、屋根面歩行による変形、

排水性

8
金属板立て平

葺き

片流れ、４寸勾
配、幅1.8m、流

れ3.5m
12mm合板

透湿ルーフィン
グ

なし
網状体（ルーフィ
ングと一体化）

金属板の施工性、各部納ま
り、屋根面歩行による変形、

排水性

表4.1　実験概要
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5. 実験１ J 形瓦野地無し構法 

5.1 事前説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5.1 石川委員より検証試験趣旨説明     写真 5.2 江原委員より検証内容説明 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

写真 5.3 岩本委員による野地無し構法の説明     写真 5.4 参加者全員による見学 

 

5.2 軒先水切および透湿ルーフィングの施工 

軒先水切に対してルーフィングに裏張りされた粘着テープで、軒先水切とルーフィングを接着した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5.5 屋根垂木に縦桟の取り付け      写真 5.6 縦桟裏面の防水テープ貼り付け 
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5.3 流し桟木の施工 

屋根垂木の位置ごとに縦桟木（高さ 21 ㎜×幅 40 ㎜）を留め付け、縦桟にはルーフィング面と接する

部分にスポンジ状の止水テープを事前に張付けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5.7 棟部まで縦桟施工完了       写真 5.8 棟頂部は防水テープで接着 

 

5.4 軒先部換気部材施工 

軒先の広小舞を施工後に、アルミ板にパンチングで孔を開けた通気層を妨げない面戸（ドイツで販売）

を施工し、黒い瓦面戸を取り付けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5.9 軒先広小舞と防虫用面戸施工       写真 5.10 防虫用面戸 
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5.5 瓦桟木の施工および瓦の試験施工 

桟木上に J 形瓦を施工し、瓦の緊結釘が下葺き材を貫通しないことを確認した。縦桟により瓦全体が

高くなった事により、袖瓦ヒレ下部分の破風面が丸見えとなってしまうため、板金部材を取り付け縦桟

が見えないように施工した。 

 

 

 

４． 

 

 

 

 

 

写真 5.11 袖部に目隠し板金を施工           写真 5.12 Ｊ形施工状態 

 

5.6 排水性の確認 

雨水を想定した水を上部から流し、軒先部分からの流水状況とルーフィング裏面からの漏水状態を確

認した。小屋裏には漏水がなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5.13 ルーフィング上に水を流す  写真 5.14 軒先から流水状況を確認 

 

5.7 考察 

1． 施工自体は可能であるが、作業者の安全を確保することが必要である 

2． 野地がなくなるので屋根重量はかるくなり。施工時間短縮になる 

3． 通気層が担保できる 

4． 屋根断熱構法との併用が必要である。 
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6. 実験２ J 形瓦による外断熱野地無し構法 

6.1 下地構法および施工手順 

通常、屋根の外張り断熱構法では、通気垂木の上に野地板を張るが、断熱材の設置により連続面が形

成された状態では野地無し構法の適用が容易となるため、本実験では 3mm 厚合板の上に補助垂木 60×

60mm を 2 段に設け、間に断熱材厚さ 50mm を充填した状態で、補助垂木上に透湿ルーフィング、流

し桟木、瓦桟木を設置する通気下地への瓦葺きについて施工検証試験を行った。施工は岩元委員と地元

島根の瓦職人が担当した。 

この構法の利点として完全な野地無し構法に比べて作業安全性が高まること、遮熱性向上が期待出来

ることが上げられる。 

補助垂木の成が十分大きいため、瓦緊結釘は下葺き材を貫通していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1.6.1 外張り断熱併用通気下地構法での施工手順 
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6.2 施工手間の検証 

 

画像分析より （垂木施工及び断熱施工を除く） 
時刻 作業時間 工程   備考 

10:31 0:08:00 軒先板金＋ルーフィング 1 
軒先板金含む 
ルーフィング 2列、シール 1 列 

10:39 0:03:00 縦桟 2   
10:42 0:12:00 軒先、パンチングメタル 3   
10:54 0:02:00 くし面戸 4   
10:56 0:08:00 横桟 5   
11:04 0:07:00 ルーフィング 2 1   
11:11 0:03:00 縦桟 2 2   
11:14 0:08:00 横桟 2 5   
11:22 0:19:00 ケラバ板金 6 ケラバ片側のみ 
11:41 0:30:00 瓦 7   
12:11   作業終了     
 1:40:00    

 

工程別 

1 ルーフィング 15 分  

2 縦桟  6 分  

3 軒先・パンチングメタル加工 12 分  

4 くし面戸  2 分  

5 横桟 16 分  

6 板金（ケラバ） 19 分  

7 瓦 30 分  

  トータル 1 時間 40 分 

 

和瓦断熱仕様施工面積 1820×3640   

    

使用部材の数量（下層より）    

    

主要資材    

部材名 サイズ 数量 備考 

3mm 合板 910×1820 4   

押出法ポリスチレン板 395×1820 8   

垂木+補助垂木 60×60×3640 10   

透湿ルーフィング 1000×1900 4   

縦桟（流し桟木） 20×45×3640 5 カットして使用 

桟木 20×45×1880 15   

瓦座 45×45×1880 1   

万十唐草瓦   7   

桟瓦   98   
    

副資材    

軒先水切 （150+60）×1880 1   

軒先換気部材（パンチングメタル） （30+70+15）×1880 1   

軒先クシ面戸 （52+25）×1880 1   

流し桟木パッキン 45×3640 5   
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写真 6.2 外張り断熱併用通気下地構法の工程 

 

 

 工程１ 透湿ルーフィング施工  工程２ 縦桟施工 

 

 

 

 

 

 

 工程３ 瓦座施工  工程４ 軒先クシ面戸施工  

 

 

 

 

 

 工程５ 桟木施工  工程６ ケラバ板金施工  

 

 

 

 

 

 工程７ 桟瓦施工  完成  
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今回の施工手間の検証は、断熱材の施工以降の下葺き材、桟木、瓦葺きの工程について行った。全工

程の時間を計ったが、途中で作業の確認をしながらの施工だったため一部正確でない時間が記録されて

いる。施工自体はスムーズに行われた。 

 

6.3 排水性の検証 

雨水を想定した水を上部から流し、軒先部分からの流水状況とルーフィング裏面からの漏水状態を

確認した。小屋裏には漏水がなかった。瓦の野地面からの高さが大きく、通常の位置に設置した雨樋

に水がうまく入らなかった。これからの検討が必要だと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 6.3 外張り断熱併用通気下地構法の排水性の検証 
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7. 実験３ 改質アスファルトルーフィング野地無し構法 

7.1 下葺き材および流し桟木施工 

垂木上に直接ルーフィングを施工し、垂木位置毎に流し桟木を施工した状態で、瓦葺き作業時の下葺

き材踏み破れの可能性の有無について検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 7.1 改質アスファルトルーフィングを用いた野地無し構法の施工 

 

7.2 歩行試験 

国産の下葺き用ルーフィングは野地無し構法への適用を想定していないが、実験に使用した改質アス

ファルトルーフィングは垂木間隔 455mm で、破れることは無かった。垂木上の流し桟木でルーフィン

グを押さえていることが有効に働いていると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 7.2  施工後にルーフィング上に荷重（人）を掛けて破れないか検証した 
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8. 実験４ F 形瓦通気下地構法 

8.1 施工手順および各部納まり部材の確認 

1) 施工手順および部材 

  ① 野地板 

  ② 軒先水切り 

  ③ 改質アスファルトルーフィング下葺き材 

  ④ 流し桟（12×30） 

  ⑤ 瓦座(40×40)、横桟木(20×45) 

  ⑥ ケラバ捨て水切り 

⑦ 軒先唐草 

⑧ 平板瓦 

⑨ 野地面取付換気部材  

 

 

 

 

 

 

 

図 8.1 各部納まり部材および換気部材 

 

 

2) 部材の問題点確認 

(1) 平板瓦の釘孔の位置について 

今回使用した平板瓦は 15×30 の桟木用に釘穴の位置が 

あるため 18×45 の桟木では釘穴が中心にこないが耐力 

には問題はない。（図 1.8.2）     

 

 

 

 

 

 

図 8.2 瓦固定釘が桟木に打ち込まれる位置    図 8.3 瓦固定用釘の位置（断面） 

 

桟木の真ん中に釘を打てるよう

にすると、この距離が短くな

り、釘孔から水が入りやすくな

ると思われる。 
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釘孔の位置は建材一体型太陽電池の仕様に合わせたものであり、瓦を採用するハウスメーカーの検証

により、桟木の真ん中に釘を打てる位置に釘孔をずらすとこの釘孔から水が入りやすくなることから瓦

の釘孔位置を決めている。（図 1.8.3）なお、このハウスメーカーは樹脂桟木を使用している。 

(2) ケラバ捨て水切りの形状 

輸送時にゆがむ恐れあり。２つのパーツに分けていることが多い。 

 

 

 

 

図 8.4 本試験施工で使用      図 8.5 一般的な形状(例) 

(3) 瓦固定用釘の長さ 

瓦メーカーごとに瓦下面から釘孔上面までの高さが違うので、釘長さは一律に決めることが出来ない。

従って、標準仕様としては、瓦固定用釘の長さを『流し桟の高さ＋瓦桟木の高さ＋瓦の釘孔高さ』以上

で、かつ『下葺き材に孔を開けない長さ』との表現が望ましい。(図 1.8.6 参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.6 正面断面  

 

8.2 流し桟木、瓦桟木、瓦の施工 

 

写真 8.1 縦桟木と瓦桟木を施工した 
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写真 8.2 軒先水切り 

 

写真 8.3 軒先唐草の施工 

 

 

写真 8.4 平板瓦の施工（軒先） 
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写真 8.5 側面から見た軒先 

 

写真 8.6 横桟木に乗った様子 

8.3 各部納まり 

 

写真 8.7 けらばの納まり 
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写真 8.8 袖瓦の施工 

 

写真 8.9 けらばの納まり（水上側から） 

8.4 各部施工状態の確認 

 

写真 8.10 平板瓦の施工（三段目まで） 
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写真 8.11 流し桟木のピッチ 430㎜ 

 

写真 8.12 横桟木のピッチ 280㎜ 

 

 

写真 8.13 流し桟木 高さ 12mm、横桟木高さ 20 mm 
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写真 8.14 平板瓦と横桟木 

 

写真 8.15 瓦緊結用ビス 

 

 

写真 8.16 瓦用緊結ビスは下葺き材を貫通していない 
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写真 8.17 桟木を貫通しない長さのビス 

 

写真 8.18 けらば捨て水切り 

 

8.5 野地面取付換気部材の施工 

写真 8.19 野地面取付換気部材 
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写真 8.20 平板瓦を施工した場合の野地面取付換気部材 

 

8.6 排水性の確認 

 

写真 8.21 撒水試験 

 

写真 8.22 野地面取付換気部材に対する撒水状況 
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写真 8.23 排水状況 

 

写真 8.24 撒水後、流し桟木固定用釘による釘孔からの漏水無し 

 

8.7 考察 

ケラバ部、軒部に下地、水切板金の調整が行えれば、現時点でも問題なく充分施工可能なレベルで

ある。一部の県ではこのような縦桟を使用した構法を行っている。 

また本構法は、屋根の長寿命化、メンテナンス性の面からも優れていると考えられる。  
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9. 実験５ アスファルトシングル葺き通気下地構法 

9.1 下葺き材および通気下地の施工 

下葺き材は改質アスファルトルーフィングとし、その上に通気層確保のため、ヨーロッパ等で金属

板葺き屋根の下地用に市販されている立体網状体を施工。留め付けはハンマータッカーを使用した。

網状体の施工は特に難しくはないが、切断はカッターでは困難なため、はさみを用いる必要がある。 

養生期間中に落ち葉やごみなどが網状体に付着することによって通気層が妨げられる可能性がある

ため、実際の現場では網状体の施工は屋根材施工直前にするのが望ましい。（写真 1.9.1） 

 

写真 9.1 改質アスファルトルーフィング＋網状体  

通気の出入り口を確保する為に軒先、けらば、棟に樹脂製の通気役物（高さ 15mm 、幅 60mm＋30mm）

を施工した。留め付けはビスを用いた。 

この役物により、つぶれなどによる通気の遮断を防ぐことができる。（写真 1.9.2） 

写真 9.2 樹脂製の通気役物 

9.2 アスファルトシングルの施工 

アスファルトシングルの施工は通常通り釘を用いて行ったが、通気層分の長さをカバーする為、50mm

の長さの釘を使用（通常は 25mm 使用）した。施工して実感したことは釘の打ち込み加減が難しく施工
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者によりばらつきが出易い。釘の頭の打ち込み過ぎによるシングル材の陥没もしくは、貫通が懸念され

る。また、反対に打ち込みが不十分な場合、釘の頭が浮いてしまいシングル材を損傷させる可能性があ

る。（写真 9.3） 

 
写真 9.3 アスファルトシングルの施工風景 

 

9.3 換気棟部材の施工 

換気棟は金属製片流れ用部材を用いた。施工上は特に問題なく行えたが、通気層分に合わせた板金役

物が必要になる場合があるので注意が必要である。 

 

写真 9.4 換気棟 

 

9.4 まとめ 

施工は可能である。しかし、実際の現場では上記の理由により困難な場合が多く実用化は難しいと考

えられる。アスファルトシングル材の性質上別の通気構法（例えば二重野地）が最適と考えられる。  
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10. 実験６ 住宅屋根用化粧スレート通気桟構法 

10.1．目的 

１）施工検証（納まり：軒先部・ケラバ部・換気棟部） 

２）試験施工での桟木のたわみと踏み割れ検証 

３）雨漏り時の雨水の流れ検証 

４）結果と考察 

 

10.2 施工手順および部材 

1）垂木 45×45 を使用し垂木ピッチ 455mm の上に野地板 12mm、その上に透湿防水シートを施

工する（ケラバ部は立ち上げる） 

2）第一軒先水切りを野地板の上に施工し、透湿防水シートを被せ施工する。（防水テープを張

る） 

3）通気縦桟 18×105 を施工する。桟ピッチ：225 ㎜。ケラバ部は半割り 18×45 を重ねて施工す

る。 

4）野地横桟 18×105 を化粧スレートの葺き足（182）に合わせて施工する。（頂点の横ラインが

横桟の中央に来るよう施工する）経年で野地横桟が反る可能性があるので、ビス 2 本止めとす

る。ビスは 45 ㎜ 

5）防虫網の取り付け 

6）第二軒先水切りを施工する。 

7）ケラバ水切を取り付ける。（捨て部分を谷形状にする場合は野地横桟の高さに合わせる） 

8）化粧スレートスターターを施工する。 

9）化粧スレート本体を順次施工する。（2 段目ケラバ部は半裁を使用する） 

10）換気棟を取り付ける。 

 

10.3 実験経過 

1)下地の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真 10.1 通気縦桟の取り付け 写真 10.2 野地横桟の取り付けとたわみ
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2) 水切板の取り付け 

 

 

3) ケラバ水切り板の取り付け 

 

 

 

写真 10.3 第一水切り板の取り付け 写真 10.4 第一水切り板の取り付け 

写真 10.5 第二水切り板の取り付け 写真 10.6 第二水切り板の取り付け 

写真 1.10.7 透湿防水シートを立ち上げる 写真 10.8 ケラバ水切板を取り付ける 

写真 10.9 ケラバ水切板の納まり 写真 10.10 捨て谷部の確認 
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4) 化粧スレート施工 

 

 

 

5) 換気棟の取り付け 

 

 

6) たわみ・踏み割れ試験 

通常通り、化粧スレートの上に上がり歩行確認。 

 

7) 散水試験 

① 化粧スレートの上から如雨露（ジョウロ）で散水。 

② 通気縦桟の上から如雨露で散水。 

写真 10.11 野地横桟の取り付け 写真 10.12 スターターの取り付け 

  

 

写真 10.13 化粧スレート本体の取り付け 

 

 

写真 10.15 換気棟役物の取り付け 写真 10.16 換気棟役物の取り付け 

写真 10.14 化粧スレート本体三段目の取り付け 
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③ 通気縦桟を撤去して水路を確認。 

 

 

10.4 考察 

1) 垂木・桟木の施工は時間がかかるが、18×105 の材料なので野地としてはしっかりとしている。 

2) 野地横桟たわみによるクラックはなくなるが、野地桟間での踏み割れクラックは不明。 

（金属屋根材の横葺き施工・ふみ割れ試験時に屋根材に凹みが発生しているので） 

3) 施工は可能ではあるが施工性能はかなり落ちると考えられる。（化粧スレートは２～３割）通気

縦桟、野地横桟の取り付けは別 

4) 軒先・けらば・大胸・隅棟・壁際・谷部等の野地桟の納まり検討が必要。 

5) 性能面の評価 

遮熱性能：通気空間が狭く、桟の接触面が大きい等断熱・通気性能に疑問が残る。 

踏み割れ性能： 

①標準構法と比較して、割れのリスクは不明。  

②横桟の厚みが 18 ㎜あり、下地でのたわみは少ない。 

③初期不陸は小さいため、通常の野地板よりも有利か。 

④ビス頭クラックが起こる可能性は不明。⇒ビスが野地桟から若干突き抜けるので、浮く可能性

は少ない。 

施工の現実性：桟施工のフラット性（不陸調整）は、今回は合板下地に施工してあるので精度が良

い。他の屋根材の施工と同様に施工管理を厳しくする必要がある。 

耐風性能：通気層の性状、隙間圧の性状、裏面圧の性状等）強風対策施構法の確認 

防水性能：ホコリの進入と堆積等）毛細管現象、界面張力、表面張力への影響 

衝撃性能：野地桟間での破損）・ 

積雪性能：耐荷重、すがもり、耐氷等 

現状では、コストは安いが品質や性能面での問題を抱えており、屋根材メーカーの保証が得られ

るか疑問である。  

写真 10.17 下地への散水試験 写真 10.18 下地への散水試験 



第Ⅹ章 通気下地屋根 関連報告 

第Ⅹ章－104 
 

11. 実験７ 金属横葺通気下地構法 

11.1 主たる検証のポイント 

検証ポイントとしては、 

①縦桟の大きさ・間隔をどのようなものがいいか？ 

②屋根材上を歩いた時、金属板の変形は問題ないか？ 

③軒先の水切りをどのようにするのか？ 

の３つを対象として実施した。 

 

11.2 検証手順 

1) 下葺き材の施工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）通気縦桟木の施工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  写真 11.2 改質アスファルトルーフィング施工 

写真 11.3 通気縦桟木の施工 

写真 11.1 改質アスファルトルーフィングの施工 

写真 11.4 通気縦桟木の施工 
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3) 金属板横葺きの施工 

 

 

4) 排水性の検証 

二重水切りの間から問題なく排水が行われた。 

 

11.3 考察 

1) 縦桟の大きさ・間隔について 

縦桟（幅 105 ㎜×高さ 18 ㎜）を 110 ㎜間隔で設置した。この間隔で施工したが、縦桟の間で金属板

の変形について特に気になることはなかった。 

写真 11.5 軒先水切りの施工 
写真 11.6 金属板横葺きの施工 

写真 11.7 けらば納め部の施工 

写真 11.8 下地への散水試験 

図 11.1．断面図 
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2) 屋根材上を歩いた時、金属板の変形について 

施工後に、数人で歩行テストを実施した。意図的に縦桟間を歩行したが大きな変形は発生しなかった。

一部、はぜ部分を歩行したので、変形が見られたが、この部分は通常施工でも変形する。 

           写真 11.9 歩行試験後の変形状態 

 

3) 軒先水切りについて 

軒先水切りは 2 重に配置し、野地板上に化粧スレート用の軒先水切りを配置した。縦桟上に軒先唐草

用水切りを配置した。通気・排水用として、二つの水切りの隙間を 10 ㎜程度確保した。 

撒水試験を実施したが、水切り間で予定通り排水ができることを確認した。 

 

 
 

図 11.2．流れ断面図 
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12. 実験８ 金属板立て平葺き通気下地構法 

12.1．主たる検証ポイント 

①3 次元立体樹脂製網状体上での納まりはどうか？ 

②屋根材上を歩いた時、金属板の変形は問題ないか？ 

③軒先の水切りをどのようにするのか？ 

の３つを対象に検証した。 

 

12.2．検証手順 

1) 通気下地の施工 

網状体が一体化した透湿ルーフィングを施工した。 

 

 

2) 軒先およびけらば役物の施工 

 

 

 

  

写真 12.1 野地板 写真 12.2 網状体付き透湿ルーフィングの施工 

写真 12.3 けらば水切りの施工 

写真 12.4 通気下地施工完了 
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3) 立て平葺きの施工および散水試験 

 

 

12.3．考察 

1) 3 次元立体樹脂製網状体上での納まりについて 

野地板上に 3 次元立体樹脂製網状体付き透湿ルーフィングを施工した。透湿ルーフィングにあらかじ

め網状体がついていたので、ルーフィングを施工する要領と同じであった。この上に立て平葺を施工し

た。立て平葺をビスで留める際、どのくらい締め付ければいいのかと議論になったが、しっかり締め付

けて問題はなかった。 

 

 

図 12.1 断面図 

 

2) 施工後および屋根材上を歩いた時の金属板の変形について 

立て平葺は、ビスを留めた部分を絞めた結果、葺き板の中央部分は膨らみがでて、きれいに張った状

態となった。施工後に歩いても凹むこともなく変形はなかった。 

 

 

写真 12.5 立て平葺きの施工 写真 12.6 下地面への散水試験 
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3) 軒先水切りについて 

軒先水切りは軒先換気部材を使用した。軒先には、吸気口部材とその上に L 金具を設置した。軒先換

気部材と破風が適切に納まっていないため、排水試験は軒先全体から排水したが、軒先換気部材からの

排水は失敗した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12.2流れ断面図 

 

  

写真 12.8 軒先通気部材 

写真 12.7 立て平葺きの施工状態 
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13. 今後の課題 

1)棟部、隅棟部、谷部、ケラバ部おさまり 

今回の検証実験では主に平部、軒部、ケラバ部の納まりを確認しているが、棟部、谷部の主な検証は

行っていない。ケラバ部に関しても細かい仕様等はまだ決まっていない。ケラバ部に関しましては、瓦

屋根、たてひら、シングルは雨水の浸入に関して、野地無し、屋根断熱は仕上がり面、取り合い面で検

証が必要と思われる。また棟部、隅棟部、谷部に関しては、施工性、防水性、仕上がりも含めた検証が

必要と思われる。今後、壁際部の検証も必要であり、その際に用いる材料もある程度現時点で調達でき

るような材料を選定する必要があると思われる。瓦屋根通気構法、化粧スレート通気構法の 2種類以上

で納まり検証を行いたい。 

2)金物の選定 

止水性、施工性、コスト、調達のしやすさをふくめた金物および板金役物の選定が必要。あいまいな

表記ではなく、使う部位によっての長さ、材質、また留め付けピッチ等をはっきりとさせる必要がある。 

3)名称の共通化 

現段階では構法、部材に関しましては名称がはっきりしていない。構法名称、部材名称を決める必要

がある。 

4)施工性の確認 

今回の検証実験では各構法において模擬屋根で部分、部分の施工しか行っていない。 

実棟に近くある程度一連の工事の流れに基づいた検証が必要である。それによって、安全性、コスト

等も見えてくる。 

5)性能証明 

現時点の構法よりも優れていることを証明する数値またはデータが必要。コストは確実に上がるので、

今の構法も悪くはないが、この構法にすることによってのメリット、デメリットをはっきりと説明出来

る資料等も必要と思われる。またエンドユーザーにも説明出来るような物もいると思われる。止水性、

耐震性、耐風圧の証明も必要である。 

6) コスト 

現時点での屋根コストとあまりにもかけ離れないコストに持っていく必要がある。それを踏まえ

た、部材選定が必要。またコストアップを説明出来るだけの性能証明があればよいと思われる。 
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14. まとめ 

実験の詳細は 1.1～1.13 に述べられているとおりであるが、限られた実験期間、準備体制の制約にも

かかわらず、極めて有用な知見が多数得られた。 

野地無し構法については、屋根工事をめぐる諸環境の差異、作業者の習熟度などの要因から、直ち

にそのままの形で我が国の屋根工事に取り入れることは問題が多いと考えられたが、施工面より下方

に連続下地面が形成される屋根断熱構法や、既存野地板をベースとする屋根改修工事などと組み合わ

せることにより各種のメリットを生み出せる可能性があり、新たな構法開発の方向性が見いだされ

た。 

屋根通気下地構法のうち、瓦葺きについては従来の知見と総合し、ほぼ実用化の域に近づいている

ことが確認できた。その他の屋根材については、あくまでも特定の一仕様での試行であったが、通気

構法による屋根工事のイメージを明確にすることができ、構法改善に向けてヒントと課題を見いだす

ことができた。 

今回の実験を踏まえて浮かび上がってきた施工面の検討課題として、より防水安全性が高く、それ

ぞれの屋根材の施工に適した通気構法の基本形を確立し、金物等の部材を標準化すること、野地無し

構法については屋根断熱構法、屋根の省エネ改修工事との組合せの中でメリットを生かす位置づけを

明確にすること、また、各構法について今回の実験で不十分であった、けらば、棟、隅、谷、壁際な

どの各部納まりについて、施工、防水、仕上がりの各面から検証すること、実棟現場における一連の

工事の流れの中での工程、安全性、作業性、工数を検証することが挙げられ、これらについては今後

計画されている第 2 回以降の施工実験＊の成果に期待したい。 

以上が今回の施工実験の意義と成果の概要であるが、これまで図面の中だけの存在であった野地無

し構法、屋根通気構法を、現実のものとして多くの関係者が認識を共有できたことは画期的であり、

高く評価したい。 

最後に実験施設を提供して頂き、準備と運営に多大なご協力を頂いた（株）丸惣、資材の提供と実

験費用の分担を頂いた共同研究参加諸団体に対し、深く感謝の意を表します。 

 

*（注）第２回の施工実験は 2014 年 3 月 16～18 日、同じく（株）丸惣技術研修センターにおいて実施

した。その概要は下記の研究報告１）として発表されている。 

 

１）佐々木 基登、石川 廣三、江原 正也：木造住宅の耐久性向上に関わる建物外皮の構造、仕様とその

評価に関する研究 通気下地を設けた各種屋根材の施工実験について、2014 年度日本建築学会大会

(近畿)学術講演梗概集 pp. 769-770 
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Ⅶ.木造住宅外壁の劣化対策重点部位の推奨納まり図（案） 

 

1．外壁の早期劣化の現況 

本資料の第Ⅳ章 1.4 でも述べているとおり、木造住宅の構造とデザインは時代とともに大きく変

化しており、この変化は、とりわけ内外の水分に起因する外壁の劣化傾向に重要な影響を与えてい

る。 

我が国の伝統的木造住宅の外壁は真壁構造であり、軸組部材が外気に露出していたため、雨で濡れ

ても乾燥しやすく、万一劣化しても発見が容易であった。基礎部は石端建て形式で床下空間は完全

に外気に開放されていた。深い軒の出は日射しの調整とともに、風雨に対して外壁面の濡れを防ぐ

上で有効であった。また、住まい方自体に冷暖房という概念もなく、結露リスクは皆無であった。

このような住宅構造の特性から、寒冷時の居住性には問題があったが、外皮の耐久性に関しては問

題が少なく、数世紀にわたる長寿命を保つものが少なくなかったことは、各地に江戸期の住宅が現

存していることが証明している。 

太平洋戦争中の防火改修に端を発したモルタル塗り大壁構造は、時代とともに都市部を中心に普

及が進み、昭和 50 年代には 70%を越える木造住宅で外装仕上げに採用されるようになった。真壁

構造から大壁構造への変化により、内外装材で覆われた軸組部材はいったん湿潤すると長期間乾燥

しにくくなり、また、劣化の発見も難しい環境に置かれるようになった。また、モルタル仕上げで

不可避のひび割れ発生や、軒の出の減少は外壁内への雨水浸入リスクを増大させ、伝統的構法に比

べて軸組木部の保全に関しての大きな課題を抱えることになった。 

しかし、比較的最近まで、木造住宅の床組は根太床構造で床下空間と壁内空間が連通し、外皮内

部を空気が流動しやすく、また、筋かい耐力壁が主流であったので、通気層側の透湿抵抗が低く、

更に断熱が低水準であり壁層内に大きな温度差が生じ難かった。このため、壁内結露発生のリスク

は比較的低かった。このような住宅構造の特性から、水回り室などを除く一般部分では、外壁面か

らある程度の雨水浸入が生じても壁体内部が早期に劣化することは避けられていた。 

性能規定化を軸とする 2000 年の建築基準法改正や住宅の品質確保等に関する法律の制定以来、住

宅外皮の構造は、構造耐力性能、省エネ性能の確保を優先事項として大きく変化した。その結果、

耐久性との両立に難しい問題が生じている。 

剛床構造や壁内気流止め措置によって床下、壁内、天井裏の各空間はそれぞれ独立して、空気の

流動が起きにくくなり、面材耐力壁構造の普及に伴って、通気層側の透湿抵抗が高まっている。断

熱の強化は壁層内の温度差を増大させ、内部結露リスクを高める一方、壁内の気積が減少し、部材

の水分が壁内の空気に拡散しにくくなっている。このような外皮構造の特性から、事故的な浸水に

より湿潤した外壁内部が早期に劣化するリスクが極めて高くなった。 

一方で、軒の出が極めて小さい立面形状や、ルーフバルコニー、パラペット納めの屋根形状の採

用など、近年の住宅に見られるデザインの変化によって、外壁面、屋根と外壁取り合い部の雨がか

りによる外壁への雨水浸入リスクは増大している。また、水平面の部位が増えたことによる表面の
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排水支障や、内部に浸入した水の滞留、および浸入雨水の二次止水層施工欠陥部からの浸入による

下地木部の長期湿潤リスクが高まり、早期劣化発生の傾向に拍車をかけている。外壁内部早期劣化

の極端な事例では、2004 年に竣工した 3 階建て枠組み壁工法の住宅が、外壁からの雨水浸入と浸入

雨水に起因する壁内結露により、建築後 5 年半で枠組み材および構造面材の著しい劣化を生じ、大

規模な補修を実施している、（第Ⅳ章 1.4 参照） 

本 TG では、この外壁の早期劣化の傾向に鑑み、雨水浸入および内部結露発生に関して問題が多

い現行の外壁各部納まりについて討議を重ねるとともに、重点的に対策を要する部位の納まりに関

連して多くの実験および調査を実施し、これらの結果に基づいて本章 3 項の推奨納まり図案を取り

まとめた。 

これらの一部には、海外では一般的であるが、我が国で実績が少ないもの、開発途上の部材を前

提とした納まりが含まれているが、現状をベースとする納まりでは事故抑制に限界があると考えら

れる部位について、今後検討の価値がある納まりとして掲載した。 
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2．重点的に劣化対策を必要とする外壁の部位と劣化要因 

2.1 開口部取合い部（乾式外壁、湿式外壁） 

2.1.1 建具まわり 

年々軒の出の長さが短くなり、外壁面が容易に雨掛かりするようになってきた。外壁で漏水の

リスクが最も高い部位の一つが開口部の取合いである。 

防水処理が不適切な建具まわりでは、雨水および外壁材の裏面や面合せ材に発生した結露水が

直接室内に浸入する箇所であり、そこから建具や柱などを伝わって思わぬところから漏水する

ケースもある。また、室内に漏水しなくとも壁内に浸水して躯体が腐朽する原因となる場合もあ

る。 

よって、建具まわりには十分な防水処理が施される必要があるとともに、その防水処理にも十分

な耐久性が求められる。 

以下に漏水のおそれのある施工事例を示す。   

 

1）両面粘着防水テープの浮きや透湿防水シートのしわ 

両面粘着防水テープをサッシ枠くぎ打ちフィンと柱や面合せ材に張る時、あるいは両面粘着防

水テープの上から透湿防水シートを張る時に、両面粘着防水テープの浮きや透湿防水シートの

しわが、水みちとなる隙間となり漏水が起こり得る。 

また、透湿防水シートと両面粘着防水テープとの組合せにおいて、適合性に欠ける場合は、経時

で透湿防水シートに水みちとなる隙間が発生し漏水が起こり得る（写真 2.1.1）。 

 

 

写真 2.1.1 透湿防水シートに発生したしわ 

 

2）サッシ枠くぎ打ちフィンのくぎや防水シーラーの影響 

サッシ枠くぎ打ちフィンのくぎ頭やフィン継ぎ目の防水シーラーなど突起周辺は、両面粘着防

水テープや透湿防水シートの圧着が十分でないと、水みちとなる隙間ができ、漏水するおそれが

ある（写真 2.1.2）。 
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写真 2.1.2 サッシ枠くぎ打ちフィン継ぎ目の防水シーラー 

 

3）サッシ枠くぎ打ちフィンの両面粘着防水テープを張る位置 

サッシ枠くぎ打ちフィンの両面粘着防水テープの張る位置が適切でないと、滞留した雨水によ

って両面粘着防水テープの劣化や雨水の吸い上げ、両面粘着防水テープの掛かりが小さくなる

など漏水するおそれがある。 

 

4）両面粘着防水テープを張る順序、張り方の間違い 

a.両面粘着防水テープをサッシの上枠からたて枠の順に張っている 

透湿防水シートを伝ってきた水は、上枠の両面粘着防水テープを伝い、たて枠の両面粘着防水テ

ープとの重なり部からその裏面を伝って漏水するおそれがある（図 2.1.1）。 

 

 

図 2.1.1 両面粘着防水テープの間違った張り方順序による漏水リスク 

 

b.先に張った両面粘着防水テープが後から張った両面粘着防水テープからはみ出ている 

透湿防水シートを伝ってきた水は、はみ出ている部分を伝い、その交差部にできる隙間から毛細

管現象等により裏面を伝って漏水するおそれがある（図 2.1.2）。 

フィン継ぎ目の防水シーラー 

順序 3 

順序 2 

順序 1 
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図 2.1.2 両面粘着防水テープの間違った張り方による漏水リスク 

 

5）透湿防水シートをサッシ枠くぎ打ちフィンの上に張り、片面粘着防水テープをその上から張る 

雨水の浸入や結露の発生により透湿防水シート表層の不織布が湿潤を繰り返すようなことや、

凍結融解を繰り返すようなことがあると、片面粘着防水テープの粘着性が弱まり端から浮き剥

がれるおそれがある。片面粘着防水テープは一端がサッシ枠くぎ打ちフィンに、他端が透湿防水

シートに密着するため、密着している幅は透湿防水シートの切り方による影響なども受けやす

く、少しの浮き剥がれでも水みちとなり漏水につながることも起こり得る（図 2.1.3）。 

また、サッシ枠くぎ打ちフィンに十分な片面粘着防水テープの密着面積を確保出来ず、圧着不良

により漏水するおそれがある（図 2.1.4）。 

 

図 2.1.3 片面粘着防水テープの密着面積不足による漏水リスク 

 

水の浸入経路 

水の浸入経路 

テープ端部に浮き剥がれ 

片面粘着防水テープ 

水の浸入 



第Ⅺ章 推奨納まり図（案） 

 第Ⅺ章－6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.4 片面粘着防水テープの密着面積不足による漏水リスク 

 

2.1.2 小径貫通部まわり 

外壁まわりの換気口、配管などの貫通部の防水処理については、片面粘着防水テープやシーリ

ングなどのいくつかの方法で行われている。しかし、近年までは、下地の有無や片面粘着防水テ

ープの張り方、シーリングの方法など明示されておらず、不具合の起きた事例ではテープの剥が

れ、シーリングが剥離するなどによって水みちとなるケースが見られる。 

小径管の貫通部は換気口、エアコンのスリーブ、電気配線など、透湿防水シートの切れ目は小

さいとは言え、合計すれば十数箇所にも及び貫通部の処理の良し悪しによって、漏水リスクが高

い部位と言える。また、貫通部の形状が円柱形になるため、片面粘着防水テープの張り方も難し

く、防水層の透湿防水シートと配管貫通部の処理をできるだけ確実にそして入念に圧着させる

必要がある。 

以下に劣化原因となる施工事例を示す。  

 

1）配管貫通部にフレキシブル管やスパイラル管を使用している 

配管貫通部にフレキシブル管やスパイラル管を使用すると、その溝部は片面粘着防水テープと

隙間が出来やすく、水みちとなり漏水の危険が高い（写真 2.1.3）。 

 

写真 2.1.3 配管に注意が必要な接続パイプ 
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2）配管が確実に固定されていない 

配管がパイプ受けや下地面材に確実に固定されていないと、配管が動くことで配管と透湿防水

シートとの間に水みちとなる隙間ができ、そこから漏水するおそれがある。 

 

3）片面粘着防水テープを張る順序の間違い 

片面粘着防水テープを貫通部の上から下の順に張っているため、透湿防水シートを伝ってきた

水は、上の片面粘着防水テープを伝い、下の片面粘着防水テープとの重なり部の圧着が不十分な

場合、圧着不良部からその裏面を伝って漏水するおそれがある（図 2.1.5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.5 片面粘着防水テープの張り方による漏水リスク 

 

4）複数の配線を一つの穴から出している 

配線などの場合、一つの穴から複数の配線を出すと配線と片面粘着防水テープの間にある隙間

が水みちとなり、漏水するおそれがある（写真 2.1.4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.1.4 複数の配線を一つの穴から出している例 

「悪い例」 

「悪い例」 
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2.2 屋根取合い部 

2.2.1 軒裏と外壁の取合い部 

通常、雨が軒裏にかかることは殆どない。しかし、軒の出の小さな片流れ屋根の軒裏など

は、強風を伴う雨風が外壁から軒裏に沿って巻き込むように吹付けた場合に激しく軒裏に打ち

付けられる。この際、雨水が最も集中する箇所のひとつが軒裏と外壁の取合い部である（図

2.2.1）。 

 

 

図 2.2.1 雨水が集中する軒裏と外壁の取合い部例 

 

通常の雨しか考慮せず、軒裏に殆どかからないとして防水処理を怠った場合、強風を伴う雨

では著しい雨漏りのリスクが増し、重大な不具合の原因となりえる。 

また、軒裏と外壁の取合い部を外壁の通気構法の排気口とする場合や、軒裏に換気口を設け

た際の通気口となる場合に、設計や施工の手違いで空気の流れが遮断されてしまうおそれがあ

る。空気の流れが遮断されると、通気層内で結露が生じ、外壁材が吸水して変形するなどの不

具合の原因となる。 

以下に劣化原因となる施工事例を示す。 

 

1）透湿防水シートを張り上げる高さの不足 

軒裏と外壁の取合い部にはシーリングや通気見切り縁などによる防水処理が施されている

が、経年劣化により生じる隙間や、防水性能が不十分な通気部材から、雨水が浸入することが

ある。透湿防水シートが軒裏と外壁との取合い部よりも低い位置で張り上げられている場合、

特に急勾配のけらばでは、雨掛りが厳しくなり、隙間から吹き込んだ雨水は容易に壁内まで浸

入し、室内に漏水したり、柱などを腐らせたりするおそれがある（図 2.2.2）。 

 

 



第Ⅺ章 推奨納まり図（案） 

 第Ⅺ章－9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2.2.2 透湿防水シートの張り上げ高さ不足による雨水の浸入リスク 

 

2）通気構法となっていない 

軒裏と外壁の取合い部で通気措置が取れていないと、湿気が通気層内を通じて排出されずに軒

裏や構造部材へ浸入し、木部を腐らせ吸水により外壁材が変形するおそれがある（図 2.2.3）。 

 

 

図 2.2.3 軒裏と外壁の取合いの通気措置不良による結露リスク 
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2.2.2 軒の出がない屋根と外壁の取合い部 

軒の出のない建物が非常に多くなっている。それは、建物と隣地境界線との距離が短く斜線

制限いっぱいまで計画して居住空間を有効活用するために軒の出が小さい。または、デザイン

面とコスト面から軒の出をあまり出したくないという二つの理由が考えられる。軒の出が小さ

い住宅は、軒と外壁の取合い部に雨掛りしやすく取合い部からの漏水リスクが高い。また、木

工事、屋根工事、外壁工事の職種が絡む部位でもあるため、下地の防水処理と仕上げ処理の手

順に間違いが起きやすいため注意が必要である。 

そのような建物での重点的に劣化対策が必要とする外壁の部位と劣化要因を記載する。 

 

1）鼻隠（破風）と野地板の取合い部分 

鼻隠（破風）と野地板との間はシーリング処理されていないケースが多く、その隙間より雨水

が浸入するおそれがある。（図2.2.4）。 

 

 

図 2.2.4 屋根と外壁の取合い例 

 

また、強風時の妻側部では、勾配がきつくなると外壁に吹付ける雨滴や壁面を流れる雨水

が、防水処理されていない軒天見切り材から浸入し、漏水するおそれがある（図2.2.5）。 
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図 2.2.5 けらば部と壁の取合い例 

 

2）屋根換気・壁通気 

通気層や小屋裏への通気経路の確保がなされてないと壁体内や小屋裏に結露が発生する。 

 

2.2.3 パラペット付き屋根 

木造住宅において、鉄筋コンクリート造のようなシンプルなデザインが好まれ、金属屋根や

FRP 防水によるパラペット付き屋根の住宅が多くなっている。道路から建物を見た場合に屋根

や軒樋が見えず、たて樋が最上階梁部分から出ているので屋根はフラットルーフの状態である。 

また、三方だけパラペットがある三方パラペット屋根も同じことがいえる。このようなパラペ

ット付き屋根は、勾配が緩く、雨水は流れにくいため、雨漏りのリスクが高い部位である。特に

木造住宅では外装材の仕上げにより通気層が確保されているため、屋根面とパラペット立ち上

り部の取合い部の納まりが複雑になり、風雨の吹き込みによる漏水リスクが高くなる。以下に劣

化原因となる施工事例を示す。 

 

1）パラペット立ち上り高さ不足 

パラペット笠木部の納まりはベランダ笠木と同様に漏水リスクが高く、下地の防水層の施工を

しっかり行う必要がある。壁面の外縁部は雨当たりが強く、特に上部に注意が必要であり笠木天

端の納め方が問題になる。笠木の出寸法が外壁の仕上げ材よりも外にあるため、下から吹き上が

る雨の場合、笠木の下から雨水浸入の要因となる場合がある。 
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 パラペットは、鉄筋コンクリート造住宅に多く用いられるものであり、木造住宅にそのままの

デザインを転用する場合は、納まり上の問題が発生しやすい。各部の寸法もデザインを重視する

あまり、細く薄くことで雨漏りを誘発させるケースがある。パラペットの立ち上り高さが低い場

合は、防水が充分にできないおそれがあるため問題となることがある（図 2.2.6）。このような納

め方をする場合は雨漏り対策に配慮する必要がある。 

 

 

図 2.2.6 パラペット立ち上がり高さが低い例 

 

2）通気構法となっていない 

雨仕舞を優先するために通気層上端が閉塞し通気措置がとられていないケースも多い。その

場合、通気層で滞留した湿気が結露となり、建物の劣化を促進させる場合がある（図 2.2.7）。

このような納め方をする場合でも通気と防水の両立に配慮する必要がある。 
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図 2.2.7 パラペット通気層を閉塞する例 

 

2.2.4 下屋と外壁の取合い部 

下屋と外壁が取合う箇所は、直接雨水が作用するほか、外壁への降雨が流下して取合い箇所

に到達するなど、雨水浸入のリスクが高い場所である（写真 2.2.1）。 

特に近年では外壁に通気構法が多用されているため、風を伴うと通気層内への水の浸入が避

けられない状況である。その上、通気層の躯体側には防水層があるが、その防水層に不連続部

分（防水紙の損傷やピンホールなど）があると、躯体側に浸入した水が構造材や下地材の劣化

を引き起こしてしまう（写真 2.2.2、写真 2.2.3）。 

また、当該部位は、屋根、外壁と施工者が異なることから、責任範囲が複雑になっている場

合が多い。このような場合は、現場監督または工事監理者が調整することが理想だが、各部材

の設計施工要領書でも施工方法が記載されていない場合が多く、実際には施工者の経験値にゆ

だねられているケースがほとんどと考えられる。 

このように雨水浸入対策が必要な個所であるので、施工前に責任範囲を明確にする必要があ

る。 

 

1）対象箇所 

具体的には、以下に例示する箇所がある。 

a.出隅及び入隅 
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写真 2.2.1 出隅および入隅 

 

b.屋根軒先部と外壁の取合い（壁止まり軒部） 

 

写真 2.2.2 壁止まり軒部漏水リスク部 

 

 

写真 2.2.3 壁止まり軒部の不具合事例 

 

2.2.5 屋根附帯物 

採光を確保するためのトップライト、天窓、ドーマーや、排煙用の煙突等を設けることは少な

くないが、雨の影響を直接受ける為、漏水のリスクが高い部位である。こうした附帯物は屋根勾

配の途中に設置するため、雨水の流れを直接受けることになるので、附帯物と屋根面との雨仕舞

をよく考えて設計する必要があり、設計に無理があると適切な雨仕舞が出来なくなる。また、屋

根材の種類により様々な納まりが考えられ、設計者、施工者は特段の配慮をする必要がある。 

出隅 
入隅 

壁止まり軒部 
※雨押え無し 
※壁止まり役物無し 
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 また、附帯物が取り付けられる周囲では、流下水がせき止められることがないよう配慮すると

ともに、流れた水の勢いで他の部分に漏水が起きないような配慮も必要である。加えて、いずれ

の屋根面の納まりも複雑になり、立ち上り部、谷部等の漏水リスクが高くなるのはもちろん、設

計によっては室内側の影響も少なからず受けるため、室内空気の水蒸気による結露リスクも考

慮しなければならない。適切な断熱・気密処理と水蒸気の処理が必要となる。 

取合い部分のシールの劣化や剥離した部分・その隙間部分から漏水事例が多く確認されてい

る。これは、強風時に漏水箇所にあたり雨水が浸入したと考えられる。また、施工ミスが多く発

生している部位でもある。その原因の一つとして、トップライトの出隅と屋根の野地板が交わる

部分は、下葺き材を重ね合わせる際に隙間が生じやすい。二つめは、屋根面からの立ち上がりの

高さが足りず、下葺き材を越えて水が入り込む危険性がある。雨水が浸入しても排出できる設計

の配慮が必要である。 

屋根附帯物（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ等）の不適切な配置は、雨漏りのおそれが高くるため次の点に注意する

必要がある（図 2.2.8）。 

・屋根附帯物周囲には、水切り等の施工ができる寸法を確保する。 

・屋根附帯物の配置位置は、雨水の流れが集中する箇所を避ける。 

 

図 2.2.8 屋根附帯物の配置の好ましくない例と改善例 

 

2.3 バルコニー 

 木造住宅の外壁劣化対策において、漏水や結露リスクが懸念される部位として、バルコニー

と外壁の取合い部分が挙げられる。 

 バルコニーはその構造形態として、建物構造と一体化した構造一体型バルコニー（写真

2.3.1）と、バルコニー本体が予め工場生産された製品を外壁に取付けた既製品後付バルコニー

（写真 2.3.2）に大別される。更に構造一体型バルコニーは、外壁から持出して設けられるキャ

ンティバルコニー（跳ね出し型）と、下階の屋根に相当して設けられるルーフバルコニー（階

上型）に区別できる（図 2.3.1）。 
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 漏水リスクに注意すべき箇所が多いのは、前述の構造一体型バルコニーであり、外壁と取合

い部の防水、および、バルコニーの劣化抑制に不可欠な排水排湿措置を信頼のおける方法で施

すことが肝要である。特にルーフバルコニーの場合は、直下が居室であることが多く不具合を

生じると被害が大きくなりやすい。また、居室の上であるため室内で発生する水蒸気の対策に

も配慮が必要である。 

 

 
写真 2.3.1 構造一体型バルコニーの実例   写真 2.3.2 既製品後付けバルコニーの実例 

 

 

図 2.3.1 ルーフバルコニーとキャンティバルコニー 

 

2.3.1 手すり壁 

 バルコニーの手すり壁天端は、日照、風雨、温度差など過酷な外部気候環境に晒される部分

であり、工事中の養生不足や不用意な取り扱いにより傷められる事も多い部分である。外壁と

手すり壁天端とが取合う部分は雨水浸入につながりやすく、万全を期すために下地防水処理の

施工手順は厳守しなければならない。また、バルコニーの手すり壁は、外壁内の暖まった空気

が到達し排出される箇所でもあるため、防水と排湿を両立する適切な施工を行わなければ早期

劣化が懸念される部位でもある。 
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写真 2.3.3 バルコニー手すり壁天端の通気層を塞いだ事例 

 

木造住宅の外壁は通気構法が主流となり、バルコニーの手すり壁部にも通気層を設けること

が多くなった。その通気層の上端、つまり手すり壁躯体天端を（写真 2.3.3）のように木下地や

窯業系サイディングを裏返して張り付け通気層を塞いだ事例がしばしば見られる。これは、結露

リスクよりも漏水リスクを優先した納まりで好ましくないといえる。漏水は、台風等の自然災害

時に起こりやすく事業者にとってクレームによる損害につながりやすい。一方、結露は原因特定

に時間がかかりわかりにくいため、事業者にとって直接的な損害につながりにくいという一面

がある。 

 

 

写真 2.3.4 手すり壁天端腐朽事例 

 

南面に設置されることの多いバルコニー手すり壁は、暖められた空気が水蒸気を多く含みな

がら通気層を通って手すり壁上端に達することが考えられ、通気層上端を閉じた仕様になって

いると、排気や排湿がされないまま外壁の内部に滞留した空気が温度の低い部分で結露を生じ

ることがあり、木部の腐朽（写真 2.3.4）や金属腐食の発生リスクが高くなる。木下地や窯業系

サイディングを留め付ける釘（ねじ）が手すり壁天端の鞍掛けシートを貫通し漏水リスクを高め

るおそれもある。日本窯業外装材協会では、窯業系サイディングの標準工法や施工手順を示して
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おり、その指針によれば、サイディングの裏側を表面として使用することやサイディングを水平

に置いて使用することはいずれも禁止事項である。 

また、バルコニー手すり壁は、外観デザインのアクセントとして利用される部位でもあり、飾

り開口（写真 2.3.5）などを設けることがある。この場合は、防水の弱点になりやすい凹凸出入

隅を多数つくることとなるため、防水措置には細心の注意を払わなければならない。 

 

  
写真 2.3.5 バルコニー手すり壁の飾り開口の実例  

 

2.3.2 サッシまわり 

1）サッシと床防水の取合い 

サッシと防水層は下枠付近で取り合うが、降雨時に雨水は上枠から縦枠を通し下枠に流れ込

むので、必然的に水量が多くなる個所である（図 2.3.2）。また、バルコニー床面から跳ね返っ

た雨水が下枠に直接作用する場合もある（図 2.3.3）。 

したがって、当該部位の防水が不十分の場合は漏水に至るリスクが高い。 

      

図 2.3.2 サッシまわりの水の流れ     図 2.3.3 雨水の跳ね返り図 

 

2）施工手順による違い 

サッシと防水が取り合う場合の納まりについては、サッシ取付けに対して防水工事が「さき

施工」となる場合と「あと施工」となる場合で異なる。 

防水層 

雨水の跳ね返り 
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a.防水工事が「さき施工」となる場合 

サッシの内側に防水層が施工されるため、防水性能は高まるが、サッシ固定用のくぎが防水

層を打ち抜くため、防水上の欠点になりやすいので注意する。 

なお、バルコニー防水層一般部の立ち上りが、サッシたて枠と柱との間に挟み込まれるた

め、防水層の厚さがサッシ建込みに影響を及ぼさないよう注意する必要がある（図 2.3.4）。 

 

 
図 2.3.4 防水さき施工の場合の施工例 

 

b.防水工事が「あと施工」となる場合 

サッシと防水層またはシーリング材の剥離が生じた場合、雨水浸入の危険性が高まるので注意

する。特にサッシ下は高さが低く施工が難しい部位でもあるので、施工上の不具合が起きやす

い箇所である（図 2.3.5）。 

 

 

図 2.3.5 防水あと施工の場合の施工例 

 

不具合としては、端末の剥離があり、以下に例示する。 

 

（1）防水層の端部がサッシ枠入隅を超えている場合 

防水層の端部がサッシ枠入隅を超えている場合、入隅部にシーリングを施しても防水層の端が

止水されないため、防水層の裏に水が浸入するリスクがある（図 2.3.6）。 

 

防水層 

防水層 
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図 2.3.6 防水層がサッシ枠入隅を超えている例 

 

（2）防水層端末においてガラスマットが防水用樹脂で完全に含浸されていない場合（FRP 防水に限

る） 

防水層の端末で、図 2.3.7 のようにガラスマットのガラス繊維が防水用樹脂よりも突出している場

合、ガラス繊維を伝って水が浸入するリスクがある。 

また、水が被着体との界面に入ることで次第に剥離に至るリスクもある。剥離すると界面から

水が浸入し漏水に至る（写真 2.3.6）。 

 

図 2.3.7 防水層端末のガラスマット露出例 

 

 

写真 2.3.6 防水層端末のガラスマット露出例 

防水層 

シーリング 

防水用樹脂 

ガラスマット 
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2.3.3 オーバーフロー 

オーバーフローは、バルコニー排水における絶対ラインであり、貯留水位の上限を定める働きを担っ

ている。近年、温暖化の影響などにより、大型低気圧による集中豪雨や積乱雲による局地的大雨は珍し

くなく、オーバーフローの働きは益々重要になっている。もし一時的にでも貯留水位が防水層の立ち上

がりを超えると、防水層を乗り超えた雨水は躯体内部に浸入し、断熱材を濡らしたり、気密化により乾

きにくい躯体内部にとどまったりすることで木部の腐朽や金属腐食を招き、結果、構造耐力低下や防火

性能の低下など、深刻な事態につながるおそれがある。そのためオーバーフローを設置する高さは、サ

ッシ下など、 

防水層の立ち上がりが最も低い箇所の防水層上端を基点とする水平ライン以下にしなければならない。

（写真 2.3.7） 

オーバーフローの設置は難しいことではない。しかし、計画されない背景として、必要との認識

が低い、多少でもコストを削減したい、横抜き配管のため美観を損ない設計者が嫌う、ということ

も考えられる。美観上の問題は、図 2.3.8 に示す様、設計段階で配慮することも可能であり、設計

および施工者は、設置高さや配管径を考慮して、適切なオーバーフローを計画されたい。 

 

 
写真 2.3.7 オーバーフロー設置高さ 

 

    
×オーバーフローが玄関正面に見える     ○オーバーフローを建物脇に設ける 

図 2.3.8 オーバーフローの外観見え掛かり 
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計画時の参考 

・全周において最も低い、防水層の立ち上がり高さ以下に、オーバーフローを設ける 

・たとえ小面積の防水区画であっても必ず設ける 

・屋根に覆われていない場合は、70 年確率の降雨強度 100 ㎜／h 以上を想定する 

・バルコニー内に上階の雨水排水（縦樋等）が放流される場合は、その流入分も考慮する 

・枯れ葉や砂塵で閉塞しないように、容易に点検や除去ができるように配慮する 

 

2.3.4 ドレンまわり 

1）ドレンまわりの劣化要因について 

ドレンは、バルコニーの床面に流下した雨水等を配水管に集め、排出する機器であり、ストレー

ナーによりゴミや枯葉等が配管内に詰まることを防止する機能が備えられている。 

床面のうち最も低いところに設置するため降雨時には雨水が集中する。しかも、防水層から剥離

するなど不具合があると躯体内部に浸水し、不具合を起こす懸念がある。 

 

2）各事例 

a.ドレン部材（図 2.3.9）と防水層の剥離 

ドレンを取り付ける場合には下地を強固にする必要がある。ドレンの固定が不十分な場合、地

震、強風、歩行などにより建物に生じる振動でドレンに動きが生じ、次第に剥離に至るリスクがあ

る。 

ドレンと防水材を接着する場合には、相性の良い材質を選択する必要がある。接着性が悪いと経

年で剥離するリスクがあり、漏水し劣化に至る。 

 

b.ドレンと下地に生じる段差 

ドレンを取り付ける際は、下地にノミなどでドレンのつばの厚さ以上に掘り込む。掘り込みが浅

い場合、つばで水の流れが阻害されるため、水たまりを生じやすい。（図 2.3.10） 

                   
図 2.3.9 ドレン（横引き）の例 
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図 2.3.10 ドレン周りの不具合 

 

c.ドレンの詰まり（落ち葉、髪の毛、その他） 

ドレン排水口の部分にストレーナーを付けない場合、配管内にゴミがたまり、排水不良を起こす

リスクとなる。 

使用者が気づかないうちに、ドレンまわりに木の葉やポリ袋などが飛来して排水口をふさいで雨

水の流れを阻害したり、滞留させたりすることがある。このような状態で集中豪雨などにあうと、

瞬間的に水がたまり、立ち上がりの低い出入り口から室内に雨水が浸入してくることになる。 

 

d.設計不良（個数・排水量） 

ドレン 1 個が受け持てる許容面積は部材ごとに決まっているため、設置するバルコニーにあった

ドレンの種類、個数を採用する必要がある。排水能力が不足している場合、強雨時に、排水不良を

起こすリスクがある。 

 

e.縦樋上部の升内に露出されたドレンの劣化  

横ドレンの排水用の配管として、曝露される状況（写真 2.3.8）も想定されるため、紫外線や熱な

どにより劣化を受けるものは適さない。劣化を受けると躯体内部へ浸水するリスクが高まる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 2.3.8 経年曝露したＦＲＰ製ドレンの露出部 

※図 2.3.10 

（壁） 

（バルコニー床） 
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2.3.5 メンテナンス 

バルコニーは屋根に比べて勾配が緩く、また、手すり壁やパラペットが立ち上がっているこ

とが一般的であるため、排水が滞ると漏水や腐朽劣化に直結しやすい。いかに排水不良を生じ

ないための十分な排水設計やオーバーフロー設置を施したとしても、飛来落下物や飛翔生物あ

るいは敷材の劣化などにより想定外の排水不良を生じることは否めない。よって防水性能等の

耐久性は充分にある場合でも定期的な点検や検査が必要であり、ドレンまわりなどの観察は容

易であることが望まれる（写真 2.3.9）。 

 
写真 2.3.9 ドレン詰まりの事例 

 

また、軒の出のない箱形の住宅が増えていることで、陸屋根としてバルコニー同様の防水仕

様が選択される事例も多い。非歩行屋根や最上階の屋根は、バルコニーとは異なり、人の立ち

入りが難しい設計となっていることがしばしばあり、不具合発生時にはその発見が遅れること

が懸念される。タラップの設置などを含め、点検、または検査のアプローチ方法を設計時に忘

れず考慮して戴きたい（写真 2.3.10）。 

 
写真 2.3.10 屋根上タラップの事例 
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2.3.6 通気と換気 

 木造住宅の雨漏り被害の事例が多いバルコニー部分は、構造的に複雑な納まりとなっており、

雨水の浸入をどのように防ぐかという観点で各部位の納まりを考える必要がある。 

 これまでの被害例を見る限り、防ぐ工夫をしていれば劣化をしなかったという事例もあるが、

入ってきた雨水の処理や、木部に浸透した水分の乾燥を考えた納まりになっていれば劣化を防

げたものもある。 

 浸入した雨水及び構造材が持つ水分を外気に放湿し、乾燥を促す手段としてバルコニーの手

すり壁に通気層を設ける方法もあるが、防水性を重視するあまり通気層として機能していない

ものも多くみられ、結果的に構造材が湿潤となり腐朽するケースも散見される。 

 

 今でも多いバルコニーの納まりとして、外壁が通気構法であり通気層を形成している例があ

げられる（図 2.3.11）。透湿防水シートも両サイドから折り返し、最後に鞍掛けシートも施工さ

れている。しかし、天端には養生と笠木のすわりをよくするためサイディングの裏張りが施され

ていて、外壁材の上部で通気層を塞いでしまっている。 

 防水面では、外部からの雨水の浸入は少なくなるが、一般的にサイディングの裏張りには保水

性があり一旦入った水分が滞留しやすくなるため湿潤状態になりやすい。それだけではなく通

気層を塞いでしまうため木材の水分や釘孔から浸入した水分を外気に排出できないという弊害

が起きる。 

 手すり壁上部はサイディングの裏張りは使わないようにし、通気層が外気へ連通する必要が

ある。雨水の浸入を極力防ぎながら通気機能を持たせた専用部材などを使用することにより、通

気層内の乾燥を促すことができるようになる。 

図 2.3.11 望ましくない納まり例 

 

笠木 

サイディング 
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 通気のことを重視して雨水の処理がうまくいかないケースもある。図 2.3.12 は 1 階の居室上

部がバルコニーになっているケースであるが（下屋の場合でも同様）、居室上部が天井空間にな

るため小屋裏換気が必要となり、小屋裏の空気を 2 階の通気層と連動させて換気させようとし

たものである。 

 この納まりでは 2 階の通気層に雨水が浸入した時に直下の天井まで雨水が滴下してしまうた

め 1 階天井部分に雨漏りが発生してしまう（A）。これを解決するには、2 階の通気層と 1 階の小

屋裏空間とは縁を切り、2 階の通気層はバルコニー部分より取り入れ、雨水はバルコニーに流す

ようにする（B）。しかし、1 階の小屋裏空間の換気を個別に考えなければならないが、プランに

よっては換気口を設けられないケースもある。 

その場合は、バルコニーの手すり壁を通じた通気経路なども考えなければならない。 

 

 
図 2.3.12 ルーフバルコニーでの不具合例と注意点 

 

跳ね出しバルコニー部分は外に飛び出ているため断熱部位ではなく、また室内への雨水浸入

の危険性が低いと考えられているためか、通気や換気がおろそかになっているケースもある。 

 跳ね出しバルコニーの床、つまり 1 階の軒部の通気や換気が不十分なケースでは、バルコニー

の手すり壁上部から浸入した雨水が軒裏部分に滴下していった場合、軒裏空間が湿潤となり、軒

天の下地やバルコニーの構造材の水分量が多くなってしまう。手すり壁に通気層があったとし

ても下部の通気の入口や上部の出口、床部分の換気経路が考えられていないと軒天が湿潤とな

りカビ発生や腐朽のリスクが高くなる。 
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2.4 外壁脚部（基礎まわり） 

 木造脚部の劣化リスクとされるのは、基礎の構造耐力の他に、シロアリによる食害と水湿分に

よる腐朽菌やカビの繁殖による構造木部の腐食があげられる。 

 また、外気との関わりとして最下階の木造床組についても近年多くみられる根太を使わず床

板を土台や大引などに直に張る床組の構成などにおいても、想定されていなかった湿潤による

劣化や不具合も多く報告されている。 

 更に、外壁と基礎や床組との取合いにおいても、通気構法などとの構法の組合せが想定されて

いなかったため劣化要因となった不具合事象も見られる。 

 本項では、木造住宅における代表的な基礎とされる布基礎とべた基礎の造り方や近年省エネ

ルギー対策として増えつつある基礎断熱工法における劣化リスクなどについても、その対策と

納め方をまとめてみた。 

 

2.4.1 基礎 

 従前の基礎の多くは、布基礎と呼ばれる立ち上り部分の厚さが 120 ㎜とされるのが一般的で

あったが、配筋される鉄筋つまり主筋に対するコンクリートの被り厚さなどは風化や劣化等に

対する耐久性を考慮する上で、立ち上り部分の厚さは 150 ㎜以上が望ましく、最低でも 135 ㎜の

厚さ寸法を確保する事が必要である。（軸組工法においては土台の小径寸法が 120 ㎜、枠組壁工

法においても市街地の 3 階建て規模などには 206 規格材＝140 ㎜巾の平土台の仕様部材も多くみ

られる事から 120 ㎜の基礎巾では適合しない。） 

 

1）外周基礎の打継について 

基礎には底盤（べた基礎の場合は土間スラブ）と立ち上り布基礎底部に打継があり、この部分に

は型枠用巾止金物が残置される事になり、コンクリート打設の時差により一体化しない打ち継

ぎが出来る。この打継部はシロアリの侵入路や雨水の浸水の原因となり易いため外部側を無収

縮モルタル等で閉塞する措置が必要である。（図 2.4.1） 

 

 
図 2.4.1 シロアリの侵入や雨水が浸入した例 
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2）基礎打継の劣化リスク対策 

 木造住宅においてコンクリート基礎がもたらす劣化要因はいくつか挙げられているが、打継

部分の弱点については未だ劣化要因として解消されていない。 

 コンクリート基礎の打継が抱える幾つかの問題に対する改善策は、基礎自体の課題と基礎に

附帯する外構施設や床下土間と関連した納め方などを合せて対処しなければならない。（図 2.4.2） 

 基礎自体の打継に関しては、コンクリート打設用の型枠の施工要領を見直す事で改善が出来

る。特に近年多く採用されているべた基礎は、土間防湿や防蟻措置あるいは地耐力対応など、幾

つかの性能要求に適応した基礎として広く用いられている。 

 しかし、住宅の基礎外周に設けられる外構の付帯施設を含めた脚部全体を捉まえて木造の耐

久性を脅かす要因を考慮すれば、見逃してはならない劣化リスクが潜んでいる。 

 前項で示した基礎の打継部分が抱える雨水の浸水やシロアリの侵入を阻止するための方法は、

施工工程の型枠の組み方と型枠用巾止金物の使い方により相当軽減する事ができる。 

べた基礎の施工には土間コンクリートの堰板を兼ねた外周型枠を立ち上り部のコンクリート打

設まで一貫して設置する事と、打継部分内側の型枠組みに半切した巾止金物を使用する事で、金

物下端のリブ条溝が打継部分を貫通しない状態にできる。さらに、外周型枠の土間側に角材等を

セットする事で段型の打継を造ることも容易となる。設計・施工管理においてはべた基礎の利点

である防湿と止水と防蟻機能に適合した基礎造りに留意する事が必要である。 

 

 

図 2.4.2 べた基礎型枠の組み方例 

 

2.4.2 床下の防湿措置 

 木造住宅にとって湿潤や結露につながる余剰な水分の滞留は、劣化因子と言われる腐朽菌や

カビ並びにシロアリの食害といった劣化リスクを助長する事になる。 

 最下階の床下空間は木造建物の中で最も温度の変動幅が少なく安定しており、一方では空気

中に含まれる湿気の割合が他の部位に比べて常に高い性状を示す箇所といえる。従って、床下空

間は小屋裏空間と同様に建物の隠蔽された空間として適切な換気等による排湿処理が求められ

る。 

 長期優良住宅に限らず、住宅の性能表示制度の評価基準においても床下換気面積については
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「外周部の基礎には有効開口面積 300 ㎠以上／4m 以内若しくは 75 ㎠以上／ｍごとに換気孔を

設ける」とされている。 

 しかし、外周部の基礎に設ける換気孔の設置とその面積規準の確保に傾注するあまり、本来の

目的である「排湿」に適した効果的な換気の採り方を考慮し忘れた設計や施工が散見される。 

また、床下土間の防湿措置についても基礎の造りと同様に既存の形骸化した防湿手法を踏襲

する事で性能を満たしているとの思い込みが多々見られる。 

外壁脚部床下における「排湿措置」と「防湿措置」に見られる不具合事象や十分とは言えない

納まりを見直し、耐久性の確保に見合った脚部の納まりを以下に示す。 

 

1）床下換気と排湿措置 

床下の換気処置には外周部の基礎立ち上り部の 4ｍ以内毎に 300 ㎠の有効開口を設ける「スポ

ット方式」による方法と、基礎天端と土台の間の全周に２㎝厚さ以上のネコ部材を敷設し隙間を

造って換気孔とする「スリット方式」による方法がある。（図 2.4.3） 

 前者の場合は戦後制定された建築基準法施行令の木造の条項に準拠した換気方式として採用

されてきたが、昭和 53 年に伝統的な木造脚部の耐久性を維持向上させる構法としてネコ部材を

使った床下換気方式として開発され、平成元年度より始まった国家プロジェクト「木造住宅合理

化認定制度」に参加した多くの提案物件に採用されて以降急速に普及し現状では新築木造住宅

の大半が床下換気工法としている。 

 従来のスポット方式による床下換気には、換気気流の行き届き難いゾーンが生じ易く、特に布

基礎の場合には開口部を開削する事から基礎耐力（地震時等の鉛直荷重に対し）を著しく弱める

（無開口に比して 53％低減）という問題が明らかにされている。 

 現在施行されている「瑕疵担保責任履行法」において基礎等の構造部分のひび割れの判定基準

に示された 0.5 ㎜以上の構造クラックが瑕疵相当とされており、設計・施工者が基礎耐力の保全

の観点からネコ部材による床下換気方式は構造的にも妥当性を有している。 

 

 

図 2.4.3 スポット方式による床下換気とスリット方式による床下換気 
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施工者は基礎耐力の安定性を考慮すればスポット方式の換気口の配置は必要最低限にとどめ

る傾向があり、床下に気流の行き届かない淀み域が生じ易くなる事は否めない。 

スリット方式による換気は外部の風向や風速に加え内外の温度差による重力換気に対しても機

能し易く、床下空間の上層気流の連動性が顕著に見られる点でも全域排湿に適した換気方式と

いえる。浴室区画や水回りなどの狭小な床下区画にも換気が行き届き易い。 

 

2）床下土間の防湿措置 

べた基礎は土間防湿措置を兼ねている。布基礎の場合においても配筋により基礎と一体とし

た土間コンクリートによる防湿は土壌防蟻が省略できる。（図 2.4.4） 

防湿シートを使った土間防湿においては、基礎際の防湿シート立ち上り上端部を基礎に留め

付け、垂下りや捲れによる土壌の水分が床下空間に漏気しないよう遮断する。 

 

① 湿層＋モルタル押え   ②コンクリート防湿    ③防湿層＋砂押え 

図 2.4.4 布基礎における土間防湿と浸水及びシロアリの侵入対策例 

 

防湿層の下に処理する土壌防蟻の薬剤は水溶性の為、基礎打継からの雨水等の浸水に溶出し

易く、長期に亘る防蟻性は期待出来ない。防湿層によるシロアリの遡行を阻止する事は難しいた

め、定期的な土壌処理剤の注入等を行う事が必要である。その為、防湿シートの立ち上り上端の

留め付には除去と復旧に容易なアクリル系シール材等（ブチル系粘着テープはコンクリートの

アルカリ分により接着剥離するため好ましくないので使用しない）で留め付け、外周基礎際から

の土壌防蟻の再処理ができるように考慮する。 

①防湿シート＋モルタル押えによる土間防湿（押えモルタルの厚さは 60 ㎜以上）（写真 2.4.1） 

② コンクリートの土間防湿（6 ㎜径以上又は溶接金網等の有筋で基礎と一体化する。） 

③ 防湿シート＋押え砂による土間防湿（下地均し⇒砂利転圧の上に細砂を均す）（写真 2.4.2） 

防湿シートの敷き込み下地は砂利転圧のみでは砂利の突起により防湿シートが破断し防湿機能

が損なわれ易い為、必ず整地均しとして細砂で突起面の目潰し均しを行う。 
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写真 2.4.1 防湿シート＋モルタル押えの例    写真 2.4.2 防湿シート＋砂押えの例 

 

3）最下階の床組 

 最下階の床は主要構造部ではないため、上階の床組ほど劣化については重要視されていない

が、木造住宅の主要構造部にとって床組に含まれる土台の耐久性の維持保全は必須要件となる。 

 地盤に近く常に高い湿度に晒される外皮構造脚部の土台に係る防腐防蟻対策は、一体となる

床組の構成において重要であり、主要構造体を守るうえで確保が欠かせない要件となる。 

 床下土間からの水分の放出（コンクリート土間打設後の放出量は 20 日間～1 カ月間は 1g／㎡

／ｈ）により床下空間の水蒸気量が飽和状態になる事も珍しくない。また、基礎打継部等からの

浸入水や設備配管からの漏水といった不具合が発生した場合等、床板と床組の構成次第では床

組木部の湿潤状態が長期にわたり持続する場合がある。 

床板と床組の納め方は大別して以下の 3 つの構法がある。 

・根太無し床板直張り（枠組壁構法の床や軸組工法で大引を格子組とし火打土台は不要） 

・根太無し床板直張り（軸組工法で一方向のみ大引きで受け床板直張り火打土台が必要） 

・根太転ばし床板張り（軸組工法で土台及び大引天端に根太を介し床張り火打土台が必要） 

 特に最近増えつつあるべた基礎と床板直張り（剛床・柔床）との構成は、床下空間が水蒸気飽

和に至れば床板裏面と断熱材の間に水蒸気が浸入し結露が生じ易く（写真 2.4.3）、腐朽菌の発症

やカビの蔓延が起きる事から、土台を含む床組木部の湿潤に因る劣化リスクをもたらせる事に

なる。その対策として以下の様な納まりを講じることが必要である（図 2.4.5）。 

 

① 張り床板の裏面に仕込む断熱材は通気性の高い繊維系断熱材等を使用する。床板と断熱材

の間に水蒸気気粒子（10 万分の 4 ㎜）が浸入する事は避けられない事から、水湿分を速や

かに床下空間へ換気することが必要である。 

②透湿抵抗値の高い発泡系断熱材等を使用する場合は、はめ込む大引や土台と発泡系断熱版の

接線にアルミ箔テープ等で目張りを施し、断熱材と床板の間に水蒸気が浸入し難い閉塞・気

密処理を施す。 

③大引や断熱材を含む床組裏面全体に気密処理を施す。（現場施工では難しく工場製作による床

版のパネル化などの仕様設計が必要） 
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④床下を開放できる床下点検口等の開口部をできる限り多く設置する。（施工中に起き易い床下

の水蒸気飽和を抑制する為、工事中の排湿口として利用する。） 

 

 
図 2.4.5 床裏結露対策例 

 

  

写真 2.4.3 結露の事例 

 

※根太を介して床板を張る場合は隙間が多く、水蒸気が滞留し難く飽和状態になりにくい為結

露に至る事は少ないが、床板を直張りする場合には防露対策が必要 

※ユニットバス上部の区画壁や階段まわり及び和室と押入れ・床の間まわりの気流抜けに注意

が必要 

 

2.4.3 基礎断熱 

基礎断熱工法においては、図 2.4.6、図 2.4.7、図 2.4.8 に示す様なシロアリに対する劣化リスク対

策が必要。 

1）外張断熱方式 

 

図 2.4.6 外張断熱方式基礎断熱における木部湿潤防止及び防蟻措置例 
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2）内張断熱方式 

 

図 2.4.7 内張断熱方式基礎断熱における木部湿潤防止及び防蟻措置例 

 

3）スカート断熱方式（凍結深度 50 ㎝～120ｃｍの範囲の地域における基礎断熱工法） 

床下土間をコンクリート防湿とする場合は土間下にスカート断熱を打設する仕様もある。 

 

図 2.4.8 スカート断熱方式基礎断熱における木部湿潤防止及び防蟻措置例 

※スカート断熱については北海道立北方建築総合研究所編「スカート断熱工法 設計･施工マニ

ュアル」を参照 

 

・発泡系断熱材は型枠に仕込み打設する。（後張りは団子貼りとせず全面圧着貼りとする） 

・外張断熱の場合は発泡系断熱材を二重張り又は本実継ぎとし継手の熱橋を防ぐ。 

・外張断熱の場合は地面に接する発泡系断熱材を土壌に露呈させてはならない。 

・内張断熱の場合はシロアリの侵入による食害遡上を防ぐため発泡系断熱材の下端はコンクリ

ートの打継部から隔離する。 

・内張断熱の場合は基礎天端の熱橋部の断熱被覆は木部の拡散放湿を妨げ湿潤する事を防ぐ為

全床下側側面を発泡系断熱材等で閉塞してはならない。 

・土台と基礎の間に敷設する気密材にはシール材を保護するための耐圧版を付帯させる。 

・基礎埋設の建築金物（AB・HD 金物等）の壁体内の露出部分は断熱被覆措置を講じる。 
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引用文献 

1）日本住宅・木材技術センター機関誌 平成 14 年 5 月号&7 月号「キソパッキング工法の軌跡」 

2）日本住宅・木材技術センター編 木造住宅合理化認定システム「梗概集」 

3）米国建設技術規準ＩＢＣ ｢SECTION-1203 VENTILATION｣ 1203.3 Under₋floor ventiration  

ＩＲＣ ｢SECTION-R408UNDER FLOOR SPACE｣ R408.1 Ventilation 床下面積比開口面積 

参考資料：住宅金融支援機構 木造住宅工事仕様書技術基準対応解説付 3.3 基礎工事 3.3.10 床下換

気 同施工方法 

 

2.5 外周基礎と外構施設の納め方 

 住宅の外回りに必ず附帯する玄関ポーチや勝手口踏み台あるいはカーポートや犬走りなど、

基礎に接して設けられるこれらの施設が災いして、べた基礎との納め方により劣化リスクを高

める原因となっている事が少なくない。 

 その理由は、外周基礎の仕上げや内土間天端と外構施設との納まり関係に因る場合が多い。従

来から、外周に附帯するコンクリート土間が基礎と一体化しておらず、竣工後の早い時期に基礎

との界接面が剥離し一般的なべた基礎の打ち継ぎ部分から雨水が浸水し、床下や躯体脚部の木

部を湿潤させている事が多くみられる。 

 

2.5.1 犬走り等ポーチ土間と基礎の取合い部 

 

① 般的な外構土間       ②基礎と一体化した外構土間    ③基礎と分離した外構土間 

図 2.5.1 雨水浸入に対する外構土間の造り方例 

従来の外構土間の造り方（図 2.5.1）は基礎と配筋により一体化された施工は少なく（写真 2.5.1）、

竣工後の早い期間に基礎との接点が剥離し、べた基礎の打継部分から雨水やシロアリが床下側

に入り込む原因となっている。給湯器基礎や土間テラスなども同様の状態となる。 

  

写真 2.5.1 基礎と分離した外構土間 
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2.5.2 玄関ポーチ及び勝手口踏み台との納まり 

 長期優良住宅においては出入口アプローチのバリアフリー対応として、居住者の高齢化に備

え屋内外の歩行面の段差を 180 ㎜以下に抑える事が一般的であり、その為玄関や勝手口踏み台

などの土間の嵩上に盛り土が使われることもある。 

また、多くの場合玄関ポーチや踏込の土間は無筋で周囲の基礎と一体化されず、嵩上用の土砂も

外部土壌と繋がった状態或は建物の外郭にあたる出入り口建具の下の基礎とも配筋等で一体化

されている状態は少ない（図 2.5.2、図 2.5.3、写真 2.5.2）。 

打放し状態の基礎立ち上りの打継部分からシロアリが床下側に侵入し、上部構造木部の食害と

いった劣化リスクを高める。（シロアリ侵入の 80％以上が玄関及び勝手口土間部分） 

 その為の防蟻措置として、 

・外周基礎は打継部を含め全ての外面を地盤面下迄モルタル等で充填・仕上げ塗りを施す。 

・玄関内土間の嵩上用の土砂は外部土壌と隔絶する。（内土間下に無筋コンクリートを打設） 

・玄関ポーチや勝手口踏み台などの土間を基礎と配筋により一体化させる。（剥離防止） 

・外周基礎とポーチや踏み台等の外部土間は遮断溝等で隔離する。（100 ㎜以上） 

・基礎底盤と立上り部を段型打継若しくは止水板等を打込み遮断措置を施す。 

 

1）玄関アプローチと内土間 

 

図 2.5.2 玄関土間下からのシロアリ侵入路（左）、玄関土間下からのシロアリの侵入防止策（右） 

 

     

写真 2.5.2 玄関遮断溝の事例  打継止水板の事例  勝手口踏み台の隔離事例 

※シロアリが忌避する太陽光や紫外線、通気気流の性質を利用した防蟻策を講じた例 

 

 



第Ⅺ章 推奨納まり図（案） 

 第Ⅺ章－36 

2）勝手口の踏み台部分の侵入路 

 

図 2.5.3 勝手口踏み台部分からのシロアリ侵入路、踏み台部分からのシロアリ侵入防止策案 

※シロアリは生成した蟻道が雨水に曝されるなど覆土が水で滲潤する状態を忌避する性質があるた

め、基礎と踏み台の間に風が通り雨水が流れ込み易い隔離された空間を設ける事が防蟻に有効。 

 

引用文献 

1）京都大学 生存圏研究所 DOL/LSF H19 年度全国共同利用研究｢日本産地下シロアリの行動に

及ぼす気流の影響」 

2）京都大学 生存圏研究所 DOL/LSF H21 年度全国共同利用研究｢ねこ部材による床下環境の改

善とその防蟻性能」 

 

 木造住宅における劣化リスクは、設計者や・施工管理においてシロアリの生態や行動に関する

知見が十分ではなく、地盤面から 1ｍ以内の木部の防腐防蟻措置や床下土間の土壌防蟻措置に従

来から薬剤による処理やべた基礎にさえしておけばよいという概念が一般的な措置とされてい

る。しかし、長期に亘る木造住宅の劣化リスクの低減措置としては建物本体の構造構成だけでは

なく、外周脚部に関わる浸水防止やシロアリの侵入を制御する上で外構施設の設置についても

大きな関わりがある事を認識すべきである。特に脚部関連の施工については、従来から見落とさ

れてきた劣化リスクに関る外構施設と脚部構造の納め方について、以下の実例写真に示すよう

な「見逃してはならない状態」に対する注意と是正対策が必要である（写真 2.5.3、写真 2.5.4、

写真 2.5.5）。 

 

    

玄関建具下の不具合 勝手口建具下の不具合 勝手口ポーチの不具合 玄関ポーチの不具合 

写真 2.5.3 外構施設と脚部構造の納め方事例 

建具下の土間が基礎と分離 

建具下の土間が基礎と分離 

 

踏み台が土台に被さっている 水切りが土間で閉塞状態 
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勝手口踏み台の不具合  玄関ポーチ土間の不具合    バリアフリーポーチの不具合 

写真 2.5.4 外構施設と脚部構造の納め方事例 

 

        

ポーチと内土間を基礎と一体化  外部土間と基礎を隔離   基礎と一体化した犬走り 

写真 2.5.5 玄関周りや犬走りなどの外構施設の防蟻対策の事例 

 

2.5.3 基礎構造と外部植栽等の関係  

 シロアリの侵入や床下への浸水には、建物の外皮脚部に設置するガーデニングや植栽用の花

壇などが関わる場合（写真 2.5.6）も少なくない。 

 基礎に添わせて設置する花壇や常緑の灌木などは、床下換気の障害となり植栽用の土砂が、べ

た基礎立ち上りに被さった状態にすると打継部分から雨水伝水による床下への浸水やシロアリ

の侵入による蟻害の発見を遅らせる等の原因となる（図 2.5.4）。 

  

写真 2.5.6 外皮脚部の基礎に接する植栽花壇の事例  図 2.5.4 外皮脚部の浸水とシロアリの侵入 

※建物外部の造園や花壇の植栽は、建物外周の脚部の状況が確認できるよう注意が必要 

※建物外周に接した植栽用の土壌は建物の床下土間の高さと同等以下とする 

※造園植栽は建物の外周脚部を目視点検できるよう空間を確保する 

水切り下端が閉塞状態 

土間が水切りに被さっている 
            スロープ 

土間が水切りや土台に被さっている 

基礎と一体の犬走り 

基礎     ポーチ土間 

       遮断溝 

 

土間に配筋し基礎と一体で打設 

        踏込土間 

 

  ポーチ土間 
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3．部位別推奨納まり図 

※本項については、□枠内が推奨の納まり図、他は解説図とする。 

3.1 開口部取合い部 

3.1.1 開口部まわりの防水紙施工 

外壁開口部からの雨水の浸入を防ぐため、窓台には先張り防水シートを張ることを推奨する。

先張り防水シートは、サッシを取り付ける前に施工を行う。 

 

1）先張り防水シートを用いた施工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図 3.1.1 窓台と柱部用の先張り防水シートを用いた施工例 

a） 伸張性片面粘着防水テープを用いた例 

① 

③ 

b） 角部防水部材を用いた例 

② 
推奨 
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図 3.1.3 先張り防水シートと両面粘着防水テープの施工例 

  

図 3.1.2 窓台と柱部用のサッシ枠角部防水役物を用いた施工例 

① ② 

推奨 

推奨 
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図 3.1.4 サッシ枠くぎ打ちフィンへの両面粘着防水テープの張り方例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3.1.1 サッシの上枠くぎ打ちフィンの防水シーラー段差部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.5 透湿防水シートの張り方例 

 

防水シーラーの段差部 

推奨 

推奨 
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先張り防水シートは、窓台用の先張り防水シートに切り込みを入れて窓台側へ折り込む。同

様に柱部用の先張り防水シートに切り込みを入れて屋内側へ折り込む。窓台と柱の入隅部に伸

張性片面粘着防水テープを用いて、雨水の浸入口ができないように入念に塞ぐ。柱部の先張り

防水シートの上部は、片面粘着防水テープを張る（図 3.1.1）。先張り防水シートの代わりにサ

ッシ枠角部防水役物等を用いて、止水処理を施すこともできる。部材製造所の施工方法に基づ

いて施工することとする（図 3.1.2）。 

サッシを取り付けた後に両面粘着防水テープをサッシの両たて枠と上枠に張る。両面粘着防

水テープは 50mm 幅以上を用いる。テープを張る順序は、サッシのたて枠、上枠の順とする。

たて枠の両面粘着防水テープの上端が上枠の上部を突き抜けないように張る（図 3.1.3）。サッ

シの上枠くぎ打ちフィンの両面粘着防水テープ張りの位置は、部材製造所の施工方法に基づい

て施工することとする（図 3.1.4）。 

一定以上の風雨条件（外気と壁体内の差圧が 300Pa 程度）によりサッシ枠くぎ打ちフィンか

らの逆流が想定される場合、その負荷が生じる条件によっては、最初にサッシの下枠くぎ打ち

フィンに先張り防水シートに掛けて片面粘着防水テープを張り、次に両面粘着防水テープを両

たて枠、上枠の順に張る。 

両面粘着防水テープは、専用ローラー、ヘラ等を用いてしっかりと押さえ、特にくぎ打ち

部、サッシのフィン継目の防水シーラー段差部（写真 3.1.1）は、水みちになり易いので強く押

さえて施工する。 

透湿防水シートは、先張り防水シートの下に差し込んで張る。両面粘着防水テープの剥離紙

を取り除きながら浮きやしわが生じないように透湿防水シートを張り、専用ローラー、ヘラ等

を用いてしっかりと押さえる。特に両面粘着防水テープの重ね部は強く押さえて施工する（図

3.1.5）。 

 

2）透湿防水シートによる先張り施工（参考例） 

米国では 3ｍ幅の透湿防水シートを用いて、開口部全体を透湿防水シートで先張りする方法

もある。参考例として合板下地に 1ｍ幅の透湿防水シートを横張りにする先張り施工について

記載する。  

透湿防水シート使用実績を長く持つ米国内では、開口部まわりの透湿防水シート施工方法と

して最も一般的なものは、外部建具取り付け前に透湿防水シートが施工されることである（引

用文献：海外における開口部透湿防水シートの施工事例）。この開口部まわりにおいては、海外

での施工事例を基に透湿防水シート先張り施工の参考事例としてまとめた。 
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① 

② 

図 3.1.7 透湿防水シートによる先張り施工手順例② 

図 3.1.6 透湿防水シートによる先張り施工手順例① 

推奨 

推奨 
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③ 

④ 

図 3.1.8 透湿防水シートによる先張り施工手順例③ 

図 3.1.9 透湿防水シートによる先張り施工手順例④ 

推奨 

推奨 
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a.開口部周辺への透湿防水シート張り 

開口部周辺へ透湿防水シートを張り、図のラインに沿った形でシートをカットし、室内側へ折

り込む。開口上部のみ外側へたくし上げる（図 3.1.6）。 

b.開口部下枠の止水 

開口部下枠両端に水切り防水シートまたは伸張性片面粘着防水テープを張る（図 3.1.7）。 

c.サッシ枠の取り付け   

サッシ枠を取り付ける（図 3.1.8）。 

d.片面粘着防水テープ張り付け（その 1） 

サッシ枠くぎ打ちフィンの両たて枠、上枠の順序で片面粘着防水テープを張る。片面粘着防水

テープは、サッシ枠くぎ打ちフィンと透湿防水シートに半分ずつ掛かるように張る。たくし上

げた開口上部の透湿防水シートを元の位置に下げる（図 3.1.9）。 

e.片面粘着防水テープ張り付け（その 2） 

開口部上部の下げた透湿防水シート両端を片面粘着防水テープでおさえる（図 3.1.10）。 

f.透湿防水シート張り 

残りの外壁下地部分に透湿防水シートを張り上げる。 

 

引用文献 

1）E.I. DuPont de Nemours and Company：海外における開口部透湿防水シートの工事例，2011  

  

⑤ 

図 3.1.10 透湿防水紙による先張り施工手順例⑤ 

推奨 
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3.1.2 小径貫通部まわりの納まり 

推奨施工例として、パイプ受けあるいは下地面材の施工を行い、透湿防水シートを張る。そ

の後、配管、配線と透湿防水シートの取合いの施工を行う。 

 

1）配管の下地施工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壁貫通部は防水テープの圧着が可能な下地が必要である。下地となる構造用面材がない場合

は、最初にパイプ受けあるいは面材を施工する。パイプ受けは、製造所の施工方法に基づいて

柱、間柱間に固定する。下地面材は柱、間柱間に施工する。接続パイプの勾配を考慮して、内

側の室内側用パイプ受けの位置を決め取り付ける（図 3.1.11）。 

 

2）配管、配線など貫通部の透湿防水シートの施工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

透湿防水シートは、円切カッター（コンパスカッター）などを用いて、配管や配線の外径に

合わせて切り抜いてから張る（図 3.1.12）。 

図 3.1.11 配管の下地施工例 

パイプ受け例 面材の例 

図 3.1.12 透湿防水シートの施工例 

配管の例 配線の例 

推奨 

推奨 
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3）配管などの貫通部に伸張性片面粘着防水テープを用いた施工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伸張性片面粘着防水テープを施工する際、伸張性片面粘着防水テープの幅、長さを施工しや

すい寸法にカットして使用する。また、伸張性片面粘着防水テープは 2 枚またはそれ以上の枚

数を用いると施工しやすい。伸張性片面粘着防水テープは、粘着面を外側に二つ折りにして配

管の下側から巻き付ける。このとき伸張性片面粘着防水テープを伸ばしてはいけない。伸張性

片面粘着防水テープは、透湿防水シートにしわが入らないように伸ばしながら張り付ける。防

水テープ製造所が指定する施工方法や伸び率を遵守すること。ローラーやヘラなどを用いて、

水みちとなる隙間が出来ないように入念に圧着する。配管上部も同様に施工し、上側の伸張性

片面粘着防水テープが下側の伸張性片面粘着防水テープに被さるように張る（図 3.1.13）。 

シーリング材は、透湿防水シートから剥がれる場合があるため使用しない。 

 

4）配管などの貫通部にパイプ用防水部材を用いた施工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② ③ 

図 3.1.13 伸張性防水テープを用いた施工手順例 

図 3.1.14 パイプ用防水部材を用いた施工手順例 

② ③ ① 推奨 

推奨 
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パイプ用防水部材は、パイプ径に合ったものを製造所の施工方法に基づいて、防水部材と片

面粘着防水テープを施工する。パイプ用部材は中央の穴を配管に差し込み、中央の穴を広げな

がら透湿防水シート表面まで押し込む。配管とパイプ用防水部材の取合い部は、防水テープ製

造所の仕様に従い片面粘着防水テープを張る。配管用防水部材のまわりは、片面粘着防水テー

プを両横、上部の順に張る（図 3.1.14）。 

 

5）配線などの貫通部の施工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可とう管などによる配線貫通部は、一つの穴に対し配線 1 本とする。伸張性片面粘着防水テ

ープを施工する際、伸張性片面粘着防水テープの幅、長さを施工しやすい寸法にカットして使

用する。また、伸張性片面粘着防水テープは 2 枚またはそれ以上の枚数を用いると施工しやす

い。伸張性片面粘着防水テープは、粘着面を外側に二つ折りにして配管の下側から巻き付け

る。このとき伸張性片面粘着防水テープを伸ばしてはいけない。伸張性片面粘着防水テープ

は、透湿防水シートにしわが入らないように伸ばしながら張り付ける。防水テープ製造所が指

定する施工方法や伸び率を順守すること。ローラーやヘラなどを用いて、水みちとなる隙間が

出来ないように入念に圧着する。配線の上部も同様に施工し、上側の伸張性片面粘着防水テー

プが下側の伸張性片面粘着防水テープに被さるように張る（図 3.1.15）。 

シーリング材は、透湿防水シートから剥がれる場合があるため使用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.15 配線の施工手順例 

① ② 推奨 
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3.1.3 壁内浸入水の排水処理を考慮した建具上枠部納まり 

本共同研究では、壁体内に浸入した水を排水するため、表 3.1.1 に示した機能を備えた水抜き

部材を考案した（図 3.1.16）。参考として、水抜き部材を用いた建具上枠部納まりを図 3.1.17、

図 3.1.18、図 3.1.19、図 3.1.20 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.1.16 水抜き部材例 

推奨 

（1）開口部上方に浸入した水をすべて水受け部材で受ける。 

（2）水受け部材の幅をサッシの幅より大きくし、オーバーフローした水がサッシの 

たて枠を水が伝わらないようにする（サッシ下枠からの浸入を防止）。 

（3）サッシ上のシーリングバックアップ材も兼用する。 

（4）水受け部材の排水口に逆流防止機能を有する。 

（5）水受け部材の排水口付近に暴風雨時の勢いを弱める機能を有する。 

（6）部材をオーバーフローした際にも排水が壁等を伝わらない機能を有する。 

（7）複雑な施工や特殊な技量を要しない納まりとする。 

表 3.1.1 水抜き部材の機能 
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図 3.1.17 水抜き部材納まり例 

図 3.1.19 水抜き部材設置例② 

図 3.1.18 水抜き部材設置例① 

推奨 

推奨 

推奨 
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水抜き部材は、サッシの幅より 20mm 程度大きいシーリングバックアップ部を備えたものを

使用する。水受け部の幅は、胴縁の厚さあるいは胴縁の厚さとスペーサーを加えた厚さとする

（図 3.1.17）。 

最初にサッシ枠を取り付け、専用くぎで固定する。開口部上部に両面粘着防水テープで先張

り透湿防水シートとサッシ枠くぎ打ちフィンと一体化させる（図 3.1.18）。水抜き部材排水口を

設置するサッシ上枠上面に発泡シール材（1.5mm 厚）を張り止水を行う。サッシ枠上部に水抜

き部材をくぎで固定する。両面粘着防水テープで透湿防水シートと水抜き部材及びサッシ枠く

ぎ打ちフィンとを一体化させる（図 3.1.19）。サッシたて枠、下枠には片ハットジョイナー等を

用いて、シーリングのバックアップ材を施工する。外壁材は、胴縁を施工した後、壁体内に浸

入した外壁裏面を伝う水を水抜き部材へ誘導し、外部へ排水させるように施工する（図

3.1.20）。シーリングは外壁材小口に専用のプライマーを塗布し、水抜き部材の排水口を塞がな

いよう開口部周辺に施工する。 

この水抜き部材を採用することで、サッシまわりの漏水事故の防止や他の部位から浸入した

水による不具合の軽減が期待される。 

 

引用文献 

1）北野公一：木造住宅の耐久性向上に関わる建物外皮の構造・仕様とその評価に関する研究 

外壁開口部上部目地の水処理構造の提案，日本建築学会大会学術講演梗概集（近畿），2014.9 

 

図 3.1.20 水抜き部材設置例③ 

 

推奨 
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3.2 屋根取合い部 

3.2.1 軒裏と外壁の取合い部 

軒裏と外壁の隙間から雨水が吹き込んでも（2.2.1 軒裏と外壁の取合い部）、壁内や室内に浸

入しないように以下の防水処理を行い、通気層からの排水を推奨する。 

軒の出寸法が十分にある場合の透湿防水シートの施工は、軒天井、外壁材のどちらを先に施

工するかに関係なく、透湿防水シートは垂木下端の高さまで施工する。この際、軒裏と外壁と

の取合い部と透湿防水シートの最上部との高さに差があまりない場合、透湿防水シートの上端

に両面粘着防水テープを張って密閉する（図 3.2.1、図 3.2.2、図 3.2. 3）。 

図 3.2.1 透湿防水シートの施工例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.2 透湿防水シートの施工例（外壁材くぎ留め施工後） 

推奨 

推奨 
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図 3.2.3 透湿防水シートの施工例（外壁材通気金具留め施工後） 

 

3.2.2 軒の出がない屋根と外壁の取合い部 

軒の出がない屋根（軒ゼロ）と外壁の取合い部分の納まり例を下記に記載する。 

 

1）軒先部 

軒の出がない屋根（軒ゼロ）や屋根断熱、勾配天井等の意匠を意識した住宅の増加により、小

屋裏への給気経路は重要である。軒先部の垂木の一部を切り欠き、野地板と面一になるように換

気部材を納め、昆虫等の侵入を防ぎ、小屋裏への給気口を確保して外気を取り入れる（図 3.2.4）。 

 

 

 

図 3.2.4 軒の出のない納まり例 

 

推奨 

推奨 
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2）妻部（破風あり） 

妻面の通気見切りからの漏水はリスクの高い部位のひとつである。破風等の裏面に防雨型の通

気材を取り付けた場合、妻側漏水事故原因である外壁の水平方向に流れる雨水の雨仕舞と、通気

の両立を図ることができる（図 3.2.5）。 

 

 

図 3.2.5 軒の出のない妻部破風ありの納まり例 

 

3）妻部（破風なし） 

垂木と野地板の間に防雨型通気部材を納めた場合、防水性を保ちつつ小屋裏へ通気させる事が

できる。外壁に通気の為の出口を設けないため、雨水浸入リスクを軽減させることができる（図

3.2.6）。 

 

 

図 3.2.6 軒の出のない妻部破風なしの納まり例 

推奨 

推奨 



第Ⅺ章 推奨納まり図（案） 

 第Ⅺ章－54 

4）片流れ棟部 

  小屋裏換気と片流れ屋根棟頂部の雨仕舞の二つの機能を有し、小屋裏換気を効率よく確保す

ることが可能である。特に、透湿防水シートの施工方法では、赤線のように水上側棟頂部裏側方

向に張り上げておくことが重要である（図 3.2.7）。 

 

 

図 3.2.7 片流れ屋根棟頂部納まり例 

 

3.2.3 パラペット付き勾配屋根部  

 パラペット内部に滞留する熱気をパラペットの通気層に排出し、パラペット棟頂部から防雨型

の換気部材を用いて熱気を排出する。また、屋根の水上側に換気部材を用いて小屋裏部分の熱気

を排出する。屋根断熱の場合、垂木間の連通性が確保できない場合がある為、垂木間ごとに連通

性を確保できるように計画する（図 3.2.8）。 

 

図 3.2.8 パラペット付き屋根で通気・換気を考慮した納まり例 

推奨 

推奨 



第Ⅺ章 推奨納まり図（案） 

 第Ⅺ章－55 

3.2.4 下屋と外壁の取合い部 

1）下葺きの施工 

a.一般部 

外壁と取合う箇所の下葺き材は、外壁側に立ち上げる。 

（1）施工のポイント 1 

外壁に 250 ㎜以上、かつ、雨押え上端より 50 ㎜以上の高さまで立ち上げること（図 3.2.9）。 

下葺き材を立ち上げる範囲に開口部や貫通穴を設けることは、立ち上り高さが不足して強風を

伴う降雨などにより雨水が通気層内を吹きあがり端部より浸入してしまうことや、納まりの不

具合から漏水に至る可能性が高まるので設計上注意すべき部位である。 

 

 

図 3.2.9 立ち上り納まり図 

 

（2）施工のポイント 2 

下葺き材は、下地に密着するよう張り付けること（写真 3.2.1）。 

下葺き材が下地から浮いた状態で張り付けると破断しやすくなるので、下地に密着するよう

に張り付ける必要がある（写真 3.2.2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

浮きが生じていない良い例 

写真 3.2.1 下地に密着して施工した事例 

推奨 



第Ⅺ章 推奨納まり図（案） 

 第Ⅺ章－56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）その他のポイント 

外壁側の立ち上りには、下地があることを確認する。 

下地が無い（写真 3.2.3）と、仮止めのステープルの間隔が広くなり、施工中に風で煽られる

などにより下葺き材が破れてしまう可能性がある。 

 

 

写真 3.2.3 立ち上り下地が無い事例 

 

外壁側の立ち上りは施工後の躯体の動きによって下葺き材の破断が起きやすい。破断が起き

ると破断箇所から雨水が浸入するリスクがある。したがって、建物の構造や気候条件によって

は、増張りを行う場合がある。  

この部分の雨仕舞は、状況によってまちまちであり、屋根葺材の種類によっても違いがあ

る。 

屋根葺材ごとの納まりについては、各製造所のマニュアルや、建築工事標準仕様書・同解説

JASS12 屋根工事（日本建築学会）などを参考にすること。 

  

浮きが生じている悪い例 

写真 3.2.2 下地から浮いている事例 

 



第Ⅺ章 推奨納まり図（案） 

 第Ⅺ章－57 

（4）施工手順例 

上記ポイントを踏まえ、下記に示す手順で下葺き材を施工する（図 3.2.10）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.10 下屋と外壁の取合い部施工手順例 

外壁側に下地がある

ことを確認する 

立上り際で折り曲げる 折り目を付ける 

入隅部で浮きがない

こと 

外壁側へ立ち上げる 

① 

② ③ 

④ 

推奨 



第Ⅺ章 推奨納まり図（案） 
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b. 出隅部及び入隅部 

出隅及び入隅は、下葺き材を切るまたは折るなどして納めなければならず、不具合が生じやす

い。特に切って納める場合は、角部にピンホールが生じてしまうため、そこの防水処理が重要

である。 

 

出隅                       入隅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）施工のポイント 1【出隅部の場合】（図 3.2.11） 

①出隅角部より水下側から張り、出隅角部より水下側の下葺き材は、出隅角部を起点に水上側

に向かって切り込みを入れる。 

②続いて出隅角部を覆うように伸張性防水テープを張り、下地になじむように転圧ローラーな

どを用いてしっかりと押さえる。 

③出隅角部より水上側の下葺き材は、出隅角部を起点に水下側に切り込みを入れ納める。 

（2）施工のポイント 2【入隅部の場合】（図 3.2.12） 

立ち上げた下葺き材を袋状（八千代折りという）にし、入隅角部に穴が開かないようにする。 

（3）不具合事例 

①出隅部の下葺き材に発生したピンホールが未処理（写真 3.2.4、写真 3.2.5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真 3.2.4 出隅部ピンホールの事例 写真 3.2.5 出隅部ピンホールの事例拡大 

図 3.2.11 出隅部下葺き材納まり例 図 3.2.12 入隅部下葺き材納まり例 

推奨 推奨 



第Ⅺ章 推奨納まり図（案） 

 第Ⅺ章－59 

 

② 隅部で下葺き材が不連続（写真 3.2.6） 

   

写真 3.2.6 出隅部の下葺き材不連続事例 

 

③ 隅部でピンホール処理の際、防水テープが浮いた状態（写真 3.2.7） 

 

写真 3.2.7 出隅部の防水テープ浮き事例 

 

④ 隅部で、下葺き材を切り込んで納めたが、テープによる処理がされていない（写真

3.2.8） 

 

写真 3.2.8 入隅部のテープ無処理事例 



第Ⅺ章 推奨納まり図（案） 

 第Ⅺ章－60 

⑤ 隅部で、下葺き材を切り込んで納めた後、テープにより処理したが、テープに浮きが

生じている（写真 3.2.9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）出隅部の施工手順例 

前記の施工ポイントを踏まえ、下記に示す手順で下葺き材を施工する（図 3.2.13）。 

 

①水下側の下葺き材施工          ②防水テープ施工 

 

 

 

 

 

 

 

 

③水上側の下葺き材施工          ④完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.13 出隅部施工手順例 

 

テープにしわ 

水みちになる 

カット 

写真 3.2.9 入隅部のテープ浮き事例 

推奨 



第Ⅺ章 推奨納まり図（案） 

 第Ⅺ章－61 

（5）入隅部の施工手順例 

前記の施工ポイントを踏まえ、下記に示す手順で下葺き材を施工する（図 3.2.14）。 

 

①入隅に合わせて折り目を付ける    ②完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）雨押えの施工 

a.壁取合い部の施工（桁方向）（図 3.2.15） 

（1）施工のポイント１ 

   壁面の下葺き材を壁面に 200mm 以上立ち上げる。 

（2）施工のポイント 2 

  壁際の屋根材の働き寸法などの施工方法は製造所の指示に従う。 

（3）施工のポイント 3 

   笠木は 18×90 を使用し 500mm 以下の間隔で必ず垂木に固定する。 

（4）施工のポイント 4 

   笠木際には、シーリングを施す。※1 シーリング 

（5）施工のポイント 5 

   雨押えは役物固定用釘を使用して、横から 455mm 以下の間隔で笠木に固定する。 

（6）施工のポイント 6 

   雨押えのジョイントは 50mm 以上重ね、重なり部にシーリングを施す。  

八千代折り

切らずに折る 

図 3.2.14 入隅部施工手順例 

推奨 



第Ⅺ章 推奨納まり図（案） 

 第Ⅺ章－62 

 
図 3.2.15 雨押えの施工（桁方向） 

 

b.壁取合い部の施工（流れ方向）（図 3.2.16） 

（1）施工のポイント１ 

   壁面の下葺き材を壁面に 200mm 以上立ち上げる。 

（2）施工のポイント 2 

   壁面に沿って受け残を取り付け、捨板水切を固定する。 

（3）施工のポイント 3 

捨板水切の立上り部分に役物固定釘で 455mm 以下の間隔で固定する。捨板水切は 50mm 以

上重ねて施工する。 

（4）施工のポイント 4 

笠木を捨板水切の段の部分に笠木固定用釘を使用して、500mm 以下の間隔で固定する。 

（5）施工のポイント 5 

   笠木際には、シーリングを施す。※1 シーリング 

（6）施工のポイント 6 

   雨押えは役物固定用釘を使用して、横から 455mm 以下の間隔で笠木に固定する。 

（7）施工のポイント 7 

雨押えのジョイントは 50mm 以上重ね、重なり部にシーリングを施す。 

推奨 



第Ⅺ章 推奨納まり図（案） 

 第Ⅺ章－63 

 

図 3.2.16 雨押えの施工（流れ方向） 

 

 

3）雨押えと透湿防水シートの取合い部 

雨押えと透湿防水シートとの取り合い部分には、屋根に直接降りかかる雨水、外壁を伝わって流れ

落ちる雨水、屋根面から跳ね返る雨水等、比較的大量の雨水が回り込みやすい傾向があり、雨水が浸

入しやすい弱点箇所である。 

 

a.施工のポイント 

雨押え板金等は先張り防水シートと同様に先行して施工する。 

透湿防水シートは、雨押え板金等及び先張り防水シートの上に被さるように施工して、雨水や結露水

等が壁体内へ浸入しないように施工すること（図 3.2.17）。 

推奨 
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 第Ⅺ章－64 

 

図 3.2.17 雨押えと透湿防水シートの取合い部 

 

 b.不具合事例 

先張り防水シートに、透湿防水シートが、完全に上から被さるように施工される（図 3.2.18）。先張

り防水シートと雨押え板金等の間に入るように透湿防水シートが施工される（図 3.2.19）。 

 

図 3.2.18 不具合事例① 

 

推奨 



第Ⅺ章 推奨納まり図（案） 

 第Ⅺ章－65 

 

図 3.2.19 不具合事例② 

 

c.施工手順 

先張り防水シートや板金を先行して施工する。後から透湿防水シートを 

下に差し込めるよう固定位置を考慮し施工する（図 3.2.20）。 

 

 

図 3.2.20  施工手順例① 

 

推奨 



第Ⅺ章 推奨納まり図（案） 

 第Ⅺ章－66 

 次に雨水や結露水が壁体内へ浸入しないよう、上下の位置を考慮し、透湿防水シートを施工する 

（図 3.2.21）。 

 

 

図 3.2.21  施工手順例② 

  

推奨 



第Ⅺ章 推奨納まり図（案） 

 第Ⅺ章－67 

4）雨押えと外壁の取合い部 

雨押えと外壁材の取合い部は、通気層内への空気の取り入れ、毛細管現象の防止、雨水や結露水

の排出を考慮した納まりとする（図 3.2.22、図 3.2.23、図 3.2.24、図 3.2.25、図 3.2.26、図 3.2.27）。 

下ぶき材は 250mm 以上（屋根材製造所の仕様に従うこと）立ち上げて張り上げる。また、雨押

えの立ち上げは 120mm 以上（屋根材製造所の仕様に従うこと）とする。 

透湿防水シートを張る場合には、透湿防水シートの下端は両面粘着防水テープ等を用いて、雨押

えと透湿防水シートを密着させる。次に通気胴縁などの下地材を取り付ける。サイディングの留め

付け方が金具留めの場合、必要に応じて張り始めの下端にスペーサーを取り付ける。張り始めのサ

イディングは雨押えとの隙間を 10～15 ㎜程度あける。サイディングの切断小口面には、外壁材製造

所の仕様に基づき防水シーラーを塗布するなど処置を行う（図 3.2.22）。 

 

 

 

図 3.2.22 雨押えと外壁材の取合い（桁方向） 

  

推奨 
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 第Ⅺ章－68 

 

 

図 3.2.23 雨押えと外壁材の取合い部施工例（桁方向） 

 

 

 

図 3.2.24 雨押えと外壁材の取合い部施工例（桁方向） 

  

推奨 

推奨 



第Ⅺ章 推奨納まり図（案） 

 第Ⅺ章－69 

 

 

図 3.2.25 雨押えと外壁材の取合い（流れ方向） 

 

 

 

 

図 3.2.26 雨押えと外壁材の取合い部施工例（流れ方向） 

 

推奨 

推奨 
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 第Ⅺ章－70 

 

 

 

図 3.2.27 雨押えと外壁材の取合い部施工例（流れ方向） 

 

5）雨押え換気 

雨押え換気口の推奨納まりを図 3.2.28 に示す。 

a.必要な換気経路、換気面積を確保することと、雨水の浸入防止に留意すること。 

（1）設計施工のポイント１ 

必要な換気面積に応じ野地板を開口する。（換気部材製造所の指定がある場合はその指定に従

う） 

（2）設計施工のポイント２ 

換気部材や屋根材のすき間から浸入した雨水を野地板開口へ浸入させないため、捨水切を取り

付ける。 

（3）設計施工のポイント３ 

換気部材を固定するビス部からの雨水の浸入を防ぐため、換気部材と屋根材の間に補助シート

を設置する。 

  

推奨 
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 第Ⅺ章－71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.28 雨押え換気口のポイント 

 

また、雨押え換気口の推奨納まり図例を図 3.2.29 に記載する。 

北側斜線制限により、北側に下屋を設けることが多い。北側の下屋部には、浴室・キッチン等の

湿気の排出源が集中するケースが多く、その上、日当たりや通風が悪く、劣化リスクの高い部位

でもある。雨押え換気口により、小屋裏の換気と雨仕舞の二つの機能を有し、湿気が滞留し易い

下屋の小屋裏換気を効率的に取ることができる。 

 

 

 

１．野地板開口 

２．捨水切の取付 

３．ビス、補助シート、換気部材の取付 

４．納まり図 

推奨 
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図 3.2.29 下屋と壁の取合い部の納まり例 

 

6）壁止まり軒部 

屋根（軒先）と外壁の取合い部は、屋根と外壁からの雨水が集まるため、雨漏りリスクが高

い部位である。特に通気構法の場合、通気層に雨水が浸入した際、二次防水層に不連続部分が

あると、雨漏りが発生する。その為、以下の 2 つが重要なポイントとなる。 

・二次防水層の連続性が確保されていること。 

・通気層内への雨水の浸入を軽減すること。（雨仕舞の良い納まり） 

 

a．施工のポイント（先張り防水シート） 

屋根面の下葺き材施工に先立ち、壁面に下葺き材を先張り（以降、先張り防水シートと呼ぶ）

する（図 3.2.30）。 

先張り防水シートは、アスファルトルーフィング工業会規格「改質アスファルトルーフィング

下葺き材 ARK-04s」と同等以上の防水性能を有するものとする。 

先張り防水シート施工に先立ち、当該部位に下地があることを確認する。 

先張り防水シートは、野地板と外壁下地の間に差し込み、上部をステープルで留め付ける。下

端は、外壁の防水紙施工時に差し込めるよう、留め付けない。 

先張り防水シートは地面と平行に張る。 

 

推奨 
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 第Ⅺ章－73 

 

図 3.2.30 先張り防水シートの納まり例 

 

b．施工のポイント 2（防水紙の施工）  

先張り防水シートより下側に張る防水紙は、先張り防水シートの下端に差し込み 90 ㎜以上重ね

る（図 3.2.31）。 

上側に張る防水紙は、先張り防水シートの上に 90 ㎜以上重ねる。 

なお、先張り防水シートと防水紙との左右の重なりは 150mm 以上とする。 

 

 

 

 

図 3.2.31 先張り防水シートに対する防水紙の施工手順例 

 

 

c. 施工のポイント 3（壁止まり役物） 

屋根面に下葺き材を施工したのち、軒先と外壁が接する箇所に壁止まり役物を設置する。 

壁止まり役物は、溝付タイプを推奨する（図 3.2.32）。 

  

防水紙 

90mm以上 

先張り防水シート 
150mm以上 

防 水

先張り防水シート 

90mm以上 

防水紙 

先張り防水シート 

推奨 

推奨 
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外装材と壁止まり役物に生じる隙間は、シーリングを施工するが、雨押えと外装材に生じる隙間

には、シーリングを施工しない（図 3.2.33）。 
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3.2.5 屋根附帯物の配置と納まり 

屋根附帯物（ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ等）の不適切な設置は、雨漏りの恐れが高くるため次の点に注意

する必要がある。 

・屋根附帯物周囲には、水切り等の施工ができる寸法を確保する（図3.2.35）。 

・屋根附帯物の設置位置は、雨水の流れが集中する箇所を避ける（図 3.2.34）。 

 

図 3.2.33 壁止まり役物まわりのシーリングの推奨施工範囲 

図 3.2.32 溝付壁止まり役物例 

推奨 

推奨 
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図 3.2.34 屋根附帯物の好ましくない配置例     図 3.2.35 屋根附帯物の配置例 

 

3.2.6 庇と外壁の取合い部 

1）庇幅 2m 以内の庇と外壁の取合い部 

まず、庇周りの通気層の内側に先張り防水シートを張りあげる。この際、サッシとの取合い

はサッシ枠くぎ打ちフィンと一体化するよう張り下げる。また、腕木がある場合は片面粘着防

水テープを用いて腕木四方と一体化させる（図 3.2.37）。 

次に、庇の下葺き材を外壁側へ 250mm 以上（屋根材製造所の仕様に従うこと）立ち上げて

張り上げる（図 3.2.38）。また、屋根板金の立ち上げは 120mm 以上（屋根材製造所の仕様に従

うこと）とする（図 3.2.39）。先張り防水シートと外壁の透湿防水シートとの左右の重なりは

150mm 以上確保する。外壁と庇との取合い部は 10mm 程度の隙間を空け、シーリング材でシー

ルする（図 3.2.42）。 

  

図 3.2.36 庇と外壁の取合い部納まり例 

推奨 

推奨 
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図 3.2.37 庇の施工手順例① 

図 3.2.38 庇の施工手順例② 

腕木のない場合 

腕木のある場合 

推奨 

推奨 
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図 3.2.39 庇と外壁の取合い部施工手順例① 

図 3.2.40 庇と外壁の取合い部施工手順例② 

推奨 

推奨 
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図 3.2.41 庇と外壁の取合い部施工手順例③ 

図 3.2.42 庇と外壁の取合い部施工手順例④ 

推奨 

推奨 
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2）庇幅 2m を超える庇と外壁の取合い部 

まず、庇周りの通気層の内側に先張り防水シートを張りあげる。この際、サッシとの取合い

はサッシ枠くぎ打ちフィンと一体化するよう張り下げ、庇と外壁が取合う場合は折り返す。ま

た、腕木がある場合は片面粘着防水テープを用いて腕木四方と一体化する。 

次に、庇の下ぶき材を外壁側へ 250mm 以上（屋根材製造所の仕様に従うこと）立ち上げて張

りあげる。また、屋根板金、雨押えの立ちあげは 120mm 以上（屋根材製造所の仕様に従うこ

と）とする。   

庇幅が目安として 2m を超えるものについては、雨押えの施工を行う。雨押え端部は立ち上

げ袋加工を行い、庇屋根面から吹き込んだ雨水の壁内への浸入を防ぐ（図 3.2.43）。雨押え立ち

上げ袋加工の下端は折り曲げ、けらば水切りにかませる（図 3.2.44）。外壁下端と雨押えとの取

合い部は、10～15mm の隙間をあけ、庇両脇の端から 50mm 程度シーリング材を取合い部の奥

まで充てんする（図 3.2.47）。外壁材の下端小口面は外壁材製造所の仕様に従い、防水シーラー

等を塗布する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.43 庇幅 2m を超える庇と外壁の取合い部納まり断面例（参考） 

推奨 



第Ⅺ章 推奨納まり図（案） 

 第Ⅺ章－80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3.2.45 庇幅 2m を超える庇と外壁の取合い部施工手順例②（参考） 

図 3.2.44 庇幅 2m を超える庇と外壁の取合い部施工手順例①（参考） 

推奨 

推奨 
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図 3.2.47 庇幅 2m を超える庇と外壁の取合い部施工手順例④（参考） 

図 3.2.46 庇幅 2m を超える庇と外壁の取合い部施工手順例③（参考） 

推奨 

推奨 
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3.2.7 好ましくない屋根の納まり、形状 

住宅の外観はデザインの凝ったものが増え、屋根の形も単純な切妻や寄棟といえるものが少

なくなっている。大小の切妻屋根の組み合わせや切妻と寄棟を組み合わせるなど、複雑な屋根形

状の建物が多くなっている。 

屋根形状を複雑にする場合は漏水の危険性が高くなる。複数の屋根を組み合わせることで、雨

水が集まる谷が多くできると長年経過するうちに雨漏りのリスクが高くなる。また、敷地条件に

よっては斜線制限などの規制を受けつつも延床面積をできるだけ広く取りたいという考慮から

建物形状が複雑になる場合も多く、設計の際には、雨水の流れが滞らないよう、且つ流下水が左

右に大きく暴れながら流れないような屋根形状や雨仕舞に必要な納まり寸法が十分確保できる

か考える必要がある（図 3.2.48）。 

図 3.2.48 好ましくない屋根形状の例と改善例 

 

3.3 バルコニー手すり壁 

3.3.1 手すり壁上端部の防水施工 

1）注意すべき点 

手すり壁上端は、笠木や手すりを固定するため、ねじなどの金具等が防水層を貫通すること

も少なくない。また、外壁と手すり壁が取り合う箇所は防水を切り開いて納めるため、角部に

ピンホールが生じる箇所でもある。 

笠木と手すり壁の隙間や、笠木と外壁の取合い部から吹き込む雨水、または、寒冷期など金

属製笠木裏面に生じる結露水など、水の影響を多く受ける部位であり、勾配が設けられていな

いため水が滞留しやすい。 

したがって、この部位（写真 3.3.1）は漏水に備えた止水対策を十分に講じておく必要がある。 
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2）推奨納まり 

通気構法の場合、透湿防水シートを手すり壁の両面に上端に達するまで張り付け、手すり壁

の上面の下地全面には両面粘着防水テープを張り、その上に鞍掛けシートを両面粘着防水テー

プの剥離紙を剥がしながら張り垂らすというのが推奨の納め方である（図 3.3.1）。 

通気構法の場合、壁当たり部やコーナー部でシートの重なりが少なくなるため段差が生じに

くく、次工程の部材の納まりが良好である。 

また、両面粘着防水テープを用いるため、フラット面である上端部にステープルを打たずに

鞍掛けシートを固定することが可能な他、笠木取り付け時の釘やねじ貫通部周囲の止水効果、

穿孔時の木屑がシート裏面に入り込み水みちになることを防ぐ効果もある。 

 

 

 
図 3.3.1 推奨納まり例  

写真 3.3.1 対象部位  

推奨 
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3）推奨材料 

a.鞍掛けシート 

手すり壁上端部は屋根・壁とは異なり、ほとんど勾配がついていないため、雨水が浸入した

際には、そこに滞留して漏水につながる可能性が高い箇所である。 

そのため、屋根下葺材で用いられるアスファルトルーフィング工業会規格「改質アスファル

トルーフィング下葺材 ARK-04s」と同等以上の防水性能を有するものとする。 

 

b.防水テープ 

図 3.3.1 は、手すり壁下地材に対し、先に両面粘着防水テープを張るが、そのゴム成分がねじ

込まれる際にねじ山に絡みつき止水性を発揮する（写真 3.3.2）。また、ねじ込まれる際に木材

の切粉が発生するが、接着しているため下地と防水層の間に空間が生じず、切粉が入り込むこ

とが防げる。 

 

 

防水テープによってはゴムなどの成分がねじ部に絡みつかないものもあるので、事前に確認

する必要がある。また、防水テープが担う防水機能は長期にわたる材質の劣化や粘着剥離がな

いことを担保しなければならない。 

 

c.角部ピンホール処理部材 

外壁と腰壁取合い部（三面交点）などに生じるピンホールは一般的な防水テープでは納めるこ

とはできないので、以下に挙げる材料を用いる。 

 

（1）伸張性防水テープ 

三次面に張りまわせる、柔軟性に富んだ伸張性の防水テープ（写真 3.3.3）。 

基準となる規格はないので、用途に合った材料を選定する。 

共通する施工上の注意点を以下に挙げる。 

・規定以上に延ばしすぎると、経時で戻る（縮む）恐れがあるため、事前に製造所の施工要領

書を確認する。 

・被着体との接着性などの相性を事前に確認すること。 

・単に張付けただけでは十分な密着力が得られないため、専用工具を用い、十分に転圧をする。 

写真 3.3.2 ねじ部にゴム成分が絡みついた例 
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（2）角部防水部材 

樹脂等で三面交点が成型された防水カバー（写真 3.3.4）。防水テープは平面状態で張り押さ

え可能な部材（写真 3.3.5）。 

基準となる規格はないので、用途に合った材料を選定する。 

共通する施工上の注意点を以下に挙げる。 

・単に置いただけでは防水性は得られないので、端部を防水テープで留め付け、防水テープは

専用工具を用い、十分に転圧をする。 

 

 
 

 

 

4）鞍掛けシートの重ね合わせ部処理  

笠木上端部は屋根と異なり、勾配がほとんど無いため、水が排出されにくい。 

そのため、横の重ね合わせ部分から雨水が浸入する危険性が高い（図 3.3.3）ので、下記に記す

通り、屋根下葺材と同じかそれ以上の重ね合わせ幅を確保し、且つ、防水テープを施すことに

よって止水性を高める（図 3.3.2）。 

・手すり壁上端部での鞍掛けシートの重ね合わせは 200mm 以上であること。 

・重ね合わせ部の小口を閉じるように防水テープを張り、下地に密着するよう、専用工具を用

い圧着すること（写真 3.3.6）。 

・防水テープは壁面に 50mm 以上張り下げること。 

 

写真 3.3.3 伸張性防水テープの例 

写真 3.3.5 角部防水部材の例 写真 3.3.4 角部防水部材例 
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写真 3.3.6 重ね合わせ部の処理例 

図 3.3.2 重ね合わせ部の処理例 

50 以上 

防水テープ 

200 以上 

雨水の横走り等 

防水テープ無し 

図 3.3.3 重ね合わせ部の処理不具合例 

50mm 以上 

推奨 
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5）鞍掛けシートの手すり壁コーナー部処理  

手すり壁コーナー部は、シートを切り開いたり、折り曲げたりして施工しなければうまく納

まらない。また、納まりが複雑になるため、漏水の危険性が高い箇所でもある。 

特に切り開いた場合は、材料をうまく組み合わせても、ピンホールが生じるのでその部分を

塞ぐ必要がある。そのため、図 3.3.4 に挙げる施工方法を用いて施工することを推奨する。 

 

a.出隅 

出隅など八千代折が可能な箇所は、切込みを入れず施工する（写真 3.3.7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.入隅 

入隅は鞍掛けシートに切り込みを入れないと納めることができない（写真 3.3.8）。そのため、

角には必ずピンホールが発生するので、伸張性防水テープや角部防水部材などで処理をする

（図 3.3.5）。 

 

 

 

 

 

 

  

図 3.3.4 出隅納まり施工手順例 

②一方の鞍掛けシート施工 

八千代折り 

鞍掛けシート 

③もう一方の鞍掛けシート施工 

八千代折り 

鞍掛けシート 

①両面防水テープ施工 

両面防水テープ 

防水紙 

写真 3.3.7 出隅の鞍掛けシート処理例 

写真 3.3.8 入隅の鞍掛けシート処理例 

推奨 
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c.ピンホール処理における不適切例 

（1）コーナー部入隅の防水施工に通常の防水テープを用いる。 

伸張性の無い防水テープを用いると、形状に追従できず、しわになってしまい、漏水に至るリ

スクがある（写真 3.3.9）。 

 

 

 

 

 

 

（2）製造所の施工要領書に従わない。 

コーナー部入隅の防水施工において、伸張性防水テープや角部防水部材を用いる場合は、製造

所の施工要領書に従わないと、重大な欠陥につながる恐れがある（写真 3.3.10）。 

 

 

 

 

 

 

写真 3.3.9 不具合例 

写真 3.3.10 不具合例 

図 3.3.5 入隅納まり施工手順例 

②一方の鞍掛けシート 2 ① 一方の鞍掛けシート 1 

カット 

③もう一方の鞍掛けシート 1 

カット 

⑤防水テープ張付け 

防水テープ 

⑥ピンホール処理 

(伸張性防水テープの例） 

伸張性防水テープ 

④もう一方の鞍掛けシート 2 

ピンホール 

しわ 

はがれ 

水が廻っている 

推奨 
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6）鞍掛けシートの外壁取合い部処理  

手すり壁と外壁との取合い部は形状が複雑になり、三面交点にピンホールが発生し、浸水す

る危険性が高いため、鞍掛けシートの増し張りやピンホールの処理を行い、躯体への雨水の浸

入を防止する必要がある（写真 3.3.11）。また、当該部位は、壁からの雨水も加わるため、十分

な防水処置が必要である。そのため、以下の施工方法を推奨とする（図 3.3.6）。 

・外壁の透湿防水シートとの横の重ね合わせは 200mm 以上、上下の重ね合わせは 100mm 以上

になるよう施工する。 

・外壁に鞍掛けシートを増し張りする。 

・角部に生じるピンホール処理は一般的な防水テープでは処理できないので、伸張性防水テー

プや角部防水部材を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.3.6 鞍掛けシートの外壁取合い部施工手順例 

①鞍掛けシートの外壁側への張りかけ 

 

200 以上 100 以上 

鞍掛けシート 
防水紙 

ピンホール 

②鞍掛けシートを外壁側に増張り 

④防水紙の張り込み ③ピンホール処理 

伸張性防水テープの例 

伸張性防水テープ 

写真 3.3.11 鞍掛けシートの外壁取合い部処理例 

推奨 
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7）注意すべき納まり 1 

透湿防水シートを手すり壁の上面にぐるりと張り回し、その上に鞍掛けシートをかぶせる方

法は、一見安全側であるように思えるが、両面粘着防水テープを一層挟み込んでいたとして

も、粘着していない側に笠木金物取り付け時の穿孔加工でドリルの木屑が挟まりやすいために

注意が必要である。穿ドリルの木屑が防水シート間に挟まると空隙ができて水みちとなり漏水

リスクが上がることは事故事例や実験により見聞される（図 3.3.7）。また、コーナー部では重

ねが多くなるため段差が生じやすく、次工程の部材納まりに注意が必要である。 

 

 

 

 

8）禁止すべき納まり 

透湿防水シートを手すり壁の上面にぐるりと張り回し、それだけで防水を成すことは絶対に

避けなければならない。透湿防水シートは完全な防水体ではなく撥水作用を活かして防水する

ものがほとんどであるため、水平面では防水効果が期待できない。また、くぎやねじなどの貫

通物に対する止水性もよくないため、笠木等が取り付く手すり壁上面の防水には適さない（図

3.3.8）。両面粘着防水テープを併用すると貫通物に対する止水性は向上するが、側面に張り下

げる巾のテープが必要であり、入手も張付け施工も難しい。 

図 3.3.7 注意すべき手すり壁納まり  （単位：㎜） 
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図 3.3.8 禁止すべき手すり壁納まり 

 

3.3.2 笠木取付け金物の固定部 

手すり壁上端部の防水処置として留意しなければならない事に、笠木や手摺等を取付けるた

めの下地として固定用金物に使われる留め付け用のねじにより漏水が生じ難いよう止水処置を

講じておく必要がある（図 3.3.9）。 

笠木は笠木製造所が指定する施工方法に基づいて防水措置を施すこととする。 

止水措置の主な方法として、穿孔加工時にシーリングを施し、ベースアンカー類を留めたねじ

頭にシーリングを施す方法がある。但し、シーリング材が鞍掛けシートと接触するので、シー

トと相性の良いものを選定する必要がある。選定のポイントを以下に挙げる。 

 

①必要に応じ、被着体ごとのプライマーを選択する。 

② 同系のシーリング材、同種の被着体であってもシーリング材や被着体ごとにその配合が異

なるため、共通性がない。したがって、シーリング材・プライマー・被着体の適合性は、

事前に確認しておく必要がある。 

③ 確認方法は、その用途、期待する耐用年数等の要求性能に従い、協議の上で選定する。 

また、止水効果を得られるものとして、円筒状のブチルゴムをねじの先端につけねじ込む方

法や、あらかじめねじにブチルゴムを巻きつけたものを用いる方法がある。 
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3.3.3 手すり壁上端部の止水と通気の両立 

1）推奨納まり 

手すり壁上部の止水と通気を両立するための推奨納まりを示す（図3.3.10）。防雨処置があ

り通気を確保している防雨型換気部材を通気層上端に取り付けた仕様である。防雨処置がある

ため通気層上端からの雨水浸入リスクは低い。通気経路を確保しているため結露リスクも低く

なる。 

漏水リスクが高い手すり壁上部は、貫通孔を可能な限り減らし、上部からの雨水浸入リスク

を極小化する必要がある。防雨型換気部材は手すり壁の側面に取り付けるため、手すり壁上部

からの漏水リスクを低減させることができる。 

その他、注意する点は、壁当たり部の防水処置や上部の鞍掛けシートの施工等がある。

（2.3.1項の手すり壁（案）イラストと解説参照） 

 

 

図 3.3.10 手すり壁上部の解決するための推奨納まり 

図 3.3.9 ねじまわりの止水対策例 

a）円筒状のブチルゴムを先端につける例 

b）あらかじめブチルゴムを巻きつけたねじの例 

推奨 
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通気を確保しつつ漏水リスクを減らすために、防水性能を有した専用通気部材を使用する方法

も推奨する（図 3.3.12）。 

   

図 3.3.11 手すり壁不具合断面例                   図 3.3.12 手すり壁断面例 

 

2）現行の納まり例 1 

手すり壁外側の笠木と外装材間をシーリング材で塞ぎ、内側を開けた仕様。バルコニー外側か

らの防水性は高いが、両袖壁又は片袖壁がバルコニーの側面に設置された場合、手すり壁内側か

らの廻り込んだ風による漏水の可能性がある（図 3.3.13）。 

また、笠木と窯業系サイディングの異種材料間のシールは、長期間の防水性の担保をするには

問題点が多く、シール忘れやシール施工時に足場が無く未施工となるケースもあり、結果として

漏水リスクのある納まりになっている場合がある。 

 

図 3.3.13 現行の納まり１ 

推奨 
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3）現行の納まり例 2 

通気層上部を横胴縁とした仕様。横胴縁は 1820mm 内外に 30mm 程度の通気のためのあきを

設けることになっているが、通気層に浸入してきた雨水を横胴縁が滞留させるので、多量に吸

収・保持され、降雨後の晴天時に日射熱で高温化した横胴縁から放散した水蒸気が透湿防水シー

トを透過して躯体内に浸入し、低温部になっている部材表面で結露が発生し、湿潤させる要因に

なっている。また、横胴縁の端部の空気は通るが、中心部はよどみができるため、充分な通気が

確保できない部位ができる（図 3.3.14）。 

 
図 3.3.14 現行の納まり２ 

 

 4）注意すべき納まり 1 

建物完成前（笠木取付け前）の降雨時手すり壁上部より通気層内に多量の雨水が浸入するこ

とを避けるため、手すり壁上面を養生板や防水シート類で塞ぐ場合がある（図 3.3.16）。措置

としては適切であるが、そのまま笠木を取り付けてしまい、通気層の上部が閉塞している事故

事例を見聞する。通気層内は雨や結露※注による水分の浸入発生が想定される部位であり、日射

で暖められ空気は多くの水蒸気を含み通気層内を上昇することが起こり得る。そのため通気層

の上部は、何らかの排湿出来るように開放しなければならず、もし上部を閉塞させると、水蒸

気を含んだ暖かい空気が低温部分に触れて結露を生じ木材腐朽や金属酸化（錆）の発生原因に

なる恐れがある。 
※注 結露は夜間の放射冷却により生じることもあり防水や室内気密だけでは防げない 

図3.3.15 は、外装材まで木下地や窯業系サイディングを裏返して張り付け、通気層を密閉し

た例であり、防水性は高いが、結露リスクも高い。特にルーフバルコニーの場合は結露リスク
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が高くなる。 

また、木下地や窯業系サイディングを留め付けるくぎ（ねじ）が手すり壁上部の鞍掛けシー

トを貫通し漏水リスクを高めるおそれもある。また、窯業系サイディングの裏面使用と水平使

用は、日本窯業外装材協会の禁止事項となっている。 

 

図 3.3.15 注意すべき納まり１ 

 

 

  

 

 図 3.3.16 上部で通気層が閉塞している例 
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5）注意すべき納まり 2 

手すり壁上部に、木下地や窯業系サイディングを裏返して、約 6 尺ピッチで通気経路を確保

したスリットを設けて張り付けた後、上端部全体を通気層上部まで防水シートで覆った仕様

（図 3.3.17）。こちらは、注意すべき納まり１と違い通気層上部で通気の経路を確保している

が、通気経路の出口を手すり壁内側のサイディング下端と水切りの間から抜く設計となってい

るため、外壁面から上がってきた熱気が手すり壁上部に滞留するリスクが高い。また、通気ス

リットが設置されているが、スリットが 1820mm ピッチで設けられている場合が多く、スリッ

トのない部分での水蒸気が抜けにくい恐れがある。 

また、木下地や窯業系サイディングを留め付けるくぎ（ねじ）は、手すり壁上部の鞍掛けシー

トの防水層を貫通し、漏水のリスクを高めている。注意すべき納まり 1 と同様に窯業系サイデ

ィングの裏面使用と水平使用は、日本窯業外装材協会の禁止事項となっている。 

 

図 3.3.17 注意すべき納まり２ 

6）注意すべき納まり 3 

躯体上部に木下地や窯業系サイディングの裏面を利用しスリットを設けて張り付けた仕様

（図 3.3.18）。通気が確保されているため結露リスクは低いが、防水性も低い為、浸入した雨

水が下階に設置してあるサッシ上端部に滞留し、そのサッシフィンと透湿防水シートの隙間か

ら漏水するリスクがある。木下地や窯業系サイディングを留め付けるくぎ（ねじ）は、手すり

壁上部の鞍掛けシートの防水層を貫通し、漏水のリスクを高める。注意すべき納まり 1・2 と

同様に窯業系サイディングの裏面使用と水平使用は、日本窯業外装材協会の禁止事項となって

いる。 
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図 3.3.18 注意すべき納まり３ 

 

3.3.4 跳ね出しバルコニー下端部 

1）推奨納まり 

通気構法の場合、跳ね出しバルコニーの下端部、いわゆる手すり壁直下の壁面下端にはオー

バーハング水切りを取り付けて通気層を大気中に開放することで、空気の流れと通気層内の水

分排出を両立する（図 3.3.19）。オーバーハング水切りの両端部はシーリング材充填などで止

水する（写真 3.3.12）。 

 

 

        

 

        図 3.3.19 オーバーハング断面       写真 3.3.12 端部シーリング材充塡例 

  

推奨 
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2）注意すべき納まり 1 

外観意匠性を高めるためか、オーバーハング水切りを設けず、同質の外装材で跳ね出しバル

コニーの下端部を張り塞いでいる事例がある（写真 3.3.13）。通気は何らか通じている場合も

あるが、通気層内の排水措置が不十分なため、通気層から軒裏に浸入した水分により軒天仕上

げ材の劣化や漏水を招くことがある。また同質の外装材により直角に納めると壁面を伝う水が

切れず軒天仕上げ材の表面に回り込み、軒天仕上げ材の退色や膨潤など早期劣化を生じること

も少なくない。もしも同質の外装材で納める場合は何らか相当な工夫を外装材裏面（通気層

内）に施すことが求められる。 

 

 
 

写真 3.3.13 オーバーハング水切り無しの事例 

 

3）注意すべき納まり 2 

オーバーハング水切りの端部が直交壁面に当たる箇所は、オーバーハング水切りを横走りす

る雨水の浸入経路となりうる。通じる先がたとえ通気層だとしても多量の雨水浸入は漏水リス

クや劣化リスクを高めるものであり、オーバーハング水切りの端部には何らかの止水措置を講

じるべきである（写真 3.3.14）。 

 
写真 3.3.14 注意箇所 
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・3.3.5 バルコニー床の換気 

キャンティ（跳ね出し式）バルコニーの直下は軒裏同様の換気方法とする（図 3.3.21）。 

ルーフ（部屋上）バルコニーの直下は小屋裏空間に相当するため、経路確保が難しくとも、適

切な換気を確保する（図 3.3.20）。 

 

           
    図 3.3.20 ルーフバルコニー換気例        図 3.3.21 キャンティバルコニー換気例 

 

 
図 3.3.22 換気経路詳細例 

 

①通気層と歩行床下空間（小屋裏）の換気経路は、原則、兼用してはならない。通気および換気口

には防虫網を施す。 

④ 歩行床防水の立ち上がり寸法は 250 ㎜を基準とする。出入り口サッシ下の防水立ち上がりは

150 ㎜以上としてよい（図 3.3.22）。 

③防水層の隅角部は直角とせず 30 ㎜程度の面取りを施す。熱伸縮を生じたり躯体が揺すられたりし

ても防水層が破断しないように逃げを確保するため。 

④バルコニー床下空間と下階の天井空間は、連続しないように断熱気密措置を施す。 

推奨 推奨 

推奨 
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⑤バルコニー排水は、極力、天井空間を通さない。やむなく通す場合は管の周りを断熱材で覆うな

ど防露措置を施す。貫通部は伸張性防水テープなどを用いて入念な防水措置を施す。 

 

3.3.6 サッシまわり（防水取合い部） 

1）推奨工法 

サッシ取付けに対して防水工事を「さき施工」する方法が、推奨の納め方である（図

3.3.23）。 

当該工法の場合、降雨時に上枠から縦枠を通し下枠に流れ込む水に対して雨仕舞が成立してい

ることや、バルコニー床面から跳ね返った水が下枠に直接作用する場合に、サッシフィンの内

側に水がまわったとしても、防水層があるため、漏水しにくい。（図 3.3.24） 

しかし、サッシ固定用のくぎ（ねじ）が防水層を打ち抜くため、防水上の欠点になりやすい

ので注意する。FRP 防水の場合釘打ちによる防水層の割れを防ぐため、あらかじめ FRP 防水層

に釘打ちのための下穴をあけておくことが望ましい。釘打ちの際は下穴に対しシーリングを先

打ちする。打ち込み後は釘頭にシーリングを施す。 

防水層の立ち上り高さは、サッシ下端で 120mm 以上必要である。立ち上り高さが不足して

いる場合は、メンテナンス時の確認及び作業も困難となる。 

なお、壁一般部の立ち上り防水層が、サッシたて枠と柱との間に挟み込まれるため、防水層の

厚さがサッシ建込みに影響を及ぼさないよう、サッシフィン裏面にパッキング材などを設ける

など調整が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.23 推奨工法例                  図 3.3.24 サッシフィン内側へ浸水した例 

 

 

推奨 
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3.3.7 ドレンまわり 

1）推奨部材 

ドレンは、下地への固定に支障なく、防水材と取り合う十分な張り掛け幅を有する、防水材製

造所が推奨するものとする。 

 

2）推奨工法 

a．設置個数、排水能力について 

ドレンは 2 か所以上設置する。 

ドレンが 1 か所の場合は、オーバーフロー管を設置する。 

ドレン 1 個が受け持てる許容面積は各部材ごとに決まっているため、設置するバルコニーにあ

ったドレン、およびドレンの個数とする必要がある。 

また、改修を想定すると、既存の防水層を残したまま新規に防水層をかぶせるケースがある

が、既存ドレンに新規ドレンを差し込むことで排水能力が不足するケースが生じる。そのため

に将来の改修を見越したドレンの選択が望ましい。 

 

b．ドレンの固定 

ドレンを取り付ける際は、下地にノミなどでドレンのつばの厚さ以上に掘り込む。 

ドレンは強固に下地に取り付ける（図 3.3.25）。 

 

 

 

c．ドレン部の防水施工 

ドレンと防水層が長期にわたり接着を維持できるよう、防水材製造所の指定する方法でドレン

と防水層を接着させる（図 3.3.26）。 

 

図 3.3.25 ドレン固定の例 

ドレン(横引き） 

ドレンの 
強固な固定 

下地との段差
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図 3.3.26 推奨工法例 

d．ストレーナーの設置 

排水口の部分にストレーナーを取り付ける。 
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推奨 
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（バルコニー床） 
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第Ⅺ章 推奨納まり図（案） 

 第Ⅺ章－103 

3.4 共通の留意事項 

3.4.1 両面粘着防水テープと透湿防水シートの相性 

木造住宅の開口部まわりは、二次防水として両面粘着防水テープを使用し、サッシ枠くぎ打ち

フィンと透湿防水シートの一体化を図っている。このような施工では、透湿防水シートと両面粘

着防水テープとの組合せにおいて、経年劣化による漏水が発生しないことが重要である。 

両面粘着防水テープと透湿防水シートの組合せ適性を判定する方法として、NPO 法人住宅外

装テクニカルセンター規格 JTC S-0003「住宅用乾式外装材の外壁用防水テープ」（5.2.3 密着安定

性試験）に規定されている。共同研究では、より実際の施工状態に近い判定方法とするため、JTC 

S-0003 を基に判定方法の検討を行い、施工に使用されている両面粘着防水テープおよび透湿防

水シートを用いて相性の確認試験を行ったので、以下にその結果を記載する。 

 

1）試験概要 

a.試験体に使用した防水材料 

両面粘着防水テープと透湿防水シートの組合せ適性を確認するため、両面粘着防水テープは、

ブチル系テープ 3 種類とアクリル系 1 種類の合計 4 種類を選定した。透湿防水シートは、単層

シート（不織布）と複層シート（フィルムと不織布の張り合わせ）の合計 2 種類を選定した（写

真 3.4.1、表 3.4.1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

両面粘着防水テープ 透湿防水シート 

アクリル系テープ 

ブチル系テープ A 

ブチル系テープ B 

ブチル系テープ C 

単層シート 

複層シート 

表 3.4.1 試験に用いた両面粘着防水テープと透湿防水シート 

写真 3.4.1 透湿防水シートの断面電子顕微鏡写真 

単層シート（不織布） 複層シート（フィルムと不織布の張り合わせ） 
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b.試験体 

試験体 1 

NPO 法人住宅外装テクニカルセンター規格 JTC S-0003「住宅用乾式外装材の外壁用防水テー

プ」（5.2.3 密着安定性）に規定されている試験体（図 3.4.1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験体 2 

試験片の幅は、サッシ枠くぎ打ちフィンへのテープの掛かり幅と同等にするため 23mm とし

た（図 3.4.2）。また、サッシ枠に打ち付ける専用くぎの突起による影響を考慮に入れ、試験体 1

の試験片上部から 17.5mm の位置に専用くぎを 2 箇所打ち付けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 3.4.1 試験体 1 

 

図 3.4.2 試験体 2 
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c.試験方法 

試験体は、下記に示す条件で養生を行った（表 3.4.2）。養生後、10 分間標準状態に静置後、袋状の

中に着色した水を高さ 30mm 高さまで注水し、1 時間垂直に保持している間の水漏れの有無を観察し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

2）試験結果 

試験結果は、下記に示す（表 3.4.3）。 

 

 

  

 試験体 養生温度 期間 

試験 1 試験体 1 60℃ 5 日間 

試験 2 試験体 2 60℃ 4 週間※ 

試験体 透湿防水 

シート 

両面粘着 

防水テープ 

5 日間 1 週間 2 週間 3 週間 4 週間 

試験体 1 単層 アクリル系 0/1 － － － － 

ブチル系 A 0/1 － － － － 

ブチル系 B 0/1 － － － － 

複層 アクリル系 0/1 － － － － 

ブチル系 A 0/1 － － － － 

ブチル系 B 0/1 － － － － 

試験体 2 単層 アクリル系 － 0/3 0/3 0/3 0/3 

ブチル系 A － 2/3 3/3 3/3 3/3 

ブチル系 B － 1/6 2/6 4/6 6/6 

ブチル系 C － 1/6 3/6 4/6 4/6 

複層 アクリル系 － 0/3 0/3 0/3 0/3 

ブチル系 A － 0/3 0/3 0/3 0/3 

ブチル系 B － 0/3 0/3 0/3 0/3 

ブチル系 C － 0/3 0/3 0/3 0/3 

表 3.4.2 養生条件 

※1 週間毎に水漏れの観察を行い、水漏れのないものは 4 週間まで養生を継続する 

表 3.4.3 試験結果（水漏れの発生数） 

 

表の説明 －：未実施、(例）2/3：3 試験体のうち水漏れの発生は 2 試験体 
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試験体 1 の JTC S-0003 規格では、両面粘着防水テープおよび透湿防水シートの種類に関わら

ず、水漏れは発生しなかった。 

試験体 2 において、単層シートとアクリル系テープとの組合せは、水漏れは観察されなかっ

た。単層シートとブチル系テープの組合せは、水漏れの発生数に差はあるものの、養生時間が長

くなるに従い、水漏れの発生が多くなる傾向がみられた。水漏れの原因は、くぎ頭および両面粘

着防水テープの段差がある部分に大きなしわが発生し、両面粘着防水テープと透湿防水シート

との間に発生した。 

試験体 2 の複層シートにおいては、水漏れの発生は観察されなかった。 

 

3）まとめ 

a.両面粘着防水テープの試験片幅を 23mm（JTC 規格は 50mm）とし、くぎ頭の突起を設けること

により、透湿防水シートの単層シートとブチル系テープの組合せは、JTC S-0003 より厳しい試験

結果となった。 

b.水漏れの大部分は、くぎ頭の突起が起点となった大きなしわから発生した。水漏れは、ブチル系

テープと接している単層シートが経時で伸び、テープの粘着剤が追従できず、両面粘着防水テー

プと透湿防水シートとの間に水みちとなる隙間から水漏れが発生した。 

c.アクリル系テープ、複層シートについては、水漏れは確認できず、JTC S-0003 試験と同様の結果

となった。 

d.試験体の養生時間は、60℃4 週間としたが、組合せ適性の判定はある程度可能と推察する。 

ただし、試験体作成時のばらつきによる試験結果のばらつきもあり、試験体数は 3 個以上が望ま

しい。 

 

4）その他 

a.ブチル系テープの中には、単層シートに対する相性の優位性は確認出来たが、完全ではないこと

が分かった。 

b.実際の施工で使用する両面粘着防水テープの幅は 50mm 以上であるため、貫通する水みちが発

生するかは分からない。 

 

引用文献 

1）榎本孝之：木造住宅の耐久性向上に関わる建物外皮の構造・仕様とその評価に関する研究 透湿

防水シートと防水テープの組合せ適性に関する検討，日本建築学会大会学術講演梗概集（関

東），2015.9 
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1．はじめに 

戸建住宅等の比較的小規模な木造建築における外壁の構法は、真壁と大壁に大別される。伝統木造

では真壁構法が主流であったが、ラスモルタルや窯業系サイディング等が登場し、近年では大壁構法

に移行している。真壁構法では、柱・梁などの軸組の屋外側と室内側の表面が露出しているため、壁

体内に雨水が浸入しても木材が乾きやすく、腐朽が進行しても早期に発見しやすいなど、長期使用の

観点で多くの利点を有している。しかしながら、大壁構法では、軸組の外側に連続した止水面が形成

されているのに対し、真壁構法では、外壁面が軸組部材で分断され、その周囲が軸組と取り合ってお

り、雨水の浸入に対しては潜在的な弱点を有している。 

一方、大壁構法の戸建木造住宅においては、公的なものも含め、各種の建築工事標準仕様書類が整

備されている。これに比べると、真壁構法においては、標準化が遅れている。数少ない基準の一つと

して、国土交通省より、住宅瑕疵担保責任保険に加入可能な仕様として「伝統的な木造構法の参考事

例集（第 1 次リスト）」1）がホームページ（HP）上で公開されている。また、制度としての運用は

なされていないが、長期使用に対応した仕様例が「真壁木造の長期優良住宅実現のための手引き書（内

外真壁構造編）」2）に提案されている。しかし、これらの事例集や仕様例は、国内の実務経験豊富な

設計者や施工者へのヒアリングと現地調査に基づいて提案されたものではあるが、必ずしも十分な性

能検証によって裏付けられたものではない。 

そこで本研究では、木造住宅の長期使用に向けた真壁木造外壁の優位性を期待し、雨水の浸入を軽

減するための設計・施工の要点を提示することを目的とし、アンケート調査、ヒアリング調査および

散水実験を行った。 
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2．真壁構法外壁の特性と性能面の課題 

2.1 真壁構法とは 

真壁構法とは、木造建築（住宅以外も含む）の柱・横架材などの軸組の屋外側と室内側の表面

が、直接外気に接する壁構法のことであり、本研究では、図 2.1.1 に示した種類を対象とした。 

 

 

図 2.1.1 真壁構法の例 

伝統的な小舞土壁のほか、比較的最近になって登場したセメントモルタル塗り真壁（直張り構

法および通気構法）もある。土壁面への雨掛りを軽減するため、屋外側に下見板などを張ったも

のや、内壁が大壁のものも、木材が乾きやすいなどの効果が見込めるため、真壁構法として扱う。 

なお、大壁構法に付け柱や付け梁を施したものは対象外とした。 

 

2.2 真壁構法の長所 

 軸組が露出しているため、木材が蒸れにくく、乾燥しやすいことに加え、目視で表面的な変状

を確認できるため、早期に腐朽が発見しやすいなど、長期使用の観点で有利な構法である。その

ほかにも、架構が露出した意匠・デザインや美しい街並みの形成に寄与し、また、大工・左官技

術の活用による技術の継承といった利点もある。さらに、伝統土壁構法の場合は、自然素材の利

用によってライフサイクルを通じて排出される CO2 量の削減や、揮発性有機化合物に起因する

シックハウスの心配がない等の利点がある。 

 

2.3 真壁構法の技術的課題 

 真壁構法は、軸組が露出していることで雨水の停滞や浸入を引き起こしやすい箇所が存在して

いる。例えば、軸組と壁との取り合いが外部に露出しているため、雨水の浸入を引き起こしやす

い。また、横架材の上面など雨水が停滞しやすい部位がある。さらに、柱や横架材の仕口・継手

において木材の小口から雨水を吸水しやすい構造になっている。そのため、こうした箇所に対し

て適切な雨仕舞を施す必要がある。 

外壁側

外壁側

(a) 伝統土壁構法

外壁側

(c) 伝統土壁構法に板張りを施した場合

外壁側

(b) モルタル塗り真壁構法

(d) 内壁が大壁の場合の例
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 また、真壁構法では、耐震性、省エネルギー、防火性などに対して技術的課題がいくつかある。 

2000 年に制定された｢住宅の品質確保の促進等に関する法律（品確法）｣で、住宅の性能表示制

度が整備され、2009 年には｢長期優良住宅の普及促進に関する法律｣の制定により、長期優良住

宅の認定基準を満たす性能の等級が明示された。この認定基準を満たすためには、表 2.3.1 に示

す性能の確保が求められる。 

 

表 2.3.1 内外真壁構法に求められる性能・対策 

 

 

耐震等級 2 では、所定の木ずり下地や構造用合板等の下地を用いて、一定の壁倍率を確保す

ること等が求められる。 

劣化対策等級 3 では、外壁を、通気層を設けた構造、もしくは軒の出が 900mm 以上の真壁構

造であることが求められる。しかしながら、これでは劣化対策として不十分であることが手引き

書 2）で指摘されている。その理由は、一般に軒による外壁の保護範囲は軒の出の約 2.0～2.5 倍

求められる等級とその考え方
等級を実現するために
求められる外壁の仕様

構造躯体等
の劣化対策

劣化対策等級3
通常想定される自然条件および維
持管理条件の下で3世代（概ね75か
ら90年）まで、大規模な改修工事を
必要とするまでの期間を伸長するた
め必要な対策が講じられているこ
と。

外壁の軸組等に対しては、地面から
の高さ1ｍ以内の部分が次のいずれ
かであることが求められる
・通気層を設けた構造または軒の出
が900mm以上である真壁構造。
・K3以上の防腐処理及び防蟻処理が
施されている。

・軸組・外壁の止水性
・金物の耐久性

耐震性

耐震等級2
稀に発生する地震による力の1.25倍
の力に対して、著しい損傷を生じな
いこと。また、極めて稀に発生する地
震による力の1.25倍に対して、人命
が損なわれるような壊れ方をしない
こと。

許容応力度計算、限界耐力計算、又
は階数が2以下の木造建築物におけ
る壁量計算等により、所定の基準に
適合すること。

・制震性能

維持管理・更
新の容易性

維持管理対策等級3
専用の給排水管・給湯管およびガス
管の維持管理を容易とするための対
策が講じられていること。

－
・バルコニー・外装材等の
  交換容易性

省エネルギー
対策

省エネルギー対策等級4
暖冷房に使用するエネルギーの大
きな削減のための断熱化等による
対策が講じられていること。

断熱・気密化対策、および結露の発生
を抑制する対策について基準を定め
ている。
・断熱材の熱伝導率に応じて、断熱材
の厚みを50～115mm確保する必要が
ある。
・透湿抵抗比の小さい場合には、原
則、防湿層を設けることが必要。
・断熱層の外気側には、原則、通気層
の設置が必要。

-

防火性能 - -

準防火地域では、外壁の
延焼の恐れのある部分を
｢防火構造｣とする必要が
ある。

求められる
性能・対策

長期優良住宅認定基準への対応

その他の技術的課題
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といわれているため、軒の出が 900mm 以上であっても、1 階に下屋庇等がなければ、1 階の雨

掛かりの可能性が高いことである。そこで、軒の出を 900mm 以上出すことを前提にしながらも、

軒による保護範囲以外は、（1） 軒の出 900mm 以上の下屋を設ける、（2） 板張り等で保護す

る、（3） 通気層を設けることが必要であることが指摘されている。 

省エネルギー対策等級 4 では、断熱材の熱伝導率に応じて、断熱材の厚みを 50～115mm 確

保する必要がある。しかし、真壁構法でこの厚みを確保するためには、柱を太くするか、内壁側

を大壁にするなどの工夫が必要となる。 

また、地域や敷地の用途区分によっては防火性能が必要な場合もある。 
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3．真壁構法の雨仕舞に関する既往の知見 

 一般財団法人住宅都市工学研究所によって平成 20 年度～23 年度に行われた「真壁木造の長期優良

住宅実現のための技術基盤強化事業」では、内外真壁構法を実践している設計者・施工者に対して、

ヒアリング調査および現地調査が行われ、軸組・外壁の耐久性向上のための雨仕舞等が調査された。

この結果に基づき、住宅瑕疵担保責任保険に加入可能な仕様例 1）や、長期使用に対応した仕様例 2）

が提案されている。 

3.1 現行の仕様例における雨仕舞 

 表 3.1.1 （1）〜（4）は、上記の仕様例に提示されている雨仕舞について、不明な点を示し

たものである。いずれの仕様例においても、チリじゃくりが設けられていた。木材や左官材料は

収縮するため、時間経過とともにチリ際に隙間が生じ、水の浸入口となりうる。これに対し、チ

リじゃくりを設けて左官材料を塗込むことによって、水の浸入を抑制する効果が期待されるが、

どの程度の止水効果があるかは不明である。また、仕様例に示されているチリじゃくりの寸法は

様々であり、適切な寸法については明らかにされていない。さらに、横架材の上端（壁面の下端）

の室内側に、仕上材のチリ隙の対策としてしゃくりを設ける例が記載されている。万が一、屋外

側から浸入した雨水が、この位置まで達するような場合は、しゃくり部分に水の停滞が懸念され

る。 

水切りについては、いずれの仕様例においても設けられていた。横架材上端に設けることで壁

面を伝わる雨水を横架材の表面から離して流すことができる。また、横架材下端に水切りを設け

る場合もあり、横架材に掛かった雨を切る効果が期待されているものと考えられる。一方で、こ

うした効果に対して、水切りの材料や水切り勾配、先端の形状、立ち上がり寸法などについては

不明な点が多い。 

また、水切り板金の柱廻りや壁際の納まりを工夫することで浸入雨水を排水する効果を高める

ことが期待されるが、その効果は実証されていない。 
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表 3.1.1（1） 仕様例における雨仕舞と不明点 

 

・チリじゃくりによる止水効果
・チリじゃくりの寸法（深さ・幅）
による止水効果の違い

横架材上端部にしゃくりを施している事例とない事例がある。また「しゃ
くりを入れない」という注意書きのあるヒアリング調査結果がある。

・万が一、屋外側から浸入した
雨水が、この位置まで達するよ
うな場合は、しゃくり部分に水の
停滞が懸念される。

・材料による水を排出する性能
および水を切る性能の違い

「水切りは上端に水勾配（0/10～2/10）をつけ、先端の桁からの出を確
保する」との記述がある。

・勾配の違いによる水を排出す
る性能の違い
・最低限必要な勾配はどの程
度か

【チリじゃくり】

柱、梁にチリじゃくりを設
けることにより、木材や左
官材料が収縮した際に、
水の浸入を軽減する事が

出来る。

雨仕舞

【水切り】

壁内に浸入した雨水を水
切り端部に流し、水を切

る。

【注】1） 国土交通省：伝統的な木造工法の参考事例集（第1次リスト）
　　  2） 一般社団法人　住宅都市工学研究所：真壁木造の長期優良住宅実現のための手引き書（内外真壁構造編）

事例 不明点

図：雨水浸入の軽減

事例②1)

6 6
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表 3.1.1 （2）  仕様例における雨仕舞と不明点 

 

・下地がない場合の水切りの勾
配の取り方。

水切り板金の先端の形状、各突出しの下がり寸法、突き出し寸法は事
例によって異なっていた。

・先端の形状の違いによる水を
切る性能の違い
・各形状における必要寸法
・事例③について、差込み部か
らの浸水はないか

・立ち上がりによる止水効果
・立ち上がり寸法による性能の
違い

・立ち上がり位置による性能の
違い
・立ち上がり位置を室内側とし
た場合、水切り板金と間渡しの
関係はどうなっているのか

・折り返しの有無による性能の
違い

・立ち上げ部分の壁土との一体
性は確保できるのか
・塗り廻しを施す効果の有無
・塗り廻しに使用する材料は何
が適切か。

雨仕舞 事例

【注】1） 国土交通省：伝統的な木造工法の参考事例集（第1次リスト）
　　  2） 一般社団法人　住宅都市工学研究所：真壁木造の長期優良住宅実現のための手引き書（内外真壁構造編）

不明点

【水切り】

壁内に浸入した雨水を水
切り端部に流し、水を切

る。

事例

事例⑤1)

事例④1) 折り返しあり

事例②1) 塗り廻しの例

図：水切りの所要寸法

雨仕舞のしくみ（石川廣三）

p116



第Ⅻ章 真壁木造外壁の防水設計施工基準（案） 

第Ⅻ章－8 

表 3.1.1 （3）  仕様例における雨仕舞と不明点 

 
 

水切り板金と柱廻りの板金の連続性を持たせることで軸組および壁面
への浸水を防ぐ効果があると予想される。

・水切り板金と柱廻り板金の連
続性はどうなっているか。
　→連続性を持たせることで軸
組および壁面への浸水を防ぐ
効果があると予想される。

板金が柱と取り合う部分は、柱に板金を差し込むか、柱に沿って板金を
立ち上げる。立ち上げる部分の柱を3㎜程度削って板金を納める。
→柱から伝ってきた水を板金が受けて排出する効果があると予想され
る。

・首切りの効果（毛細管現象に
よって板金と柱の間に水は入ら
ないか）

・柱下の捨て板の効果

・板金端部を柱に差し込むこと
の効果

【水切板金の
壁際端部の納まり】

通気層スリット上部の板金との取り合いから雨水が浸入するのを防ぐ効
果が予想される。

・板金壁際端部を柱に埋めるこ
との効果

板金端部を柱に納めることで、柱を伝った水を板金が受けて排出する
効果があると予想される。

【水切板金と
柱廻りの納まり】

雨仕舞 事例 不明点

【注】1） 国土交通省：伝統的な木造工法の参考事例集（第1次リスト）
　　  2） 一般社団法人　住宅都市工学研究所：真壁木造の長期優良住宅実現のための手引き書（内外真壁構造編）

柱廻りしゃくりの上

板金立ち上げ

外部

板金差し込み

柱廻り部
（捨て板）

板金端部から水が入らないよう

板金端部は柱に差し込む
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表 3.1.1 （4）  仕様例における雨仕舞と不明点 

 

 

 

【水切り上端の目地】

目地を設けて隙間を埋めることで雨水の浸入を防ぐと予想される。

・目地の有無による止水効果の
違い
・目地に漆喰を処理することと、
目地にシールを処理することと
の効果の違い

・チリじゃくりに差した雨水を板
金が排水する効果

・柱下を欠き込んで板金を立ち
上げているが、チリじゃくりに差
した水を水切りが排除できるの
か

・板金の裏に廻った水を排出す
る溝がついているが、排水でき
るか

【壁際端部の
防水テープ】

防水テープを設けることで、液相の水の浸入を防ぐ。また、気相の水の
行き来は可能であり、壁内の湿気を逃がすと予想される。

・防水テープによる効果
・防水テープを柱に沿って廻す
と、水の浸入口とならないか

【注】1） 国土交通省：伝統的な木造工法の参考事例集（第1次リスト）
　　  2） 一般社団法人　住宅都市工学研究所：真壁木造の長期優良住宅実現のための手引き書（内外真壁構造編）

【水切板金と
チリじゃくりの納まり】

チリじゃくりに差した水を
排水する

雨仕舞 事例 不明点

事例④1)

防水テープ

柱

水切り

外部

内部

チリじゃくり

水切り下地

雨水の移動

水切り端部をチリじゃくりの奥まで差込む

（チリじゃくり部に差した雨水を排除するため）

事例（２）－①2)

チリじゃくりを伝った水 を

受けるよう柱下を欠き込ん で

板金を 30mm 立ち上げ る

板金の裏に廻った

水を排出する溝

目地

漆喰埋込

写真：シールを処理している

例（飛騨高山 忠屋）
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3.2 その他の雨仕舞 

 外壁の仕様以外に、下記のような雨仕舞に関する留意点が指摘されている 2）。 

1) 雨掛かりの軽減対策 

 十分な軒の出の確保と開口部上部への庇の設置、板張り（特に腰壁部）等による外壁の保

護、十分な基礎高さの確保などにより、雨掛かりや地面からの雨水の跳ね返りを軽減するこ

とが重要である。 

2) 建物形状に関する留意点 

建物の入隅・出隅は雨仕舞の弱点となるため、建物の平面・断面形状を単純化するほうが

良い。 

3) 木材の使用方法に関する留意点 

乾燥木材を用いる。横架材の割れを屋外側に露出させない。露出してしまう場合も、割れ

内部の勾配の方向を考慮する（図 3.2.1）など、材料の使用方法にも工夫が必要である。また、

木材は経年的な乾燥収縮に伴い、反りなどのくるいを生じるが、この点を考慮し、止水性に

支障のない使い方をすることが重要である。図 3.2.2 は、板目材は木表に向けて凹状に反る

こと、乾燥収縮は心材より辺材のほうが大きいことを考慮した例である。 

 

          

図 3.2.1 割れのある横架材を用いる場合 2）    図 3.2.2 木の反りを見越した材の使い方 2） 

 

4) 止水性を考慮した納まり 

板張りの下端に隙間を設けて排水を容易にする 

柱頭・柱脚の仕口からの水の浸入防止（図 3.2.3） 

 

 

                        図 3.2.3 仕口の止水方法の例 2） 
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4．住宅等における真壁構法採用の現状 

4.1 アンケート調査 

4.1.1 調査の概要 

 設計者および施工者に対して、真壁構法を採用した建物の概要や、壁構法の種類等に関するアンケ

ート調査を行った。なお、本節は「住宅等における真壁構法採用の実態調査報告書」7）を要約したも

のであり、詳細は本章の関連報告に記載されている。 

真壁構法を採用する設計者、施工者の所属する諸団体に依頼したところ、東京都左官組合連合会（東

左連）19 件、全国建設労働組合総連合（全建総連）65 件、一般社団法人 日本左官業組合連合会（日

左連）25 件、および職人がつくる木の家ネット 23 件、合計 132 件の回答が得られた。回答者の職

種は、設計者、元請工務店、大工、左官であり、工務店が半数以上、次いで左官が多く 3 割強であ

った。 

4.1.2 真壁構法採用に関する現状と問題点 

1）建物の概要 

 建物の用途は、住宅が大半であり、社寺の場合もあった。構造は、大多数が木造であることが

確認できた。建物の階数は、一階建てよりも二階建てのほうが多く、二階建ての中では下屋の付

いた建物が 3 分の 2 を占めていた。 

2）外壁の種類 

 真壁外壁の下地、下塗り、中塗りおよび上塗りに用いられる材料を尋ねた結果、表 4.1.1 のよ

うな種類があることがわかった。同表中の A は小舞下地に壁土および漆喰を塗り重ねた構法（以

下、伝統土壁系という）、B は木ずり下地に砂漆喰・漆喰を塗り重ねた構法、C～F はラス下地

板または構造用合板を下地として砂モルタルもしくは軽量モルタルを塗り重ねた構法（以下、モ

ルタル系という）である。図 4.1.1 より、これらの壁の種類のうち、伝統土壁系が最も多く採用

されており、半数を占めていた。次いでモルタル系が多く、木ずり漆喰はごく少数であった。 

 表 4.1.2 は、下地・塗付け層以外に使用した材料を尋ねた結果である。伝統土壁系の場合（同

表 （a））、水切り板金の使用は半数に留まっていた。これは、木製の水切りを用いる場合や、

横架材自体に水勾配を設ける加工を施す場合があることに加え、水が掛かって濡れても乾燥すれ

ば問題ないという考えがあることが影響していると考えられる。また、板材を用いるケースは少

なかった。同表 （b）に示すモルタル系の場合は、防水紙、防水テープ、シーリング材、メタ

ルラス（波形ラス等）、水切り板金、板材などが使用されていた。防水紙、ラス系下地および水

切り板金は使用率が高いのに対し、防水テープ、シーリング材および板材は低いことがわかった。 
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表 4.1.1 使用材料による外壁仕様の分類 

 

 
図 4.1.1 壁の種類の採用状況 

 

表 4.1.2 その他の材料の採用状況 

（a） 伝統土壁系の場合         （b） モルタル系の場合 

 

 

3）軒の出寸法と真壁の塗付け面積の関係 

 採用された軒の出およびけらばの出寸法に関する結果を図 4.1.2 に、真壁の塗付け部分の面積

に関する結果を図 4.1.3 に示す。軒の出・けらばの出は、1200mm 以上もしくは 600～1200mm

が大半を占めていたが、300～600mm や 300mm 未満の場合もあった。真壁の塗付け面積は、

全面的に塗り付ける場合が半数程度であり、残りの半数は板張りや大壁と併用していた。 

 表 4.1.3 および図 4.1.4 に、伝統土壁系およびモルタル系のそれぞれの壁において、軒の出お

よびけらばの出寸法と塗付け面積との関係を示す。伝統土壁系の場合、塗付け面積が全面もしく

は半分以上で、かつ軒の出寸法の小さいケースが 2 割弱あり、雨掛かりによる影響が懸念され

る。ただし、これらのケースの殆どが、2 階建てだが下屋が付いており、かつ上塗りに漆喰が施

されていたことから、雨掛かりに対する一定の配慮は見受けられた。モルタル系の場合も、軒の

出寸法の小さいケースが 2 割であったが、上塗り材に耐水性があることに加え、そのすべてに

略称
A

伝統土壁
B

木ずり漆喰
C

ラス下地砂モル
D

ラス下地軽モル
E

合板砂モル
F

合板軽モル

下地 竹小舞/木小舞 木ずり ラス下地板 ラス下地板 構造用合板 構造用合板

下塗り 荒壁土 漆喰/砂漆喰 砂モルタル 軽量モルタル 砂モルタル 軽量モルタル

中塗り 中塗土 中塗土/砂漆喰
砂モルタル/

軽量モルタル/砂漆喰
軽量モルタル

軽量モルタル/
砂漆喰/中塗土

軽量モルタル

上塗り 砂漆喰/漆喰など 漆喰 漆喰など 漆喰など 漆喰など 漆喰

A
伝統土壁

55%

B
木ずり漆喰

1%

C
ラス下地砂モ

ル
11%

D
ラス下地軽モ

ル
3%

E
合板砂モル

5%

F
合板軽モル

6%

その他
19%

有 無 有 無

水切板金 51% 49% 防水紙 67% 33%

板材 11% 89% 防水テープ 21% 79%

シーリング材 15% 85%

メタルラス（波形ラス等） 79% 21%

水切板金 61% 39%

板材 0% 100%
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おいて真壁の塗付け面積は半分未満であり、真壁の部分の雨掛かりに対する配慮がされているも

のと考えられる。 

 

           

図 4.1.2 軒の出・けらばの出寸法      図 4.1.3 真壁の塗付け面積 

 

表 4.1.3 軒の出寸法と真壁の塗付け面積 

 （a） 伝統土壁系の場合           （b） モルタル系の場合 

  
 

 

（a） 伝統土壁系の場合           （b） モルタル系の場合 

図 4.1.4 軒の出寸法と真壁の塗付け面積 
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伝統土壁構法が半数以上を占めることがわかった。 

伝統土壁系では、下地や塗付け層に用いる材料のほかには、水切り板金や板材が使用されてい

たが、その使用割合は、水切り板金は約半数、板材は 1 割と、少ないことがわかった。モルタ

ル系では、防水紙、防水テープ、シーリング材、メタルラス、水切り板金、板材などが使用され

ていた。そのうち防水紙、メタルラス、水切り板金は使用割合が高いのに対し、防水テープやシ

ーリング材の使用割合は低いことがわかった。 

軒の出寸法は 600mm 以上を確保するケースが大半を占めており、真壁の塗り付け部分に対す

る雨掛かり軽減に留意されていると考えられる。軒の出寸法が 600mm 未満と小さいケースも見

受けられたが、ほとんどの場合で下屋が設けられているか、上塗りに漆喰を用いるなど雨掛かり

に対する配慮がみられた。 

 

4.2 ヒアリング調査 

4.2.1 調査の概要 

 アンケート調査で確認できなかった柱際や水切りまわりの納まり等について、4 名の左官職に

対してヒアリングを行った。4 名とも、住宅・社寺建築および文化財などにおいて木造真壁構法

の施工経験の豊富な左官職である。 

ヒアリングをもとに、伝統土壁系およびモルタル系の真壁について現状と問題点を整理した。 

4.2.2 真壁構法外壁の納まりに関する現状と問題点 

1）伝統土壁系における現状 

① 柱際の納まり 

 チリじゃくりは、住宅では設けないのが普通であり、社寺の場合はあることが多い。 

 チリじゃくりのある場合に、上塗りとして漆喰を塗る際、昔は中塗りの段階で上塗りの厚さ分

薄く残しておき、上塗りをしゃくりの中に入れていた。現在では、中塗りまでをしゃくりに入れ、

上塗りはしゃくりに入れないことが多い。 

② 水切りの納まり 

水切りを設けない場合も多いが、設ける場合には木製と板金の両方の場合がある。 

水切りを設ける場合には、荒壁を塗り付けた後に入れている。 

水切り板金を入れる場合、立上がりの大きいほうが浸入した雨水の排出効果が高いと考えられ

ており、設計者・大工は立上がりを大きくしようとする。一方、左官にとっては、板金の立上が

り部は壁土が付かないため、立上がりを小さくしたい。必要に応じ、立上がり部にはメッシュを

被せるなど、壁土との一体性を確保するための工夫をしている。 

水切り板金と塗付け部との取合いは、塗付け層の下端からの水の吸上げを防止するため、目地

を設けたほうが良い（図 4.2.1）が、実際には目地を設けていない場合もある。 

水切り板金の柱際は、柱に鋸目を入れて板金を差し込む（図 4.2.2 （a））、柱に沿って板金を

立ち上げ鋸目に差し込む（図 4.2.2 （b））、柱を欠き込んで板金を立ち上げる（図 4.2.2 （c））
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などの納まりがある。チリじゃくりのある場合に板金を立ち上げる際には、チリじゃくりの奥ま

で柱を欠き込んで板金を立ち上げなければならないが、実際には行っていないことが多い。 

 

 
図 4.2.1 水切りと壁の下端の目地 

 

     

 

（a）板金を差し込む          （b）板金を立ち上げて差し込む   （c）柱を欠き込んで板金を立ち上げる 

図 4.2.2 水切り板金と柱の取り合い部の例 

 

2） モルタル系における現状 

① 塗付け工程 

 モルタル系真壁の塗付け工程の例を図 4.2.3 に以下に示す。 

最近は砂モルタルよりも軽量モルタルを使用することが多い。砂モルタルは、ひび割れが生じ

やすいことに加え、作業者の身体への負荷が大きいためである。仕上げの漆喰塗りは、塗り付け

る漆喰の調合やモルタル層の水引き具合によって塗り付け工程が異なる。糊の多い漆喰を用いれ

ば水持ちが良いため、モルタル層の上から 1 層で仕上ることが可能である。既調合漆喰など、

糊の少ない漆喰の場合には砂漆喰を施した後、水引き具合をみて漆喰を施す。 

 

図 4.2.3 モルタル系真壁の塗付け工程の例 
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② 柱際の納まり 

防水紙端部にシールを施す場合がある（図 4.2.4）。 

図 4.2.5 のように防水紙を柱面にまでまわすと、防水紙がめくれた場合に水が浸入する可能性

があるため、防水紙は柱際の少し手前で止める。 

チリじゃくりのある場合、塗付け層のみしゃくりの中に入れる場合と、しゃくりの幅を大きく

し、下地材・塗付け層ともしゃくりの中に入れる場合がある。 

 

     

図 4.2.4 防水紙端部にシールを施す例   図 4.2.5 防水紙をまわした場合（悪い例） 

 

③ 水切りと壁下端の納まり 

 伝統土壁系の場合と同様、水切り板金と塗り付け部との取り合いは、塗り付け層の下端からの

水の吸上げを防止するため、図 4.2.1 のように目地を設けたほうが良いが、実際には目地を設け

ていない場合もある。目地にシールを打つこともあるが、賛否両論である。漆喰仕上げの場合に

は目地を設けないことが多い。 

下地にラス下地板を用いる場合には、最近ではラス下地板の室内側に水切り板金を立ち上げる

こともある。その場合、防水紙下端の貼り仕舞い、防水テープや両面テープの使用については、

壁面の下端の目地や下端定木の有無などによって異なるやり方がある。 

④ その他 

施工の標準工程は、【下地面材取付け】→【水切り取付け】→【防水紙張付け】→【波形ラス

取付け】→【モルタル塗付け】である。左官職は【防水紙張付け】から行う場合と、【モルタル

塗付け】だけを行う場合とがある。 

モルタル系真壁の通気構法は現状では採用されていない。 

 

4.2.3 まとめ 

3.1節に示した長期使用に適した仕様例が、実際にはあまり採用されていないことがわかった。

例えば、仕様例ではチリじゃくりや水切りを設けていたのに対し、実際には設けられていない例

も多くあった。また、水切り板金と塗付け部の間に設ける目地や、水切り板金の柱際の立ち上げ

方など、水の浸入の軽減に対して効果的と思われる納まりでも、実際には行われていないケース

が多かった。さらに、真壁の通気構法は現状では採用されていないことがわかった。 

仕様例にも示されていたように、伝統土壁系の場合、水切り板金の立上がり部に壁土が付かな

モルタル

防水紙

シーリング

合板

柱



第Ⅻ章 真壁木造外壁の防水設計施工基準（案） 

第Ⅻ章－17 

いという問題があるため、左官職の立場では立ち上がり寸法を小さくしたいという意見があった。

壁土と板金の一体性を確保するための工夫がなされていた。 
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5．木部―外壁取り合い部の防雨性に関する実験の概要 

5.1 実験の目的・範囲 

 真壁構法における浸入雨水の挙動と雨仕舞の効果については十分な評価がなされていないこ

とから、それらの防雨性を把握することを目的として実験を行った。 

 実験の対象は、伝統土壁構法（小舞土壁構法）、モルタル塗り真壁直張り構法およびモルタル

塗り真壁通気構法とした。 

 

5.2 実験の方法 

5.2.1 試験体の概要 

 実験では各構法の試験体を数種類作製し、それらに対して散水を行った。各構法による試験体

の例を以下の図 5.2.1 に示す。柱および横架材は 105mm 角の製材を用いた。試験面の寸法は

315mm 角である。 

伝統土壁構法では、小舞下地とし、縦・横とも間渡竹を 2 本ずつ配置した。おもて面のみ、

荒壁塗りと中塗りを行い、いくつかの試験体では、漆喰仕上げを施した。 

モルタル真壁直張り構法では、下地面材に構造用合板を用い、防水紙、波形ラス、モルタル塗

り（2 層）の構成になっている。いくつかの試験体では、漆喰仕上げが施されている。 

モルタル真壁通気構法では、通気層のおもて側・うら側とも面材は構造用合板を用いた。うら

側の面材については、面材なしとするか、ラス下地とするのが一般的であるが、今回は、室内側

からの湿気の放出は検討しないため、構造用合板を用いた。また、通気層の室内側には、防水紙

ではなく、透湿防水シートを用いるのが一般的であるが、上記と同様の理由により、今回は防水

紙を用いた。 

5.2.2 散水方法および散水条件 

散水装置の概要を図 5.2.2 に示す。紙スリーブの一方に送風機を取付け、もう一方に噴霧方向

に対して垂直な面に均質に散布できるノズルを取り付け、試験面に散布した。風速は送風機側で

調節し、壁面雨量は、散水ノズルの種類およびを変えて調節した。また、しとしと降る長雨の条

件では送風機は使用せず、ノズルおよびスリーブの高さを上方にずらし、試験体に水がかかるよ

うに散水した。 

降雨条件は、表 5.2.1 に示した要因によって特徴付けられる。散水実験では、典型的な降雨条

件として、Ⅰ：記録的な豪雨、Ⅱ：強風を伴う横殴りの雨、Ⅲ：しとしと降る長雨の 3 種類を

想定した。 

雨滴の角度は、ノズルの種類、試験体面との距離および送風量によって決まるもので、今回の

実験では実現象を再現していない。ただし、伝統土壁構法とモルタル塗り直張り構法では、雨滴

が直接、運動エネルギーによって浸入するような隙間はなく、壁面等に当たった水滴が、風圧や

毛細管現象によって浸入するため、雨滴の角度は再現しなくても、実験により得られる結果に大

きな食い違いはないものと考えられる。一方、モルタル塗り通気構法では、横架材の下端に、通
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気層の出口があり、Ⅰの記録的な豪雨では、通常、風は弱いが、散水実験では水平に近いため、

実現象よりも通気層出口からの水の浸入が多いことに配慮して考察する必要がある。 

なお、散水条件Ⅰ, ⅡおよびⅢの場合の試験体における壁面雨量は、それぞれ100mm/h、60mm/h

および 5mm/h 程度である。また、噴霧量の調整を優先し、種類の異なるノズルを使っている関

係で、雨滴の大きさは実現象とは異なり、散水条件Ⅰ, ⅡおよびⅢの場合も、平均粒径はほぼ同

等の 300～340μm である。 

5.2.3 試験体の種類と比較項目 

 試験体の種類を表 5.2.2 に、比較項目と散水条件の関係を表 5.2.3 に示す。伝統土壁構法の試

験体は、散水実験後は再使用できないことから、散水条件を限定してそれぞれの雨仕舞や材料の

違いについて検証した。 

 

 

図 5.2.2 散水装置の概要 
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図 5.2.1 （a） 伝統土壁構法試験体例（試験体 A2 の場合） 

 

図 5.2.1（b） モルタル塗り真壁直張り構法試験体例（試験体 B5 の場合） 
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図 5.2.1 （c） モルタル塗り真壁通気構法試験体例（試験体 C1 の場合） 
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表 5.2.2 試験体の種類と仕様 

分類 記号 仕上げ 取合い部の仕様 主な比較項目

A1 なし 基準試験体

A2 チリじゃくり チリじゃくり

A3 水切り板金なし 水切り板金なし

A4 チリ漆喰塗り チリ漆喰塗り

A5 なし 中塗り仕上げ(関東土)

A6 なし 関西土

A7 チリ回り塗り チリ回り塗り

B1 砂モルタル 基準試験体

B2 軽量モルタル 軽量モルタル

B3 なし モルタル仕上げ

B4 チリじゃくり チリじゃくり

B5
チリじゃくり

防水テープ
防水テープ

C1 軽量モルタル 基準試験体

C2 砂モルタル 砂モルタル

C3 防水テープ チリじゃくりなし

C4 チリじゃくり 防水テープなし

合

板

中塗り

伝統土壁構法

モルタル塗り真壁

直張り構法

モルタル塗り真壁

通気構法

荒壁・中塗り

（関東）

荒壁・中塗り

（関西）

面

材

（
通

気

層
（

防

水

紙

合

板

軽量モルタル

波

形

ラ

ス

防

水

紙

波

形

ラ

ス

防

水

紙

小

舞

下

地

漆喰
砂モルタル

なし

チリじゃくり

防水テープ

下地

漆喰

なし

漆喰

漆喰

 
 

表 5.2.3 試験体の比較項目と散水条件 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

壁土の種類
A5

（関東土）

A6
（関西土）

- - ○

漆喰の有無
A1

（漆喰仕上げ）

A5
（中塗り仕上げ）

- - ○

水切板金の有無
A1

（水切り板金あり）

A3
（水切り板金なし）

- ○ -

チリじゃくりの有無
A1

（チリじゃくりなし

A2
（チリじゃくりあり

○ ○ ○

チリ漆喰塗りの効果
A1

（チリ漆喰塗りなし

A4
（チリ漆喰塗り）

- ○ -

チリ回り塗りの効果
A6

（チリ回り塗りなし

A7
（チリ回り塗り）

- - ○

モルタルの種類
B1

（砂モルタル）

B2
（軽量モルタル）

○ ○ ○

漆喰の有無
B1

（漆喰仕上げ）

B3
（モルタル仕上げ）

○ ○ ○

チリじゃくりの有無
B1

（チリじゃくりなし

B4
（チリじゃくりあり

○ ○ ○

防水テープの有無
B4

（防水テープなし）

B5
（防水テープあり）

○ ○ ○

モルタルの種類
C1

（軽量モルタル）

C2
（砂モルタル）

○ ○ ○

チリじゃくりの有無
C1

（チリじゃくりあり

C3
（チリじゃくりなし

○ ○ ○

防水テープの有無
C1

（防水テープあり）

C4
（防水テープなし）

○ ○ ○

モルタル塗り

真壁通気構法

分類 比較項目 比較する試験体
散水条件

伝統土壁構法

モルタル塗り真壁

直張り構法

 
Ⅰ：記録的な豪雨  Ⅱ：強い風圧を伴う横殴りの雨  Ⅲ：しとしと降る長雨 

丸印は実験を実施、ハイフォンは実験を実施していないことを表す． 
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5.3 実験結果および考察 

5.3.1 伝統土壁構法 

 表 5.3.1 の（a）は記録的な豪雨、同（b）は強風を伴う横殴りの雨、同（c）はしとしと降る

長雨を想定した場合である。さらに、対応する組合せの実験結果を比較し、雨仕舞の効果などを

まとめると以下の通りである。 

1) 壁土の種類の違い 

 しとしと降る長雨の散水条件における中塗仕上げの試験体 A5（関東土）と A6（関西土）に

ついて、の結果を比較する。図 5.3.1 によると、中塗の裏面まで全体的に濡れ切ってしまうまで

の時間は関東土の方が早く、散水開始から 30 分前後だったのに対し、関西土では１時間程度を

要した。しかし、荒壁層の奥まで水が浸入し、裏面側から荒壁に濡れ色が広がり始めたのは、ど

ちらの土も散水開始から１時間程度過ぎてからであり、濡れ色が全体に広がったのはどちらの土

も 6 時間程度であった。 

 

 
(a) 試験体 A5（関東土）       （b） 試験体 A6（関西土） 

図 5.3.1 中塗と荒壁の層間における浸水範囲（散水条件：しとしと降る長雨） 

［注］色塗り：散水開始 1 時間後の浸水範囲 囲み内の数字は浸水までの時間（分） 

 

2) 漆喰仕上げの効果 

 しとしと降る長雨の散水条件における漆喰仕上げの試験体 A1 と中塗仕上げの A5 の結果を比

較する。漆喰仕上げがない場合は 1 時間程度で裏側荒壁に濡れ色が広がり始め、全体に濡れ色

が広がるのに 6 時間要したのに対し、漆喰仕上げがある場合は同じように荒壁に濡れ色が広が

り始めたのは散水から 12 時間程度で、全体に濡れ色が広がるのに 24 時間以上要した。 
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(a) 試験体 A1（漆喰仕上げ）      （b） 試験体 A5（中塗仕上げ） 

図 5.3.2 荒壁裏面の濡れ範囲（散水条件：しとしと降る長雨） 

［注］色塗り：散水開始 6 時間後の濡れ範囲 

  

3) 水切りの効果 

 強い風圧を伴う横殴りの雨において、水切り板金あり試験体 A1 と水切り板金なし試験体 A3

の結果を比較する。水切り板金の有無にかかわらず、荒壁下部から裏面側へ水が流出した。水切

り板金がある場合は左右端部から 10 分程度で水が流出したのに対し、水切り板金がない場合は、

下部の左右端部だけでなく中央部からもより短い時間に多くの水が流出した。このことから水切

り板金は下部中央からの水の浸入を防ぐ効果があるが、風圧を伴う降雨においては上部のチリ際

から浸入した水が水切り板金の立ち上がりの裏に回り浸入してしまうことがわかった。 

 そのため、水切り板金の効果をより高めるためには、同時にチリ際からの水の浸入を抑える処

置をする必要がある。 

 

(a) 試験体 A1（水切り板金あり）      （b） 試験体 A3（水切り板金なし） 

図 5.3.3 荒壁裏面下部からの水の流出状況（散水条件：強風を伴う横殴りの雨） 

［注］散水開始 10 分後の浸水状況 

4) チリじゃくりの効果 

 チリじゃくりなし試験体 A1 とチリじゃくりあり試験体 A2 の結果を比較する。 
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 記録的な豪雨の場合においては、チリじゃくりがない場合は 10 分程度で荒壁下部の左右端部

から裏面側の土台上面に水が流出したのに対し、チリじゃくりがある場合はそのような水の流出

は生じなかった。裏側荒壁の濡れ方は、チリじゃくりがないと散水開始から 2 時間程度で全面

が濡れたのに対し、チリじゃくりがあると 2 時間が過ぎても中央下部付近が濡れなかった。 

強風を伴う横殴りの雨においては、チリじゃくりがないと散水開始から 1 時間程度で全面が

濡れたのに対し、チリじゃくりがあると全面が濡れるのに 5 時間程度要した。このことから、

チリじゃくりを設けた場合においても、チリ際から水切り板金の立ち上がりを超えて水が浸入す

るものの、降水量や風速が過酷な降雨において、チリじゃくりを設けることによる雨水浸入の遅

延効果は高く、荒壁の濡れ切る時間は大幅に遅れた。 

 しとしと降る長雨においては、チリじゃくりによって壁土がより水を吸いやすくなった。チリ

じゃくりがない場合は荒壁層の奥まで全体的に水が浸透するのに 24時間以上を要したのに対し、

チリじゃくりがある場合は 12時間程度で同様の濡れ範囲となった。軸組と壁土との接触面積は、

チリじゃくりのあるほうが大きいためであると考えられる。 

 以上のことから、チリじゃくりは短時間におけるチリ際からの多量の雨水の浸入を抑える効果

が高いといえる。チリじゃくりによって、塗付け層の小口からの吸水は促進され、降雨が長時間

に及んだときには、特に伝統土壁構法では室内側までの濡れが広がる可能性があり、別途、対策

を考える必要がある。 

5) チリ漆喰塗りの効果 

 強い風圧を伴う横殴りの雨において、チリ漆喰塗りなし試験体 A1 とチリ漆喰塗りあり試験体

A4 の結果を比較する。裏面の荒壁全体に濡れ色が広がった時間を比較すると、通常の漆喰仕上

げでは 1 時間程度だったのに対し、ちり漆喰塗りを施した場合では 2 時間程度を要した。しか

し、チリ漆喰塗りの有無に関わらず、数分で荒壁下部の左右端部から裏面の土台上面に水が流出

した。したがって、短時間であっても、激しい降雨に対してはチリ際からの浸水を抑えるために

は、チリ漆喰塗りよりは、チリじゃくりを設けたほうが効果的であるといえる。 

 

 
(a) 試験体 A1（チリじゃくりなし）  （b） 試験体 A4（チリじゃくりあり） 

図 5.3.4 荒壁裏面の濡れ範囲（散水条件：強風を伴う横殴りの雨） 

［注］色塗り：散水開始 1 時間後の濡れ範囲 
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6) チリ回り塗りの効果 

 関西土を用いた中塗仕上げの試験体において、チリ回り塗りなし試験体 A6 とチリ回り塗りあ

り試験体 A7 を比較する。荒壁の裏面に濡れ色が広がり始めた時間は、チリ回り塗りがない場合

が 1 時間、チリ回り塗りを施した場合が 2 時間程度であった。散水開始から 6 時間程度経過す

るといずれの場合も、中塗仕上げの試験体中央部から浸入した水が広がり、裏面全体に濡れ色が

広がった。 

 

(a) 試験体 A1（チリ漆喰塗りなし）   （b） 試験体 A4（チリ漆喰塗りあり） 

図 5.3.5 荒壁裏面の濡れ範囲（散水条件：しとしと降る長雨） 

［注］色塗り：散水開始 30 後の濡れ範囲 

 

5.3.2 モルタル塗り真壁直張り構法 

表 5.3.2 の（a）は記録的な豪雨、同（b）は強風を伴う横殴りの雨、同（c）はしとしと降る

長雨を想定した場合である。さらに、対応するひと組の実験結果を比較し、雨仕舞の効果などを

まとめると以下の通りである。 

1) モルタルの種類の影響 

 漆喰仕上げを施した試験体において、砂モルタルを使用した試験体 B1 と軽量モルタルを使用

した試験体 B2 の結果を比較する。 

 記録的な豪雨や強い風圧を伴う横殴りの雨において、砂モルタルを使用した場合よりも軽量モ

ルタルを使用した場合のほうが早く、合板裏面の広範囲に濡れ色が発生し、より多くの水が漏出

した。いずれの試験体も裏側に漏出した水はチリ際から浸入したものであった。軽量モルタルの

漏水量が多いのは、軽量モルタルの方が軸組との間の空隙が大きいためであると考えられる。 

 しとしと降る長雨においては 40 時間の散水で、砂モルタルを使用した場合はモルタル層内の

全体が濡れたが、軽量モルタルを使用した場合は中央部まで濡れなかった。 

砂モルタルは軽量モルタルと比べて組織が緻密であり、このことが逆に毛細管力を高め、モル

タル内部に水が浸透しやすかった。軽量モルタルでは、毛細管力による浸透は緩やかであったが、

風圧が作用すると、組織が粗いため、壁面の水が直接内部に押し込まれる傾向が顕著であった。

このため、漆喰仕上げを施した場合を比較すると、毛細管作用が卓越する砂モルタルのほうが、

壁面一般部からの水の浸入は著しい。 
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(a) 試験体 B1（砂モルタル）        （b） 試験体 B2（軽量モルタル） 

図 5.3.6 合板裏面の濡れ範囲と水の流出（強風を伴う横殴りの雨） 

［注］散水開始 10 分後の濡れ範囲と浸水状況 

 

2) 漆喰仕上げの効果 

 砂モルタルを使用した試験体において、漆喰仕上げあり試験体 B1 と漆喰仕上げなし試験体

B3 を比較する。 

 記録的な豪雨や強い風圧を伴う横殴りの雨において、漆喰仕上げを施した場合、モルタル層内

や防水紙中央部が濡れることはほとんどなかった。しかし、モルタル仕上げとした場合、壁面雨

量が多い場合は、30 分前後でモルタル層の奥まで水は浸透し、防水紙まで達した。 

 しとしと降る長雨において、モルタル仕上げとした場合は 10～20 分程度でモルタル層内の厚

み中央の全体が濡れたのに対し、漆喰仕上げを施した場合では同程度の濡れが生じるのに 5～10

時間程度を要した。 

 このことから漆喰仕上げを施した場合、モルタル下地の防水紙中央部に水が到達する可能性は

大幅に減ると考えられる。ただし、チリ際から浸入してくる水に対しては対策が必要である。 

 

(a) 試験体 B1（漆喰仕上げ）       （b） 試験体 B3（砂モルタル仕上げ） 
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図 5.3.7 モルタル層厚み中央における浸水範囲（散水条件：記録的な豪雨） 

［注］色塗り：散水開始 3 時間後の浸水範囲 囲み内の数字は浸水までの時間（分） 

 

3) チリじゃくりの効果 

 漆喰仕上げを施した砂モルタル試験体において、チリじゃくりなし試験体 B1 とチリじゃくり

あり試験体 B4 を比較する。 

 記録的な豪雨や強い風圧を伴う横殴りの雨においては、チリじゃくりがない場合では 10 分程

度で下地合板下部の左右端部から裏面側の土台上面へ水が流出した。一方でチリじゃくりがある

場合はそのような多量の水の流出は生じず、また合板裏面に濡れ色が生じることもなかった。し

としと降る長雨においては、チリじゃくりによるものと考えられる大きな差異は見受けられなか

った。 

 以上から、チリじゃくりはチリ際から浸入してくる水を大幅に減らし、風圧を伴う場合でも短

時間の多量の水の浸入に対しては十分な効果があるといえる。 

 

(a) 試験体 B1（チリじゃくりなし）        （b） 試験体 B4（チリじゃくりあり） 

図 5.3.8 合板裏面の濡れ範囲（散水条件：強風を伴う横殴りの雨） 

［注］散水開始 5 時間後の浸水範囲 

4) 防水テープの効果 

 漆喰仕上げを施した砂モルタル試験体において、チリじゃくりを施した試験体 B4 とチリじゃ

くりを設けたうえで防水テープを用いた試験体 B5 を比較する。 

 3 つの降雨条件の場合でも、チリ際から浸入した水は防水紙の端部まで到達し、その一部は合

板裏面に達するが、防水紙端部を防水テープで処理した場合、防水紙裏面への浸水は生じなかっ

た。 
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(a) 試験体 B4（防水テープなし）       （b） 試験体 B5（防水テープあり） 

図 5.3.9 合板小口面における浸水範囲（散水条件：強風を伴う横殴りの雨） 

［注］色塗り：散水開始 5 時間後の浸水範囲 数字は浸水までの時間（分） 

 

5.3.3 モルタル塗り真壁通気構法 

表 5.3.3 の（a）は記録的な豪雨、同（b）は強風を伴う横殴りの雨、同（c）はしとしと降る

長雨を想定した場合である。さらに、対応するひと組の実験結果を比較し、雨仕舞の効果などを

まとめると以下の通りである。 

1) モルタルの種類の影響 

 漆喰仕上げを施した試験体において、軽量モルタルを用いた試験体 C1 と砂モルタルを用いた

試験体 C2 を比較する。 

 記録的な豪雨の条件における柱チリ際からの浸水は、砂モルタルでは数分で生じたのに対し、

軽量モルタルでは 20 分から 30 分程度の時間を要した。また強い風圧を伴う横殴りの雨におい

ては、通気層上部からの吹き込んだ水がモルタル裏面の防水紙の表面や裏面に達するため、柱チ

リ際からの浸水には差が認められなかった。 

 しとしと降る長雨の条件において、モルタル層内部が全体的に濡れるまでの時間は、砂モルタ

ルの場合は 24 時間以程度、軽量モルタルの場合は 40 時間程度であった。 

 

 

(a) 試験体 C1（軽量モルタル）      （b） 試験体 C2（砂モルタル） 

図 5.3.10 モルタル層小口面における浸水範囲（散水条件：記録的な豪雨） 

［注］色塗り：散水開始 10 分後の浸水範囲 数字は浸水までの時間（分） 
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2) チリじゃくりの効果 

 軽量モルタルを用い漆喰仕上げを施した試験体において、チリじゃくりのうえに防水テープを

施した試験体 C1 とチリじゃくりを設けず防水テープを施した試験体 C3 を比較する。通気層上

部からの吹込みがあるため、チリじゃくりの有無による差は認められず、どちらの場合も、通気

層の室内側にある透湿防水シートの端部を防水テープで処理することにより、裏面への浸水は生

じなかった。 

3) 通気層裏の面材への防水テープの効果 

 軽量モルタルに漆喰仕上げを施した試験体において、チリじゃくりのうえに防水テープを施し

た試験体 C1 と防水テープを用いずチリじゃくりのみの試験体 C4 の結果を比較する。 

 記録的な豪雨の条件において、防水テープがある場合は水切り板金の下や左右の柱との取り合

い部から浸入した水による影響から、防水紙裏面は下部のみが濡れたのに対し、防水テープがな

い場合は防水紙裏面の大部分が濡れた。 

 強風を伴う横殴りの雨においては、防水テープを使用しなくとも、水切り板金の裏側に漏出し

た水による影響を除いて通気層奥の防水紙裏面に水が浸入することはなかった。 

 しとしと降る長雨においては、防水テープを使用した場合で内壁側の防水紙-合板間の中央部

への浸水を示すセンサーの動きがあった。しかし、今回の実験では防水紙表面に水が滴る等の現

象が生じることは考え難く、原因は特定できないが、センサーの誤作動だと考えられる。 

 最も通気口から水が浸入しやすいと思われる強い風圧を伴う横殴りの雨でも通気層奥の防水

紙が濡れることはなかった。 

以上から、雨滴の角度や通気層上部の板金の形状などによっては、直接、雨水が通気層内に浸

入する可能性があるが、短時間であれば通気層裏面の防水紙を越えて壁体内に浸入する可能性は

低い。しかし、時間が長くなると浸水の危険も高くなるため、防水テープの使用は必要と考えら

れる。 

 

 

(a) 試験体 C1（防水テープあり）    （b） 試験体 C4（防水テープなし） 

図 5.3.11 通気層内壁側防水紙と合板の間における浸水状況（散水条件：記録的な豪雨） 

［注］色塗り：散水開始 3 時間後に浸水 数字は浸水までの時間（分） 
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4037 152 33

25
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表 5.3.1 （a） 伝統土壁構法の散水試験結果（記録的な豪雨の場合） 
A1 

（基準試験体） 
A2 

（チリじゃくり） 
3 分で漆喰層のうら面ま

で水が浸透するとともに、柱
や桁材との取り合い部から
水が浸入し、いくつかの部位
では荒壁層小口面まで達し
た。 
10 分で荒壁うら面の上部

中央から濡れ色や水の流出
か生じ、同時に土台上面の両
端部にも水が流出した。 

また 30 分程度で荒壁うら
面の上部全体と中央付近に
濡れ色が広がり、これらに対
応するような部位の中塗り
うら面が 10 分から 30 分で
濡れた。荒壁層小口面は下部
を最後にして 30 分程度で全
体が濡れた。 

1 時間程度で中塗りうら
面全体が濡れ、荒壁うら面は
下半分が濡れていないもの
の、土台上面に接した荒壁は
水で滲んでいた。また正面か
ら見て右側の土台上面では
溜まった水がうら側に流出
し続けていた。 
 2 時間程度で荒壁うら面
が全体的に濡れた。 

 2～5 分で漆喰層のうら
面まで水が浸透するととも
に、柱や桁材との取り合い部
から水が浸入し、いくつかの
部位では 3～8 分で荒壁層小
口面まで達した。 

10 分で荒壁うら面の、土
台上面の正面から見て右端
部に少量の水が流出したが、
土台上面に広がらずに荒壁
に吸水された。 
また 30 分程度で荒壁うら

面の上部全体と中央付近に
濡れ色が広がり、これらに対
応するような部位の中塗り
うら面が 10 分から 30 分で
濡れた。 

1時間から2時間程度で中
塗りうら面全体が濡れ、その
過程で荒壁うら面は軸組付
近である四周端部と右側全
体が濡れ、土台上面に接した
荒壁は水で滲んでいた。 
 2.5時間で散水を終了した
時点では左側の柱際は濡れ
たものの、中央左側には濡れ
は及ばなかった。 
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表 5.3.1 （b）  伝統土壁構法の散水試験結果（強風を伴う横殴りの雨の場合） 
A1 

（基準試験体） 
A2 

（チリじゃくり） 
A3 

（水切り板金なし） 
A4 

（チリ漆喰塗り） 
3 分程度で漆喰層のうら

面まで水が浸透するととも
に、柱や桁材との取り合い部
から水が浸入し、いくつかの
部位では荒壁層小口面まで
達した。 
10 分程度で中塗りうら面

の上部に水が浸入し始めた。
また荒壁層小口面は全体的
に濡れた。さらに荒壁うら面
においても上部に濡れ色が
表れ始め、右側柱際の土台上
面に水が流出した。 
 10 分から 1 時間程度かけ
て中塗りうら面は上部から
濡れていった。荒壁うら面は
軸組の際が比較的先に濡れ、
残りの部位は上部から濡れ
色が広がり、1 時間程度で全
体が濡れた。 

 5 分程度で漆喰層のうら
面まで水が浸透するととも
に、柱や桁材との取り合い部
から水が浸入し、上部右側で
は荒壁層小口面まで達した。
また中塗り層うら面も上部
右側が濡れ始めた。 
30 分程度で右側の荒壁層

小口面には全体に水が浸入
し、中塗りうら面も中央を含
む右側の大部分が濡れた。 

その後 1～3 時間程度かけ
て中塗りうら面と荒壁層小
口面の左側が濡れていった。 
 荒壁うら面は 3 時間程度
かけて右側全体が濡れ、5 時
間程度かけて残った左側が
濡れた。 

 5 分程度で漆喰層のうら
面まで水が浸透するととも
に、柱や桁材との取り合い部
から水が浸入し、上部右側や
下部では荒壁層小口面まで
達した。また中塗り層うら面
も上段全体が濡れ始めた。試
験体裏面において土台上面
全体に荒壁の下端部から水
が流出した。 
10 分が過ぎると中塗り裏

面の中断が濡れ始め、荒壁裏
面には上部中央から濡れ色
が広がり始めた。 
30 分～1 時間程度で中塗

り裏面の下段が濡れ、荒壁層
小口面には全体的に水が回
った。荒壁裏面の濡れ色は上
部中央から下りるように広
がり、左右側に濡れは及ばな
かった。 
 3 時間程度かけて荒壁裏
面は全体的に濡れた。 

 数分程度で漆喰層のう
ら面まで水が浸透するとと
もに、柱や桁材との取り合い
部の一部から水が浸入し、ま
ばらに荒壁層小口面まで達
した。また中塗り層うら面は
上段左側が濡れた。試験体裏
面において土台上面に荒壁
の左右下端部から水が流出
した。 
10 分が過ぎると中塗り裏

面が濡れた部位と同位置の
荒壁裏面が濡れ始めた。20
分程度で中塗り層うら面上
段は全体が濡れた。 
30 分～1 時間程度で中塗り
裏面の中段と下段が濡れた。
荒壁裏面の濡れ色は 30 分程
度ではほとんど広がらなか
った。 
 荒壁は 1.8 時間程度で土
台上面を除く下段部を残す
ように荒壁に濡れ色が広が
り、2.3 時間程度で残りが濡
れた。 
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表 5.3.1 （c）  伝統土壁構法の散水試験結果（しとしと降る長雨の場合） 
A1 

（基準試験体） 
A2 

（チリじゃくり） 
A5 

（中塗り仕上げ） 
A6 

（関西土） 
A7 

（チリ回り塗り） 
 数分程度で漆喰層裏面ま
で水が浸透した。 
中塗り層小口面の柱際には
数分～40 分程度で水が浸入
し、上部桁材際には 1 時間程
度で水が浸入した。 
 中塗り層裏面まで水が浸
透するのに 2～7 時間程度か
かった。特に中央は濡れるの
に 10 時間程度かかった。 
 荒壁裏面は 6 時間程度で
は濡れず、上部と正面から見
て右側から濡れ色が表れ始
めた。また右側の土台上面で
は荒壁の濡れによって水が
滲んでいた。 
 24 時間程度で荒壁裏面全
体に濡れ色は広がった。 

 数分～20 分程度で漆喰層
裏面まで水が浸透した。 
 中塗り層小口面の柱際に
は 10 分～1 時間程度で水が
浸入し、上部桁材際には 2～
4 時間程度で水が浸入した。 

中塗り層裏面までは 2～3
時間程度で先に下部に水が
浸入し、5～10 時間程度で全
体に水が浸入した。 
 荒壁裏面は 4 時間程度で
はほとんど濡れなかったも
のの、12 時間程度で荒壁裏
面全体に濡れ色は広がった。 

中塗り層小口面の柱際に
は 10 分前後で水が浸入し
た。 
中塗り層裏面には 20～50

分程度で水が浸入した。 
中塗り層小口面の上部桁

材際には 40～50 分程度で水
が浸入した。 

荒壁裏面は1時間程度では
ほとんど濡れなかったもの
の、3 時間程度で正面から見
て右側下部から左側上部方
向に濡れ色は広がった。 
 散水終了時の 5.6時間程度
では上部の左右角部と下部
の左側を除いて荒壁裏面は
全体的に濡れた。 

中塗り層小口面の柱際に
は 5 分程度で水が浸入した。 
中塗り層小口面の上部桁

材際と中塗り層裏面には 50
～90分程度で水が浸入した。 
 荒壁裏面は1時間程度では
ほとんど濡れなかったもの
の、3 時間程度で左右の柱際
から濡れ色が生じ始めた。6
時間程度では上部の桁下面
際近くを除いて全体が濡れ、
7 時間程度で残りの部位にも
濡れが及んだ。 

 中塗り層小口面の柱際に
は 10 分程度で水が浸入し
た。 
中塗り層小口面の上部桁

材際には中央部には散水終
了時近くまで水は浸入せず、
左右の部位には 40～90 分程
度で水が浸入した。 
中塗り層裏面までは 1 時

間程度で上部の一部を除い
て水が浸入し、残りの部位に
は 2～3 時間程度で水が浸入
した。 
 荒壁裏面は2時間程度では
ほとんど濡れなかったもの
の、4 時間程度で左右の柱際
から濡れ色が生じ始めた。6
時間程度では上部の桁材際
を除いて全体が濡れた。 
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表 5.3.2 （a） モルタル塗り真壁直張り構法の散水結果（記録的な豪雨の場合） 
B1 

（基準試験体） 
B2 

（軽量モルタル） 
B3 

（モルタル仕上げ） 
B4 

（チリじゃくり） 
B5 

（防水テープ） 
 散水直後に漆喰層のうら
面まで水が浸透するととも
に、柱や桁材との取り合い部
から水が浸入した。 
 数分で水は左側柱際下部
において合板小口面まで達
した。また水切り板金の下か
ら回り込んだ水の影響で合
板小口面下部中央も濡れた。 
 30 分から 1 時間程度にか
けて合板小口面では下部だ
けでなく上部にも水が達し
始め、その過程で防水紙と合
板の間にも水が浸入してい
ると思われる。 
 2 時間程度で合板小口面
の大部分に水が浸入し、モル
タル層内の厚み中央下部に
も水が浸入し始めた。 
 2.5時間の散水でモルタル
層内やモルタル層うら面に
はほとんど水は浸入せず、試
験体裏面の合板にも変化は
見られなかった。 
 

 10 分程度で漆喰層のうら
面まで水が浸透するととも
に、柱や桁材との取り合い部
から水が浸入し、左側柱付近
ではモルタル層-防水紙間の
上部に水が達した。また合板
小口面では試験体下半分の
大部分に水が浸入した。試験
体裏面では正面から見て左
下の土台と柱の取り合い部
付近で合板に濡れ色が広が
り始めた。 
 30 分程度でモルタル層内
厚み中央が濡れ始めた。 
 1 時間程度で合板小口面
上部が濡れ始め、モルタル層
内部は周辺部が全体的に濡
れた。試験体裏面では土台上
面付近の合板の広範囲に濡
れ色が広がった。 
 2.4時間の散水で合板小口
面は大部分が濡れ、モルタル
層内部は中央右側を除いて
濡れた。モルタル層-防水紙
間はほとんど濡れなかった。
試験体裏面では下部にのみ
濡れ色が広がった。 

1～4 分程度でモルタル層
の厚み中央まで水が浸透す
るとともに、柱や桁材との取
り合い部から水が浸入した。
また水切り板金の下から水
が回り込んだ影響か、合板小
口面の下部にも水が浸入し
た。 
10～40 分程度でモルタル

層裏面まで水は浸透した。そ
の間、35 分程度で、正面か
ら見て上部左側の合板と軸
組の間に挟まったモルタル
が濡れた影響で、合板に濡れ
色が生じた。 
 1 時間を過ぎると合板小
口面の下部を除いた部位に
も水の浸入が及んだ。また土
台と合板の取り合い部から
土台上面に水が流出し、合板
下部に濡れ色が広がった。 

 5 分程度で漆喰層のうら
面まで水が浸透するととも
に、柱や桁材との取り合い部
から水が浸入した。 
20 分～40 分程度で水切り

板金の下から水が回り込ん
だ影響か、合板小口面の下段
の部位に水が浸入した。 

80 分から 3 時間程度でモ
ルタル層厚み中央全体にま
ばらに水が浸入した。 
 3 時間程度の散水でモル
タル層裏面にほとんど水は
浸入しなかった。また試験体
裏面においても合板に濡れ
色などの変化は見られなか
った。 

（合板小口面と試験体裏側
のみの観察） 

20～30 分程度で水切り板
金の下から水が回り込んだ
影響か、合板小口面の下段の
部位に水が浸入した。 
 3 時間程度の散水で合板
小口面では下部以外に水の
浸入は及ばなかった。防水紙
裏面では上部に水の浸入が
見られたが、防水テープの施
工不良と思われる。試験体裏
面においては合板に濡れ色
などの変化は見られなかっ
た。 
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表 5.3.2 （b） モルタル塗り真壁直張り構法の散水結果（強風を伴う横殴りの雨の場合） 
B1 

（基準試験体） 
B2 

（軽量モルタル） 
B3 

（モルタル仕上げ） 
B4 

（チリじゃくり） 
B5 

（防水テープ） 
 1 分程度で漆喰層のうら
面まで水が浸透するととも
に、柱や桁材との取り合い部
から水が浸入した。 
 土台上面の左側付近では
合板小口面に水が数分で達
し、試験体裏面では 10 分程
度で正面から見て左下の土
台と柱の取り合い部付近で
合板に濡れ色が広がり始め
た。 
 30 分程度で試験体裏面の
土台上面中央の合板との取
り合い部から水が漏出し、合
板に濡れ色が広がった。 
 5 時間の散水で合板小口
面は下部を除いてほとんど
濡れず、モルタル層内の厚み
中央には全く水が浸入しな
かった。モルタル層うら面は
下部が濡れ始めた。試験体裏
面は正面から見て左下の範
囲を除いて濡れ色の発生は
なかった。 

 1 分程度で柱や桁材との
取り合い部から水が浸入し
た。 
 10 分程度で水は合板小口
面の主に左下の部位に達し
た。また試験体裏面ではステ
ープルの孔や土台と合板の
取合い部から水が漏出し、広
範囲に濡れ色が発生した。 
 30 分程度で左右の合板小
口面が濡れ始めた。 
 3～4 時間で上部の合板小
口面やモルタル層内厚み中
央の主に下部と左側とモル
タル層-防水紙間の中央左側
が濡れた。また合板に空いた
孔から流下した水の影響で
合板の濡れ色は広がり、土台
上面に水が溜まった。 

散水直後に柱や桁材との
取り合い部から水が浸入し、
防水紙裏面の主に右側に水
が浸入した。 
数分～15 分程度で合板小

口面の上部と下部両方に水
が浸入し、防水紙裏面の周辺
部は全体的に濡れた。またモ
ルタル層厚み中央には主に
試験体下半分の部位に水が
浸入した。さらに試験体裏面
において、合板と軸組に塗り
込められたモルタルが濡れ
た影響で合板の上部左側が
濡れ、土台と合板の取り合い
部右側では土台上面に水が
流出した。 
 1 時間程度過ぎてからモ
ルタル層裏面全体にまばら
に水が浸透し始めた。 
 2 時間程度の散水で合板
小口面の左右は濡れず、モル
タル層内も上部は濡れなか
った。 

 数分で柱や桁材との取り
合い部から水が浸入した。 
 10 分程度で漆喰層うら面
中央に水は浸入した。 
 30 分から 2 時間程度で合
板小口面の全体に下部から
上部の順に水は浸入してい
った。 
 2～3 時間程度で防水紙裏
面への水の浸入が見られた。 
 5 時間程度の散水でモル
タル層内やモルタル層裏面
の大部分に水は浸入しなか
った。また試験体裏面におい
て合板に濡れ色などの変化
は見られなかった。 

（合板小口面と試験体裏側
のみの観察） 
 6 分程度で水切り板金の
下から水が回り込んだ影響
か、合板小口面の下部中央に
水が浸入した。下部の左右に
は 3 時間程度で水の浸入が
及んだ。 
 5 時間程度の散水で合板
小口面のその他の部位へ水
の浸入は及ばなかった。また
試験体裏面において合板に
濡れ色などの変化は見られ
なかった。 
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表 5.3.2 （c） モルタル塗り真壁直張り構法の散水結果（しとしと降る長雨の場合） 
B1 

（基準試験体） 
B2 

（軽量モルタル） 
B3 

（モルタル仕上げ） 
B4 

（チリじゃくり） 
B5 

（防水テープ） 
 3 分程度で漆喰層裏面中
央に水が浸入した。 
 20～30 分程度でチリ際か
らモルタル層小口面全体に
水が浸入した。 
 5~10 時間程度でモルタル
層内厚み中央とモルタル層
裏面の周辺下部に水が浸入
した。また合板小口面には下
部を除く大部分に水が浸入
した。 
 10～15 時間程度でモルタ
ル層内厚み中央とモルタル
層裏面では上部に水の浸入
が及んだ。 
 20～30 時間程度でモルタ
ル層内厚み中央とモルタル
層裏面では全体に水の浸入
が及んだ。 
 48 時間程度の散水で合板
小口面の下部に対して水は
浸入しなかった。合板裏面に
濡れ色などの変化は生じな
かった 

 10 分から 1 時間程度で上
部を除いてチリ際からモル
タル層小口面に水が浸入し
た。 
 6 時間程度でモルタル層
小口面の上部に水が浸入し
た。 
 6～10 時間程度でモルタ
ル層厚み中央の周辺部に水
が浸入し始めた。また下部を
除いた防水紙裏面の周辺部
全体に水が浸入した。 
 10 時間程度でモルタル層
裏面の周辺部に水が浸入し
始めた。 
 40 時間程度で防水紙裏面
の中央部に水が浸入した。 
 43 時間程度の散水で防水
紙裏面と合板小口面の下部
に対して水は浸入しなかっ
た。またモルタル層厚み中央
とモルタル層裏面の中央右
側に水は浸入しなかった。合
板裏面に濡れ色などの変化
は生じなかった 

 2 分程度で上部を除いて
チリ際からモルタル層小口
面に水が浸入した。 
 10～20 分程度でモルタル
層内厚み中央に水が浸入し
た。 
 40 分～1 時間程度でチリ
際からモルタル層小口面上
部に水が浸入した。 
 2～4 時間程度でモルタル
層裏面に水が浸入した。 
 20～30 時間程度でモルタ
ル層内厚み中央とモルタル
層裏面では全体に水の浸入
が及んだ。 
 48 時間程度の散水で合板
裏面に濡れ色などの変化は
生じなかった。 

 30 分程度で漆喰層裏面中
央に水が浸入した。 
 数分から 40 分程度で上部
を除いてチリ際からモルタ
ル層小口面に水が浸入した。 
 40 分～1 時間程度でチリ
際からモルタル層小口面上
部に水が浸入した。 
 2～4 時間程度でモルタル
層裏面に水が浸入した。 
 1～3 時間程度で合板小口
面に水が浸入した。 
 3～6 時間程度でモルタル
層小口面の上部に水が浸入
した。 
 5～15 時間程度でモルタ
ル層厚み中央の周辺部に水
が浸入し、22～35 時間程度
で中央部に水の浸入が及ん
だ。モルタル層裏面もほとん
ど同時に濡れた。 
 36 時間程度の散水で合板
裏面に濡れ色などの変化は
生じなかった。 

（合板小口面と試験体裏側
のみの観察） 
 48 時間程度の散水で合板
小口面に水は浸入せず、また
合板裏面に濡れ色などの変
化は生じなかった。 
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表 5.3.3 （a） モルタル塗り真壁通気構法の散水結果（記録的な豪雨の場合） 
C1 

（基準試験体） 
C2 

（砂モルタル） 
C3 

（チリじゃくりなし） 
C4 

（防水テープなし） 
＜通気層表側＞ 
 2 分程度でモルタル層裏面の上部
中央と全体中央に順に水が浸入し
た。 
 10 分程度でチリじゃくり内のモ
ルタル層小口面に右側下部に水が浸
入し始めた。 
 20～30 分程度でモルタル層小口
面の全体に水は浸入した。 
 30分から 1時間程度でモルタル層
の厚み中央の一部に水が浸入し始め
た。また表側の防水紙-合板間は左側
が全体的に濡れた。 
 3 時間程度の散水でモルタル層内
は大部分が濡れず、モルタル層裏面
も下部は濡れなかった。表側の防水
紙裏面は中央を含め全体的に濡れ
た。 
＜通気層裏側＞ 
 20～30 分程度で水切り板金の下
や水切り板金の柱への差し込み口か
ら回り込んだ水によって、裏側の防
水紙裏面の下部が全体的に濡れた。
同時に試験体裏面の土台と合板の取
り合い部の全体から水が漏出した。 
 3 時間程度の散水で裏側の防水紙
裏面では下部以外に浸水は見られな
かった。試験体裏面においても、合
板の下部以外に濡れ色の発生などの
変化は見られなかった。 

＜通気層表側＞ 
 数分で左右柱際からモルタル層小
口面に水が浸入するとともに、漆喰
層裏面にも水が浸透した。 
 10～20 分程度で上部通気口の立
ち上がり板金と下端越しの取り合い
部からモルタル層-防水紙間の上部
に水が浸入した。また 20 分程度でモ
ルタル層厚み中央の上部に水が浸入
し始めた。さらに下部側の下端越し
の取り合い部から表側の防水紙裏面
の下部に水が浸入した。 
 90 分程度で表側の防水紙裏面の
下部以外に水の浸入が及んだ。 
 3 時間程度の散水でモルタル層内
やモルタル層裏面は上部のみが濡れ
た。 
＜通気層裏側＞ 
 10 分程度で試験体裏面において
正面から見て右側柱際の土台上面に
合板と軸組との隙間から水が流出し
た。 
 14 分～30 分程度で通気層裏側の
防水紙-合板間下部が合板の吸水に
よって濡れた。 
 100 分程度で裏側の防水紙裏面右
側も濡れた。 
 3 時間程度の散水で裏側の防水紙
裏面左側や上部、中央は濡れず、試
験体裏面においては水の流出した部
位を除いて濡れ色は発生しなかっ
た。 

＜通気層表側＞ 
 5 分程度で漆喰層裏面に水が浸透
した。 
 15分程度で左右柱際からモルタル
層小口面に水が浸入した。また表側
の防水紙裏面が一部濡れ始めた。 
 30分程度でモルタル層内厚み中央
の一部が濡れた。 
 40～90 分程度でモルタル層裏面
の上部が濡れた。また表側にある防
水紙裏面は全体が濡れた。 
 3 時間の散水でモルタル層内厚み
中央やモルタル層裏面における上段
以外はほとんど濡れなかった。 
＜通気層裏側＞ 
 5～20 分程度で裏側にある防水紙
裏面の下部が濡れた。その間に試験
体裏面において正面から見て右側柱
際の土台上面に合板と軸組との隙間
から水が流出した。 
 その後、裏側にある防水紙裏面で
は左右柱近くの下部にも水が浸透し
た。試験体裏面においては合板の下
部に濡れ色が広がった。 
 3 時間程度の散水で裏側の防水紙
裏面の下層部以外には水は浸入せ
ず、試験体裏面においても水の流出
した部位を除いて濡れ色は発生しな
かった。 

＜通気層表側＞ 
 15分程度で左右柱際からモルタル
層小口面に水が浸入した。またモル
タル層内厚み中央とモルタル層裏面
の上部の一部や表側にある防水紙裏
面の上下の部位が濡れた。 
 20 分～3 時間程度で表側にある防
水紙裏面は周辺部全体が濡れた。 
 3 時間程度の散水で、モルタル層
内厚み中央やモルタル層裏面は下部
側ほとんど濡れなかった。 
＜通気層裏側＞ 
 20分程度で試験体裏面において正
面から見て右側の柱と合板の取り合
い下部から水が漏出し始めた。その
影響で裏側にある防水紙裏面の右下
部が濡れた。 
 80 分～3 時間程度で裏側にある防
水紙裏面には下部と上部に水の浸入
が及んだ。試験体裏面においては合
板の下部に濡れ色が広がった。 
 3 時間程度の散水で試験体裏面に
おいて下部を除いて濡れ色は発生し
なかった。 
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表 5.3.3 （b） モルタル塗り真壁通気構法の散水結果（強風を伴う横殴りの雨） 
C1 

（基準試験体） 
C2 

（砂モルタル） 
C3 

（チリじゃくりなし） 
C4 

（防水テープなし） 
＜通気層表側＞ 
 15 分程度で左右柱際からモルタ
ル層小口面に水が浸入した。またモ
ルタル層裏面には上段と中段の中央
から右側部に水が浸入した。 
 30 分程度で表側にある防水紙裏
面の上下の部位と全体中央部が濡れ
た。 
 1～2 時間程度で表側にある防水
紙裏面の全体が濡れた 
 2～3 時間程度でモルタル層内厚
み中央の一部が濡れた。 
 5 時間程度の散水で、モルタル層
内厚み中央の全体やモルタル層裏面
の左側部はほとんど濡れなかった。 
＜通気層裏側＞ 
 15 分程度で試験体裏面において
正面から見て下部右側から水が漏出
し始めた。 
 30 分程度で裏側にある防水紙裏
面の下部は全体が濡れ、試験体裏面
においては土台と合板の取り合い部
全体から水が漏出し始めた。 
5 時間程度の散水で試験体裏面にお
いて下部を除いて濡れ色は発生しな
かった。 

＜通気層表側＞ 
 6 分程度で左右柱際からモルタル
層小口面に水が浸入し、漆喰層裏面
にも水が浸入した。 
 20 分程度でモルタル層裏面の上
段左側部に水が浸入した。また表側
にある防水紙裏面の周辺部右側に水
が浸入した。 
 1～2 時間程度で表側にある防水
紙裏面の全体が濡れた 
 2～4 時間程度でモルタル層内厚
み中央の一部が濡れ、モルタル層裏
面は上段全体と全体中央に水が浸入
した。 
 5 時間程度の散水で、モルタル層
内厚み中央の左右以外の部位やモル
タル層裏面の下部はほとんど濡れな
かった。 
＜通気層裏側＞ 
 15 分程度で試験体裏面において
正面から見て下部右側から水が漏出
し始めた。 
 5 時間程度の散水で試験体裏面に
おいて下部を除いて濡れ色は発生し
なかった。 

＜通気層表側＞ 
 10分程度で左右柱際からモルタル
層小口面に水が浸入し、漆喰層裏面
にも水が浸入した。 
 10～30 分程度でモルタル層裏面
上段の中央から左側部に水が浸入し
た。また表側にある防水紙裏面の全
体に水が浸入した。 
 3 時間程度でモルタル層裏面の全
体中央部に水が浸入した。 
 5 時間の散水でモルタル層内厚み
中央には左右の部位の一部に水が浸
入しただけであった。またモルタル
層裏面は下部がほとんど濡れなかっ
た。 
＜通気層裏側＞ 
 10 分～1 時間程度で裏側の防水紙
裏面下部に水が浸入した。 
 5 時間程度の散水で試験体裏面に
水の流出や濡れ色の発生といった変
化は見られなかった。裏側の防水紙
裏面では下部を除いて水は浸入しな
かった。 

＜通気層表側＞ 
 10分程度で左右柱際からモルタル
層小口面に水が浸入した。 
 20 分～2 時間程度で表側にある防
水紙裏面の周辺部に水が浸入した。
その間にモルタル層内厚み中央やモ
ルタル層裏面の一部に水が浸入し
た。 
 5 時間の散水で表側にある防水紙
裏面の中央部に水が浸入した。モル
タル層内厚み中央やモルタル層裏面
には水の浸入は進まなかった。 
＜通気層裏側＞ 
 15分程度で試験体裏面において土
台と合板の取り合い部の左右から水
が流出した。 
 15～20 分程度で裏側にある防水
紙裏面の下部が濡れた。 
 1 時間程度で試験体裏面において
土台と合板の取り合い部の中央から
も水が流出した。 
 5 時間程度の散水で試験体裏面に
おいて合板の下部以外に濡れ色は生
じなかった。また裏側の防水紙裏面
では下部を除いて水は浸入しなかっ
た。 
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表 5.3.3 （c） モルタル塗り真壁通気構法の散水結果（しとしと降る長雨の場合） 
C1 

（基準試験体） 
C2 

（砂モルタル） 
C3 

（チリじゃくりなし） 
C4 

（防水テープなし） 
＜通気層表側＞ 
 1～2 時間程度で漆喰層裏面に水
が浸透するとともに、左右柱際から
モルタル層小口面に水が浸入した。
またモルタル層内厚み中央やモルタ
ル層裏面、表側の防水紙裏面の一部
にも水が浸入した。 
 1～8 時間程度で表側の防水紙裏
面の周辺部全体が濡れた。 
 8～30 時間程度でモルタル層内厚
み中央の大部分が濡れた。モルタル
層裏面は主に右側のみが濡れた。表
側の防水紙裏面では中央部にも水の
浸入が及んだ。 
 48 時間程度の散水でモルタル層
裏面の左側には比較的水が浸入して
いなかった。 
＜通気層裏側＞ 
 48 時間程度の散水で、試験体裏面
において濡れ色などの変化は発生し
なかった。 

＜通気層表側＞ 
 20 分程度で漆喰層裏面に水が浸
透した。 
 1～5 時間程度で左右柱際からモ
ルタル層小口面に水が浸入した。 
 10～30 時間程度でモルタル層内
厚み中央やモルタル層裏面、表側の
防水紙裏面の大部分に水が浸入し
た。 
＜通気層裏側＞ 
 48 時間程度の散水で、試験体裏面
において濡れ色などの変化は発生し
なかった。 

＜通気層表側＞ 
 1 時間程度で漆喰層裏面に水が浸
透した。 
 1～2時間程度で左右柱際からモル
タル層小口面に水が浸入した。 
 4～6時間程度でモルタル層内厚み
中央やモルタル層裏面の一部に水が
浸入した。 
 4～9時間程度で表側の防水紙裏面
の中央部を含む大部分に水が浸入し
た。 
 48時間の散水でモルタル層内厚み
中央やモルタル層裏面のそれぞれの
下部には水は浸入しなかった。 
＜通気層裏側＞ 
 48 時間程度の散水で、試験体裏面
において濡れ色などの変化は発生し
なかった。 

＜通気層表側＞ 
 1～2時間程度で左右柱際からモル
タル層小口面に水が浸入した。 
 3 時間程度で漆喰層裏面に水が浸
透した。 
 1～14 時間程度で表側の防水紙裏
面の周辺部全体が濡れた。 
 2～16 時間程度でモルタル層内厚
み中央の大部分に水が浸入した。 
 25～40 時間程度でモルタル層裏
面の周辺部に水が浸入した。 
 40時間程度で表側の防水紙裏面中
央部にも水の浸入が及んだ。 
 48時間の散水でモルタル層内の周
辺部の一部やモルタル層裏面の中央
部と下部左側に水は浸入しなかっ
た。 
＜通気層裏側＞ 
 48 時間程度の散水で、試験体裏面
において濡れ色などの変化は発生し
なかった。 



第Ⅻ章 真壁木造外壁の防水設計施工基準（案） 

 第Ⅻ章－41  
 

5.4 まとめ 

5.4.1 伝統土壁構法 

 伝統土壁構法では、保護を目的として、漆喰仕上げを施す効果は大きい。ただし、漆喰で完全

な防水性を付与することは難しく、降雨が長時間継続すると、一般部を通して雨水が浸入する。 

 水切り板金は、壁面下端部からの水の浸入を防止するが、柱際のチリから浸入して下方に伝わ

った水が水切り板金の立ち上がりの裏に回る可能性がある。チリ際の処置として、チリ漆喰塗り

の効果はある程度認められたが、短時間の集中的な降雨に対しては不十分であり、チリじゃくり

を施したほうが効果的である。チリじゃくりを伝う水が水切り板金の勾配部の端部から漏れない

ように、チリじゃくりの底より深く板金を差し込む必要がある。 

 水切り板金の立ち上がり高さが低いと、土壁層下部から吸い上げた水が板金の裏に回り込みや

すい。この現象を抑制するため、土壁層の下部は水切り板金の勾配部に接触しないように目地を

とり、浮かすと良い。 

5.4.2 モルタル塗り真壁直張り構法 

 モルタル塗り真壁直張り構法では、短時間の降雨において、壁面一般部からの吸水によって内

部へ浸入することはほとんどない。しかし、チリ際から水が浸入し、水切り板金の立ち上がりを

越えて裏側の合板下部から水が漏出する可能性は高い。チリじゃくりを施すことでこの主の浸水

は軽減できる。チリじゃくりを施さずに防水テープによって防水紙端部を止水することも考えら

れるが、水切り板金の左右差し込み口にも水は浸入することを考えると、チリじゃくりの方がよ

り高い効果があるといえる。一方で毛細管力等である程度防水紙を水が通過してしまうことを考

えると、チリじゃくりを施した上に防水テープを使用することに大きな効果は期待できない。 

 モルタル裏面への濡れの広がりは、通常の条件では、軽量モルタルよりも毛細管現象が卓越す

る砂モルタルのほうが早い。風圧を伴う場合、初期は組織が粗い軽量モルタルのほうが吸水は早

い。また、漆喰仕上げは、一般部からの吸水を遅らせるある程度の効果はある。 

5.4.3 モルタル塗り真壁通気構法 

 モルタル塗り真壁通気構法では、通気層上部から、強風を伴う場合は下部からも雨水が吹き込

むことが予想されるため、通気層の内側に設置する透湿防水シート（実験では防水紙を使用）の

四周端部は防水テープなどで留める必要がある。 

 ただし、今回実験で作製したどの試験体においても、下部通気口の奥に見える水切り板金の左

右から水が浸入し、裏側の合板下部から多量の水の漏出が見られた。これは、水切り板金立ち上

がりの左右端部を防水テープで止水しても、水切り板金の左右差し込み口に水が浸入するためで

ある。そのため水切り板金周りの仕様については見直す必要がある。 
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6．真壁木造外壁の防水設計施工基準（案） 

6.1 伝統土壁構法 

 日本建築学会編「建築工事標準仕様書・同解説 JASS15 左官工事 3）（以下、JASS15）」、土塗

壁等告示に係る技術解説書作成編集委員会編「土塗壁・面格子壁・落とし込み板壁の壁倍率に係

る技術解説書 4）（以下、壁倍率告示解説書）」、および京都左官協同組合・NPO 法人関西木造住

文化研究会（以下、KARTH）編「土壁の設計・施工・維持管理マニュアル 5）（以下、土壁マニ

ュアル）」において、伝統土壁構法の設計施工に関する基本事項が述べられている。本項では、

これらの基本事項に加えて防水に係る視点を追加した。 

 「土壁マニュアル 5）」では、伝統土壁構法を外壁に用いる場合の防水対策の要点がまとめられ

ている。要約すると以下の通りである。 

① 軒の出を深くし、風雨が直接外壁に当たらないようにする。 

② 雨に強い粘性の大きい土を使用する。漆喰上塗りを施す。 

③ 軒の出を深く取れない場所や風雨の影響を受けやすい場所では、板張り等で保護する。 

④ 土壁を地面から離す、犬走りを設けるなど、地面からの吸水やはね返り水から保護する。 

 

図 6.1.1 に伝統土壁構法の仕様例を示す。各工程の施工方法とその留意点を以下に示す。 

 

 

図 6.1.1 伝統土壁構法の防水設計 

 

6.1.1 軸組の加工（チリじゃくり） 

 軸組の加工の際に、チリじゃくりを設けることで、チリ際からの雨水浸入を軽減することが出

来る。 

外壁側

■水切り板金を設ける
（壁内に浸入した雨水を排水する）

■ちりじゃくりを設ける
（雨水の浸入を軽減）■水切り板金端部を

ちりじゃくりの奥まで差し込む
（ちりじゃくりに指した水を排水する）

柱

荒壁

中塗り

■漆喰塗りを施す
（雨水の浸入を軽減、
ちり漆喰塗りを施すことで更に効果的）

横架材

荒
壁

中
塗
り

■水切り板金の立ち上がり部に
メッシュ等を施す
（壁土との一体性を確保する）
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6.1.2 小舞掻き 

 壁土を塗り付ける下地として小舞下地を作製する。 

間渡しを 30cm 内外に 1 本に割合で鉛直方向・水平方向に配置する。間渡竹には直径 1.2cm

以上の丸竹や幅 2cm 以上の割竹を用い、軸組に設けた差し込み穴に差し込む。 

 間渡しの間に小舞を配置する。小舞には幅 2cm 程度の割竹を用い、その間隔は 45mm 程度と

する（つまり、小舞竹の隙間間隔は 25mm 程度）。軸組と小舞の隙間は 10mm 程度とする。 

6.1.3 壁土材料の準備 

 使用する土は、粘性のある砂質粘土のうち、所要の品質を有するものを用いる。 

わらすさの混入量は、壁土の性質の他、施工条件等の要因によって適切な比率は異なる。わら

すさの混入量は壁土の粒度に依存する傾向が強く、一般には、微粒分の多い壁土ほど乾燥収縮が

大きいうえに、塗り付け時の水量が多いため、ひび割れが生じやすいため、ひび割れ防止のため

にすさ混入量を増す必要がある。 

雨水の浸入に対しては、微粒分量の多い壁土を用いたほうが強い。 

6.1.4 荒壁塗りおよび裏返し塗り 

 小舞下地の片側から荒壁塗りを行い、反対側から裏返し塗りを行う。 

 荒壁塗りおよび裏返し塗り後は、中塗りを施すまでに十分に乾燥させて、収縮ひび割れを完全

に発生させておく。乾燥が不十分だと、中塗りを施した後荒壁が収縮し、中塗りにひび割れが発

生するためである。荒壁の乾燥期間は、夏場で 2～3 週間以上、冬場や梅雨時期はさらに長い期

間を要する。 

6.1.5 水切りの取付け 

 原則として水切り板金を取り付ける。水切り板金を取り付けると、水切りを設けない場合に比

べて雨水の浸入を軽減する効果がある。木製の水切りは排水の効果が小さいため、板金を用いた

ほうが良い。 

 水切り板金の取付け位置は、室内側であるほど板金の立上がり部が室内側に来るため良いとさ

れるが、伝統土壁構法の場合、間渡竹を横架材下端に差し込まなければならないため、屋外側の

荒壁を塗付けた後に、板金を設置し、板金の立上りが中塗層との境界に位置するようにする。小

舞下地より室内側に取り付けようとすると、板金の勾配面に間渡竹を通す穴を設けなければなら

ず、これでは水切りの本来の役割を果たせないからである。 

水切り板金の立上がり部には壁土が付かないため、メッシュを伏せこむ等の工夫が必要である。

立上がり寸法を大きくすると、壁土の付かない面積が増すが、雨水の排水効果は大きくなる。 

水切り板金の勾配面にむら直し、中塗りおよび上塗りをくっ付けると、塗り層の下端から吸水

する恐れがあるため、水切り板金と塗り層の間には目地を設けることが望ましい。 

 チリじゃくりを施した場合には、チリじゃくりに浸入した水がチリじゃくりを伝って下方に流

れるため、水切り板金はチリじゃくりの奥まで差し込む必要がある。板金の勾配面に水返しの立

上がりを設けるとさらに高い効果が期待できるが、柱に勾配面の立上がりが納まる高さの欠き込
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みを施す必要があり、また、このような細かい加工は、銅板であれば可能であるが、鋼板では難

しい。手引書 2）のような複雑な形状の役物水切りの加工と取付けは、実際には困難と思われる。 

 水切りを取り付けない場合には、予め横架材上端に水切り勾配を設けた加工を施す方法もある

が、構造耐力上、横架材の断面欠損は予め見込んでおく必要がある。 

6.1.6 むら直し 

 荒壁塗り層および裏返し塗り層が十分に乾燥したら、収縮ひびやチリの隙間をむら直し土で埋

め、表面の凸凹を無くす。 

6.1.7 チリ廻り塗り 

 柱際に乾燥収縮量の小さい壁土（中塗土等）を断面が三角形になるように、小さな鏝を使って

圧力をかけて塗る。この工程を挟むことで雨水浸入を遅らせることができる。 

高級な工事の場合、チリ際の隙間を防ぐためにノレン打ちやヒゲコ打ちを行うことがあるが、

経年に伴って軸組の木材が収縮した際に、ノレンやヒゲコの近傍の壁面の中央寄りにひび割れが

生じやすい等の問題がある。また、ノレンやヒゲコは吸水しやすい材料であるため、雨水がノレ

ンやヒゲコに到達すると浸入を早める危険性がある。 

チリじゃくりを施しておけば、チリ廻り塗りを施すことなく雨水浸入を遅らせることができる。 

6.1.8 中塗り 

 中塗土を数回に分けて塗り、ひび割れのない平滑な面を作る。 

6.1.9 上塗り 

雨掛りが予想される部分には、中塗層が十分乾燥した後に上塗りを行う。上塗りを施すことで

雨水の浸入を格段に遅らせることができる。 

漆喰塗りの場合、塗り付ける漆喰の調合や中塗層の水引き具合によって塗り付け工程が異なる。

糊の多い漆喰を用いれば水持ちが良いため、1 層で仕上げることも可能である。既調合漆喰など、

糊の少ない漆喰の場合は、砂漆喰を施した後、水引き具合をみて漆喰を施す。中塗層の水引き具

合をみて、引き糊を塗り、糊が乾かないうちに漆喰を薄く塗る方法もある 3）。 

チリ漆喰塗りを行うことで雨水の浸入を軽減する効果がある。チリ漆喰塗りの一般的な施工手

順は、①砂漆喰をこする→②固練りの漆喰でチリ漆喰塗り→③底埋め塗り→④上塗り（薄く漆喰

塗り）である。 

 

6.2 モルタル塗り真壁直張り構法 

 モルタル外壁の長期性能と評価に関する共同研究による｢ラス下地モルタル塗り外壁性能向上

のための設計施工指針 6）｣には、モルタル塗り大壁構法の設計・施工に関する基本事項が述べら

れている。図 6.2.1 にモルタル塗り真壁直張り構法の仕様例を示す。各工程の施工方法とその留

意点を以下に示す。 
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図 6.2.1 モルタル塗り真壁直張り構法の防水設計 

 

6.2.1 軸組の加工（チリじゃくり） 

 伝統土壁構法の場合と同様、チリじゃくりを施すことで雨水の浸入を軽減することが出来る。 

6.2.2 下地材の取付け 

 軸組に取り付けた受け材に、構造用合板やラス下地板などの下地材を取り付ける。下地材は軸

組との間に適度のクリアランスを設ける。 

6.2.3 水切りの取付け 

 原則として水切り板金を取り付ける。水切り板金を取り付けると、水切りのない場合と比べて

雨水浸入を軽減する効果がある。 

水切り板金の取付け位置については、構造用合板またはラス下地板を取り付けた後、板金の立

上がりを構造用合板またはラス下地板に固定する。 

水切り板金の勾配面にモルタル層および漆喰層を接触させると、塗り層の下端から吸水する恐

れがあるため、水切り板金と塗り層の間には目地を設けることが望ましい。目地にはシーリング

材などの目地材を装填するケースも見受けられるが、万が一、雨水が浸入した場合の排水・乾燥

を阻害するのではないかとの懸念もある。現時点では確固たる知見はない。 

 伝統土壁構法の場合と同様、チリじゃくりを施した場合には、チリじゃくりに浸入した水がチ

リじゃくりを伝って下方に流れるため、水切り板金はチリじゃくりの奥まで差し込む必要がある。

加工の容易な銅板を用いる場合には、柱を欠き込んで板金を立ち上げると効果は高いが、施工手

間は掛かる。 

6.2.4 防水紙の張付け 

 防水紙はアスファルトフェルト 430 またはこれと同等以上の防水性能を有するものを使用す

柱

外壁側

■水切り板金を設ける
（壁内に浸入した雨水を排水する）

■ちりじゃくりを設ける
（雨水の浸入を軽減）

■水切り板金端部を
ちりじゃくりの奥まで差し込む
（ちりじゃくりに指した水を排水する）

横架材

■目地を設ける
（壁下端からの吸水を軽減）

下地材

モルタル

防水紙

■防水紙端部に
防水テープを貼付ける
（雨水の浸入を軽減）

■漆喰塗りを施す
（雨水の浸入を軽減）

■水切り板金の立ち上がり部に
両面粘着テープを貼り付け
防水紙を貼り付ける
（雨水の浸入を軽減）

下地材

モルタル
防水紙
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る。 

下地材に対して、防水紙をステープルで留め付ける。壁の下方から張付けていき、防水紙の接

合部分には 90mm 以上の重ねを確保する。しわ・たるみは雨水の不規則な流れを生じさせ、浸

入を容易にさせると同時に、モルタル塗付けを均一にしにくくなるため、仮止めを行って平坦で

あることを確認した後に留め付ける。 

壁の四周においては、防水テープを貼り付けて水の浸入を軽減する。まず、壁の下端において、

水切り板金の立上がり部に両面防水テープを貼り、防水紙を被せて貼り付け、ヘラなどで圧着す

る。次に、壁の左右（柱際）、壁の上端（横架材下端）の順に、防水紙の上から防水テープを貼

り付ける。 

6.2.5 メタルラスの取付け 

 700g/m2以上の波形ラスもしくはコブラスを用いる。メタルラスの留め付けは、エアータッカ

ーなどを用いて、JASS15 M105｢ラス系下地用ステープルの品質基準｣に規定される 1019J（肩

幅 10mm、足の長さ 19mm）以上のステープルで行う。 

6.2.6 モルタル塗り 

 砂モルタルもしくは軽量モルタルを用いる。砂モルタルを用いる場合は、所定の品質を満たす

材料を用い、所定の調合に従って調合し、練り混ぜを行う。既調合軽量モルタルは、JASS 15 

M-102 に適合するものとする。 

塗り厚に応じて 2 回塗り工法、3 回塗り工法から選択する。1 層目は、メタルラスを十分に被

覆するように塗付け、表面は粗面とする。1 層目は、できる限り長期間（2 週間以上）放置して、

十分にひび割れを発生させる。2 層目もしくは 3 層目で、吸込みむらなどの不均一さを生じない

面を構成する。準防火構造、防火構造、準耐火構造の指定が有る場合には、上塗りを含めて 20mm

以上の塗厚を確保する必要がある。一方、塗厚が極端に厚いと質量が過大となり、はく落を招き

やすくなる。 

6.2.7 上塗り 

 上塗りを施すことで雨水の浸入を遅らせることができる。 

漆喰塗りを施す場合、塗り付ける漆喰の調合やモルタル層の水引き具合によって塗り付け工程

が異なる。糊の多い漆喰を用いれば水持ちが良いため、モルタル層の上から 1 層で仕上ること

が可能である。既調合漆喰など、糊の少ない漆喰の場合には砂漆喰を施した後、水引き具合をみ

て漆喰を施す。 

 

6.3 モルタル塗り真壁通気構法 

 モルタル外壁の長期性能と評価に関する共同研究による｢ラス下地モルタル塗り外壁性能向上

のための設計施工指針 6）｣には、モルタル塗り大壁構法の設計・施工に関する基本事項が述べら

れている。 

図 6.3.1 にモルタル塗真壁通気構法の仕様例を示す。各工程の施工方法とその留意点を以下に
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示す。 

 

図 6.3.1 モルタル塗り真壁通気構法の防水設計 

 

6.3.1 軸組の加工（チリじゃくり） 

 伝統土壁構法、モルタル塗り真壁直張り構法と同様、モルタル塗り真壁通気構法においても、

チリじゃくりを設けることで雨水の浸入を軽減することが出来る。 

6.3.2 水切りの取付け 

水切り板金を取り付ける。伝統土壁構法・モルタル塗り真壁直張り構法の場合と同様、チリじ

ゃくりを施した場合には、チリじゃくりに浸入した水がチリじゃくりを伝って下方に流れるため、

水切り板金はチリじゃくりの奥まで差し込む必要がある。加工の容易な銅板を用いる場合には、

柱を欠き込んで板金の勾配部に水返しの立ち上げると良いが、施工手間は掛かる。 

6.3.3 透湿防水シートの貼付け 

 透湿防水シートを張付ける。壁の下方から張付けていき、重ね部分を 90mm 以上確保する。

たるみやしわのないように張付ける。ステープルの留め付け位置は、この箇所から風雨が入り難

いように、できるだけ上側シートの下端部に留め付ける。ステープルの留め付け間隔は一般的な

目安として、重ね部分は 300ｍｍ程度、その他は要所に留め付ける。 

壁の四周においては、防水テープを貼り付けて水の浸入を軽減する。まず、壁の下端において、

水切り板金の立上がり部に両面防水テープを貼り、防水紙を被せて貼り付け、ヘラなどで圧着す

る。次に、壁の左右（柱際）、壁の上端（横架材下端）の順に、防水紙の上から防水テープを貼

り付ける。 

防水テープが水切り板金と取り合う部分では、図 6.3.2 に示すようなピンホールができてしま

うため、風圧を伴う降雨があった場合に雨水の浸入口となる危険性があり、注意が必要である。 
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横架材

下地材

モルタル

防水紙

■透湿防水シート端部に
防水テープを貼付ける
（雨水の浸入を軽減）

■漆喰塗りを施す
（雨水の浸入を軽減）

透湿防水シート

通気層

下地材

モルタル

防水紙 透湿防水シート

通気層

■水切り板金の立ち上がり部に
両面粘着テープを貼り付け
透湿防水シートを貼り付ける
（雨水の浸入を軽減）
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図 6.3.2 モルタル塗り真壁通気構法の雨水浸入の弱点 

 

6.3.4 通気胴縁の取付け 

 通気胴縁の配置間隔は 455mm 以下、配置はたて方向を原則とする。通気胴縁の厚さは 15mm

以上、幅は 45mm 以上とする。通気胴縁の留め付けは下地の受け材や間柱に 30mm 以上の貫入

深さを確保できる長さの釘を用い、455mm 以下のピッチで取付ける。 

6.3.5 下地材の取付け 

 通気胴縁に、ラス下地板もしくは合板などの下地面材を取付ける。 

6.3.6 防水紙の張付け 

 下地材に防水紙を張り付ける。張付け方法は、モルタル塗り真壁直張り構法の場合と同様であ

る。ただし、壁の四周において防水テープを貼り付けて防水紙を固定する必要性は確認できてい

ない。特に、壁の下端は、浸入した雨水が排出されにくくなるため、防水テープを貼り付けない

ほうが良いという見解が多い。 

 モルタル層の下端および上端に定規を取り付ける場合は、防水紙を張り付けた後に、ビスで定

規を固定する。 

6.3.7 メタルラスの取付け 

 メタルラスを取り付ける。取付け方法は、モルタル塗り真壁直張り構法の場合と同様である。 

6.3.8 モルタル塗り 

 モルタルを塗り付ける。塗付け方法は、モルタル塗り真壁直張り構法の場合と同様である。 

6.3.9 上塗り 

 上塗りを施すことで雨水の浸入を遅らせることができる。上塗りの塗付け方法は、モルタル塗

り真壁直張り構法の場合と同様である。 

柱

横架材

水切り板金

下地材

防水テープ

透湿防水シート
ピンホール
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住宅等における真壁構法採用の実態調査報告書 

 

1．調査目的 

 平成 20 年度～23 年度に一般財団法人住宅都市工学研究所により行われた「真壁木造の長期優良住宅

実現のための技術基盤強化事業」では、内外真壁構法を実践しているいくつかの設計者・施工者に対し

て、ヒアリング調査および現地調査が行われ、軸組・外壁の仕様や、耐久性向上のための雨仕舞等が調

査された。この結果に基づき、住宅瑕疵担保責任保険に加入可能な仕様例 1）や、長期使用に対応した仕

様例 2）が提案されている。 

 本資料では、真壁外壁の設計・施工の実態を把握することを目的とし、より広域に調査するとともに、

採用される真壁構法の柱際や水切り廻りの納まり等についても、その実態を詳細に調査した。 

 

2．調査方法 

2.1 アンケート調査 

 以下の①～④の 4 団体に所属する設計者および施工者を対象とし、自信が手掛けた物件のうち、外周

壁を真壁構法で設計または施工（新築・改修とも）した木造建築で現存するものについて、アンケート

に回答頂いた。 

① 東京都左官組合連合会（東左連） 

② 全国建設労働組合総連合（全建総連） 

③ 一般社団法人 日本左官業組合連合会（日左連） 

④ 職人がつくる木の家ネット 

 

アンケートの依頼内容および回答項目を図 2.1 および図 2.2 に示す。 

 回答項目は、回答者の情報および物件の情報である。物件の情報として、所在地、建物名称、構造、

階数、面積、築年数、施工年月、屋根葺き材の種類、軒の出寸法、真壁の塗付け面積、真壁の仕様、資

料の有無、のうちわかるもののみ回答頂いた。 
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図 2.1 アンケートの依頼内容 

木造真壁の実態に関するアンケートへの協力のお願い 

 
近年、木造住宅においても、耐久性向上や長期使用の要求が高まっていますが、その一方で、浸入雨水

や内部結露水、その他の水分の滞留による木部の早期劣化が問題となっています。その原因として、軒の

出や庇の少ない壁面、陸屋根や一体型バルコニーの採用など、屋根・外壁などの外皮が、防水への依存度

が高い閉鎖的な構成へと変わったことが一因と考えられます。 
国土技術政策総合研究所による産学官連帯共同研究「木造住宅の耐久性に関わる建物外皮の構造・仕様

とその評価に関する研究（委員長：石川廣三（東海大学名誉教授））」では、建物外皮の構造・仕様と、木

造住宅各部の主として水分挙動に関わる劣化リスクの関係の解明に重点を置き、住宅の耐久性向上に資

する外皮の設計・施工上有用な知見を広く得ようと調査研究を実施しています。 
上記の研究では、ラスモルタル塗りや窯業系サイディング張りなど大壁構法を対象としていますが、そ

の傘下の「真壁構法タスクグループ（主査：輿石直幸（早稲田大学教授））」では、真壁構法を対象として

います。真壁構法は、柱・梁などの軸組が露出しているため、木部が腐朽しにくく、腐朽しても早期に発

見しやすいなど、経験・実績ではその優位性が認められていますが、客観的・学術的に評価されたデータ

が乏しいのが現状です。このタスクグループでは、伝統的な土壁だけでなく、近年の木造住宅の構法・形

態に対応したモルタル真壁も含め、その優位性を実験等により評価しようとするものであります。 
今回のお願いは、木造真壁の実態（設計または施工の経験者と物件の所在）を把握するための一次アン

ケートに相当するものでありまして、詳細の二次調査は、一部の方に、個別にヒアリングなどを行いたい

と思っております。なお、木の家ネットの運営会議でも承認を頂いてお送りしているものです。また、同

様のアンケートは、工務店や左官工事業の団体にもお願いしています。 
お忙しいところ恐縮ですが、主旨をご理解頂き、ご協力をお願い致します。 

 
＜アンケートのねらい＞ 

ご自身が手掛けられた物件のうち、外周壁の外部側を真壁構法で設計または施工した木造建築（新築・

改修は問わない。全面・部分も問わない。）で現存するものがありましたら、別紙の用紙に、おわかりの

範囲で結構ですので、その情報をご記入ください。物件が複数ある場合は、別紙をコピーのうえ、物件ご

とにご記入ください。多数の場合は、代表的な１例をご記入頂き、他に多数あることを余白にご記入くだ

さい。ヒアリングなど別の方法を検討したいと思います。 
 
＜調査対象＞ 

真壁構法とは、木造建築（住宅以外も含む）の柱・横架材などの軸組の表面が、屋外側・室内側に露出

した壁構法のことで、伝統的な小舞土壁のほか、比較的最近、登場したセメントモルタル塗りの真壁（直

張り、通気層付きなど）、下地にボード類を使用したものなども該当します。雨掛りの軽減対策として、

同様の構法の屋外側に、下見板などを張った大壁も、調査対象に該当します。 
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図 2.2 アンケートの回答項目 

 

木造真壁建築の実態調査表                記入日：2015 年  月  日 

※わかる範囲で結構ですのでご記入ください。 
※物件ごとに記入してください。物件が複数ある場合は、本紙をコピーしてください。 

＜回答者の情報＞       
ご氏名：                         
会社名：                         
業種 ：□設計 □施工管理（元請工務店） □工事業（左官） 
連絡先：TEL            FAX            E-mail            
＜物件の情報＞ ※上記および下記①②などの個人情報については決して公開しません。 
① 所在地：      □都□道□府□県                           
② 建物名称：個人住宅         邸 その他（                    ） 
③ 構造：□木造 □その他（                                ） 
④ 階数：□総２階建て □２階建て下屋付き □その他（                   ） 
⑤ 面積：延べ床    ㎡、１階    ㎡、２階    ㎡ その他    ㎡ 
⑥ 築年数：□築   年 または □竣工年    年 
⑦ 施工年月：    年   月  □新築 □大規模改修 □部分補修 
⑧ 屋根葺き材の種類：□粘土瓦土葺き □その他（                      ） 
⑨ 軒の出寸法：□300mm 未満 □～600 mm 未満 □～1200 mm 未満 □1200mm 以上 
⑩ 真壁の塗付け部分：□全面 □全壁面積の半分以上 □全壁面積の半分未満 
⑪ 真壁の仕様 

主要な柱の断面寸法：□３寸５分 □４寸 □その他（                  ） 
下地材：□竹小舞 □構造用合板 □その他（                       ） 
下塗り：□荒壁土 □砂モルタル □その他（                       ） 

 中塗り：□中塗土 □砂漆喰   □その他（                       ） 
 上塗り：□漆喰  □仕上塗材（吹付け）□その他（                    ） 
 その他の使用材料：□水切り板金 □メタルラス □防水紙 □防水テープ □シーリング材 
        □その他（                                ）

室内側の主な仕上げ □漆喰    
         □その他（                             ） 

⑫ 資料の有無 
□ 図面を持っている 
□ 施工時の写真を持っている 
□ 記憶で壁の断面詳細図を描ける 

⑬  真壁木造を手掛けている設計事務所・工務店・左官工などをご存知でしたらご紹介ください。 
会社名または氏名： 
連絡先： 

以上です。ご協力ありがとうございました。 
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2.2 ヒアリング調査 

 アンケート調査で確認できなかった柱際や水切りまわりの納まり等について、4 名の左官職に対して

ヒアリングを行った。4 名とも、住宅・社寺建築および文化財などにおいて木造真壁構法の施工経験の

豊富な左官職である。表 2.1 にヒアリングを行った左官職の概要を示す。 

 

表 2.1 ヒアリングを行った左官職の概要 

 

 

3．調査結果 

3.1 アンケート調査の結果 

 アンケートを依頼した各団体の回答数は、東京都左官組合連合会（東左連）21 件、全国建設労働組合

総連合（全建総連）65 件、一般社団法人 日本左官業組合連合会（日左連）25 件、および職人がつくる

木の家ネット 23 件、であり、合計 134 件の回答が得られた。 

 表 3.1(1)～(13)はアンケートの回答を表にまとめたものである。表 3.2 はアンケートの回答を集計し

た結果である。 

 図 3.1～図 3.13 は、アンケートの各質問項目において、回答の集計結果を円グラフで示したものであ

る。 

(1) アンケート回答者の職種 

アンケート回答者の職種を図 3.1 に示す。回答者の職種は、設計者、元請工務店、大工、左官であっ

た。元請工務店が合わせて全体の半数以上を占め、次いで左官が多く 3 割強であった。 

(2) 物件の所在地 

図 3.2 に物件の所在地の結果を示す。同図より、全国に所在する物件において回答が得られたことが

わかった。関東地方が最も多く 3 割を占め、次いで中部地方、九州地方、中国地方、東北地方、四国地

方、近畿地方の順であった。 

(3) 建物の用途 

 図 3.3 に建物の用途の結果を示す。8 割弱が住宅であり、1 割程度が寺社建築であった。 

(4) 建物の構造 

 図 3.4 に建物の構造の結果を示す。木造が 9 割弱を占めており、殆どが木造であることが確認できた。 

(5) 建物の階数 
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 図 3.5 に建物の階数の結果を示す。総 2 階建てが 2 割、2 階建て下屋付きが 4 割、平屋が 3 割であっ

た。 

(6) 建物の築年数 

 図 3.6 に建物の築年数の結果を示す。0～5 年が半数を占め、6～10 年、11 年～20 年および 21 年～

50 年が同程度ずつで 1～2 割であり、51 年以上が 4％あった。 

(7) 新築・改修の別 

 図 3.7 に新築・改修の別を示す。新築が 75％を占めており、次いで大規模改修が多く 13％であった。 

(8) 屋根葺き材の種類 

 図 3.8 に屋根葺き材の種類の結果を示す。半数以上を粘土瓦葺きが占めていた。 

(9) 軒の出・けらばの出寸法 

 図 3.9 に軒の出・けらばの出寸法の結果を示す。軒の出・けらばの出は、1200mm 以上もしくは 600

～1200mm が大半を占めていたが、300～600mm や 300mm 未満の場合もあった。 

(10) 真壁の塗付け面積 

図 3.10 に真壁の塗付け面積の結果を示す。全面的に塗り付ける場合が半数程度であり、残りの半数

は板張りや大壁と併用していることがわかった。 

(11) 壁の種類 

図 3.11 に壁の種類の結果を示す。伝統土壁系が最も多く採用されており、半数を占めていた。次いで

モルタル系が多く、木ずり漆喰はごく少数であった。 

(12) 外装仕上げの種類 

図 3.12 に外装仕上げの種類の結果を示す。外装仕上げの種類は、漆喰、じゅらく、珪藻土、仕上塗材

および板張りという回答があった。漆喰仕上げが最も多く 7 割を占めていた。 

(13) 内装仕上げの種類 

 図 3.13 に内装仕上げの種類の結果を示す。内装仕上げの種類は、漆喰、じゅらく、珪藻土、中塗り、

クロスおよび板張りという回答があった。漆喰仕上げが最も多く、6 割を占めていた。 
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表 3.1(1) アンケートの結果（東京都左官組合連合会（東左連）） 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

回答者
の情報

左官経験年数（年） 55 29 29 12 40 50 28 28 28 28

①所在地：都道府県 埼玉県 神奈川県 東京都 東京都 東京都 東京都 東京都 愛知県 愛知県
②建物用途 住宅 住宅 その他 住宅 その他 住宅 住宅 住宅
③構造 木造 木造 木造 木造 その他 木造 木造 木造
④階数 2階建て下屋付き 総2階建て 総2階建て 総2階建て 総2階建て 2階建て下屋付き 平屋
⑤面積（㎡）：延べ床 150 55 60 135.45 260.37 1241
　：１階 27 35
　：２階 27 25
　：その他 －
⑥築年数（年） 100 3 0 12 10 30 1 0 0 0
　：竣工年 2011年 2002年 － 2013年 2014年 2014年 2014年
⑦施工年月 2013年3月 2010-2011年 2014年1月 － 2012年7月 2013年4月 2013年10月 2013年8月

　：新築or改修 大規模改修 新築 復原 新築 新築 新築 大規模改修 大規模改修 大規模改修

⑧屋根葺き材の種類 粘土瓦土葺き かやぶき トタン
瓦　桟瓦　板金屋

根
瓦屋根、桟瓦工

法
瓦屋根、桟瓦

⑨真壁の塗付け部分
全面（腰壁サイ
ディング貼り）

全面 全面 全面 1階北面 全面 全面 全面 全面 全面

⑩真壁の仕様 伝統構法 伝統構法 その他 モルタル 伝統構法 伝統構法 伝統構法 伝統構法 伝統構法
　柱の断面寸法 4寸 3寸5分 3寸5分

　下地材 竹小舞
竹小舞、構造用

合板
木摺 木摺 竹小舞 竹小舞 竹小舞 竹小舞 竹小舞

　下塗り 荒壁土 荒壁土 漆喰 砂モルタル 荒壁土 荒壁土 荒壁土 荒壁土 荒壁土

　中塗り
樹脂モルタル塗
＋メッシュ貼り＋
軽量モルタル塗

中塗り土 砂漆喰 砂漆喰 中塗土 土佐半付 中塗土 中塗土 中塗土

　上塗り
仕上塗材（吹付

け）
漆喰 漆喰 漆喰 漆喰 土佐半付 漆喰

漆喰、中※土、淡
路土？

漆喰、淡路中そ
と？、土佐漆喰半

付仕上げ

　その他の材料 メタルラス － －
メタルラス、防水
紙、防水テープ

波形ラス 水切り板金 水切り板金 水切り板金

　室内側の主な仕上げ 漆喰 漆喰、京壁 漆喰 漆喰
Bドライ中塗・京ジ

アク上塗
漆喰

色土・大津磨き・
色※※

漆喰、色土、磨き 漆喰、色土、磨き 色土、磨き

⑪資料の有無：図面を
持っている
　：施工時の写真を持っ
ている

○

　：記憶で壁の断面詳細
図を描ける

○ ○ ○ ○

物件の
情報

整理番号
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表 3.1(2) アンケートの結果（東京都左官組合連合会（東左連）） 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 110 111

回答者
の情報

左官経験年数（年） 28 28 28 28 28 28 28 28 28 54 54

①所在地：都道府県 愛知県 栃木県 埼玉県 茨城県 東京都 神奈川県 栃木県 茨城県 東京都 東京都 神奈川県
②建物用途 住宅 寺社 寺社 寺社 寺社 寺社 寺社 寺社 寺社 寺社 住宅
③構造 木造 木造 木造 木造 木造 木造 木造 木造 木造 木造
④階数 平屋 平屋 平屋 平屋 平屋 平屋 平屋 平屋 平屋 平屋 2階建て下屋付き
⑤面積（㎡）：延べ床 27.62 271.08 286 193.53 250.4 132.2 450
　：１階 300
　：２階 150
　：その他

⑥築年数（年） 0 3 2 3 2 1 1 1 2 7 13
　：竣工年 2014年 2011年 2012年 2011年 2012年 2013年 2013年 2013年 2012年 2007年 2001年
⑦施工年月 2013年12月 2011年5月 2013年5月 2010年12月 2012年4月 2013年10月 2013年10月 2013年5月 2012年8月 2007年8月 2001年10月

　：新築or改修 新築 新築 新築 新築 新築 新築 部分補修
新築、大規模改

修

⑧屋根葺き材の種類 銅板 銅板 銅板 瓦 銅板 銅板 瓦 銅板 洋瓦

⑨真壁の塗付け部分 全面 全面 全面 全面 全面 全面 全面 全面 全面 全面

⑩真壁の仕様 伝統構法 モルタル モルタル モルタル モルタル モルタル モルタル モルタル モルタル 伝統構法 モルタル
　柱の断面寸法 5-6寸 5寸

　下地材 竹小舞 構造用合板
構造用合板、ラス

下地（一部）
構造用合板 構造用合板 構造用合板

構造用合板、ラス
下地

構造用合板
構造用合板、ラス

下地
竹小舞 構造用合板

　下塗り 荒壁土 軽量モルタル 軽量モルタル 軽量モルタル 軽量モルタル 軽量モルタル 軽量モルタル 軽量モルタル 軽量モルタル 砂モルタル

　中塗り 中塗土 軽量モルタル 軽量モルタル 軽量モルタル 軽量モルタル 軽量モルタル 軽量モルタル 軽量モルタル 軽量モルタル 砂漆喰 砂漆喰

　上塗り その他 漆喰 漆喰 漆喰 漆喰 漆喰 漆喰 漆喰 漆喰 漆喰 漆喰

　その他の材料 水切り板金
水切り板金、防水
紙、ハッピーラス

波型1号

水切り板金、防水
紙、ハッピーラス

波型ラス1号

水切り板金、防水
紙、ハッピーラス

波型1号

水切り板金、防水
紙、ハッピーラス

波型1号

水切り板金、防水
紙、ハッピーラス

波型1号

水切り板金、防水
紙、ハッピーラス

波型1号

水切り板金、防水
紙、防水テープ、
ハッピーラス波型

1号

水切り板金
メタルラス、防水
紙、防水テープ

　室内側の主な仕上げ 水※※、のり※ね 漆喰 漆喰 漆喰 漆喰 漆喰 漆喰 漆喰 漆喰 漆喰、中塗 漆喰、中塗

⑪資料の有無：図面を
持っている
　：施工時の写真を持っ
ている

○

　：記憶で壁の断面詳細
図を描ける

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

物件の
情報

整理番号
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表 3.1(3) アンケートの結果（全国建設労働組合総連合（全建総連）） 

 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

①所在地：都道府県 千葉県 千葉県 千葉県 東京都 東京都 神奈川県 千葉県 千葉県 神奈川県 千葉県 愛媛県 愛媛県
②建物用途 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 寺社 住宅 住宅 住宅

③構造 木造 木造
木造　渡りアゴ工
法（長ホゾ、コミセ
ン仕様）金物なし

木造　渡りアゴ工
法（長ホゾ、コミセ
ン仕様）金物なし

木造　渡りアゴ工
法（長ホゾ、コミセ
ン仕様）金物なし

木造　渡りアゴ工
法（長ホゾ、コミセ
ン仕様）金物なし

木造　渡りアゴ工
法（長ホゾ、コミセ
ン仕様）金物なし

木造　石場建　渡
りアゴ工法（長ホ
ゾ、コミセン仕様）

金物なし

木造 木造 木造 木造

④階数 総2階建て 2階建て下屋付き 1階
平屋建、ロフト付

き
総2階建て、半地

下
2階建て下屋付き 2階建て下屋付き 2階建て下屋付き 2階建て下屋付き 平屋 2階建て下屋付き 平屋

⑤面積（㎡）：延べ床 132 191 74.66 77.66 159.2 98.32 47.67 196.8 360.22 230 51.2
　：１階 66 132 52.9 52.05 29.67 102.6 261.07 160 51.2
　：２階 66 59 54.2 46.27 18.0 59.5 99.2 70.0
　：その他 地下52.1 車庫34.7 車庫34.7
⑥築年数（年） 2 1 9 8 7 6 5 5 2 32 4 1
　：竣工年 2005年8月 2006年8月 2007年8月 2008年6月 2009年5月 2009年12月 2012年2月

⑦施工年月 2012年9月 2013年5月 8ヶ月 11ヶ月 8ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 11ヶ月 1年11ヶ月 2007年3月 2013年5月

　：新築or改修 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築

⑧屋根葺き材の種類 金属瓦 粘土瓦土葺き
ガルバリウム鋼

板

粘土瓦土葺き、
一部ガルバリウ

ム鋼板

粘土瓦土葺き、ガ
ルバリウム鋼板

粘土瓦土葺き、
下屋ガルバリウ

ム鋼板

ガルバリウム鋼
板

ガルバリウム鋼
板

粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き

⑨軒の出寸法 ～600mm未満 ～600mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満

⑩真壁の塗付け部分
全壁面積の半分

未満
全壁面積の半分

未満
全壁面積の半分

未満
全壁面積の半分

未満
全壁面積の半分

未満
全壁面積の半分

以上
全壁面積の半分

以上
全壁面積の半分

未満
全壁面積の半分

以上
全壁面積の半分

以上
全壁面積の半分

以上
全面

⑪真壁の仕様 その他 伝統構法 伝統構法 伝統構法 伝統構法 伝統構法 伝統構法 伝統構法 伝統構法 伝統構法 伝統構法

　柱の断面寸法 4寸 4寸 4寸 4寸 4寸 4寸 4寸
5寸柱　大黒柱1

尺
4寸 4寸 4寸 4寸

　下地材 構造用合板 竹小舞 木小舞 木小舞 木小舞 木小舞 竹小舞 木小舞 竹小舞 竹小舞 竹小舞

　下塗り クロス 荒壁土 荒壁土 荒壁土 荒壁土 荒壁土 荒壁土 荒壁土 荒壁土 荒壁土 荒壁土

　中塗り クロス 中塗土 中塗土 中塗土 中塗土 中塗土 中塗土 中塗土 中塗土 中塗土

　上塗り その他 漆喰 漆喰 珪藻土 漆喰 漆喰 漆喰 漆喰 その他 漆喰

　その他の材料
防水紙、防水テー
プ、シーリング材

水切り板金、防水
紙、防水テープ、
シーリング材、杉

板材

水切り板金、防水
紙、防水テープ、
シーリング材、杉

板材

水切り板金、防水
紙、防水テープ、
シーリング材、杉

板材

水切り板金、防水
紙、防水テープ、
シーリング材、杉

板材

水切り板金、防水
紙、防水テープ、
シーリング材、杉

板材

水切り板金、防水
紙、防水テープ、
シーリング材、杉

板材

水切り板金、防水
紙、防水テープ、
シーリング材、杉

板材

水切り板金
水切り板金、ラス
カット（妻桁上部

使用）

　室内側の主な仕上げ 珪藻土 クロス
すべて土壁（中塗

仕上）
漆喰、珪藻土 漆喰、珪藻土 漆喰 珪藻土 漆喰 漆喰 その他 繊維壁

漆喰、一部桧腰
板あり

⑫資料の有無：図面を
持っている

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　：施工時の写真を
持っている

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　：記憶で壁の断面詳
細図を描ける

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

整理番号

物件の
情報
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表 3.1(4) アンケートの結果（全国建設労働組合総連合（全建総連）） 

 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

①所在地：都道府県 愛媛県 愛媛県 宮城県 青森県 静岡県 神奈川県 静岡県 静岡県 青森県 石川県 石川県
②建物用途 住宅 住宅 寺社 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅

③構造 木造 木造 木造 木造
木造（伝統工法、真
壁竹小舞掻、土壁
塗漆喰仕上げ）

木造（伝統工法、真
壁　内外とも）

木造（伝統工法、真
壁、竹小舞掻、土壁

塗漆喰仕上）

木造（伝統工法、真壁、竹小舞
掻、土壁塗漆喰仕上）

木造 木造 木造

④階数 2階建て下屋付き 2階建て下屋付き 平家建 2階建て下屋付き 1階
2階建て下屋付き
（補強金物なし、土

台部分だけ）

2階建て下屋付き
（外部腰ナマコ壁仕

上、内壁板張り）

2階建て下屋付き（補強金物な
し、土台部分だけ）

2階建て下屋付き 木造3階建て 2階建て下屋付き

⑤面積（㎡）：延べ床 115.37 221 150 216.736 644 39.66 177.43 171 150 167
　：１階 86.45 138 600 90 363.2 19.83 103.7 108 137
　：２階 28.9 83 60 210.5 19.83 73.73 63 30
　：その他 70.3 70.3 0.859
⑥築年数（年） 27 25 1 0 2 2 2 2 0 13 1
　：竣工年 1987年5月 2013年 2014年 2009年 2005年 2012年 2012年 2014年 2001年

⑦施工年月 1986年9月 1988年9月 2011年4月 2014年8月 2007年3月 2004年4月 2011年3月 2011年3月 2013年9月 2001年10月 2013年11月

　：新築or改修 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築 大規模改修 新築

⑧屋根葺き材の種類
ヨーロピアンセメ

ント葺き
洋瓦

粘土瓦、ひっかけ
桟葺き

カラートタン 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き

⑨軒の出寸法 ～600mm未満 ～600mm未満 1200mm以上 ～600mm未満 ～1200mm未満 1200mm以上 300mm未満 1200mm以上 ～1200mm未満 ～600mm未満 ～600mm未満

⑩真壁の塗付け部分 全面
全壁面積の半分

以上
全壁面積の半分

以上
全壁面積の半分

未満
全面 全面 全面 全面 全面 全面

全壁面積の半分
未満

⑪真壁の仕様 伝統構法 伝統構法 モルタル 伝統構法 その他 伝統構法 モルタル

　柱の断面寸法 4寸
1階　4.5寸　2階5

寸
1尺 3寸5分 アンケート裏面なし アンケート裏面なし アンケート裏面なし 4寸、通し柱5寸角以上 4寸 4寸 3寸5分、4寸

　下地材 竹小舞 竹小舞 荒板　12mm 構造用合板 竹小舞、木小舞（3分×8分）
デラクリート板

12.5mm
竹小舞 構造用合板

　下塗り 荒壁土 荒壁土
軽量プレミックス

モルタル
荒壁土、砂モルタル

デラクリート　ファ
イバーベースコー

ト
荒壁土 砂モルタル

　中塗り 中塗土 中塗土
軽量プレミックス

モルタル
中塗土、砂漆喰（中塗り仕上げ

の壁もある）

デラクリート　ファ
イバーベースコー

ト
中塗土 砂漆喰

　上塗り

漆喰、仕上塗材、
外部仕上げ下地
板モルタル仕上

げ

ジュラク塗り

漆喰（大津壁磨き仕上げ、土佐
漆喰磨き仕上げ、砂漆喰撫切
り仕上げ、土佐漆喰はんだ撫

切り仕上げ、土佐漆喰よろい仕
上げ、珪藻土仕上げ）

その他
漆喰、仕上塗材

（吹付け）
漆喰

　その他の材料

水切り板金、メタ
ルラス、防水紙、
シーリング材、モ
ルタル仕上吹付

け

水切り板金、メタ
ルラス、防水紙

メタルラス、防水
紙

シーリング材 水切り板金
水切り板金、防水
紙、シーリング材

水切り板金、メタ
ルラス

　室内側の主な仕上げ
漆喰、珪藻土仕

上げ塗り
漆喰、その他 漆喰 クロス

漆喰、砂漆喰押え、土※の荒
壁風の撫切り、色土糊捏ね、並
大津壁押え、珪藻土押え、ドロ

マイトプラスター押え

石膏仕上（ケン
コート仕上）

漆喰
和風調？、クロス

張り

⑫資料の有無：図面を
持っている

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　：施工時の写真を
持っている

○ ○ ○ ○

　：記憶で壁の断面詳
細図を描ける

○ ○ ○

整理番号

物件の
情報



第Ⅻ章 真壁木造外壁の防水設計施工基準（案） 関連報告 

第Ⅻ章－59 

表 3.1(5) アンケートの結果（全国建設労働組合総連合（全建総連）） 

 

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

①所在地：都道府県 石川県 石川県 石川県 石川県 大分県 大分県 大分県 大分県 大分県 大分県 大分県 奈良県 奈良県
②建物用途 寺社 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅

③構造
1階鉄筋、2階木

造
木造 木造 木造 木造 木造 木造 木造 木造 木造 木造 木造 木造

④階数 2階建て下屋付き 総2階建て 2階建て下屋付き 平屋 総2階建て 総2階建て 2階建て下屋付き 2階建て下屋付き 2階建て下屋付き 総2階建て 2階建て下屋付き

⑤面積（㎡）：延べ床 264 140 200 平屋50坪 150 105 150 220 180 33坪 269 7.5
　：１階 165 100 120 70 100 150 120 179
　：２階 185 99 40 80 50 70 60 89
　：その他

⑥築年数（年） 37 32 80 40 25 40 5 25 40 40 2 8 1
　：竣工年 1989年 2009年 2006年

⑦施工年月 1976年 1982年4月 2013年11月 1975年6月 1989年2月 2009年8月 1973年 2012年1月 2006年3月 2013年12月

　：新築or改修 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築

⑧屋根葺き材の種類 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 板金 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 防災瓦 日本瓦葺き 粘土瓦土葺き

⑨軒の出寸法 1200mm以上 ～600mm未満 ～600mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満 ～600mm未満 300mm未満 ～1200mm未満 ～600mm未満 ～1200mm未満 ～600mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満

⑩真壁の塗付け部分
全壁面積の半分

以上
全壁面積の半分

以上
全面

全壁面積の半分
未満

全壁面積の半分
未満

全面
全壁面積の半分

未満
全壁面積の半分

以上
全面

全壁面積の半分
以上

全壁面積の半分
未満

全面
全壁面積の半分

未満

⑪真壁の仕様 モルタル 伝統構法 伝統構法 モルタル モルタル 伝統構法 モルタル モルタル 伝統構法 伝統構法 その他 伝統構法 モルタル

　柱の断面寸法 5寸 4寸 3寸5分 4寸 4寸 3寸5分 3寸5分 4寸 その他 4寸 3寸5分
4寸、通し柱5寸、

大黒柱7寸
3寸5分

　下地材
木下地（間柱、

貫）
ススキ小舞 竹小舞 ラスボード、貫 ラス板 竹小舞 ボード ラス板 竹小舞 竹小舞

構造用合板、プラ
スターボード

竹小舞 杉小中板

　下塗り
砂モルタル（プラ

スタ）
荒壁土 荒壁土 砂モルタル 荒壁土 砂モルタル 砂モルタル 荒壁土 荒壁土 荒壁土 砂モルタル

　中塗り 中塗土 中塗土、砂漆喰
プラスター、モルタ

ル
砂漆喰 中塗土 中塗土 砂漆喰 中塗土 中塗土 中塗土 砂漆喰

　上塗り
漆喰、リシン掻き

落とし
聚楽壁 漆喰

ジュラク壁、モルタ
ル塗

漆喰 漆喰 その他 漆喰 漆喰 漆喰 クロス
漆喰、仕上塗材

（吹付け）
漆喰

　その他の材料

水切り板金、メタ
ルラス、防水紙、
防水テープ、シー

リング材

水切り板金、メタ
ルラス、防水紙

水切り板金、メタ
ルラス、防水紙

水切り板金
水切り板金、防水
紙、シーリング材

メタルラス 水切り板金
水切り板金、水切

鋼板
メタルラス

　室内側の主な仕上げ
漆喰、リシン掻き

落とし
京聚楽 中塗り仕上げ

ラスボード下地、
プラスター塗、ジラ

ク壁仕上げ
漆喰 漆喰 クロス 漆喰 漆喰 化粧砂壁仕上げ

⑫資料の有無：図面を
持っている

○ ○

　：施工時の写真を
持っている

○ ○

　：記憶で壁の断面詳
細図を描ける

○ ○ ○ ○ ○ ○

整理番号

物件の
情報



第Ⅻ章 真壁木造外壁の防水設計施工基準（案） 関連報告 

第Ⅻ章－60 

表 3.1(6) アンケートの結果（全国建設労働組合総連合（全建総連）） 

 

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

①所在地：都道府県 青森県 青森県 山口県 山口県 山口県 山口県 山口県 大阪府 大阪府 鳥取県 鳥取県 鳥取県
②建物用途 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅

③構造 木造 木造 木造 木造 木造 木造 木造
1階鉄筋コンク

リート造　2，3階
木造

木造 木造 木造 木造

④階数 2階建て下屋付き 2階建て下屋付き 平屋 2階建て下屋付き 2階建て下屋付き 2階建て下屋付き 2階建て下屋付き 3階建て 総2階建て 2階建て下屋付き 2階建て下屋付き
2階建て下屋付

き、蔵造

⑤面積（㎡）：延べ床 150 150 160 197.39 120 364.76 150 188.424 180 95
　：１階 90 150 150 100 152.7 70 116.08 100 115.663 100
　：２階 60 0 60 44.69 50 133.65 50 72.761 80
　：その他 115.03
⑥築年数（年） 16 39 16 9 0 15 20 24 7 3 80
　：竣工年 1975年 1998年 2005年 2014年 1994年12月 1990年 2011年

⑦施工年月 1989年10月 1975年3月 1998年5月 2005年3月 2014年3月 2008年6月 1992年5月 1990年1月 2006年4月 2010年10月 2012年9月

　：新築or改修 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築

⑧屋根葺き材の種類 その他 その他 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き ガルバ鋼板 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き

⑨軒の出寸法 ～600mm未満 ～600mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満 ～600mm未満 ～600mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満 ～600mm未満

⑩真壁の塗付け部分
全壁面積の半分

未満
全壁面積の半分

未満
全面

全壁面積の半分
以上

全面
全壁面積の半分

未満
全面

全壁面積の半分
未満

全壁面積の半分
未満

全壁面積の半分
以上

全壁面積の半分
以上

全面

⑪真壁の仕様 モルタル モルタル 伝統構法 伝統構法 伝統構法 その他 伝統構法 伝統構法 伝統構法 伝統構法 その他 裏面なし

　柱の断面寸法 3寸5分 3寸5分 4寸 4寸 4寸 3寸5分 4寸
4寸　（通し柱及び

※※柱　5寸）
3寸5分、4寸 4寸 4寸

　下地材 構造用合板 構造用合板 竹小舞 竹小舞 竹小舞 PBボード 竹小舞 竹小舞 竹小舞 竹小舞 ラスボード

　下塗り 砂モルタル 砂モルタル 荒壁土 荒壁土 荒壁土 荒壁土 荒壁土 荒壁土 荒壁土
石膏ボード（プラ

スター）

　中塗り 中塗土 中塗土 中塗土 砂漆喰 中塗土、砂漆喰 砂漆喰 中塗土 中塗土 中塗土 中塗土 プラスター

　上塗り 仕上塗材 漆喰、ジュラク じゅらく等
漆喰、水溶性樹
脂系薄付け塗材

漆喰 ジラック壁 ジラク壁仕上げ
仕上塗材（吹付

け）
ジュラク塗り じゅらく

　その他の材料
メタルラス、防水

紙
メタルラス、防水

テープ
水切り板金、メタ
ルラス、防水紙

水切り板金
水切り板金、防水
紙、防水テープ、

シーリング材

水切り板金、防水
紙、防水テープ、

シーリング材
水切り板金

水※カラーステン
レス、谷板カラー

ステン
水切り板金

水切り板金、メタ
ルラス、防水紙、
防水テープ、シー

リング材

　室内側の主な仕上げ その他 じゅらく じゅらく等
水溶性樹脂系薄
付け塗材（ジュ

ラックスC）
漆喰

ジラック壁、クロー
ス

和室荒壁塗り、中
塗り、ジュラク塗り
仕上げ。他はクロ
ス張り仕上げ。

その他 ジュラク塗り
石膏プラスター下
塗り、ジュラック塗

り

⑫資料の有無：図面を
持っている

○ ○ ○ ○ ○ ○

　：施工時の写真を
持っている

○

　：記憶で壁の断面詳
細図を描ける

○ ○ ○

整理番号

物件の
情報
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表 3.1(7) アンケートの結果（全国建設労働組合総連合（全建総連）） 

 

68 69 70 71 72 73 74 75 76
77（スキャンデー

タ76）
78（スキャンデー

タ77）
79（スキャンデー

タ78）
①所在地：都道府県 鳥取県 鳥取県 鳥取県 鳥取県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県
②建物用途 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅

③構造 木造 木造 木造 木造 木造 木造 木造 木造 木造 木造 木造 木造

④階数 総2階建て 2階建て下屋付き 2階建て下屋付き 2階建て下屋付き 2階建て下屋付き 2階建て下屋付き 平屋建て 2階建て下屋付き 2階建て下屋付き 2階建て下屋付き 平家 平家

⑤面積（㎡）：延べ床 216 316 205 185 185.9 198.3 120 160 210 200 100 170
　：１階 119 196 130 105 132.2 142.12 120 146 170 170
　：２階 97 120 75 80 53.7 46.27 74 30
　：その他

⑥築年数（年） 36 9 44 13 3 3 38 9 23 10 18 7
　：竣工年 1978年 2005年 1970年 2012年 2004年 1996年 2007年

⑦施工年月 1978年10月 2005年 1970年 2001年4月 2012年1月
2010年10月～
2011年10月

2014年3月 2005年 1991年 1996年11月 2007年～2008年

　：新築or改修 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築

⑧屋根葺き材の種類 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 和瓦桟葺き 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 銅板一文字葺き 粘土瓦葺き 粘土瓦葺き 粘土瓦葺き 引掛桟

⑨軒の出寸法 ～1200mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満 ～600mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満

⑩真壁の塗付け部分 全面 全面 全面
全壁面積の半分

未満

内部全壁面積の
半分以上、外部

大壁

全壁面積の半分
以上

全壁面積の半分
未満

全壁面積の半分
以上

全壁面積の半分
以上

全壁面積の半分
以上

全壁面積の半分
以上

全壁面積の半分
以上

⑪真壁の仕様 伝統構法 伝統構法 伝統構法 伝統構法 その他 伝統構法 その他 モルタル モルタル モルタル モルタル 伝統構法

　柱の断面寸法
3寸5分、通し柱4

寸5分
4寸、通し柱4寸5

分
4寸、通し柱4寸5

分
4寸 4寸 4寸 3寸5分 4寸 4寸 4寸 4寸 4寸

　下地材 竹小舞 竹小舞 竹小舞 竹小舞 PBボード　12.5 竹小舞 PBボードVカット キズリ ラス下 キズリ 木ズリ 葦小舞

　下塗り 荒壁土 荒壁土 荒壁土 荒壁土 シルタッチ下塗 荒壁土 セッコウシゴキ 砂モルタル 砂モルタル 砂モルタル 砂モルタル 荒壁土

　中塗り 砂漆喰 砂漆喰 砂漆喰 中塗土 シルタッチ下塗 中塗土 砂漆喰 中塗土

　上塗り 漆喰 漆喰 漆喰 漆喰 珪藻土 漆喰
漆喰、左官仕上

げ　珪藻土
漆喰 漆喰 漆喰 漆喰 漆喰

　その他の材料 防水紙
水切り板金、防水

紙
水切り板金、防水

紙
水切り板金

水切り板金、メタ
ルラス、防水紙

水切り板金、防水
テープ

外壁　モルタル、
吹付塗装ジュラク

仕上げ

水切り板金、メタ
ルラス、防水紙、

シーリング材

水切り板金、メタ
ルラス、防水紙

水切り板金、メタ
ルラス、防水紙

水切り板金、メタ
ルラス、防水紙

水切り板金

　室内側の主な仕上げ じゅらく塗 漆喰、じゅらく壁 漆喰、じゅらく じゅらく 珪藻土
漆喰、土壁仕上

げ
漆喰 漆喰、京かべ 漆喰、京かべ 漆喰、京かべ 漆喰、京かべ 漆喰、京かべ

⑫資料の有無：図面を
持っている

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　：施工時の写真を
持っている

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　：記憶で壁の断面詳
細図を描ける

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

整理番号

物件の
情報
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表 3.1(8) アンケートの結果（全国建設労働組合総連合（全建総連）） 

 

80（スキャンデー
タ79）

81（スキャンデー
タ80）

82（スキャンデー
タ81）

83（スキャンデー
タ82）

84（スキャンデー
タ83）

①所在地：都道府県 福岡県 福岡県 福岡県 福岡県 熊本県
②建物用途 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅

③構造 木造 木造 木造 木造 木造

④階数 2階建て下屋付き 平屋 2階建て下屋付き 平屋 2階建て下屋付き

⑤面積（㎡）：延べ床 139.94 180.58 190 139 115.68
　：１階 91.09 180.58 151 110.17
　：２階 48.85 39 62.7
　：その他

⑥築年数（年） 1 2 1 0 13
　：竣工年 2013年 2012年 2001年

⑦施工年月 2013年5月 2012年 2013年6月 2013年9月 2001年8月

　：新築or改修 新築 新築 新築 新築 新築

⑧屋根葺き材の種類 陶器瓦 粘土瓦土葺き 陶器瓦 陶器瓦 粘土瓦土葺き

⑨軒の出寸法 ～600mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満 ～1200mm未満 ～600mm未満

⑩真壁の塗付け部分 全面
全壁面積の半分

以上
全面 全面

全壁面積の半分
未満

⑪真壁の仕様 伝統構法 伝統構法 伝統構法 伝統構法 その他

　柱の断面寸法 4寸 4寸 4寸、通し柱5寸 4寸 4寸

　下地材 竹小舞 竹小舞 竹小舞 竹小舞
プラスター※、ラス

ボード

　下塗り 荒壁土 荒壁土 荒壁土 荒壁土 プラスターYM

　中塗り 砂漆喰 砂漆喰 中塗土 中塗土 プラスターYM

　上塗り 漆喰
仕上げ塗材（吹付

け）
漆喰、珪藻土 漆喰、珪藻土 漆喰、聚楽

　その他の材料
水切り板金、防水
紙、防水テープ、

シーリング材

水切り板金、メタ
ルラス、防水紙、
防水テープ、シー

リング材

水切り板金、メタ
ルラス、防水紙、
防水テープ、シー

リング材

　室内側の主な仕上げ その他 クロス
漆喰、珪藻土、杉

板
漆喰、珪藻土、杉

板
漆喰、クロス、聚

楽

⑫資料の有無：図面を
持っている

○ ○ ○ ○ ○

　：施工時の写真を
持っている

○ ○

　：記憶で壁の断面詳
細図を描ける

○ ○

整理番号

物件の
情報
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表 3.1(9) アンケートの結果（一般社団法人 日本左官業組合連合会（日左連）） 

 

 

 

 

85 86 87 88 89 90 91 92 93

回答者
の情報

左官経験年数（年） 50 50 55 50 45 39 41 37 31

①所在地：都道府県 茨城県 茨城県 長野県 長野県 長野県 長野県 長野県 新潟県
②建物用途 寺社 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 寺社 住宅 住宅

③構造 木造 木造 木造 木造 木造 木造 木造 木造 木造

④階数 平屋 平屋 総2階建て 総2階建て 総2階建て 総2階建て 平屋 総2階建て 総2階建て
⑤面積（㎡）：延べ床 45 100 320 160 120 200 90 200
　：１階

　：２階

　：その他

⑥施工年（年） 1年 平成12年 2012年 2014年 2013年 平成26年 平成25年 平成24年 2013年
　：築年数（年） 1 12 2 0 1 0 1 2 1
　：新築or改修 新築 新築 新築 大規模改修 新築 新築 新築 大規模改修 部分補修
⑦真壁の仕様 その他 モルタル 伝統構法 伝統構法 その他 モルタル モルタル モルタル 伝統構法

　下地材 木摺り 木摺り 竹小舞 ボード類 ボード類
木摺り、ラスボー

ド
ガラ板 木摺り 竹小舞

　下塗り 砂漆喰 砂モルタル
荒壁土、砂モルタ

ル
荒壁土 薄塗り工法 サンドモルタル ラスヌリサンド 砂モルタル 荒壁土

　中塗り 砂漆喰 砂漆喰 中塗土、砂漆喰 中塗土
軽量モルタル、B

ドライ石膏
軽量モルタル 軽量モルタル 中塗土

　上塗り 漆喰 漆喰 漆喰 漆喰
霧島壁（シラス

壁）
漆喰、珪藻土仕

上げ
漆喰 漆喰 漆喰

　その他の材料
ガラスネット、トン

ボ、のれん
メタルラス、防水
紙、防水テープ

メタルラス、ガラス
ネット

メタルラス、ガラス
ネット、防水テー

プ
防水紙、波ラス

ガラスネット、カサ
ブランカ、波ラス

メタルラス、ガラス
ネット、防水紙

メタルラス、ガラス
ネット、防水紙、

防水テープ

　室内側の主な仕上げ 漆喰
漆喰（ボード下

地）
漆喰（土塗り下

地）
漆喰（土塗り下

地）
漆喰（ボード類） クロス 漆喰（ボード類） 珪藻土

⑧資料の有無：図面を
持っている

○

　：施工時の写真を持っ
ている

○ ○ ○

　：記憶で壁の断面詳細
図を描ける

○ ○

整理番号

物件の
情報
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表 3.1(10) アンケートの結果（一般社団法人 日本左官業組合連合会（日左連）） 

 

 

94 95 96 97 98 99 100 101

回答者
の情報

左官経験年数（年） 51 50 43 43 58 58 53 25

①所在地：都道府県 青森県 青森県 福岡県 愛知県 愛知県 岐阜県 富山県
②建物用途 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 寺社 住宅

③構造 木造 木造 木造 木造
木造、鉄筋コンク

リート造
木造 木造

④階数 総2階建て 総2階建て 平屋 総2階建て 総2階建て 平屋 総2階建て
⑤面積（㎡）：延べ床 150 210 180 139.5 150.23 150坪
　：１階

　：２階

　：その他

⑥施工年（年） 平成23年 平成25年 1989年 1990年 平成24年 2012年
　：築年数（年） 3 1 25 24 2 4
　：新築or改修 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築
⑦真壁の仕様 モルタル モルタル その他 伝統構法 モルタル モルタル 伝統構法 伝統構法

　下地材 木摺り ラス ボード類 竹小舞 竹小舞、木摺り 竹小舞、木摺り 竹小舞、ボード類 かや小舞

　下塗り 砂モルタル モルタル 荒壁土 砂モルタル、
荒壁土、砂モルタ
ル、ラス張り（立

骨入れ）
荒壁土 荒壁土

　中塗り 砂漆喰 砂漆喰 砂モルタル、 砂モルタル 砂漆喰 中塗土

　上塗り 漆喰 漆喰 漆喰 吹付け・塗装 漆喰 漆喰

　その他の材料
メタルラス、防水
紙、透湿シート、

シーリング材

メタルラス、防水
紙

ガラスネット、防
水紙、防水テー

プ、Wラス

水切り板金、メタ
ルラス、防水紙

水切り板金、メタ
ルラス

ニチラス下地

　室内側の主な仕上げ 珪藻土
漆喰（ボード下

地）

漆喰（土塗り下
地、ボード下地）、

珪藻土聚楽

漆喰（土塗り下
地）、ビニルクロ
ス、土中塗り、繊

維壁仕上げ

漆喰（土塗り下
地）、ビニルクロ
ス、土中塗繊維

壁仕上げ

漆喰（土塗り下
地、ボード下地）、

聚楽仕上

漆喰（土塗り下
地）、中塗仕舞い

⑧資料の有無：図面を
持っている

○ ○

　：施工時の写真を持っ
ている

○ ○ ○

　：記憶で壁の断面詳細
図を描ける

○ ○ ○ ○

整理番号

物件の
情報
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表 3.1(11) アンケートの結果（一般社団法人 日本左官業組合連合会（日左連）） 

 

 

 

102 103 104 105 106 107 108 109

回答者
の情報

左官経験年数（年） 31 24 40 50 48 30 27 34

①所在地：都道府県 高知県 愛知県 山口県 愛知県 新潟県 宮城県 宮城県 栃木県
②建物用途 住宅 住宅 住宅 寺社 住宅 住宅 その他 住宅

③構造 木造 木造 木造 鉄骨造 木造 木造 木造 木造

④階数 平屋 総2階建て 平屋 平屋 総2階建て 平屋 その他 総2階建て
⑤面積（㎡）：延べ床 80 250 120 150 130 300 ？ 93.1
　：１階

　：２階

　：その他

⑥施工年（年） 平成26年 平成22年 平成25年 平成25年 平成26年 0.4年
　：築年数（年） 0 4 1 1 0 100 0
　：新築or改修 新築 新築 新築 新築 大規模改修 大規模改修 大規模改修
⑦真壁の仕様 伝統構法 伝統構法 伝統構法 その他 その他 伝統構法 伝統構法 伝統構法

　下地材 竹小舞 竹小舞 竹小舞 デラクリート ボード類
竹小舞、木摺り、

その他
竹小舞 竹小舞

　下塗り 荒壁土 荒壁土 荒壁土
ファイバーベース

コート
荒壁土、砂モルタ

ル
荒壁土 荒壁土

　中塗り
（外部は大壁で

す）
中塗土 中塗土

ファイバーベース
コート

砂漆喰 中塗土 中塗土

　上塗り その他 漆喰 砂王 白漆喰 漆喰 漆喰、じゅらく 漆喰 漆喰

　その他の材料
ガラスネット、透
湿シート、防水

テープ、通気胴縁

水切り板金、メタ
ルラス、シーリン

グ材
ガラスネット

グラスファイバー
メッシュ

メタルラス、特注
鉄板

　室内側の主な仕上げ
シックイ、中塗仕

舞い
漆喰（土塗り下
地、ボード下地）

その他
漆喰（ボード下

地）
漆喰（ボード下

地）

漆喰（土塗り下
地、ボード下地）、

じゅらく

漆喰（土塗り下
地）

その他

⑧資料の有無：図面を
持っている

○

　：施工時の写真を持っ
ている

○

　：記憶で壁の断面詳細
図を描ける

整理番号

物件の
情報
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表 3.1(12) アンケートの結果（職人がつくる木の家ネット） 

 

 

 

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

回答者
の情報

業種
施工管理（元請

工務店）
設計 施工管理
（元請工務店）

設計　施工管理 設計 設計 設計 設計 施工管理 設計　施工管理 設計　施工管理 設計　施工管理 設計　施工管理

①所在地：都道府県 愛知県 滋賀県 埼玉県 熊本県 熊本県 熊本県 熊本県 長崎県 大阪府 東京都 愛媛県 愛媛県
②建物用途 住宅 住宅 その他 住宅 その他 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅

③構造 木造 木造 木造 木造 木造 木造 木造 木造

木造（一旦、建家
を1ｍジャッキアッ
プ、基礎（石場
建）構築後、

ジャッキダウン）

木造 木造 木造

④階数 2階建て下屋付き 平屋建て 2階建て下屋付き 平屋建て その他 平屋建て 2階建て下屋付き 平屋建て 平屋建て 2階建て下屋付き 2階建て下屋付き 2階建て下屋付き

⑤面積（㎡）：延べ床 145 184 167.27 101 30 67 122 88.9
改修面積111.6

（敷地面積
362.78）

93.09 102 143

　：１階 85 134.15 62.52 54 83
　：２階 60 33.12 30.57 48 60
　：その他

⑥築年数（年） 6 1 1 160 1 3 7
　：竣工年 平成27年3月 平成25年11月 2014年 2015
⑦施工年月 平成20年1月 平成27年5月 2014年7月 2015年10 2012年10 2015年1月 平成24年3月 平成20年12月
　：新築・改修の別 新築 新築 新築 2014年6月 大規模改修 新築 新築 新築

⑧屋根葺き材の種類）
釉薬瓦　引掛け

桟葺き
粘土瓦土葺き

ガルバリウム鋼
板 縦はぜ葺き

粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 茅葺き（ヨシ葺き） 粘土瓦土葺き
粘土瓦桟葺き
桟間土葺き

粘土瓦桟葺き
桟間土葺き

⑨軒の出寸法 ～1200mm未満 900 ㎜程度 ～1200mm未満 1100mm 900ｍｍ 1100ｍｍ 1100ｍｍ 1200ｍｍ以上 ～1200ｍｍ未満 ～1200ｍｍ 1200ｍｍ未満 ～1200 mm 未満

⑩真壁の塗付け部分
全壁面積の半分

未満
全面 全面 全面 全面 全面

全壁面積の半分以
上

全壁面積の半分以
上

全壁面積の半分
未満

全壁面積の半分
未満

全壁面積の半分
未満

⑪真壁の仕様

　柱の断面寸法 4寸
４寸 、その他（ 5

寸・6 寸）
4寸 4寸 4寸 4寸 4寸 4寸

4寸（大黒柱は
210角）

4寸 5寸 5寸

　下地材 竹小舞 竹小舞 構造用合板 竹小舞 竹小舞 竹小舞 竹小舞 竹小舞 竹小舞 竹小舞 竹小舞 竹小舞
　下塗り 荒壁土 荒壁土 砂モルタル 荒壁土 荒壁土 荒壁土 荒壁土 荒壁土 荒壁土 荒壁土 荒壁土 荒壁土

　中塗り 中塗土 中塗土 砂漆喰 中塗土 中塗土 中塗土 中塗土 中塗土 中塗土 中塗土　砂漆喰 中塗土 中塗り土

　上塗り 漆喰 漆喰 漆喰 漆喰 杉板 杉板貼り 漆喰
漆喰（外壁は全

面）
漆喰　その他色

土
漆喰 漆喰

　その他の材料 モルタル掻き落し
水切り板金、メタ
ルラス、防水紙、

防水テープ
防水紙 防水紙 水切り板金 水切り板金

　室内側の主な仕上げ 中塗り止め 漆喰 漆喰 漆喰 漆喰 漆喰 漆喰 漆喰
漆喰（その他：綿

壁）
漆喰　その他、中

塗土ハンダ
中塗り仕上げ

漆喰　中塗り仕上
げ

⑫資料の有無：図面を
持っている

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　：施工時の写真を
持っている

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　：記憶で壁の断面詳
細図を描ける

○ ○ ○

整理番号

物件の
情報
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表 3.1(13) アンケートの結果（職人がつくる木の家ネット） 

 

 

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

回答者
の情報

業種 設計 設計 設計　施工管理 設計　施工管理 設計　施工管理 設計 施工管理 設計　施工管理 設計　施工管理 設計　施工管理 施工管理

①所在地：都道府県 岡山県 広島県 埼玉県 埼玉県 埼玉県 徳島県 東京都 埼玉県 埼玉県 埼玉県 福井県
②建物用途 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 その他 住宅

③構造 木造 木造

④階数 平屋建て 2階建て下屋付き 平屋建て 2階建て下屋付き 2階建て下屋付き 2階建て下屋付き 総2階建て 平屋建て 2階建て下屋付き 2階建て下屋付き 2階建て下屋付き

⑤面積（㎡）：延べ床 74.08 199.13 199.22 108.24 152.03 141.56 126.69 99.92 147.68 292

　：１階 74.8 155.47 59.49 102.46 102.89 126.69 58.52 121.24 209
　：２階 43.66 48.75 49.57 38.67 41.4 26.44 83
　：その他 3.71
⑥築年数（年） 2 13 17
　：竣工年 2015年7月 2013年 2015年 2015年 2015年 平成14年 2004年竣工 2012年 2011年 1989年
⑦施工年月 1年 1年 2015年8月 2015年1月 平成13年1月 1年 8ヶ月 1年 平成10年2月
　：新築・改修の別 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築 新築

⑧屋根葺き材の種類） 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き
バルバニウム鋼

板
粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き 粘土瓦土葺き

アスファルトシン
グル＋銅板

粘土瓦桟葺き

⑨軒の出寸法 ～1200ｍｍ未満 ～1200 mm 未満 1200mm 以上
～1200 mm 未
満、1200mm 以

上
～1200 mm 未満 ～1200 mm 未満 ～1200mm 未満 1200mm 以上 ～1200 mm 未満 ～1200 mm 未満 ～1200 mm未満

⑩真壁の塗付け部分
全壁面積の半分

以上
全面

全壁面積の半分
未満

全壁面積の半分
以上

全壁面積の半分
未満

全面
全壁面積の半分

以上
全面 全面

⑪真壁の仕様

　柱の断面寸法 3寸5分 4寸 5寸 4寸 4寸 7寸 5寸 4寸 4寸 4.5寸

　下地材 竹小舞 竹小舞 竹小舞 ラス下地板厚12 竹小舞 タイベック＋胴縁 竹小舞 竹小舞 木ズリ下地 貫＋胴縁 竹小舞
　下塗り 荒壁土 荒壁土 荒壁土 砂モルタル 荒壁土 荒壁土 荒壁土 砂モルタル 荒壁土

　中塗り 中塗り土 中塗り土 中塗り土
メッシュ入り砂モ

ルタル、漆喰
中塗り土 中塗土 中塗土 中塗り土

　上塗り 漆喰 漆喰 漆喰 漆喰
杉板 厚さ15 ミリ
縦本実張り+ｷｼﾗ

ﾃﾞｺｰﾙ塗り
漆喰 漆喰 漆喰 杉板横張り 漆喰

　その他の材料
水切り板金、防水
紙、焼杉板張り

水切り板金、防水
紙、焼杉板張り

水切り板金、シー
リング材

水切り板金、メタ
ルラス、防水紙、
防水テープ、シー

リング材

水切り板金
防水紙、シーリン

グ材
水切り板金 水切り板金 防水紙 板壁 水切り板金

　室内側の主な仕上げ 漆喰、杉板張り 漆喰、杉板張り 漆喰 漆喰 漆喰 杉板 厚さ 30 ミリ 漆喰
中塗り仕上げ＋

板壁
和紙クロス＋板

壁
漆喰、腰板

⑫資料の有無：図面を
持っている

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　：施工時の写真を
持っている

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　：記憶で壁の断面詳
細図を描ける

○ ○

整理番号

物件の
情報
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表 3.2 アンケートの集計結果 

 

東左連
答21件

全建総連
答65件

日左連
回答25件

木の家ネット
回答23件

合計

施工管理（元請工務店） 0 46 0 1 47
設計 0 1 0 3 4
工事業（大工） 0 1 0 7 8
工事業（左官） 21 0 25 0 46
設計、施工管理（元請工務店） 0 15 0 0 15
設計、施工管理（元請工務店）、
工事業（左官）

0 1 0 12 13

無記載 0 1 0 0 1

東北地方 0 5 4 0 9
中部地方 3 18 12 2 35
関東地方 17 11 3 9 40
近畿地方 0 4 0 2 6
中国地方 0 12 1 2 15
四国地方 0 4 1 3 8
九州地方 0 12 1 5 18
無記載 1 0 2 0 3

住宅 8 56 19 20 103
寺社 9 3 4 0 16
その他 2 0 1 3 6
無記載 2 6 1 0 9

木造 17 63 22 13 115
その他 1 2 1 0 4
無記載 3 0 2 10 15

総2階建て 4 8 14 1 27
2階建て下屋付き 3 40 0 13 56
平屋 11 12 9 8 40
その他 0 3 1 1 5
無記載 3 2 1 0 6

0～5年 15 26 18 4 63
6～10年 1 11 0 2 14
11年～20年 1 8 1 2 12
21年～50年 1 17 2 0 20
51年以上 1 2 1 1 5
無記載 0 1 3 13 17

新築 11 56 17 17 101
大規模改修 4 7 6 1 18
部分補修 1 0 1 0 2
その他 1 0 0 0 1
無記載 4 2 1 5 12

粘土瓦土葺き 1 40 16 57
その他 14 23 5 42
無記載 6 2 2 10
300mm未満 2 0 2
300～600mm未満 20 0 20
600～1200mm未満 39 17 56
1200mm以上 4 3 7
無記載 0 3 3

全面 19 22 9 50
全壁面積の半分以上 0 21 5 26
全壁面積の半分未満 0 21 6 27
その他 1 1 0 2
無記載 1 0 3 4

伝統土壁系 8 39 11 19 77
木摺漆喰系 1 0 1 0 2
モルタル系 13 15 7 2 37
その他 0 9 8 2 19
無記載 1 6 0 2 9

漆喰 17 38 19 19 93
じゅらく 0 8 0 0 8
珪藻土 0 2 0 0 2
仕上塗材 1 3 1 1 6
板張り 0 5 0 2 7
その他 2 0 3 1 6
無記載 1 9 2 0 12

漆喰 17 29 18 16 80
珪藻土 0 3 2 0 5
中塗り 0 2 0 5 7
じゅらく 1 10 0 0 11
クロス 0 5 1 1 7
板張り 0 0 0 1 1
その他 3 8 2 1 14
無記載 0 8 2 1 11

図面を持っている 0 40 4 20 64
施工時の写真を持っている 2 26 7 5 40
記憶で壁の断面詳細図を描ける 13 31 6 2 52

【凡例】-：アンケートを実施せず

-

-

-

-

外装仕上げの種類

内装仕上げの種類

資料の有無

回答数

築年数（年）

新築・改修の別

屋根葺き材の種類

軒の出寸法

真壁の塗付け面積

壁の種類

職種

物件所在地

建物用途

構造

階数
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図 3.1 アンケート回答者の職種         図 3.2 物件の所在地 

 

  

図 3.3 建物の用途             図 3.4 建物の構造 

 

  

図 3.5 建物の階数             図 3.6 建物の築年数 

 

施工管理

（元請工務

店）

35%

設計
3%工事業（大

工）

6%

工事業（左

官）

34%

設計、施工

管理（元請

工務店）

11%

設計、施工

管理（元請

工務店）、工

事業（左官）
10%

無記載
1%

東北地方
7%

中部地方
26%

関東地方
30%

近畿地方
5%

中国地方
11%

四国地方
6%

九州地方
13%

無記載
2%

住宅
77%

寺社
12%

その他
4%

無記載
7%

木造
86%

その他
3% 無記載

11%

総2階建て
20%

2階建て下

屋付き

42%

平屋
30%

その他
4%

無記載
4%

0～5年
48%

6～10
年

11%
11年～20年

9%

21年～50年
15%

51年以上
4% 無記載

13%
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図 3.7 新築・改修の別          図 3.8 屋根葺き材の種類 

 

  

図 3.9 軒の出寸法            図 3.10 真壁の塗付け面積 

 

  

図 3.11 壁の種類             図 3.12 外装仕上げの種類 

 

新築
75%

大規模改修
13%

部分補修
2%

その他
1%

無記載
9%

粘土瓦土葺

き

52%

その他
39%

無記載
9%

300mm未満
2%

～600mm未

満

23%

～1200mm
未満

64%

1200mm
以上

8%

無記載
3%

全面
46%

全壁面積の

半分以上

24%

全壁面積の

半分未満

25%

その他
2%

無記載
3%

伝統土壁系
54%

木摺漆喰系
1%

モルタル系
26%

その他
13%

無記載
6%

漆喰
69%

じゅらく
6%

珪藻土
2%

仕上塗材
5%

板張り
5%

その他
4%

無記載
9%
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図 3.13 内装仕上げの種類 

 

 

3.2 ヒアリング調査の結果 
(1) ヒアリング No.1 の結果 
A. モルタル塗り真壁構法について 

① 全体の施工工程 
 下地材（合板など）、水切り、防水紙、ラス、モルタル、の順に施工を行う。 
 下地材および水切りは大工や別の業種が行い、左官は防水紙の止め付け以降の作業を行う。 

② しゃくり 
 社寺建築の場合には、しゃくりを設けることが多い。しゃくりは通常、モルタル層の位置

に設けるが、合板の位置にしゃくりを設け、合板を差し込む場合もある。図 3.2-1 にしゃ

くりの位置を示す。 
 住宅でしゃくりはおよそ見られない。 

 

        

(a)モルタル層の位置にしゃくりを設ける場合  (b)合板の位置にしゃくりを設ける場合 
図 3.2-1 しゃくりの位置 

 

③ 下地 
 木ずり下地※に用いる板は通常、横方向に配置する。木ずり板を斜めや縦方向に配置する

ことは少ない。 
 木ずり下地※に用いる板は通常、幅 40mm 程度であるが、近年では幅の広いものを用いる

ことが多い。 
※木ずり下地は直接漆喰を施す構法ではなく、木ずりに防水紙、ラス、漆喰を施す下地で

ある。 

漆喰
59%

珪藻土
4%

中塗り
5%

じゅらく
8%

クロス
5%

板貼り
1% その他

10%

無記載
8%

モルタル柱

合板しゃくり

モルタル柱

合板
しゃくり
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 天井の木ずり下地に直接漆喰を塗り付ける場合、漆喰がしきりに剥落する。 
④ 水切り 

 住宅の場合、大抵横架材には水切りが付いている。 
 古民家などの伝統土壁構法の水切りは板金ではなく、木製を用いるか、水切りを設けない

場合が多い。 
 水切り板金は、住宅ではガルバリウム鋼板を用い、社寺建築では銅板を用いることが多い。 
 下部の水切り板金の納め方は工務店から指示されることが多い。納め方にこだわりがあれ

ば、設計者が提案する場合もある。 
 水切り板金はしゃくりの奥まで入れなければならないが、実際は行っていない。 
 Ｑ.水切り板金を差し込む際に、木に鋸目を入れてはならず、ノミで溝を作らなければなら

ないという話があるが、実際にはどのように施工しているか？ 
            Ａ.実際は鋸目を入れている。 

⑤ 防水紙 
 木ずり板に防水紙を止め付ける際、ステープルを板の節に打つと固定されず、防水紙が浮

いてしまう。 
 防水紙は端部にブチルテープを張る場合と張らない場合がある。 
 ちりじゃくりがある場合は、防水紙がしゃくりの底の手前までかかるようにする。 
 サッシュの部分は両面防水テープ（ブチルテープなど）で防水紙をとめる。 
 通常、モルタル層を水切り板金の水勾配の付いている面にドン付けにする。 

⑥ 塗付け材料および塗付け方法 
 最近では、指定がある場合を除き、砂モルタルではなく既調合軽量モルタルが用いられる。

砂モルタルを用いない理由は、作業性（身体負荷）と、大きなクラックが生じやすいため。 
 漆喰は指示がない場合、既調合を用いる。ただし、そのまま使用せず適宜調整を行う。 
 塗付けは通常、軽量モルタル(15mm)→砂漆喰(中塗り)(5mm)→漆喰(仕上げ)(1.5mm)の順

で行う。漆喰はモルタルに直接塗ると剥がれるため、中塗りとして砂漆喰や石膏プラスタ

ーを塗る。 
 ラスモルタルの上に砂漆喰で中塗りを行い、翌日に漆喰塗りを行う。中塗りが水をもった

状態であるため、水引きを一定にできる。中塗りの完全乾燥後に漆喰塗りを行うと、漆喰

塗りの水引きが顕著であるため、割れや水引き斑の原因となる。その他にも、漆喰の乾燥

中には風を当てるなど、覆うべきではない。 
 住宅の場合、漆喰磨きは行わず、通常撫でて終了する。 

⑦ その他 
 シールを打つと浸入した水が出ないため、ちりぎわにシールは通常施さないが、施す場合

には、防水紙に施すかモルタルの施工後に施す。後者の場合には、モルタルをちりぎわだ

け三角形にへこませておき、そこにシールを施す。図 3.2-2 にシーリングの位置を示す。 
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(a)防水紙にシーリングを施す場合     (b)モルタル層にシーリングを施す場合 
図 3.2-2 シーリングの位置 

 

 腰壁は板壁仕様もある。例として、小舞下地に荒壁塗りを行った後に板壁を取り付ける、

あるいは中塗りを行った後に板壁を取り付けることがある。 
 真壁で通気構法はあまり見られない。 
 木ずり大壁の場合、間柱のピッチ 900 に胴縁を所定の間隔に設置し、防水紙付きリブラス

下地（通気ラス）の上にモルタルを塗る。（図 3.2-3） 
 

 

図 3.2-3 大壁の平面図 

 

 その他の止水方法はあまりない。 
 現場では、建具は金属、樹脂のサッシ、木の場合もある。 

 

B. 伝統土壁構法について 
① 小舞下地の作製方法 

 間渡竹には、篠竹の丸竹か、割竹を用いている。 
 間渡竹を差し込む穴は、ドリルや穴あけポンチを用いて、全て同じ大きさであけている。

間渡竹の断面寸法は一つ一つ異なるため、間渡竹と穴との隙間はまちまちであるが、ある

程度の隙間はある状態である。 
 縦竹は、竹下端と土台との間には隙間を設けた状態で、貫に釘もしくはビスで固定する。

隙間がないと、塗り付けた際の壁土の重さで竹が面外方向に撓み、壁が面外方向に膨れて

しまう。 
 小舞竹と軸組との隙間は、あえて設けようとはしていないが、小舞竹を軸組の間に入る寸

法で切断するので、多少はできる。 

モルタル

防水紙

シーリング

合板

柱
モルタル

合板

柱

シーリング

防水紙

間柱＠900

胴縁

防水紙合板

防水紙付きラス下地モルタル
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 小舞下地の間隔（竹と竹の間の内法寸法）は 20～30mm である。 
② 壁土材料および塗付け方法 

 荒壁土は、H 粘土工業のものを用いている。原土を購入することもあるが、原土に藁を混

入して 1～2 ヶ月寝かせた練り土を購入することもある。藁入りの練り土の場合でも、現

場で新たに藁を足して調整を行う。 
 中塗土は、H 粘土工業で扱っている粉体状のものや、愛知県の M 建材店のものを用いて

いる。 
 荒壁土は、内壁側が横竹であることが多く、横竹側から塗り付けることが多い。ただし、

現場によっても異なり、内壁側・外壁側のどちらを横竹側・縦竹側とするかは、大工が決

めている。また、内壁側から塗るか外壁側から塗るかは、施工のしやすさで決めている。 
 裏返し塗りには、荒壁塗りに使った練り土を用いている。砂を追加することはない。荒壁

塗り層の完全乾燥後に裏返し塗りを行うことはなく、数時間～一日時間をおいた半乾燥状

態で行う。 
③ 土壁の劣化状態、点検および補修方法 

 土壁に生じる変状は、雨がかりが原因のものが多い。特に壁の下部（足元）付近は浸食さ

れやすい。 
 定期的な点検は行っていない。工務店が行っている可能性はある。雨でくずれた場合など

に依頼を受けて、補修を行っている。 
 補修方法は、壁の傷み具合で判断する。中塗りをはがし、荒壁が健全であれば、荒壁はそ

のまま用いて中塗りのみを塗り替える。荒壁が傷んでいれば、荒壁も落として塗り直す。

さらに、小舞下地も傷んでいれば、取り替えを行う。雨がかりのある場所では、小舞下地

まで傷んでいることがある。昨年の現場（横浜）では、荒壁まですべて落とし、小舞下地

の一部の竹を取り替えた。 
 雨がかりがなくても経年とともに、荒壁はさらさらに（ねばり気が減少し、ぼろぼろ落ち

る状態）なってしまう。そうなった場合、荒壁を塗り直すことを勧めるが、予算の問題が

ある。 
 地震時には、特にちり際に損傷が生じることが多い。補修用の材料としては土を用いる。

補修しやすいよう、損傷箇所を少々削って三角状のくぼみを作ることもあるが、補修の跡

が目立ってしまうため、削らずに土を詰め込むだけにすることが多い。 
 

C. 仕事内容 

 職人数 20 名程度の会社に勤めている。現場によっては職人が足りず、応援を呼ぶことが

ある。 
 一緒に仕事を行う大工は現場によって異なる。北から来る大工が多い。 
 仕事の物件数の 1～2 割程度が木造真壁構法であり、そのうちの半分強がモルタル真壁構

法、半分弱が伝統構法（小舞土壁、木ずり漆喰壁）である。伝統構法の場合は、復原の仕

事が多い。 
 

(2) ヒアリング No.2 の結果 
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A. モルタル塗り真壁構法について 
① 下地 
 最近では、一般的に構造用合板を用いることが多くなったが、モルタルに割れが入りやす

いという欠点がある。そのため、本当はラス下地板（ざら板）を用いた方が良い。ラス下

地板は、特に関西では「木ずり板」と呼ぶこともあるが、昔の木ずり下地用の小幅板では

なく、幅の広い板を指している。 
 ラス下地板は筋交い張り（斜めに配置）とする場合もあるが、板の加工に手間がかかるた

め、大工は嫌がる。また、構造的には関係ないと聞いている。 
 K 組（大阪市 創業 578 年）は、ラス下地板を筋交い張りにすることが多い。S 様（S 設

計事務所）は、ラス下地板の縦張りを採用している。 
 

② 水切りの材質および納まり 
 社寺建築の場合は通常、水切りに銅板を用いている（※１）。稀にガルバリウム鋼板を用い

ることもある。左官工事の前に板金屋が入り、板金を施工している。 
※１ 水切りは設計士が選んでいるので、なぜ水切りに銅板を用いるかは分からない。社

寺建築だと流派の問題で水切りを変えることもあるだろう。銅板は、最初はきれいで、年

月が経つと味がでるので、その両方が良いという意見を聞いたことがある。 
 漆喰は、海由来の糊を用いるため、板金とは縁を切る方が良いと言われている（※２）。ま

た、壁の下端からの水の吸上げ防止のためにも縁を切っておくほうがよい。水切りの立ち

上がりが大きい場合には、図 3.2-4 に示すように防水紙・モルタル層は立ち上がりの上に

かかる程度として、隙間を大きくとればよいが、外観上は好ましくない。視界に入る箇所

では、目地棒（1cm 程度）を予め入れておき、後で取り外してきれいな目地をつくる。目

地にはシールを施すことがある。また、壁の下端からの水の吸上げ防止にもなる。特に水

切りに銅板を用いた場合には、熱による挙動が大きいため、シールを施すことが多い。 
※２ 漆喰と板金の縁を切った方が良いという考え方もあるが、板金の立ち上がり部分に、

土佐漆喰をこすり塗りして、あさおを伏せこむこともある。あさおは板金の立ち上がり部

分 5cm 程度と、その上部の 5cm 程度に渡らせる。土佐漆喰は糊を使用していないので、

確かに糊が板金に直接あたらないようにはなっているが、それを意識しているわけではな

い。あさおは、板金と壁との取合い部での亀裂を防止するために伏せこんでいる。それで

も、そのうち亀裂は生じてしまう。 
 昔はお抱え大工がいて、大体５年程度を目安に随所で生じた故障を直していた。水切りと

壁の取り合い部に生じる亀裂も、この時に左官屋が直していた。もともと強く作っている

壁ではないので、10 年はもたない。昔は漆喰の上塗りだけを直すということも頻繁に行っ

ていた。中塗りを鏝押さえしてつるっと仕上げ、その上から上塗りを施している建物をみ

たことがあり、こうすることで漆喰がはがれやすく、直す時にやりやすい。そこまで考え

て中塗りの鏝押さえをしたかは定かではないが。 
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図 3.2-4 水切り板金の立ち上がりの大きい場合 

 

 柱際においては、柱を欠き込んでおき、板金を 1cm 程度立ち上げることが多い。しゃく

りがある場合には、図 3.2-5(a)のように、しゃくりよりも奥に板金を入れている。立ち

上げた板金の上端に透明な捨てシールを打つ場合もある。この捨てシールは、壁が仕上

がった後も見えてしまう。また、図 3.2-5(b)のように、柱に鋸目を入れて板金を差し込

む場合もある。                      

 

(a)立ち上げる場合の例          (b)鋸目を入れる場合の例 
図 3.2-5 柱際における板金の納まり 

 

 社寺建築の場合に、二階建ての建物の一階の壁は長押ぐらいの高さに水切りを付けるのが

普通である。長押より上の頭貫の位置に水切りが入っている建物は、相当雨掛かりに配慮

しているのであろう。ちなみに、壁の上端の横架材に接する部分は、ドン付けになってい

る。 
 

③ 防水紙の端部の処理について 
 防水紙の張り付けは、自分たち左官屋が行っており、ラス屋が行うことはない。漏水など

の問題が生じた場合に面倒であるため。社寺建築を行う時は防水紙の張り付けも行ってい

るが、必ずしも左官屋が行う訳ではない。請負の範囲による。住宅では防水紙の取り付け

まで大工が行っており、左官屋は金ラスの取り付けから行うことが多い。 
 しゃくりがない場合、防水紙と軸組との間になるべく隙間があかないように気を遣ってお

水切り板金

隙間をつくる

胴差

下地

防水紙

モルタル

立ち上がり

柱

板金

横架材

1cm

しゃくり

透明な捨てシール

柱

板金

横架材

鋸目

しゃくり
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り、防水紙を張り付けた後に四周をカッターで切っている。図 3.2-6(b)のように防水紙を

柱際までまわすことはしない。柱際の防水紙がめくれる場合に、水が浸入するなどの問題

が生じる可能性があるためである。しゃくりがある場合には、防水紙はしゃくりにかかる

程度にしている（図 3.2-7）。 
 

           

       (a)通常の張り方          (b)柱際に防水紙をまわした状態（通常行わない例） 
図 3.2-6 しゃくりがない場合の防水紙の位置 

 

 

図 3.2-7 しゃくりがある場合の防水紙の位置 
 

 防水テープは、ちり廻りに施すことは少なく、通常はサッシュ廻りのみに施す。 
 防水紙の端部にシーリングを施すことがある。捨てシールを三角状にラス下地板に直接打

っている。図 3.2-8 (a)のようにしゃくりのない場合だけでなく、図 3.2-8(b)のようにしゃ

くりのある場合でも捨てシールを打つことができる。金剛組の現場では、頻繁に三角形の

捨てシールが施されている。 
 

          

(a)しゃくりのない場合         (b)しゃくりのある場合 
図 3.2-8 防水紙端部にシーリングを施す場合の例 

 

④ 塗り付け材料、塗付け方法 
 モルタル塗りは軽量モルタルを用いることが多く、砂モルタルは少ない。 
 軽量モルタルは 16mm あるいはそれ以上の厚みで塗り付けている。より厚く、20mm 程

度とする場合もある。モルタル層にメッシュを入れることが多いが、モルタルが厚いほう

モルタル

下地

柱

防水紙

モルタル

下地

柱

防水紙

※防水紙をまわすと、
問題が生じる可能性がある
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柱
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が、モルタルの乾かないうちにメッシュを入れることができ、メッシュは入れやすい。モ

ルタルが乾いてからメッシュを入れるとモルタルとメッシュの間に界面剝離の恐れがあ

る。 
 自分たちは、モルタルの上の仕上げは吹付けすることは少なく、モルタルの上に上塗りと

して漆喰を塗り付けることが多い。漆喰の塗厚は 2~3ｍｍである。最近の軽量モルタルは、

弾性材（古タイヤのチップ）が入っており、しっとりと乾くため、完全に乾燥させたとし

ても、漆喰の上塗りを施すことができる。つまり、自分たちは、現場調合を行って糊の量

を多くし、水引き具合を調節しているため、砂漆喰を施す必要がない。Y 様（Y 株式会社）

は、糊が少なく水引きの早い既調合漆喰を使用しているため、砂漆喰の中塗りが必要とな

る。 
 砂モルタルを用いる場合は、関東では昔から、翌日に漆喰を塗っていた。翌々日だと、砂

モルタルが乾燥しすぎてしまう。関西では、モルタルを乾燥させるのが主流であった。こ

の方が、工程管理が容易である。 
 しゃくりのある場合、中塗りまでをしゃくりに入れ、上塗りは入れないことが多い（図 3.2-

9(b)）。昔は、中塗りの段階で上塗りの厚さ分（鏝一枚分）残しておき、上塗りもしゃくり

の中に入れていた（図 3.2-9(a)）。 
 

 

     

(a)しゃくりに入れる場合       (b)しゃくりに入れない場合 
図 3.2-9 上塗り漆喰をしゃくりに入れる場合と入れない場合 

 

⑤ 仕上げ面に設ける目地について 
 仕上げ面のちり際には、シールを施さないのが普通である。まれに化粧目的でシールを施

す場合がある。例えば、一般的な住宅のトイレなどに、白い化粧シールを施すことがある。 
 ちり際にシールを施す場合（図 3.2-10）、軽量モルタルの中塗りの段階で目地棒（幅 9mm×

厚み 6mm）を入れておく。乾燥後に目地棒を抜きとり、漆喰で上塗りを施す。目地棒を

抜き取る前に上塗りを行い、その後抜き取る人もいる。目地には漆喰は塗り込まない。漆

喰の乾燥後に目地にシールを施す。上塗りは目地まで塗りこまず、上塗りの乾燥後に目地

部にかかっている漆喰を切り取り、シールを施す。中塗りの厚みがある場合には目地棒は

厚みの大きい幅 9mm×厚み 9mm を用いる。 

軽量モルタル

防水紙 面材

柱

上塗り漆喰2～3mm
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図 3.2-10 目地棒を入れる場合の塗り方 
 

 ちり際にシールを打たず、漆喰の化粧目地をつくる場合（図 3.2-11）、上記と同様に目地

棒を入れて抜き取った後に、漆喰上塗りの際に目地にも塗り込み、欠きとって目地とする。 
 

 

図 3.2-11 漆喰の化粧目地をつくる塗り方 
 

⑥ その他 
 モルタル真壁構法は社寺建築に多い。高級な住宅を扱う M 工務店※などでは、現在もモル

タル真壁の設計を行っている。 
 本来は、真壁とモルタルの相性はあまり良くない。軸組が乾燥により収縮する（やせる）

ため、ちり際に必ず隙間ができる。この隙間は、トンボや布連を打つことで防ぐことがで

きるが、壁が軸組の乾燥収縮に引っ張られてひび割れが生じてしまう。M 様（M 建築設

計室）は観音寺仏殿（神奈川県横浜市泉区）を施工する際、すべての壁に布連をまわした

ところ、軸組の乾燥収縮で壁が引っ張られ、ひび割れが生じた。K 様（左官職人）は絶対

に、ちりにトンボや布連を打たない。青山の某物件で壁に布連を打たず、1~2 年経過した

現在では、下敷きが入る程度にちりがすいているが、壁は綺麗な状態を保っている。この

壁は室内の間仕切りであったため、ちりがすいても大きな問題はない。 
 真壁で通気構法は見られない。 

 

B. 伝統土壁構法について 
B-1 材料、工法、構法 

① 真壁（小舞土壁） 
(a) 貫 

 伝統木造の真壁の場合、本来は大工が貫芯を柱芯から 5 分程度ずらして通す。現在そこま

で行っている大工はおらず、最近では貫芯を柱芯に通している。左官がちりを決める際は、

寸法を柱太さの 1/4 程度ずつ取ることにしている。 
 
(b) 小舞下地 

 自分は、軸組に欠き込んだ穴に間度竹の端部を差し込む。縦間渡竹は、下端が欠き込み穴
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の底面に接しないように上げてとめる。小舞竹の下端と軸組の間には 3 分程度隙間を設け

る。これは、塗り付けた土の重みで間渡竹および小舞竹が下方にずれ落ち、間渡竹および

小舞竹が面外方向にたわむことを防ぐためである。横方向の小舞竹の端部と軸組との間の

隙間はなるべく小さくし、1.5 分程度とする。なぜなら、ちり際の奥に塗り抜けないよう

にするためである。ただし、小舞竹はまとめて切るため、実際は 2〜3 分程度の隙間とな

る。 
 間渡竹の割竹の端部は図 3.2-12 のような富士山型の切り方をする。同図の形では、間渡竹

が壁に対して回転するため、壁に対して強いと考えている。間渡竹の端部は 1～2 分程度

軸組の欠き込み穴に差し込む。間渡竹の端部と欠き込み穴の間にはゆるみを設ける。間渡

竹の幅は 8 分程度で、欠き込み穴の幅は 5 分程度、奥行きが 3 分程度である。厚みは間渡

竹の厚みと同じ 2 分程度設けている。間渡竹は篠竹の丸竹とする場合もある。 
 

 

図 3.2-12 間度竹の割竹と欠き込み穴の寸法 
 

 

(c) 塗付け工程 
 荒壁は、横竹側から塗り付けを行うことが多い。基本的に、横竹側を室内側とする理由は、

①(a)で述べたように柱芯に貫芯がくることが多いため横竹側のほうがちり寸法がとれる

②貫では壁厚が薄く、地震によりひび割れが発生しやすい③室内側のほうが気温差が少な

く、ひび割れが生じにくいためである。 
 荒壁塗りを行った当日に裏返し塗りを行う場合は、貫が乾きにくいため貫が壁の中であば

れたり、カビが生じやすい。茶室で見られるような厚みの薄い貫は、湿気の吸い込みによ

って反りかえり、壁がはらむため、これを防ぐために、貫の位置において、柱間に板を突

っ張って入れておく。（塗り終わったからといって帰ってしまうようではその左官屋は上

手くいかない） 
 荒壁塗りを行った翌日に裏返し塗りを行う。これは、土が軟らかいうちに裏返し塗りを行

い、表裏の土をくっつけ、藁をなじませるためである。自分は、ねばい土とねばい土は乾

燥するとくっつかないため、共乾きをするように心がけている。ただし、乾き後すぐは表

側に凹凸ができ、外観上は悪いという人もいる。 
 荒壁塗りを行い、完全乾燥後、裏返し塗りを行う場合は、小舞竹を掻く隙間を大きくして、

裏撫ででひっかかる量を多くする。 
 貫伏せの方法は関東と関西では異なる。関東では主に、貫に生漆喰を塗り付け、藁や棕櫚、
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畳表（イ草）をふせこみ、関西では土を塗り付けて、藁や棕櫚、畳表（イ草）をふせこむ。

あるいは石膏を塗り付けて完全に隔離させ、貫のあばれを壁に寄せ付けてしまう場合があ

る。後者の石膏を塗り付ける方法は、京都の親方がやっていた。関東では生漆喰を塗り付

けるが、これはどちらかというと貫へのくっつきを良くすることを意図しているのではな

いか。すなわち、貫と縁を切るという考え方と、貫と一体化させるという考え方があるの

ではないか。ただし、生漆喰を塗ってあった壁でも、それほどくっつきが良くなっていな

いような気がする。最近では、貫伏せに石膏や生漆喰を用いずに、土のみで行うことが多

い。生漆喰が本当に土のくっつきをよくしているか不明だが、木に生漆喰を付けるという

のは、昔からよくやられることである。例えば、土蔵の戸前の刃刀では木に生漆喰が塗っ

てある。また、生漆喰の塗り方も親方によって異なっており、生漆喰を完全に乾かしてか

ら土を塗る人もいれば、おっかけで土を塗る人もいる。これらの塗り方は、そうする理由

をちゃんと考えているというよりは、親方のやり方で決まっている。 
 ちりまわりに塗り付ける材料についても、関東は砂漆喰を用いる。関西は土を用いる。 
 中塗り層の層厚を大きくして、荒壁層の層厚を小さくするのは壁の持ちが悪い。中塗りは

強くさせず、荒壁から中塗りへ次第に貧調合にするのが壁の仕組みである。中塗り層は薄

くして、補修の際は中塗り層をはがして直せば良い。 
 強度を負担しているのは土であるため、土が良い状態であることが一番重要である。冬場

に塗り付けた荒壁が最も良くない。 
 
(d) その他 

 自分は住宅における伝統構法だと、小舞掻きを行い、数寄屋造りなど行っている。数寄屋

造りにおいて、下地はあまり関係がなく、外側に使われる土の種類が大事だと考えている。

いずれの地域も下地にほぼ違いがない。異なっているのは、小舞竹の太さ、間渡竹の欠き

込み穴の取り方、貫伏せの方法などである。 
 

② 土蔵（大壁） 
 最近では、土蔵は伝統構法で施工されることが少ない。大半は簡略化した構法である。 
 城と土蔵の構法は基本的に同じである。城の場合は、昔でいう丁場仕事である。仕事の量

をこなすため、少し荒い造りをしている。現在の城は、きわめて簡略化した構法が多い。

歴史的には先に城が造られたが、商人の方が裕福だったため土蔵が凝った造りをしている。 
 歴史的に初期の土蔵はあまり綺麗ではない。一番完成されているのは江戸時代頃からであ

る。その時代のものは見えない箇所などに手間をかけている。見える箇所ではレリーフが

入っている場合が多い。また、内部の壁厚に費用をかけている場合がある。壁厚は柱と内

扉の刀刃、肘ツボで柱の厚みが決まる。 
 縄の入れ方は地域によって異なるため、できるだけその地方に似た小舞の掻き方をしてい

る。土蔵は、小舞の掻き方で誰が行ったのか特定できる場合がある。他にも、水切りの形

で特定できる場合がある。 
 土蔵の丸竹の小舞掻きは特殊で、真壁とは異なり、本大和結びなど、丸竹の小舞掻きを行

える人は少なく、東京でも知り合いのみである。自分は、書籍から学んだり、建物の解体
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現場を観察することで、縄がどのように使われたのか考え、自分なりに答えを出している。 
 土蔵では、下げ縄や鉢巻の部分をつくれる人が少ない。 

 
③ 漆喰に用いる消石灰について 

 昔使用していた消石灰は、粒径が不揃いであったため、層厚を 6mm 程度で塗り付けてい

た。現在使用している消石灰は、粒径が揃い過ぎているため、層厚 6mm 程度で塗り付け

るとクラックが生じてしまう。そのため、クラックが生じないように、層厚を 3mm 程度

で塗り付ける。通常ふるいを通過した消石灰を販売しているが、自分たちはふるいからこ

ぼれた消石灰を購入して混ぜている。磨き仕上げを行う場合は、消石灰の粒径が揃ってい

ると、磨けないため、粒径に分布がある方が良い。粒径に分布のある石灰を昔はナミバイ

と呼んで取り除き、通常の消石灰の 1/3 の価格で販売されていた。ナミバイは三和土では

丈夫とされている。ホームセンターで販売されている粒径に分布のある消石灰は壁が硬く

作れるため良い。 
 
B-2 土壁に生じる故障と維持保全の方法 

① 故障 
 漆喰ではクラック、水漏れ、変色が多く見られる。 
 クラックは経年の乾燥収縮で生じるものよりも構造上の原因によるものが多く、柱からク

ラックが生じる場合は左官材料でとめることは難しい。他にも地震や気温差により生じる

ことが多い。 

 故西岡常一様（宮大工棟梁）の弟子である小川三夫様（ 鵤 E

いかるが

A工舎）の講演では、社寺建築

で地震が起きた際、壁にすべて被害が及ぶのは大工、左官がきっちりとつくっている証拠

だと述べた。柱に被害が及ぶと直すのが難しく、壁に被害が及ぶなら塗り替えるだけで良

いと述べた。 
 水漏れは屋根漆喰の崩れなどを原因とする。 
 変色は水やカビを原因とするものが多い。冬場に漆喰の塗り付けを行うと糊が出てきてし

まうことがある。 
 土の仕上げの場合は基礎石からの水の吸い上げが多く、吸い上げた箇所が傷むことが多い。 

 
② 維持保全をしやすくするための工夫 
 土塀の雨水に対する工夫として、図 3.2-13 のような「ノド」がある。塀に掛かった雨は鼻

先で落ちるようになっている。｢ノド｣は浸食されるが、補修の際にはこの部分だけを行え

ばよい。｢ノド｣の寸法は壁の大きさにより異なる。設計者が意匠的な問題で｢ノド｣を小さ

くしたい場合には、高さ 2～3 寸程度で設ける。現在手掛けている O＊もすべてノドをつく

っている。土蔵の場合に、水切りがついている箇所では、水切りの下にはこのようなノド

が付いている。 
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図 3.2-13 土の下端に設ける「ノド」 
 

 材料の選択の工夫として、例えば、ノドをつくる材料は土佐漆喰を用いている。土佐漆喰

の特徴は、糊を使用しないため雨に強い。 
 ノドで吸い上げをとめた場合、ノドだけを剥がして補修すれば良い。 

 
③ 点検 

 役所の管理である場合、1～２年間隔で定期的に点検を行っている。 
 基本的に伝統構法の建物は長期に持たないため、直しながら長期に持たせる。 
 施主の直受けの場合、点検に行くことがある。施主の直受けは稀である。 
 本来は出入りの大工がいる。その場合、大工が左官等に指示を出す。 

 
④ 補修の判断方法 

 土蔵は、傷みの状態を見るため、はじめにむら直しまで剥がし、横縄の状態を見る。横縄

が傷んでいる場合、横縄を剥がす。横縄の下の縦縄が傷んでいる場合、縦縄を剥がす。更

に傷んでいる場合は、荒壁まで剥がす。 
 傷んでいる状態は剝離と割れにより判断する。ヘラを壁に入れるとぱらぱらと壁土が落ち

てくることがある。あるいは、壁の中を部分的に剥がすと、クラックが入っているためぽ

ろぽろ細かくとれることがある。 
 壁を叩いて判断する場合もある。壁を叩き、鈍い音がするかどうかで判断する。ただし土

蔵は叩いて判断するのが難しい。 
 土蔵は縄が露出すると水を吸い上げるため、露出させてはいけない。 
 高級な仕上げを行っている土蔵は、大津締め（大津縛り）を施している。大津締めを施し

た層を剥がす場合、内部が傷んでいることが少ない。しかし、大津締めは、施工に手間が

かかるので施している建物は少ない。大津締めはメンテナンス用に施しており、大津締め

を施した層のみの補修の場合、メンテナンス費用は安い。大津締めはむら直しの前に行っ

ている。横縄を行い、縄隠しを塗り付け、縄隠しの上から一回中塗りを塗り付けるような

ものである。大津締めの層の外側は土を用いて中塗りを塗り付ける。大津締めの層の外側

にある中塗層を含めた土を塗り付ける層は全て縄から約 3cm 以内に収める。 
 

⑤ 補修方法 
 壁の表面に水を撒いて吸わせ、水が引く際に鏝で表面を抑え込み硬くする。荒壁が傷むと、

壁が水気を吸って膨張するため、ふかふかになっていることが多い。これは土の強度が低

ノド

土塀

2～3寸

※土蔵の場合、
水切りをつける
ことがある

※壁の大きさ
により異なる

鼻先で水を
落とす 水
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いわけではなく、土の結合が弱まってしまっている。多量の水を撒いて刷毛で引くが、荒

壁内部はふかふかの状態であるため、表面しか戻らない。 
 荒壁の表面がぱさぱさの状態であるとき、壁の表面に 10 倍にしたハイフレックスを塗り

付けることがある。時間がある場合は水を掛けてから荒壁を戻す。時間がない場合はハイ

フレックスを使用する。 
 硬い荒壁は初期に硬くても、荒壁内部で粉々に割れてしまう。軟らかい荒壁はふけて傷む。

荒壁はどちらが良いか判断するのは難しい。 
 
B-3 その他 

 静岡の S 城の修復に用いた材料は混ぜ物が多く、粘土質の強くない軟らかい土を用いてい

る。鏝切れが良く、使い勝手が良い。土はドロコン K（岐阜県）より搬入した。 
 漆喰の技術は関西よりも関東が高く、東北地方はさらに技術が高い。秋田県横手市増田町

などは商人の街で土蔵が一番綺麗に残っている。この場所は最後に、一番技術の高い漆喰

の職人が残ったと考えられる。年に一度土蔵を公開しており、見学が可能である。積雪量

が多い地域のため、土蔵は上屋で覆われた内蔵になっており、傷んでいない。 
 谷中の朝倉彫塑館は左官の技術が見られる。「朝陽の間」の壁は瑪瑙の鉱石を細かく砕いた

ものを用いて塗っている。材料費は 200 万程度と言われる。壁の黒色は油煙を用いている。

油煙は 1kg あたり３万が一番良いと言われる。油煙は軽く、量があるため、それほど高価

ではない。現在では松煙はなくなったが、油煙がまだある。油煙は菜種油から、松煙は松

脂から採取している。松煙は青色で、油煙は赤、茶色である。他に左官技術が見られる建

物は、居酒屋「いっそ」（※埼玉県熊谷市にある吉左右ではないかと思われる）、K 様（左

官）がデザインした H 館（東京都新宿区西新宿）がある。 
 土蔵に関しては東京で修業を積んだ。仕事は主として伝統構法である。この会社には４年

ほど勤めている。土蔵は関東圏で小さいものも含めこれまでに 50 件程度は行っている。

新築はなく、部分的な補修や改修が大半である。 
 古い土壁が劣化して、「ばさばさ」になることがある。実際に確認できる現場は知らないが、

地方の蔵などで、壁の壊れているものでは、大体ばさばさになっている。構造きれつなど

で漆喰にきれつが生じた箇所から、水が浸入した場合、一度浸入した水が乾きにくく、土

壁が劣化しやすい。このような箇所では、藁が腐敗して元の形状を保っていない。さらに

冬に霜が降りたりすると、漆喰の中で壁が膨張して、ますます劣化が進行する。こうした

箇所では、土が黒っぽく、カビっぽくなっている場合が多い。土の修復も本当はこういっ

た箇所だけ行えば良い。土仕上げの蔵では、水に濡れても乾きが早いため、表面は傷むが

内部は傷みにくい。 
 

 

(3) ヒアリング No.3 の結果 
A. モルタル塗り真壁構法について 

① ちりじゃくりについて 
 大工により、施すか否かや寸法が異なる。しゃくりに合板を入れる場合もあれば、モルタ
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ル層のみの場合もある。漆喰を施す場合には、中塗りまでしゃくりに入れて、上塗りは柱

に直付けする。※昔は鏝一枚を残して、上塗りをしゃくりの中にいれたが、今はそこまで

出来る職人がいない。また、軸組がやせて隙間ができてしまう。関西では、基本しゃくり

を施さない。自分は、しゃくりは地震に対する遊びと考えている。むやみに布連やトンボ

を施さない。耐力が落ちる。 
② 下地 

 幅 3 寸、厚 12mm の杉材を用いた木ずりあるいは構造用合板を用いる。 
③ 水切り板金 

 社寺建築には銅板、住宅にはガルバニウム鋼板を用いる。 
④ 板金の取り付け 

 高級な工事の場合柱に沿って立ち上げ、首切り（鋸目）をつくり、そこに差し込んでいる。 
 高級な工事でない場合、上記の取り合いは行わない。 

 

 

図 3.2-14 柱際における板金の納まり 
  

⑤ 板金とモルタル層の取り合い 
 幅 3mm の目地棒をあらかじめ入れておき、完成後に取り外して、3mm の目地をつくる。

くっつけると吸い上げが顕著になる。 
 目地にシールはするときと、しないときがある。 
 板金と板金のつなぎ目では板金のサーマルムーブメントと腐食によって壁に亀裂が生じ

やすい。 
⑥ 防水紙について 

A) 取り付けについて 
 防水紙の取り付けは、左官もしくはラス屋が行う。ラス屋は元小舞掻き職人の人がやって

いることが多く、金ラスを取り付けてくれる。 
B) 端部処理 
 端部はブチルテープか変成シリコンで処理する。特にサッシ周りは予め両面ブチルテープ

を張っておき、防水紙を取り付ける。 
 ちりまわりは防水紙の取り付け後、金ラスはクリアランスを設けて取り付けておき、防水

紙端部に変成シリコンを施すことが多い。 
 

⑦ 塗り付け材料および塗り付け方法 
 今では軽量モルタルがほとんどである。塗厚はしゃくりの寸法で決まるが、大体 15~20mm

である。砂モルタルを用いる場合もある。下塗りに軽量モルタルを用い、中塗りに砂モル

鋸目

板金柱

横架材
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タルを用いる場合がある。 
⑧ 仕上げの目地について 

 下端のみやる場合があるが、左右、上端は普通行わない。目地の寸法は大きくても 15mm。

壁の寸法が小さい場合には、目地の寸法はより小さい。 
⑨ その他 

 真壁の通気工法は行わない。 
 
B. 伝統土壁構法について 

① 板金の取り付け 
 荒壁の塗り付け後に板金を取り付ける。大工は立ち上げを多く取りたいというが、自分は

板金に土がつかないため、なるべく立ち上げを小さくしたい。大工の賛同が得られれば立

ち上げを小さくする。 
 川越の例で、板金を 6cm 立ち上げ、貫に釘打ちし、その上にネットを入れ、中塗りで伏せ

込む。 
② 小舞下地 

 間渡竹、小舞竹ともに幅 30cm の割竹を用いる。間渡竹と欠き込み穴のゆるみは設ける。

3mm 以下程度。 
 縦間渡竹は下端を山型にカットし、欠き込み穴の底から 10〜15mm 程度のクリアランス

を設ける。欠き込み穴の深さは 3 分程度。 
 小舞竹端部と軸組のクリアランスは 1cm 程度設ける。 
 小舞竹の間隔は指が楽に入る程度とする。 

③ 貫 
 貫の厚みは最大でも 8 分程度。 
 貫は普通、柱芯に通している。貫を柱芯からずらして通すのは難しい。 
 間渡竹のように縄を巻き付けている。貫に巻いて、地震の時に貫のところで、割れにくく

する。 
④ 塗り付け材料および塗り付け方法 

 かなりねばい土を用いるが、そのままだとあばれる。藁を多量にいれるため寝かせる。通

常より短い 3～4cm の藁を多量に入れる。分量はカサで土 1 に対してスサ 2 である。最初

に 1 対 1～1.5 の藁を入れる。一年程度寝かせて、塗る直前に残りの 0.5～1 の藁を入れる。

荒壁塗りは縦竹側から行い、裏撫ではせずに、乾かないうちに裏返しを塗り付け、貫幅の

倍の長さの藁を伏せ込む。 
 “強い”土は焼き物に使われる土を用いている。以前は名古屋産の土を使用していたが現在

益子の土を、配合を変えて使用している。荒壁は山ネバ土を使うことが多い。山ネバ土は

鉄分が出ることが多く、漆喰や大津で仕上げるときはさびが出ても良いが、土仕上げの時

はさびが出ないよう荒木田土を使う。藁を入れて、寝かせるとさびができることがある。

鉄分の多い井戸水で仕上げることがある。 
 壁を厚く塗り付けるためのりを入れることがある。自分は東北寄りの考え方で、壁土に混

ぜるのりは「つのまた」を使う。通常は銀杏草を使う。屋根に用いる土に混ぜるのりは黒
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銀杏草を使う。 
 荒壁は中の藁縄を腐らせないように、十分に乾燥させる。乾燥させるために、檜垣を入れ

ることがある。それでも不安な場合は、むら直しや中塗りの際に、麻のネットを入れるこ

とがある。 
 なるべく荒壁を厚く、中塗りはなるべく薄く塗り付ける。 
 工期が短く、壁を厚く塗り付ける場合は、横竹側を厚く塗り付ける必要があるため、横竹

側を外側にして乾燥させやすくする。住宅の場合は、フォレストボードを入れる厚み

20mm を残して塗り付け、最後に板張りにすることがある。 
 和室の場合は、長押の取りつけを行うため、縦竹側を外側にする。 

⑤ 故障 
 木ずり漆喰を塗り付けた箇所で剥がれることが多い。対策として生漆喰が半乾燥の時に砂

漆喰を一回塗り付ける。 
 “ボケる“は何か原因かわからない。凍る場合は壁を剥した時の割れ方で判断できる。結晶

になった割れ方をする。 
 壁が明らかに弱いのは、砂が多い調合の時。 
 壁が黒くなると強くなる。例として浅草寺茶室「天祐庵」の外腰掛。壁土に鉄分の多い井

戸水を混ぜて使用した。 
⑥ 土壁を長持ちさせる工夫 

 荒壁に砂の量が少なくなるような調合にする。荒壁に弱い土を使うと、結局長持ちしてい

ない。弱い土というのは、ねばい、さくい、では表現出来ない。 
⑦ 修繕の判断方法および修繕方法 

 ちりの浮き具合によってどこまで剥がせば良いのかわかる。浮いている場所だけを剥がし

て、一部残して塗り付けると、すぐに壁が壊れる。そのため、荒壁まで落とす方が良い。

※昔の場合は全面塗り替えることが前提となっていた。現在は剥がれないように、中塗り

に砂漆喰を使用するときがある。 
⑧ その他 

 出入りの左官職人はいる。 
 大津縛りは元々建物を火事から守るために施された。火事で土が焼けるのは表面からおよ

そ２寸程度で、表面から２寸深さの層にあるのが大津縛りで、塗り替えの目安になってい

る。大津縛りが施されている物件は少なく、北関東でも何件かだけ。 
 

(4) ヒアリング No.4 の結果 
A. モルタル塗り真壁構法について 

① 施工の有無 
 寺社などでモルタル塗りの真壁構法を施工することがある。 

② ちりじゃくり 
 大工によって設ける場合もある。その場合は、下地から中塗りまでをちりじゃくりの中に

入れる。 
③ 下地 
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 ラス下地（小幅板）を用いるのが普通。合板を用いることもある。 
④ 塗付け工程 

 メタルラスの上に、モルタルを 15mm 塗り付けた後、砂量の少ない砂漆喰を 3~5mm 程

度塗り付ける。次に全面に寒冷紗を伏せこむ。中塗りとして砂量の多い砂漆喰を塗り付け、

仕上げに漆喰を塗り付ける。 
 

 

図 3.2-15 モルタル塗り真壁の層構成 

 

⑤ 水切り周辺の納まり 
 最近では、ラス下地の裏に水切り板金を入れていることが多い。 
 モルタルを下地として、漆喰で仕上げることが多いが、この場合には、目地を設けてシー

リングをすることはない。そのため、モルタル層、漆喰層ともに図 3.2-16 のように、板金

にドン付けにしている。 
 

 

図 3.2-16 水切り板金の取り付け位置 
 

 モルタル仕上げとする場合には、板金の取り合い部に予め目地棒を入れておき、シーリン

グを施すこともある。 

桟木

メタルラス
（波形ラス、平ラスの
両方の場合あり）

ラス下地（小幅板）
あるいは合板

防水紙

モルタル(15mm)
砂漆喰(3〜5mm)、寒冷紗全面伏せ込み
中塗り（砂漆喰（モルタル層
上に塗り付ける砂漆喰よりも
砂の量が多い））
漆喰仕上げ

1寸

1寸

内部

外部

柱

水切り板金

ドン付けにする
※モルタル仕上げの場合、
目地を入れることがある。

立ち上がり
（5cm,10cm)

ラス下地(小幅板）

防水紙

胴差等

メタルラス
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⑥ その他 
 真壁で通気構法が行われているか分からない。 

 
B. 伝統土壁構法について 

① 故障 
 地震によって生じたひび割れや剥落の故障が多い。 

② ディテールの工夫 
 雨掛かりの対策を行う。図 3.2-17 のように板を少しずつずらして張り重ねて鎧のような

形に見える鎧壁仕上げを施し、水に対して強くする。軒の出は十分に設ける。 
 

 

図 3.2-17 鎧壁仕上げ 
 

③ 材料の工夫 
 材料の工夫はあまり行わない。壁に撥水剤を塗る人もいるがもともこもない。水に強い土

佐漆喰を用いることがある。 
 昔は貝灰（貝殻由来の消石灰）が安く、安仕事に使っていた。伸びがよく、塗りやすい。

また、貝灰は消石灰よりも締まりが良い。なぜ文化財に使うのか納得がいかない。今では

石灰石で作った消石灰の３倍の値段をする。 
 今の漆喰は昔と比べてのりとスサの量が少なすぎるため、質が悪い。今の漆喰は、麻スサ

を混ぜているが、量が 1/4 程度と少なく、質が悪い。安い漆喰は、内部に施し、外部は崩

れるため施さない。 
④ 点検 

 故障が生じると連絡が来て、補修に行く物件はある。定期的な点検は行っていない。 
⑤ 補修の判断方法 

 浮きは壁を叩くことで判断する。ある物件では、壁に雨掛かりがあるため、壁に穴が生じ

ており、少し剥がれていた。その際、穴の周辺が浮いていた。 
⑥ 補修方法 

 補修方法は予算に応じて行う。そのため、補修をどの程度行うかは予算により決定する。 
 民家にはかまどがあることが多く、かまどが壊れることがある。高齢者が管理にあたる際、

壁

板材

外部
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かまどの火を消すのに水をかけるため、土が脆くなり、壊れることが多い。定期的に補修

している。 
 文化財などの民家の補修方法は、大学の先生の了承を得た上で、決めている。 

⑦ その他 
 小舞土壁の場合、図 3.2-18 のように水切り板金を入れる。水切り板金はむら直し層に入れ

る。その後、補強として寒冷紗を伏せ込む。目の細かいもの、粗いものの両方を使用する。 
 

 

図 3.2-18 水切り板金の取り付け位置 
 

C. 仕事内容 
 川越で２年に１回、土蔵の修繕を行っている。 
 土蔵は、５件ほど一から仕上げまで行った。 
 K 建設が行った K 城（静岡県）の復元工事で仕事したことをきっかけに、K 建設から依頼

を受けて、N 堂（千代田区）の復元工事で壁塗りを行ったことがある。S 区の文化財の仕事

も行っている。 
 

4．考察 
4.1 アンケート調査における考察 
4.1.1 採用されている外壁の種類 
 真壁外壁の下地、下塗り、中塗りおよび上塗りに用いられる材料を尋ねた結果、表 4.1 のような種類

があることがわかった。同表の A は小舞下地に壁土および漆喰を塗り重ねた構法（以下、伝統土壁系と

いう）、B は木ずり下地に砂漆喰・漆喰を塗り重ねた構法、C～F はラス下地板または構造用合板を下地

として砂モルタルもしくは軽量モルタルを塗り重ねた構法（以下、モルタル系という）である。図 4.1
より、これらの壁の種類のうち、伝統土壁系が最も多く採用されており、半数を占めていた。次いでモ

ルタル系が多く、木ずり漆喰はごく少数であった。 
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表 4.1 使用材料による外壁仕様の分類 

 
 

 
図 4.1 壁の種類の採用状況 

 
4.1.2 その他の使用材料 
 表 4.2 は、下地・塗付け層以外に使用した材料を尋ねた結果である。伝統土壁系の場合（同表 (a)）、
水切り板金の使用は半数に留まっていた。これは、木製の水切りを用いる場合や、横架材自体に水勾配

を設ける加工を施す場合があることに加え、水が掛かって濡れても乾燥すれば問題ないという考えがあ

ることが影響していると考えられる。また、板材を用いるケースは少なかった。同表 (b)に示すモルタ

ル系の場合は、防水紙、防水テープ、シーリング材、メタルラス（波形ラス等）、水切り板金、板材など

が使用されていた。防水紙、ラス系下地および水切り板金は使用率が高いのに対し、防水テープ、シー

リング材および板材は低いことがわかった。 
 

表 4.2 その他の材料の採用状況 
(a) 伝統土壁系の場合         (b) モルタル系の場合 

 

4.1.3 クロス集計による考察 
 アンケートの各質問項目のうち、2 つの質問項目に対する回答に対してクロス集計を行った。その結

果を表 4.3 に示す。  

略称
A

伝統土壁
B

木ずり漆喰
C

ラス下地砂モル
D

ラス下地軽モル
E

合板砂モル
F

合板軽モル

下地 竹小舞/木小舞 木ずり ラス下地板 ラス下地板 構造用合板 構造用合板

下塗り 荒壁土 漆喰/砂漆喰 砂モルタル 軽量モルタル 砂モルタル 軽量モルタル

中塗り 中塗土 中塗土/砂漆喰
砂モルタル/

軽量モルタル/砂漆喰
軽量モルタル

軽量モルタル/
砂漆喰/中塗土

軽量モルタル

上塗り 砂漆喰/漆喰など 漆喰 漆喰など 漆喰など 漆喰など 漆喰

A
伝統土壁

55%

B
木ずり漆喰

1%

C
ラス下地砂モ

ル
11%

D
ラス下地軽モ

ル
3%

E
合板砂モル

5%

F
合板軽モル

6%

その他
19%

有 無 有 無

水切板金 51% 49% 防水紙 67% 33%

板材 11% 89% 防水テープ 21% 79%

シーリング材 15% 85%

メタルラス（波形ラス等） 79% 21%

水切板金 61% 39%

板材 0% 100%
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表 4.3 クロス集計の結果 

 

 

(1) 建物用途と外装仕上げ・内装仕上げの種類の関係 
 表 4.3 において、建物用途と外装仕上げ・内装仕上げの種類との関係をみると、住宅においては、

外装・内装ともに漆喰仕上げが最も多かったが、その他にも外装仕上げではじゅらく、珪藻土、仕

上塗材等、内装仕上げでは中塗り、じゅらく、珪藻土、クロス等のいくつかの仕上げの種類があっ

た。寺社建築の場合では、概ねすべての建物で漆喰仕上げが採用されていることがわかった。 
(2) 壁の種類と外装仕上げ・内装仕上げの種類の関係 

 表 4.3 において、壁の種類と外装仕上げ・内装仕上げの種類との関係をみると、伝統土壁系およ

びモルタル系のいずれの場合も、外装・内装ともに漆喰仕上げが最も多く、その他にも様々なケー

スがあり、壁の種類と仕上げの種類には明確な関係は認められなかった。 
(3) 軒の出寸法と外装仕上げの種類の関係 

 表 4.3 において、軒の出寸法と外装仕上げの種類との関係をみると、軒の出寸法の大小によらず、

外装は漆喰仕上げが最も多いことがわかった。軒の出寸法の比較的小さい300〜600mmの場合に、

じゅらくや仕上塗材を用いる建物のいくつかあった。 
(4) 軒の出寸法と真壁の塗付け面積の関係 

 表 4.4 および図 4.2 に、伝統土壁系およびモルタル系のそれぞれの壁において、軒の出およびけ

らばの出寸法と塗付け面積との関係を示す。伝統土壁系の場合、塗付け面積が全面もしくは半分以

上で、かつ軒の出寸法の小さいケースが 2 割弱あり、雨掛かりによる影響が懸念される。ただし、

これらのケースの殆どが、2 階建てだが下屋が付いており、かつ上塗りに漆喰が施されていたこと
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から、雨掛かりに対する一定の配慮は見受けられた。モルタル系の場合も、軒の出寸法の小さいケ

ースが 2 割であったが、上塗り材に耐水性があることに加え、そのすべてにおいて真壁の塗付け面

積は半分未満であり、真壁の部分の雨掛かりに対する配慮がされているものと考えられる。 
 

表 4.4 軒の出寸法と真壁の塗付け面積 
 (a) 伝統土壁系の場合           (b) モルタル系の場合 

  

 

(a) 伝統土壁系の場合           (b) モルタル系の場合 
図 4.2 軒の出寸法と真壁の塗付け面積 

 

4.2 ヒアリング調査により得られた知見 
4.2.1 伝統土壁系における外壁の納まりに関する現状 
 (1) 柱際の納まり 
 チリじゃくりは、住宅では設けないのが普通であり、社寺の場合はあることが多い。 
 チリじゃくりのある場合に、上塗りとして漆喰を塗る際、昔は中塗りの段階で上塗りの厚さ分薄く残

しておき、上塗りをしゃくりの中に入れていた。現在では、中塗りまでをしゃくりに入れ、上塗りはし

ゃくりに入れないことが多い。 
(2) 水切りの納まり 

水切りを設けない場合も多いが、設ける場合には木製と板金の両方の場合がある。 
水切りを設ける場合には、荒壁を塗り付けた後に入れている。 
水切り板金を入れる場合、立上がりの大きいほうが浸入した雨水の排出効果が高いと考えられており、

設計者・大工は立上がりを大きくしようとする。一方、左官にとっては、板金の立上がり部は壁土が付

かないため、立上がりを小さくしたい。必要に応じ、立上がり部にはメッシュを被せるなど、壁土との

一体性を確保するための工夫をしている。 

全面 半分以上 半分未満

300mm未満 0% 0% 0%

300～600mm未満 13% 4% 0%

600～1200mm未満 28% 25% 23%

1200mm以上 4% 2% 2%

真壁の塗付け面積

軒の出
寸法

全面 半分以上 半分未満

300mm未満 0% 0% 0%

300～600mm未満 0% 0% 20%

600～1200mm未満 7% 40% 13%

1200mm以上 0% 20% 0%

真壁の塗付け面積

軒の出
寸法

0%

10%

20%

30%

40%

50%

採
用

率

軒の出寸法

全面

半分以上

半分未満

0%

10%

20%

30%

40%

50%

採
用

率

軒の出寸法

全面

半分以上

半分未満
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水切り板金と塗付け部との取合いは、塗付け層の下端からの水の吸上げを防止するため、目地を設け

たほうが良い（図 4.3）が、実際には目地を設けていない場合もある。 
水切り板金の柱際は、柱に鋸目を入れて板金を差し込む（図 4.4 (a)）、柱に沿って板金を立ち上げ鋸

目に差し込む（図 4.4 (b)）、柱を欠き込んで板金を立ち上げる（図 4.4 (c)）などの納まりがある。チリ

じゃくりのある場合に板金を立ち上げる際には、チリじゃくりの奥まで柱を欠き込んで板金を立ち上げ

なければならないが、実際には行っていないことが多い。 
 

 
図 4.3 水切りと壁の下端の目地 

 
(a)板金を差し込む       (b)板金を立ち上げて差し込む (c)柱を欠き込んで板金を立ち上げる 

図 4.4 水切り板金と柱の取り合い部の例 
 

4.2.2 モルタル系における外壁の納まりに関する現状 
 (1) 塗付け工程 

 モルタル系真壁の塗付け工程の例を図 4.5 に以下に示す。 
最近は砂モルタルよりも軽量モルタルを使用することが多い。砂モルタルは、ひび割れが生じや

すいことに加え、身体への負荷が大きいためである。仕上げの漆喰塗りは、塗り付ける漆喰の調合

やモルタル層の水引き具合によって塗り付け工程が異なる。糊の多い漆喰を用いれば水持ちが良い

ため、モルタル層の上から 1 層で仕上ることが可能である。既調合漆喰など、糊の少ない漆喰の場

合には砂漆喰を施した後、水引き具合をみて漆喰を施す。 

 
図 4.5 モルタル系真壁の塗付け工程の例 

横架材
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(2) 柱際の納まり 
防水紙端部にシールを施す場合がある（図 4.6）。 
図 4.7 のように防水紙を柱面にまでまわすと、防水紙がめくれた場合に水が浸入する可能性があ

るため、防水紙は柱際の少し手前で止める。 
チリじゃくりのある場合、塗付け層のみしゃくりの中に入れる場合と、しゃくりの幅を大きくし、

下地材・塗付け層ともしゃくりの中に入れる場合がある。 
 

     
図 4.6 防水紙端部にシールを施す例   図 4.7 防水紙をまわした場合（悪い例） 

 

(3) 水切りと壁下端の納まり 
 伝統土壁系の場合と同様、水切り板金と塗り付け部との取り合いは、塗り付け層の下端からの水

の吸上げを防止するため、図 4.3 のように目地を設けたほうが良いが、実際には目地を設けていな

い場合もある。目地にシールを打つこともあるが、賛否両論である。漆喰仕上げの場合には目地を

設けないことが多い。 
下地にラス下地板を用いる場合には、最近ではラス下地板の室内側に水切り板金を立ち上げるこ

ともある。その場合、防水紙下端の貼り仕舞い、防水テープや両面テープの使用については、壁面

の下端の目地や下端定木の有無などによって異なるやり方がある。 
(4) その他 

施工の標準工程は、①下地面材取付け、②水切り取付け、③防水紙張付け、④波形ラス取付け、

⑤モルタル塗付けである。左官職は③防水紙張付けから行う場合と、⑤モルタル塗付けだけを行う

場合とがある。 
モルタル系真壁の通気構法は現状では採用されていない。 
 

5．まとめ 
5.1 アンケート調査 
壁の種類として、伝統土壁構法、木摺り漆喰構法およびモルタル塗りの構法が採用されており、伝統

土壁構法が半数以上を占めることがわかった。 
伝統土壁系では、下地や塗付け層に用いる材料のほかには、水切り板金や板材が使用されていたが、

その使用割合は、水切り板金は約半数、板材は 1 割と、少ないことがわかった。モルタル系では、防水

紙、防水テープ、シーリング材、メタルラス、水切り板金、板材などが使用されていた。そのうち防水

紙、メタルラス、水切り板金は使用割合が高いのに対し、防水テープやシーリング材の使用割合は低い

ことがわかった。 
軒の出寸法は 600mm 以上を確保するケースが大半を占めており、真壁の塗り付け部分に対する雨掛

かり軽減に留意されていると考えられる。軒の出寸法が 600mm 未満と小さいケースも見受けられたが、

モルタル

防水紙

シーリング

合板

柱
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ほとんどの場合で下屋が設けられているか、上塗りに漆喰を用いるなど雨掛かりに対する配慮がみられ

た。 
 

5.2 ヒアリング調査 

「伝統的な木造構法の参考事例集（第 1 次リスト）」に示される住宅瑕疵担保責任保険に加入可能な

仕様や、「真壁木造の長期優良住宅実現のための手引き書（内外真壁構造編）」に提案されている長期使

用に対応した仕様例が、実際にはあまり採用されていないことがわかった。例えば、仕様例ではチリじ

ゃくりや水切りを設けていたのに対し、実際には設けられていない例も多くあった。また、水切り板金

と塗付け部の間に設ける目地や、水切り板金の柱際の立ち上げ方など、水の浸入の軽減に対して効果的

と思われる納まりでも、実際には行われていないケースが多かった。さらに、真壁の通気構法は現状で

は採用されていないことがわかった。 
 伝統土壁系の場合、水切り板金の立上がり部に壁土が付かないという問題があるため、左官職の立場

では立ち上がり寸法を小さくしたいという意見があった。壁土と板金の一体性を確保するための工夫が

なされていた。 
 
〈引用文献〉 
1) 国土交通省：伝統的な木造工法の参考事例集（第 1 次リスト） 
2) 一般社団法人 住宅都市工学研究所：真壁木造の長期優良住宅実現のための手引き書（内外真壁構

造編） 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 XⅢ章 木造住宅外皮の換気・通気計画ガイドライン（案） 

  



通気換気ガイドラインＴＧ 委員 

 

主 査 近藤 肇（屋根換気メーカー協会） 

書 記 楠木義正（屋根換気メーカー協会） 

委 員 石川廣三（東海大学） 
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 木造住宅外皮の構造の気密性と換気・通気の関連性 

 古来の木造住宅は構造材自体が露出していて材料が直接空気に触れており、乾燥しやすく耐久

性を重視した構法であった。住宅の着工数が増えるに従い工期の短縮、職人の習熟度の低下そし

て施工の簡略化を目的とした新建材が流通し始めるとともに、耐震性、省エネルギー性能の向上、

そして防耐火性能の向上が求められるようになり木造住宅外皮の層構成が急激に変化してきた。 

 旧来の在来軸組構法は床、壁、天井それぞれの部位が空間的に連続しており意識せずとも通気

が確保できる構造となっていた。しかし、度々の省エネルギー基準の強化により建物外皮の壁内

に 100mm 以上の断熱を充填することが当たり前になってきており、壁体内の通気空間はなくなっ

てきている。 

 また、耐震性の向上のため耐力壁の構造用面材の使用率増加、剛床構法の増加、防耐火性能向

上のための室内側耐火ボードの使用率増加などにより床、壁、天井の各部位の連続性もなくなり

柱、梁などの構造材が直接空気に触れる部分が少なくなってきている。 

 このように木造住宅外皮内の構造は今までの開放型から閉塞型に移行しており、それに伴い気

密性が高まって壁体内の通気・換気ができない構造になってきている。 

 

 ここで、通気しやすい構造と通気しにくい構造について今一度整理すると、通気しやすい構造

は外部からの雨水浸入に対しても室内からの水蒸気の移動に対しても直接的な空気の入れ替わり

によって、構造材である木材を乾燥させることができるため水分滞留による劣化のリスクは低く

なる。 

通気しにくい構造は外部からの雨水浸入に対しても室内からの水蒸気の移動に対しても空気の

入れ替わりが無く、湿気が停滞しやすい状況であるため木材の劣化リスクが高くなっている。 

 反面、通気しやすい構造は省エネルギー性能の向上のため外皮部分に繊維系断熱材を施したと

き、空気移動による熱損失が大きく断熱性能を発揮することができない。また、室内の水蒸気が

侵入した際は壁内結露が生じる危険性が高くなる。 

通気しにくい構造は空気の移動による熱損失が少なく断熱材の性能を十分に発揮できるメリッ

トがある。 

 

本ガイドラインでは現在の木造住宅外皮構造に求められる耐震性、省エネルギー性、防水性、

防耐火性等の性能を満たしつつ、木造躯体の耐久性をも満たすことができる木造住宅外皮の層構

成を明確にするとともに雨水浸入や結露による木材の水分劣化リスクを軽減し耐久性を維持・向

上するための換気・通気のディテールを明確にして、それらの重要性をガイドラインとしてまと

めた。 
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 外皮における換気および通気の目的 

躯体内の換気及び通気の目的は、外部からの雨水や構造材の水分、そして室内からの水蒸気な

どを外気に放出し外皮内に湿気を滞留させないようにして木材の乾燥を促すことである。 

特に、通気層を設けることにより一次防水層である外装材から浸入する雨水を外皮の外へ逃が

し、躯体内への雨水浸入リスクを軽減することが最も重要な役割である。また、大幅な効果は期

待できないが、日射により熱せられた屋根、外壁などの熱の侵入を低減するバッファの役割も併

せ持っている。 

なお、本節では小屋裏、床下など断熱層の外側に位置する比較的大きな空間における外気との

入れ替えを意図したものを換気と定義し、外壁や屋根に一定の厚さでスペースを設け外気の流通

を図るものを通気と定義する。 

 

 外皮の断熱位置・仕様に応じた換気・通気の原則 

3.1 外皮の断熱位置及び仕様 

木造住宅外皮の断熱構法は大きく分けて「充填断熱構法」（図 3.1.1 ）、「外張り断熱構法」（図

3.1.2 ）そして「付加断熱構法」（図 3.1.3）の 3 タイプがある。 

「充填断熱構法」は柱‐間柱やスタッド間など構造材の空隙に断熱材を充填する構法 

「外張り断熱構法」は構造材の外側に断熱材を張る構法 

「付加断熱構法」は充填断熱もしくは外張り断熱の厚みだけでは熱抵抗値が足りない場合に充

填＋外張りで断熱性能をアップさせる構法。主に寒冷地が主流でパッシブ住宅などでも使われ

ている。 

上記の 3 タイプの構法で共通する基本原則は、断熱材の仕様によらず、すべての構法で断熱層

の外側に通気層を設けていることである。それぞれの構法での原則的な層構成は次の通りとな

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内装材 
防湿層 

断熱材 
透湿防水シート 

通気層 
外装材 

図 3.1.1 充填断熱構法の外皮構成 

拡大 
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内装材 
空気層 

断熱材 
透湿防水シート 

通気層 
外装材 

防湿層 
断熱材 

付加断熱材 
透湿防水シート 

通気層 
外装材 

内装材 

図 3.1.2 外張り断熱構法の外皮構成 

図 3.1.3 付加断熱構法の外皮構成 

拡大 

拡大 
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3.2 換気・通気部位の確認と整理 

換気・通気はおもに断熱構造の外周部が対象部位となる。木造住宅において換気・通気の納

まりを検討すべき主要な部位として図 3.2.1 の○で囲まれた部分がある。 

① 小屋裏換気（排気孔） 

② 小屋裏換気（吸気孔・吸排気孔） 

③ 屋根通気 

④ ベランダ，バルコニー（ルーフバルコニー含む） 

⑤ 外気に接する床 

⑥ 物置車庫に接する床 

⑦ 物置車庫に接する壁 

⑧ 通気層入口および床下換気 

⑨ 物置車庫に接する壁の通気層入口 

⑩ 壁（断熱境界でない壁及び柱を含む） 

⑪ ケラバ 

⑫ 下屋 

 

 

 外皮各部位の換気・通気手法 

公的な基準として「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行され、住宅性能表示制度と

して日本住宅性能表示基準が定められた。その中で「劣化の軽減に関すること」の評価方法基準

に換気・通気に関する項目が定められている。具体的には木造住宅の劣化対策等級の基準で、外

壁の軸組等に通気層を設けた構造、床下の換気に関する基準、小屋裏の換気に関する基準である。

それらの基準に準拠し、さらに効率が良くなるように考慮した具体的な換気・通気手法を以下に

記す。 

  

図 3.2.1 換気・通気の納まりを検討すべき主要な部位 

⑪ 

⑫ 
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4.1 小屋裏換気 

4.1.1 小屋裏換気の必要性 

 小屋組での劣化は雨漏りと結露水などの水分が主な劣化要因と考えられる。小屋裏空間での

結露を防止するためには、小屋裏換気措置が重要となる。換気の重要な点は、空気が通る入口と

出口が一連の層で連通していること、そして小屋裏内部の空気澱み域を作らないことである。前

述の劣化対策等級基準と同様に住宅金融支援機構の小屋裏換気に関する基準があり小屋裏換気

孔の設置例を例示している。（図 4.1.1 その中でも「小屋裏換気孔は、独立した小屋裏ごとに 2 箇

所以上、換気に有効な位置に設ける。」とあり、出入り口の明確化を定義している。換気孔の有

効換気面積等は図 4.1.1 にあるように換気方式によりそれぞれ異なる。 

4.1.2 小屋裏換気の役割 

具体的な小屋裏換気の役割は、屋根面からの漏水により野地面や小屋組が湿潤になる場合や

室内から天井を通して浸入する湿気により小屋裏内部で結露が起こるような場合に湿気を速や

かに外気へ放出し小屋裏内部の乾燥状態を保つことである。その他に夏季の日射による温度上

昇を換気により緩和させることで冷房効果を向上させることも出来る。（図 4.1.2） 

 

図 4.1.1 小屋裏換気孔の設置例 

（平成 27 年フラット 35 木造住宅工事仕様書より抜粋：独立行政法人住宅金融支援機構編著） 

図 4.1.2 小屋裏換気の役割 
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4.1.3 小屋裏換気の種類 

小屋裏換気の方式は前述図 4.1.1 では 6 項目になっているが、大きく分類すると次の表 4.1.1 の

4 種の方式がある。 

表 4.1.1 小屋裏換気方式とそれぞれの有効換気孔面積 

換気方式 有効な換気孔面積（天井面積との割合） 

妻壁（吸排気両用） 1/300 

軒裏（吸排気両用） 1/250 

軒裏（吸気）＋妻壁（排気） 軒裏：1/900、妻壁：1/900 

軒裏（吸気）＋棟又は排気筒（排気） 軒裏：1/900、棟 ：1/1600 

 

１）妻壁（吸排気両用） 

妻壁の屋切部分に木連れ格子などを設け換気を図る。アルミ形材で成型された妻換気ガラ

リの製品や自然換気用のベントキャップなどが使用されることが多い。軒の出が少ない場

合は雨掛りが多くなるため雨の吹込み対策が必要となる。また、壁の防火性能を考慮した温

度ヒューズとダンパーを備えた製品などもある。（参考：写真 4.1.1） 

軒裏（吸排気両用） 

軒裏の換気は軒天材に小さな孔を設けた軒天材いわゆる軒天有孔ボードが広く使われて

いる。しかし、軒天有孔ボードは暴風雨時にはケラバ方向はもちろん地面と水平な軒天材で

も雨水の吹込みが見られるため、防水性能を高めた換気部材を使用することが望ましい。ま

た、延焼の恐れのある軒裏には防耐火性能が要求されるため防耐火認定を受けた製品など

も流通している。（写真 4.1.2） 

写真 4.1.1 妻換気ガラリの例 

写真 4.1.2 軒裏換気部材の例 
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２）軒裏（吸気）＋妻壁（排気） 

前述の軒裏又は小屋裏の壁のうち屋外に面するものに吸気孔を設け、妻壁に排気口を垂

直距離で 900mm 以上離して設ける場合は、それぞれの換気孔の面積を天井面積の 1/900 以

上とする。妻壁のみ、軒天のみの換気方式よりも有効な換気孔面積が小さくなっているのは

換気孔の位置が上下の距離があるため温度差による自然換気が促進されることが期待でき

るためと考えられる。 

 

３）軒裏（吸気）＋棟又は排気筒（排気） 

前述の軒裏又小屋裏の壁のうち屋外に面するものに吸気孔を設け、かつ棟部に排気孔又

は排気筒を設ける場合は吸気孔の面積を天井面積の 1/900 以上とし、排気孔の面積を天井面

積の 1/1,600 以上とする。 

棟部の排気は温度差換気や風圧による換気においても排気効率が良いと考えられるため、

必要な換気孔面積が他の方式よりも割合が小さくなっている。しかし、必要な換気孔面積は

最低の基準であるため、乾燥を促すためにはできる限りたくさんの換気孔面積を設けるこ

とが望ましい。 

棟換気部材は、使用する屋根材によって納まりがさまざまで種類が異なる。主要な屋根材

としては、スレート系・瓦系・金属系・シングル系等があり、それぞれの屋根材に適した棟

換気部材が商品化されている。（写真 4.1.3）URL: http://yakankyo.jimdo.com/ 

 

 

  
写真 4.1.3 棟換気部材の例 

http://yakankyo.jimdo.com/
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4.1.4 棟換気部の納まり例 

1） 化粧スレート葺（各タイプの棟換気納まり例 図 4.1.3 図 4.1.4 図 4.1.5） 

a. 側面通気タイプ（図 4.1.3） 

 

 

b. 上面通気タイプ（図 4.1.4） 

 

 

 

  

図 4.1.3 側面通気タイプの納まり例 

図 4.1.4 上面通気タイプの納まり例 
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c. 積層通気材タイプ（図 4.1.5） 

 

 

 

2） 瓦葺 

a. 瓦上設置型（写真 4.1.4 瓦上設置の棟換気納まり例） 

20

棟包み

笠木

通気材

シーリング材

屋根材(スレート)

水切り(現地調達）

ルーフィング

野地板

野地板開口

2
1

110

55

図 4.1.5 積層通気材タイプの納まり例 

写真 4.1.4 瓦上設置の棟換気納まり例 
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b. 瓦下設置型（図 4.1.6 瓦上設置の棟換気納まり例） 

 

  

専用釘65mm

30
野地板開口

屋根材(瓦)
瓦桟

ルーフィング
野地板

垂木

棟通気材

冠瓦
棟補強芯材

棟補強金物

10

4.5

15

76

40

図 4.1.6 瓦下設置の棟換気納まり例 
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3） 金属葺 

a. 横葺  

基本的な納まりはスレート葺に同じ 

 

b. 縦葺（図 4.1.7 金属縦葺の棟換気納まり例） 

縦葺の場合、葺材のハゼの高さ分の下地及び面戸を施工する必要がある。通気構造のタ

イプは横葺とほぼ同じであるが、金属葺の特長として緩勾配の屋根が可能であることか

ら棟換気にも緩勾配用のものもある。 

 

 

 

 

図 4.1.7 金属縦葺きの棟換気納まり例（下図は緩勾配用） 

4.5

10

棟包み

笠木

棟通気材

シーリング材

水切り(現地調達)

下葺材(巻き込み)

野地板開口

30

受桟木

捨て笠木

屋根材(金属縦葺)

下葺材

野地板

垂木

端部加工水返し
（八千代折り）

ケミカル面戸

エプロン面戸
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4） シングル葺 

基本的な納まりはスレート葺きに同じ 

 

5） 屋根面換気（図 4.1.8 瓦下の野地面換気納まり例） 

 

 

  

図 4.1.8 瓦下の野地面換気納まり例 
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6） 片流れ屋根頂部（各タイプの片流れ屋根頂部の棟換気納まり例（スレート葺） 

図 4.1.9 図 4.1.10 図 4.1.11） 

a. 側面通気タイプ（図 4.1.9） 

b. 上面通気タイプ（図 4.1.10） 

  

図 4.1.10 上面通気タイプの納まり例 

図 4.1.9 側面通気タイプの納まり例 
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c. 積層通気材タイプ（図 4.1.11） 

 

 

  
図 4.1.11 積層通気材タイプの納まり例 
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7） 下屋（雨押え部）（下屋（雨押え部）納まり例 図 4.1.12、図 4.1.13） 

a. 金属製タイプ（図 4.1.12） 

b. 積層通気材タイプ（図 4.1.13） 

図 4.1.12 下屋（雨押え部）金属製タイプの納まり例 

図 4.1.13 下屋（雨押え部）積層通気材タイプの納まり例 
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4.2 屋根通気 

4.2.1 屋根通気の必要性 

 小屋裏空間を室内として利用するため屋根面に断熱を施す場合、小屋裏換気措置は不要とな

るが、次の点を考慮し通気層を設ける。 

(1) 屋根面は日射の影響が大きいため屋根面の輻射熱が直接断熱層に伝わらないようにする。

野地面と断熱層の間に通気層を設ける。 

(2) 小屋部の居室は天井面同様温度差換気で負圧になり屋外への湿気が流出しやすくなるため、

断熱層での結露の危険性が高くなる。そのため、その湿気を速やかに外気へ放出する通気層

が必要となる。 

(3) 屋根葺材からの雨水は下葺材により防水措置が取られている。しかし、下葺材の釘穴等から

の雨水浸入や断熱層内部への室内からの水蒸気の浸入に伴う下地材の湿潤により屋根構成

材の腐朽リスクが高い部位である。そのため、野地面と断熱層の間に通気層を設ける。断熱

層の外側には断熱材の種類に応じて防風層を設ける 

4.2.2 屋根通気層の設置方法とそれに伴う注意点 

(1) 通気層は断熱材の外側に厚さ 30mm 以上のスペースを設ける。（図 4.2.1） 

 

(2) 断熱材の種類により断熱材の外側に防風・透湿層、室内側に防湿層を設ける。（図 4.2.2） 

発泡プラスチック系断熱材

野地板

気密テープ処理

(断熱材の継ぎ目)

垂木

要求性能により厚は変わる

付加断熱(屋外側)

充填断熱(室内側)

野地板

通気層 t=30mm以上

下葺材

図 4.2.2 屋根断熱層内通気の施工例 

図 4.2.1 二重野地通気の施工例 

内装材
繊維系断熱材

垂木

野地板

通気層 t=30mm以上

住宅用プラスチック系防湿フィルム
(JIS　A　6930に規定する品質に適合するもの)

透湿・防水シート

下葺材
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(3) 通気層の入口と出口を明確にし、通気層の経路に滞りが無いよう連通させる。（図 4.2.3） 

 

(4) 屋根通気層を効率よく機能させるには棟全体に棟換気材を設けることが望ましいが、設計

上全体に設置が困難な場合は、屋根頂部の通気垂木を離すように設置し、頂部で横方向の連

通を図り棟換気材まで空気が流れるよう考慮する。（図 4.2.4） 

  

屋根材

下葺材

野地板

通気層
断熱材

垂木

軒裏換気材（吸気孔）

棟換気材

野地板

図 4.2.3 屋根通気の経路 

図 4.2.4 屋根断熱の場合の通気層施工例 
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4.2.3 屋根通気の納まり例 

1） 吸気口の納まり 

 屋根通気層への吸気口は、一般的には軒裏換気口を使用することが多い。このほか、外壁通

気層と連動させる場合や勾配屋根の鼻隠し部分から吸気させる方法などがある。屋根通気の換

気口面積に関しては、小屋裏換気の基準のような有効換気口面積を規定している基準はないた

め小屋裏換気の基準に準じて設置するのが一般的と考えられる。しかし、屋根通気層は垂木ス

ペースがそれぞれ独立しており、小屋裏のようにスペースが広くて湿気の拡散が期待できない

為、それぞれの通気垂木に直接吸気できるような線状の吸気方法が良いと考える。 

 

a. 軒の出がある場合 

b. 軒の出が無い場合 

2） 排気口の納まり 

屋根通気の排気口は 4.1.3 小屋裏換気の種類 ４）（２）に同じ（P9～P17） 

軒裏換気口 

図 4.2.5 軒の出がある軒天換気口の例（自立循環型住宅への設計ガイドラインより一部抜粋） 

図 4.2.6 軒の出が無い軒天換気口の例 
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4.3 外壁通気 

4.3.1 外壁通気の必要性 

住宅の外皮構造で外装材と透湿防水シートの間に通気層を設ける「外壁通気構法」は前述の通

り、室内側から浸入する湿気及び、屋外側から浸入した雨水を外部に排出する役割を担っている。

（図 4.3.1） 

外装材の直張構法と比べて構造躯体内に雨水が浸入する前に水を落下させるため雨水浸入防

止対策の有効な構法としてサイディング等の乾式構法のみならずモルタル構法にも採用されて

いる。 

 

4.3.2 外壁通気の設計・施工上の留意点 

(1) 通気層は外装材と透湿防水シートの間に厚さ 15mm 以上の胴縁を用いスペースを設ける。

（図 4.3.2 縦胴縁の例）（図 4.3.3 横胴縁の例） 

ただし、通気層の厚さに関しては留付金具や通気胴縁のくぎの保持力などともかかわるた

め注意が必要。 

（平成 28 年フラット 35 木造住宅工事仕様書より抜粋：独立行政法人住宅金融支援機構編著） 

図 4.3.1 サイディングの外壁通気構法と浸入した雨水、湿気等の水分排出の仕組み 

（日本窯業外装材協会発行：窯業系サイディングと標準施工より抜粋） 

図 4.2.2.1 

図 4.3.2 縦胴縁の例 図 4.3.3 横胴縁の例 
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(2) 通気層の入口と出口を明確にし、通気層の経路に滞りが無いよう連通させる。 

入口は土台水切り部分として、出口は小屋裏換気孔（軒裏、妻、棟等）に通気、（図 4.3.4 小

屋裏換気孔に通気する構造）又は軒天見切り縁に通気する。（図 4.3.5 軒天見切り縁に通気す

る構造） 

 また、上記のそれぞれの構造において以下の留意点も考慮する。 

① 図 4.3.4 小屋裏換気孔に通気する場合は、小屋裏に壁からの水蒸気も浸入するため

多くの水蒸気量を処理できるよう小屋裏換気孔の設置面積を増やしたり、滞りが無

いように換気孔を配置して効率の良い換気に配慮する。 

② 通気層内の気流により透湿防水シートの下端部がばたついたり、まくれあがったり

して騒音や壁体内への気流の流入がしないように押え材やテープ止めを行うなど

留意する。 

③ 図 4.3.5 軒天見切り縁に通気する場合は、軒の出を考慮し、軒の出が小さいと通気

見切り縁より直接雨水が浸入しやすくなるため、止水性能に留意する。 

  

図 4.3.4 小屋裏換気孔に通気する構造 図 4.3.5 軒天見切り縁に通気する構造 

（平成 28 年フラット 35 木造住宅工事仕様書より抜粋：独立行政法人住宅金融支援機構編著） 
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(3) 透湿防水シートのたるみや繊維系断熱材の押込み過ぎなどによる通気層の閉塞が起きない

ように注意する。（図 4.3.6 通気層の閉塞） 

 

 

壁体の外部に構造用合板などの面材を使用すると通気層の閉塞は起きづらくなる。しか

し、建築地域によっては透湿抵抗比を考慮した層構成とする。また、面材があっても経年で

シートがたるむ事例も見られるので（写真 4.3.8 通気層上端のたるみ）、透湿防水シートの

端部はテープ等でしっかり押さえるのが望ましい。 

 

  

図 4.3.6 通気層の閉塞 
内装材

柱 間柱

外装材

通気層 t=15以上

透湿防水シート

繊維系断熱材

住宅用プラスチック系防湿フィルム

写真 4.3.8通気層上端のたるみ 

通気層上端 

構造用合板 
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4.3.3 外壁通気の納まり例 

1） 外壁通気の入口部の納まり 

外壁通気層の入口は外壁材の下端部が入口となり、一般的には土台水切り部分から外気を取

り入れる。階層が途切れる下屋、オーバーハング、バルコニーなどの上階外壁の下端部も通気

層の入口となるため、空気が取り入れられるよう 10～15mm 程度の空間が取れるように留意す

る（図 4.3.7）のはもちろんのこと、上階に設置する通気層入口などは風圧が強くなるため風に

より透湿防水シートがばたついたり雨水が浸入したりしないような考慮（図 4.3.8）も必要とな

る。 

a. 土台水切りの納まり例 

 

図 4.3.7 土台水切りの納まり例 

図 4.3.8 防虫通気材による吹込み防止例 
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b. 下屋の納まり例 

下屋の吸気口は 4.1.3 小屋裏換気の種類 ４）（２）の下屋（雨押え部）（図 4.3.9 下屋（雨押

え部）納まり例）と同じ 

 

c. オーバーハング部の納まり例 

 

2） 外壁通気の出口部の納まり 

外壁通気の出口は、外壁通気層を通じて軒裏・軒先換気口や小屋裏換気口から排出する方法

の他、外壁上端部の見切り縁に通気機能を持たせた材料などを使用する場合もある。（図 4.3.10） 

通気軒天見切りを使用する際は軒の出が大きい方が望ましく、軒の出のない納まりに使用する

場合は見切りからの漏水に考慮した材料を使用するなど十分配慮する必要がある。（図 4.3.11）

（図 4.3.12） 

  

 

 

図 4.3.9 オーバーハング水切りの施工例 

図 4.3.10 外壁通気の出口側経路の施工例（軒の出がある場合） 
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図 4.3.11 外壁通気の出口側経路の施工例（軒の出がない場合その 1） 

図 4.3.12 外壁通気の出口側経路の施工例（軒の出がない場合その 2） 



第ⅩⅢ章 換気・通気計画ガイドライン（案） 

第 XⅢ章－25 

4.4 バルコニー（手すり壁・床・ルーフバルコニー） 
4.4.1 バルコニーの通気に関わる問題点 

1） 手すり壁の通気に関わる問題点 

近年、木造住宅の外壁において通気構法が主流となり、バルコニーの手すり壁部分にも通気

層を設けることが多くなっている。図 4.4.1 に笠木と外装材間に連続した通気出口を設ける「問

題のある納まり 1」を示す。このような納まりは、通気が確保されているため結露リスクは低

いが、防水性も低い為、浸入した雨水がサッシ上端に滞留し、サッシフィンと透湿防水シート

の内側から漏水するリスクがある。強風雨時に通気出口から通気層内に雨水が吹き込む不具合

が発生した事例が多く確認されている。 

上記事象の対策として現在は、手すり壁躯体天端に窯業系サイディングを裏返して張り付

け、通気層上端を閉じた仕様（図 4.4.2）が多く見られる。この場合、南面に設置されることの

多いバルコニー手すり壁は、水蒸気が胴縁の間を通って手すり壁通気層上端にたどり着くが、

通気層上端を閉じた仕様になっているため、外壁の内部に水蒸気が滞留し、結露による木部の

腐朽の危険性が高くなる。また、窯業系サイディングを留め付ける釘（ビス）は、手すり壁躯

体天端の鞍掛けシートの防水層を貫通し、漏水リスクを高めている。 

一方、問題のある納まり2（図4.4.2）の通気阻害を考慮し、手すり壁躯体上端に木下地や窯業

系サイディングを裏返して約6尺ピッチで通気経路を確保したスリットを設けて張り付けた後、

天端全体を通気層上端まで防水シートで覆った仕様（図4.4.3）も見られる。こちらは、問題の

ある納まり2（図4.4.2）と違い通気層上端で通気の経路を確保しているが、通気経路の出口を手

すり壁内側のサイディング下端と水切りの間から抜く設計となっている。通気スリットを設置

されているが、スリットの無い部分での水蒸気が抜けにくい欠陥がある。また、問題のある納

まり2（図4.4.2）と同様に漏水リスクや腐朽リスクがある。 

図4.4.1 問題のある納まり1 
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図4.4.2 問題のある納まり2 

 

 

図 4.4.3 問題のある納まり 3 
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2） 換気経路に関わる問題点 

バルコニーには、母屋の構造から一体とした形式のものとバルコニー全体が工場生産で製造

された既製品を後から付けるものに大別される。通気・換気が必要なのは、構造体一体型形式

のバルコニーであり、この項では、構造体一体型形式のバルコニーついて論ずる。 

構造体一体型バルコニーには、（1）下部に下屋を伴わない片持ち梁形式のキャンティバルコニ

ーと（2）バルコニー下部もしくはその一部を下屋（一部跳ね出し）とするルーフバルコニーの

2 種類ある。 

また、外壁と手すり壁の構成については、①3 方を手すり壁で囲まれているバルコニー、②2

方を手すり壁で片方を外壁で覆われているバルコニー、③1 方を手すり壁で両端を外壁に囲ま

れているバルコニーの 3 種類に分類される。①は、外壁と連結するのが壁あたり部分のみなの

でバルコニー下屋換気や手すり壁通気の経路が 3 方あり選択肢が多く、独立して確保がしやす

い。しかし、②や③の手すり壁と外壁で構成するバルコニーは、バルコニー下屋換気・手すり

壁通気・外壁通気の経路が限定されるため、適切な換気・通気経路設計が必要である。 

ルーフバルコニーとキャンティバルコニーの構成で大きな違いは、下屋の外気に対する開放

度の違いといえる。 

周囲を外壁と手すり壁に囲まれている下屋の空間は、建物の中でも外気気候条件による温度

変化の大きな部分であり、小屋裏空間に比べても急激な気温変動がおきやすい。 

バルコニーの手すり壁や床は、笠木－外壁取合い部から通気層内に浸入した雨水や換気・通気

の経路が不明確なため結露の影響でカビにより黒ずみが発生したり、木材腐朽菌により木下地

が腐朽したりしている事がある。（写真4.4.1） 

跳ね出し             下屋      下屋＋一部跳ね出し 

（1）キャンティバルコニー        （2）ルーフバルコニー 

図 4.4.4 バルコニー種別（構造別） 

① 3方手すり壁      ②2方手すり壁＋外壁     ③1方手すり壁＋外壁 

図 4.4.5 バルコニー種別（外壁・手すり壁構成別） 
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写真4.4.1 バルコニーの不具合事例 

 

キャンティバルコニー下屋は、直下の軒天材との空間であるため室内からの水蒸気の影響は

小さいが、木材の初期水分に起因する水蒸気や外気に対する影響が大きいため換気措置が必要

な部位である。キャンティバルコニーの外側通気層下端は、オーバーハング水切を使用し、通

気経路を確保する。 

ルーフバルコニー下屋空間は、下階室内から浸入する水蒸気に対する換気措置が必要である

が、梁や横架材があり、軒天井がないため換気口の設置が難しい部位である。設計段階で換気

経路の確保と通気阻害しないように施工しなければならない。図4.4.6は、天井断熱時の手すり

壁の通気層を経由するルーフバルコニーの床下（小屋裏）の換気方式の検討例である。このよ

うに通気層を経由した換気は、雨水浸入にも注意しなければならない。一方、屋根断熱時のル

ーフバルコニーの下屋（小屋裏）空間は、バルコニー床の根太間部分になる。この部分にも通

気措置を行わなければならないので注意が必要である。 

 
図4.4.6 ルーフバルコニーの小屋裏換気経路の検討例 
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4.4.2 設計上の注意点 

縦張りサイディングに使用する横胴縁は、結露リスクが高くなる。横胴縁は1820mmごとに

30mmの隙間を空けることになっているが、横胴縁の中央部と端部では、水蒸気量は中央部の

ほうが多くなり、複雑な外観形状・窓位置によっては、窓上・窓下等温度差換気の効果が少な

い部位も多く存在している。 

また、バルコニー下屋の空間は、建物の中でも外気条件による温度変化の大きな部分であ

り、小屋裏空間と同等の急激な温度変化が生じ易い。特に下階に部屋があるルーフバルコニー

において、下階室内から浸入する水蒸気の換気経路が設けられていない場合が多い。また、現

在の床の施工には、剛床が使用されているため気密性が高く換気・通気経路が確保していない

と結露リスクが高くなる。換気・通気経路を確保するためにバルコニー下屋と手すり壁躯体内

とを連通させ、手すり壁から湿気を排出する方法がある。 

 

4.4.3 施工上の注意点 

通気層上端を閉じた仕様（図4.4.2）の木下地や窯業系サイディングは、施工中の足がかりや

開放している通気層からの漏水を懸念しての納まりである。しかし、手すり壁天端に木下地や

窯業系サイディングを留め付ける釘（ビス）が手すり壁躯体天端の鞍掛けシートの防水層を貫

通し、漏水のリスクを高めている。また、日本窯業外装材協会では、窯業サイディングの裏面

使用と水平使用は禁止事項になっているので注意されたい。 

手すり壁の通気層上端と笠木－外装材間の納まりは、外装材下地の通気層として機能させる

事であり、裏張りサイディングや防水テープ等で通気層上下端を閉塞しないように施工しなけ

ればならない。 

外壁と手すり壁が接する部分（壁止り）や入隅部分は、部材点数が多く施工し難いため通気

阻害に注意して施工しなければならない部分である。 

 

4.4.4 バルコニー通気の納まり例 

1） 換気経路 

 換気経路の例を図4.4.7に示す。 

 適切な換気経路を確保し、換気阻害が起こらない様にしなければならない。 

a. バルコニーの床下 

 現在、剛床の普及によりバルコニー床にも多く使用されている。そのため、空気層が剛床を

境にして2層に分かれる。根太を施工する剛床上の部分と梁等の横架材が入る剛床下部分があ

る。 

 根太を施工する剛床上の部分は、根太を施工するため根太間で空気の滞留が起こるので、根

太に切欠きを設け、換気経路を確保する方法がある。また、根太を長手方向に施工する場合

は、手すり壁に換気経路を設ける方法もある。 

 梁等の横架材が入る剛床下部空間は、断熱仕様で空気層の有無が決まる。剛床直下に施工す

る発泡系断熱材の屋根断熱は、下地合板との間に空気層が生じないが、繊維系断熱材を用いた

天井断熱では下階天井面に断熱材を設置するため空気層が生じる。空気層がある場合は、水蒸
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気の滞留を防止するため換気経路を確保しなければならない。 

 現在、バルコニー床下の換気基準はないが、住宅の耐久性向上を目指す上では、換気措置を

講じる必要がある。 

b. 手すり壁内部 

 手すり壁も同様に通気経路の確保が必要である。 

 通気を確保するために通気の出入り口部分には専用の部材の取り付けや納まりが必要であ

る。①手すり壁天端部分、②土台水切（ルーフバルコニーの場合）、③オーバーハング水切

（キャンティバルコニーの場合）の部分である。①手すり天端部分に関しては、様々な施工方

法があるので「2.手すり壁」に記載する。②土台水切、③オーバーハング水切は、専用部材を

使用し、通気経路を確保する。 

 
ルーフバルコニー             キャンティバルコニー    

図4.4.7 換気経路（例） 

 

2. 手すり壁各部の納まり 

a. 現行納まり例 

現行の納まり例を図4.4.8、図4.4.9に示す。 

現行の納まり1（図4.4.8）は、手すり壁外側の笠木と外装材間をシーリング材で塞ぎ、内側を

開けた仕様である。バルコニー外側からの防水性は高いが、両袖壁又は片袖壁がバルコニーの

側面に設置された場合、手すり壁窓側からの廻り込んだ風による漏水の可能性がある。 

また、笠木と窯業系サイディングの異種材料間のシールは、長期間の防水性を担保するのは

問題点が多く、シール忘れやシール施工時に足場が無く未施工となるケースもあり、結果とし

て漏水リスクのある納まりになっている場合がある。 

現行の納まり 2（図 4.4.9）は、通気層を縦胴縁とした仕様である。サイディング上端を留め

付ける為に縦胴縁間に横に胴縁を施工する方法となっている。通気が確保されているため結露
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リスクが低いが防水性も低いといえる。（防水性に関しては、引用文献 1）を参照）浸入した

雨水がサッシ上端に滞留し、サッシフィンと透湿防水シートの内側から漏水リスクがある。 

 

図4.4.8 現行の納まり1 

図4.4.9 現行の納まり2 

 

鞍掛けシート 

鞍掛けシート 
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【推奨納まり例】 

手すり壁上部の結露リスクを解決するための推奨納まりを図4.4.10に示す。防雨措置があり通

気を確保している防雨型換気部材を通気層上端に取り付けた仕様である。防雨措置があるため

通気層上端からの雨水浸入は軽減され、通気経路を確保しているため結露リスクは低いと言え

る。漏水リスクが高い手すり壁天端は、緊結部の貫通孔を可能な限り減らし、雨水浸入リスク

を極小化する必要がある。防雨型換気部材は、手すり壁の側面に取り付けるため、手すり壁天

端からの漏水リスクを減少させることができる。 

 

 

図4.4.10 推奨納まり 

 

引用文献 

1) 大西祥史、神戸睦史、塚本章順、石川廣三：バルコニー手すり壁笠木周りの防水性に関する

一実験、日本建築学会大会学術講演梗概集、材料施工、pp787-788、2014年9月 

2) 近藤肇、楠木義正、石川廣三、神谷慎吾、宮村雅史：木造住宅外皮の劣化対策としての換

気・通気の手法とその問題点、日本建築学会大会学術講演梗概集、材料施工、pp1111-1112、

2015年9月 

  

シーリング 
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4.5 外気に接する床、物置・車庫に接する床と壁 

4.5.1 外気に接する床 

住宅金融支援機構の木造住宅工事仕様書には、外気に接する床は外皮にあたるため断熱構造 

とする部位に指定されている。しかし、この部位に関して通気・換気の措置基準は、明記され

ていない。 

材料の初期水分に起因する水蒸気や室内からの水蒸気の流入があるため、通気・換気が必要で

ある。 

外気に接する床の通気・換気を行う場合、以下の通り経路を確保する。 

① 下階外壁、外気に接する床および上階外壁の通気・換気の経路が一連のもの（図 4.5.1） 

② 下階外壁、外気に接する床および上階外壁の通気・換気の経路が各々独立したもの（図 4.5.2） 

③ 下階外壁と外気に接する床の通気・換気の経路が一連のもので上階外壁の通気のみ独立した

もの（図 4.5.3） 

  

図 4.5.1 各部位が連通 図 4.5.2 各部位が独立 図 4.5.3 1 階と床連通、2 階独立 
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4.5.2 物置・車庫に接する床と壁 

物置・車庫（外気）に接する床と外壁についても、外気に接する床と同様に断熱構造とする部

位に指定されているが（図 4.5.4）通気・換気の措置基準は、明記されていない。また、ピロティ

形式の車庫等では、両側が外気に接する外壁では、居室と接していないため断熱施工を行わず通

気層を設けない施工を行うことがあるが、雨水排出の観点から通気層を設ける必要がある。（図

4.5.5） 

図 4.5.4 断熱構造とする部分 

（平成 27 年フラット 35 木造住宅工事仕様書を元に作図） 

 図 4.5.5 物置・車庫の通気例 
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4.6 脚部の換気 

4.6.1 床下換気 

断熱された 1 階の床下空間が生じる場合には床下換気措置を行う。床下換気措置は一般的に

床下換気孔を設ける方法またはねこ土台を使用する方法がある。（図 4.6.1） 

平成 24 年度の住宅金融支援機構の調査によると、ねこ土台を使用した床下換気措置が約 8割

以上になっている。ねこ土台を使用する際には仕上モルタルや土台水切り、防鼠材等の金物で床

下換気孔の有効換気面積を低減させないよう施工に留意する必要がある。 

また、基礎周辺は住まい手の植栽などにより換気を妨げる要素もあるため床下換気の重要性

を引渡しの際の注意事項として意識付けさせることも重要である。 

 

4.6.2 基礎断熱 

   基礎断熱工事を行う際には床下換気措置は不要となる。この場合、床下空間は室内空間として

取り扱うことになるため居室の温湿度環境に左右され、居室が高湿度になると床下環境も高湿

度になる可能性がある。耐久性を保つためには、床下防湿処理、防蟻措置が最も重要となる。そ

れに加えて床下空間も室内換気に取り入れて処理するなどの対処方法も検討する必要がある。 

  

図 4.6.1 床下換気措置の方法 

（住宅金融支援機構編著：平成 27 年版【フラット 35】対応 木造住宅工事仕様書より抜粋） 
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 必要換気口・通気口面積 

 木造住宅外皮の換気口・通気口に関わる公的な基準は、「住宅の品質確保の促進に関する法律」

による住宅性能表示制度の劣化軽減に関すること及び住宅金融支援機構が定めるフラット 35 対

応木造住宅工事仕様書に示されている床下換気口および小屋裏換気口の基準がある。 

一方、通気口の面積に関しては公的基準が特になく、外壁通気の場合、通気層の入口となる土

台水切りと外壁のスリット開口寸法を 10 ㎜程度開けている施工要領が多くみられる。これは換気

の有効な通気面積というわけではなく、外壁を伝う流下水の水切りのための寸法と考えられるが、

通気層の厚さが 15mm～18mm が多いことから 10 ㎜～20mm のスリット寸法で良いのではないか

と考える。 

（以下住宅金融支援機構：編著、木造住宅工事仕様書 平成 27 年度版より抜粋） 

 

5.1 床下換気 

床下空間が生じる場合の床下換気措置は、次のイ、ロのいずれかによる。（基礎断熱を除く） 

イ．外周部の基礎には、有効換気面積 300 ㎠以上の床下換気孔を間隔 4ｍ以内ごとに設ける。 

ロ．ねこ土台を使用する場合は、外周部の土台の全周にわたって、1ｍ当たり有孔面積 75ｃ㎡以

上の換気孔を設ける。 

    

5.2 小屋裏換気 

  小屋裏空間が生じる小屋裏換気は、次の 1 及び 2 による。（屋根断熱を除く） 

（1）小屋裏換気孔は、独立した小屋裏ごとに２箇所以上、換気に有効な位置に設ける。 

（2）換気孔の有効換気面積等は、次のいずれかによる。 

イ．両妻壁にそれぞれ換気孔（吸排気両用）を設ける場合は、換気孔をできるだけ上  部に設

けることとし、換気孔の面積の合計は、天井面積の 1/300 以上とする。 

ロ．軒裏に換気孔（吸排気両用）を設ける場合は、換気孔の面積の合計を天井面積の 1/250 以上

とする。 

ハ．軒裏又は小屋裏の壁のうち、屋外に面するものに吸気孔を、妻壁に排気口を、垂直距離で

900mm 以上離して設ける場合は、それぞれの換気孔の面積を天井面積の 1/900 以上とする。 

ニ．排気筒その他の器具を用いた排気孔は、できるだけ小屋裏頂部に設けることとし、排気孔の

面積は天井面積の 1/1,600 以上とする。また、軒裏又は小屋裏の壁のうち、屋外に面するも

のに設ける吸気孔の面積は、天井面積の 1/900 以上とする。 

ホ．軒裏又は小屋裏の壁のうち、屋外に面するものに吸気孔を設け、かつ、むね部に排気孔を設

ける場合は、吸気孔の面積を天井面積の 1/900 以上とし、排気孔の面積を天井面積の 1/1,600

以上とする。 

  



第ⅩⅢ章 換気・通気計画ガイドライン（案） 

第 XⅢ章－37 

 換気・通気経路の構造及び寸法 

 換気・通気経路の構造の基本は、空気の流れが滞らないように考慮することが重要である。 

入口、出口が明確になっており、換気・通気の経路が閉塞されることが無く、空気が滞留せずに速

やかに入れ替わるよう設計、施工するよう留意しなければならない。しかし、各部位の寸法、配置

方法に関しては法律等で定められたものは特になく、施工例や業界規格、基準などで定めているの

みである。それぞれの寸法に関して以下にまとめた。 

 

表 6.1 換気・通気経路の寸法 

部位 開口寸法 設置場所 

外壁通気層入口 10～15mm 土台水切り部、オーバーハング部、下屋雨押え部 

外壁通気層 15～21mm 構造体と外壁材との間 

外壁通気層（横胴縁） 1.82ｍにつき 30mm

程度 

横胴縁の通気間隔 

外壁通気層（開口部周

辺） 

30mm 程度 通気層と開口部周りの下地の隙間 

外壁通気層出口 部材による 軒天見切 

屋根通気層 30mm 以上 屋根断熱層の外側と下葺材の間 

 

外壁通気層の出口を軒裏換気口や小屋裏換気口と兼用する場合は、それぞれの開口寸法及び配置

による。外壁通気層や屋根通気層はそれぞれの部位全体に配置されている為、出入口の配置も外皮全

体に配置されることが望ましい。しかし、小屋裏換気孔の必要最小限の基準で棟換気口等を設置する

と換気部材が一部に集中する場合がある。その際、小屋裏界壁など独立した空間が無いか、全体が連

通しているかを計画段階で検討して換気口の位置や数量を考慮する必要がある。 

 

 換気口・通気口の防水性評価方法 

換気口及び通気口の防水評価方法に関してはＪＩＳ規格のように決められた評価方法はない

が、公的な試験機関の評価方法などで行われている評価方法などを参考に屋根換気メーカー協会

で以下の評価方法を規格に定めている。 

（1）,（2）の何れかの試験を行い、試験規格を満たすものとする。 

 

（1）送風散水方式による評価 

JASS12（2004）に規定する送風散水装置を用い、施工状態の水漏れ判定を行う。 

試験条件、試験体数：風速20ｍ/ｓ、散水量4L/㎡･min、時間10分 Ｎ＝1 

 

（2）圧力箱方式による評価 

JASS12（2004）に規定する圧力箱装置を用い、施工状態の水漏れ判定を行う。 

試験条件、試験体数：圧力 1470Pa、散水量 4L/㎡･min、時間 20 分 Ｎ＝1 
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8. 今後の課題 

防耐火に関わる規定と通気や換気の両立が難しい事例を以下に示す。 

8.1 小屋裏換気の外壁貫通部防火被覆 

外壁を貫通する換気装置は、外部空間と居室空間を通じる前提にあるとのことで図 8.1.1の

様に、風道部の防火被覆材と壁および天井の防火被覆材との連続性を要求される。外部空間と

小屋裏を通じる場合、小屋裏は壁や天井の防火被覆材よりも躯体内側の空間であるため、風道

部の防火被覆材は図 8.1.2の様に貫通端部で止まり連続性を得られない。そのため防耐火構造

に適合しないとみなされ、小屋裏に換気装置を設置できない事例がある。 

また別の事例として、平成 12年建設省告示第 1369号に定める厚さ 1.5㎜以上の鋼板製防火

ダンパーを有する換気装置であれば特定防火設備としてみなし、外部空間と小屋裏を通じる場

合も適合と認められることがある。だが防火ダンパーは温度ヒューズの定期交換が定められて

おり、個人宅の高所に設置するのは定期交換実施の確実性および費用の面で不安が残る。 

なお熱膨張材により遮炎する維持保全が容易な製品も市場にはあるが、当該換気装置の評価

判断基準が無いとして使用を認められないことも少なくない。 

 

       
図 8.1.1 居室の換気         図 8.1.2 小屋裏の換気 

 

8.2 壁内通気部材の外壁貫通部防火被覆 

前述の通り外壁を貫通する換気装置は、外部空間と居室空間を通じる前提にあるとのことで

図 8.2.1の様に、風道部の防火被覆材と壁および天井の防火被覆材との連続性を要求される。 

写真 8.2.1の様に外壁面に外部空間と外壁内部（通気層）を通じる部材を設ける場合、部材

は外装材と軒天材いわゆる防火被覆の連続性を妨げることになる。そのため防耐火構造に適合

しないとみなされ、外壁に通気部材を設置できない事例がある。 

 

       

図 8.2.1 居室換気断面    写真 8.2.1 軒下通気例  図 8.2.2 軒下通気断面 



第ⅩⅢ章 換気・通気計画ガイドライン（案） 

第 XⅢ章－39 

外壁に通気層を設ける効果は幾つかあるが、最たる効果は水分の拡散排出経路になることであ

る。住宅に潜水艦ほどの防水性は無く、構造体内部には外界からあるいは室内側から何らかの水

分が浸透してくると考えて相違なく、浸透浸入した水分は通気層などを活かして円滑に拡散排出

しなければならない。もしも構造体内部の高湿度環境が長く続けば、木材腐朽や金属腐食のリス

クは急激に高くなることが本共同研究でも明らかにされた。梅雨時に食品をはじめ色々なものが

黴びやすいことを想像するとイメージされやすいかもしれない。 

図8.2.3の様に多層の面材で覆われる構造体は、通気層を有していても浸透した水分の排出に時

間がかかる。木造の大型建築物が増え、複数枚の厚い面材で被覆される耐火構造が増える昨今こ

そ、防耐火と耐久性の両立を再考する機会にある。 

 

図8.2.3 木造耐火構造のリスクイメージ 

 

8.3 サッシおよび換気扇等の貫通部まわり止水措置 

雨水浸入を防止するため、サッシまわりおよび換気扇等のまわりには写真 8.3.1のようにシ

ーリングを施す場合がある。耐久性向上のためには望ましいが、シーリングは図 8.3.1 に示す

よう防火被覆である外装材と防火設備であるサッシ等の間に施されるため、外装材と防火設備

は連続しないことになる。 

防火設備の認定評価方法では、サッシフィンは評価対象外、つまり外装材に覆われるという

想定にあり、上記の外装材と防火設備であるサッシが連続しないことは防耐火規定に適合しな

いと指摘されることも起こり得る。 

もし外装材の防耐火認定書にシーリング目地が記載されていれば適合していると言えるだろ

うが、多様な納まりを想定してか、一般的にモルタル外壁の防耐火認定書にシーリング目地は

記載されていない。 

 

          

写真 8.3.1 サッシまわりシーリング       図 8.3.1 サッシまわり断面 
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8.4 外壁通気層内のファイヤーストップ 

延焼を抑制するため、外壁の通気層内にファイヤーストップとして図 8.4.1のように解説書

の例示にある横胴縁を設けるケースは多い。通気層内に横方向に設ける材は、延焼防止には有

効であるとしても通気を阻害するものであり、かつ浸入雨水の円滑な流れを妨げ、留め付け部

分から躯体内に水を呼び込むこともあるため、耐久性の観点で言えば止水材を重ねるなどの工

夫が望まれる。しかし工夫は、例示に無い有機可燃物が増えるなど、適格判断をより難しくす

る。 

 

図 8.4.1 ファイヤーストップ（横胴縁） 

 

下記写真は、壁下地と透湿防水シートの間に紙を挟み、縦胴縁をくぎで留め付け、散水後に

透湿防水シートの裏まで水が染み入るかどうか、簡易的に評価した際のものである。 

   
写真 8.4.1 縦胴縁釘留め（散水前）   写真 8.4.2 透湿防水シート取り外し（散水後） 

 

8.5 パラペットおよびバルコニー手すり壁の通気換気措置 

過去の震災において都市部では火災により甚大な被害が発生している。火災の延焼と類焼を

抑えるためには、防火被覆である外装材が健全に保たれることが望ましく、少なくとも外装材

が剥落するようなことは防止しなければならない。そのためには外装材が固定されている下地

材および構造躯体が腐朽腐食しない環境を維持することが不可欠となる。 

パラペットやバルコニー手すり壁は、笠木や外装材などの外皮裏側に雨水が浸入しやすく、

直射日光を受ける部位であるため外皮の裏側は高温高湿になりやすい部位である。また外皮と

躯体とは輻射の影響や時間差により必ず温度差を生じるものであるから適切な通気換気措置を

講じなければ外皮と躯体の間に結露が発生する可能性も高い。 

これらを知り得て、耐久性向上の措置としてバルコニー手すり壁に壁通気部材、パラペット

に壁通気部材または小屋裏換気装置を施すことが一般化してきた。それに伴い、効率的な通気
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換気を目的とした様々な形状の通気換気部材が実用化されている。図8.5.1はその一例の概念図

である。 

 

図8.5.1 通気層内への換気ガラリ 

 

しかしこれらの部材および装置の防耐火性能を評価する方法は定められていない。 

木造住宅の長寿命化を確保するための開口部とも言える通気部材および換気装置。これらは

防火被覆の連続性を妨げるものとして敬遠されるのではなく、窓と同様に防火設備として単体

の防耐火性能が一定を満たしていれば使用可能と扱われることが望ましい。評価方法などの技

術的な検討も含め、防火設備の評価試験に類似した防耐火認定取得の道筋策定が急務と考えら

れる。 

 

8.6 屋根を開口とする小屋裏換気（換気棟） 

防火地域または準防火地域内の建築物の屋根は、「不燃材料で造るか、又はふくこと」と建築

基準法第 63 条に基づく平成 12年建設省告示第 1365号の記載がある。屋根に設ける換気口いわ

ゆる換気棟も、不燃材でつくるか、不燃材で表面を完全に覆えば、概ね認められているが、何

らかの遮炎性能を有しなければ設置を認めないことがある。しかし現在、換気棟に適応する大

臣認定や評価試験方法は存在しない。 

防火設備（開口部）の基準を引用し、平成 12年建設省告示第 1369 号に示す 1.5㎜厚さ以上

の鋼板でつくる防火ダンパーを設けるよう指導されることがあるが、高所であるにもかかわら

ず可動部の清掃や定期的な温度ヒューズの交換など維持保全が必要とされるものを、個人が所

有管理する住宅に対して提案することは厳しい。 

 

8.7 軒先の換気部材 

軒裏に相当しない軒先換気部材は概ね使用を認められるが、個別の防耐火認定を求める場合

もある。もし、個別の防耐火認定を求められ評価試験を受験するとしても、現在の評価試験は

周辺部材全てを含めて加熱するため、図 8.7.1 のような軒先換気部材を設置した軒先を加熱す

ると軒先換気部材の防耐火性能によらず、野地板先端の燃焼試験となり野地板が木材であると

合格しない。また周辺部材全てを含めて評価するため、ひとつでも使用材料が変更になると、

その評価による認定は使用できず市場流通には適さない評価および認定になり得る。 
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地震時において、外皮の劣化による外装材の脱落を防ぐことは、耐久性だけではなく、都市

火災を防ぐ面からも重要な課題と思われる。今後において、防耐火の関係者と耐久性の関係者

との協議により、防耐火性と耐久性を両立させることが望まれる。 

 

 

図8.7.1 軒先換気部材の一例概念図 
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