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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天井梁の上に長手方向に沿って配置された小屋壁パネルに互いに隣合う屋根パネルを取
り付ける構造であって、
　前記隣合う屋根パネルは、それぞれ互いに近接する端面から突出する受部を有し、これ
らの受部の下面は前記小屋壁パネルの上端面に当接する第一当接面とされ、
　前記端面の前記受部より下方の部分は前記小屋壁パネルの上端面と交差する側面に対向
するとともに前記小屋壁パネルと前記屋根パネルとの水平方向の位置を規制する第二当接
面とされる
　ことを特徴とする屋根パネルの取付構造。
【請求項２】
　請求項１に記載された屋根パネルの取付構造において、
　前記受部の上に束が配置され、前記束の上にデッキが配置される
　ことを特徴とする屋根パネルの取付構造。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載された屋根パネルの取付構造において、
　前記受部と前記小屋壁パネルとが接着剤で互いに接着される
　ことを特徴とする屋根パネルの取付構造。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載された屋根パネルの取付構造において、
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　前記小屋壁パネルは前記天井梁と対向する下面に第一突出部を有し、
　前記天井梁は前記小屋壁パネルと対向する側面に前記第一突出部を受ける第二突出部を
有し、
　前記第一突出部と前記第二突出部とが接合される
　ことを特徴とする屋根パネルの取付構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、屋根パネルの取付構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　屋根を複数枚の屋根パネルから構成する建物が知られており、これらの屋根パネルは、
種々の構造によって建物本体に取り付けられている。
　屋根パネルの取付構造の従来例として、屋根梁に溝形鋼からなる接合部材を複数設け、
接合部材に溝形鋼の取付部材を設け、取付部材に屋根パネルを取り付ける屋根構造がある
（特許文献１）。
　特許文献１の従来例では、屋根パネルは、デッキプレートと、デッキプレートの下面に
互いに平行に取り付けられた複数の横桟フレームとを備えており、横桟フレームの端部が
取付部材に支持される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１９７９４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の従来例では、屋根パネルは、複数箇所に配置された取付部材及び接合部材
を介して屋根梁に支持される。そのため、屋根パネルに上下方向及び水平方向の力が生じ
ると、これらの力が取付部材及び接合部材に集中することになり、確実に屋根梁に伝達さ
れるとは限らない。
　しかも、取付部材が溝形鋼から形成されているため、溝部分に隣合う屋根パネルのうち
横桟フレームの互いに近接する端部同士を設置するにあたり、溝長手方向の動きを規制す
るものがない。そのため、屋根パネルの位置決めが容易ではない。
【０００５】
　本発明の目的は、屋根パネルの位置決めを容易に行うことができる屋根パネルの取付構
造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の屋根パネルの取付構造は、天井梁の上に長手方向に沿って配置された小屋壁パ
ネルに互いに隣合う屋根パネルを取り付ける構造であって、前記隣合う屋根パネルは、そ
れぞれ互いに近接する端面から突出する受部を有し、これらの受部の下面は前記小屋壁パ
ネルの上端面に当接する第一当接面とされ、前記端面の前記受部より下方の部分は前記小
屋壁パネルの上端面と交差する側面に対向するとともに前記小屋壁パネルと前記屋根パネ
ルとの水平方向の位置を規制する第二当接面とされることを特徴とする。
【０００７】
　本発明では、屋根パネルの第一当接面と第二当接面との交差部分が小屋壁パネルの上端
面と側面とが交差する角部に当てるようにすることで、位置決めが容易に行える。
　しかも、第一当接面及び第二当接面を屋根パネルに形成することで、屋根パネルに生じ
る上下方向と水平方向の力が小屋壁パネルの水平方向に渡って伝達される。小屋壁パネル
は天井梁の長手方向に沿って設けられていることから、小屋壁パネルに伝わった力は建物
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躯体である天井梁に伝達される。
【０００８】
　本発明では、前記受部の上に束が配置され、前記束の上にデッキが配置される構成が好
ましい。
　この構成では、隣合う屋根パネルの直線上の継ぎ目が天井梁の長手方向に沿っているの
で、この継ぎ目に束を設けることで、デッキの荷重が確実に天井梁に伝達される。
【０００９】
　本発明では、前記受部と前記小屋壁パネルとが接着剤で互いに接着される構成が好まし
い。
　この構成では、現場での屋根パネルの設置工事が容易に行える。例えば、屋根パネルが
接着剤によって仮固定された状態となるので、釘打ちする際に、屋根パネルがずれること
がないので、作業が容易となる。
【００１０】
　本発明では、前記小屋壁パネルは前記天井梁と対向する下面に第一突出部を有し、前記
天井梁は前記小屋壁パネルと対向する側面に前記第一突出部を受ける第二突出部を有し、
前記第一突出部と前記第二突出部とが接合される構成が好ましい。
　この構成では、小屋壁パネルの水平方向の荷重を天井梁に確実に伝達することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態にかかる建物の概略図。
【図２】建物の室内外の境界部分を示す断面図。
【図３】基礎、土台及び外壁パネルの接合状態を示す断面図。
【図４】建物の１階と２階との境界部分を示す断面図。
【図５】建物の２階と屋根との接合状態を示す断面図。
【図６】柱と外壁パネルとの接合状態を示す断面図。
【図７】外壁パネルを示すもので、（Ａ）は水平断面図、（Ｂ）は正面図、（Ｃ）は鉛直
断面図。
【図８】屋根パネルと梁との接合状態を示す断面図。
【図９】図１のIX-IX線断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１は本実施形態の建物の全体の概略構成を示す。
　図１において、建物は、基礎１と、基礎１の上に設置された建物本体２と、建物本体２
の上に設置された屋根３と、屋根３の上に設置されたデッキ４とを備えた２階建ての木造
建築物である。
　建物本体２は、基礎１の上に配置された複数の土台５と、これらの土台５にそれぞれ立
設された柱６と、隣合う柱６を連結する梁７と、土台５の間に設けられた一階床パネル８
１と、隣合う梁７の間に設けられた二階床パネル８２及び二階天井パネル８３と、隣合う
柱６の間であって建物外部に面して設けられた平面矩形状の外壁パネル９とを有する。な
お、建物外周部を構成する梁７は胴差しである。
　本実施形態では、土台５、柱６及び梁７がそれぞれ軸材を構成する。外壁パネル９は耐
力パネルである。
【００１３】
　屋根３は、妻側に下り傾斜した傾斜屋根であって、２階部分の複数の梁７の上にそれぞ
れ設けられた小屋壁パネル３１と、小屋壁パネル３１に支持固定された屋根パネル３２と
、を備えている。なお、屋根パネル３２は、図１で示される通り、下り傾斜方向に複数枚
（図では２枚）が並んで配置されているだけでなく、水平方向（図１の紙面貫通方向）に
も複数枚が並んで配置されている。
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　デッキ４は、屋根パネル３２に設けられた複数の束４１と、これらの束４１に支持固定
された床材４２とを有する。束４１は屋根パネル３２に図示しない金具で固定されている
。図１では、金具による束４１の固定位置は隣合う屋根パネルの継ぎ目の部分であるが、
本実施形態はこれに限定されるものではない。
【００１４】
　図２から図５には本実施形態の要部が示されている。
　図２において、基礎１は、フーチング１Ａの上に基礎梁１Ｂが設けられた構造である。
　基礎梁１Ｂの上には、断面矩形状の基礎パッキン１Ｃが配置されている。基礎パッキン
１Ｃの上には土台５が配置され、土台５の上には１階と２階との境界部分の梁７が配置さ
れている。梁７の上には、２階の天井部分を構成する梁７が配置されている。
　土台５と、その直上の梁７との間、及び、上下に配置された梁７の間には、それぞれ外
壁パネル９が配置されている。
【００１５】
　図３には、基礎１、土台５及び外壁パネル９の接合状態が示されている。
　図３において、土台５の上に配置された外壁パネル９は、土台５と対向する下側面に断
面矩形状の突出部９Ａを有する。
　土台５は、その長手方向が基礎梁１Ｂの梁長手方向（図２中紙面貫通方向）に沿って配
置されており、梁長手方向と直交する断面矩形状の本体５０と、外壁パネル９と対向する
上側面に形成され突出部９Ａを受ける断面矩形状の受材５Ａと、土台５の室内側面に形成
された断面矩形状の突起５Ｃとを有する。土台５の室外側面は、基礎１の室外側面に対し
て室内に向けて後退している。
【００１６】
　突出部９Ａは室外側に配置されている。突出部９Ａの室外側面は土台５の室外側面と同
一面にある。
　受材５Ａは、土台５の上面のうち中心から室内側端部にかけて形成されている。受材５
Ａの室内側面は土台５の室内側面と同一面にある。
　受材５Ａと突出部９Ａとの高さ寸法は同じであり、受材５Ａと突出部９Ａとの室内外方
向の寸法は、土台５の室内外方向の寸法と同じである。
【００１７】
　土台５は、受材５Ａの室外方向に隣接した上面が凹部５Ｂとされ、凹部５Ｂから基礎１
と対向する下面にかけてボルト３０が貫通している。
　ボルト３０は、その先端部が基礎１に係合されており、その頭部３０Ａが凹部５Ｂに埋
設されている。ボルト３０は、基礎パッキン１Ｃを貫通している。
　凹部５Ｂと突出部９Ａの下面との間、突出部９Ａと受材５Ａとの側面同士の間、受材５
Ａと外壁パネル９の下面との間は、それぞれ図示しない接着剤で互いに接着固定されてい
る。さらに、突出部９Ａの室外側面から受材５Ａにかけて、釘Ｂで固定されている。
【００１８】
　土台５と基礎１との室外側面には外壁合板５１が設けられている。
　外壁合板５１は、土台５の室外側面に接する第一板材５１１と、第一板材５１１の室外
側に面する第二板材５１２とが重なった構造である。
　第一板材５１１は、その上端部が突出部９Ａの室外側面に接している。第二板材５１２
は、その下端が第一板材５１１の下端より下方に延びている。第二板材５１２の下端部と
土台５との間には水切り１Ｄの上端部が設けられている。水切り１Ｄは、その上端部が図
示しない釘で土台５に留付されており、その中央部から下端部にかけて基礎パッキン１Ｃ
及び基礎梁１Ｂの上端部の室外側を覆っている。第二板材５１２の室外側面は外壁パネル
９の室外側面と同一面上にある。
　第二板材５１２の上端面と外壁パネル９の下面との間には目地ガスケット９０が設けら
れている。
【００１９】
　一階床パネル８１は、水平面内で矩形状に組み合わされた枠材８Ａの上下面に面材８Ｂ
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が設けられた構造である。上下の面材８Ｂの間には断熱材８Ｃが収納されている。
　一階床パネル８１の室外側面には、突起５Ｃに係合する突起８０が形成されている。
　突起８０は、突起５Ｃより上方に配置されており、突起８０と突起５Ｃとの上下方向の
寸法の合計は一階床パネル８１の厚さ寸法と同じである。一階床パネル８１と土台５とは
、必要に応じて図示しない接着剤で接着固定されている。さらに、突起８０から突起５Ｃ
にかけて図示しない釘で固定されている。
　突起８０の上には、板状の調整材５２が設けられている。調整材５２は、土台５の室内
側面の上部及び外壁パネル９の室内側面の下端部を覆っている。
　なお、一階床パネル８１の他端側の構造は、図３で示される構造と同じである。
【００２０】
　図４には建物の１階と２階との境界部分が示されている。
　図４において、１階の外壁パネル９の上端部は、図３で示される外壁パネル９の下端部
と同様の構造である。
　梁７は、断面矩形状の本体７０と、本体７０の上下面にそれぞれ設けられた受材７Ａと
、本体７０の二階床パネル８２側に設けられた突起７Ｃとを有する。
　受材７Ａは、梁７の上面と下面のうちそれぞれ中心から室外側端部にかけて形成されて
おり、その断面形状が矩形状である。
　受材７Ａと突出部９Ａとの高さ寸法は同じであり、受材７Ａと突出部９Ａとの室内外方
向の寸法は、梁７の室内外方向の寸法と同じである。
　梁７の下端部と１階の外壁パネル９の上端部とは図示しない接着剤で互いに接着固定さ
れている。突出部９Ａの室外側面から受材７Ａにかけて、釘Ｂで釘打ちされている。
【００２１】
　梁７の室外側面は、外壁パネル９の室外側面に対して室内に向けて後退している。
　梁７の室外側面には外壁合板５１が設けられている。外壁合板５１は、梁７の室外側面
に接する第一板材５１１と、第一板材５１１の室外側に面する第二板材５１２とが重なっ
た構造である。
　第一板材５１１は、その上端部と下端部とがそれぞれ突出部９Ａの室外側面に接してい
る。
　第二板材５１２の室外側面は外壁パネル９の室外側面と同一面上にある。
【００２２】
　二階床パネル８２は、一階床パネル８１と同じ構造である。
　二階床パネル８２の室外側面には突起７Ｃに係合する突起８０が形成されている。
　突起８０は突起７Ｃより上方に配置されており、突起８０と突起７Ｃとの上下方向の寸
法の合計は二階床パネル８２の厚さ寸法と同じである。二階床パネル８２と梁７とは、必
要に応じて図示しない接着剤で接着固定されており、さらに、図示しない釘で突起８０と
突起７Ｃとが釘打ちされている。
　突起８０の上には調整材５２が設けられている。調整材５２は、梁７の室内側面の上部
及び外壁パネル９の室内側面の下端部を覆っている。
　二階床パネル８２と梁７との隅部には回り縁５３が設けられている。
【００２３】
　図５には建物の２階と屋根との接合状態が示されている。
　図５において、２階の外壁パネル９の上端部と梁７との接合構造は、図４で示される外
壁パネル９の上端部と梁７との接合構造と同じである。
　梁７は、断面矩形状の本体７０と、本体７０の下面に設けられた受材７Ａと、本体７０
の二階天井パネル８３側に設けられた突起７Ｃと、本体７０の上面に設けられた断面矩形
状の突起７Ｄとを有する。突起７Ｄは本体７０の長手方向に沿って形成されている。
　梁７の室外側面には外壁合板５１が設けられている。外壁合板５１は、第一板材５１１
及び第二板材５１２を有し、第一板材５１１は、その上端部が突起７Ｄの室外側面と接し
、その下端部が突出部９Ａの室外側面に接している。
　二階天井パネル８３は、二階床パネル８２と同じ構造である。
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　二階天井パネル８３と梁７との隅部には回り縁５３が設けられている。
【００２４】
　図６には柱と外壁パネルとの接合状態が示されている。
　図６において、外壁パネル９は、柱６を挟んで同一平面内にそれぞれ配置されている。
　柱６は、断面矩形状の本体６０と、本体６０の互いに反対側に位置する側面にそれぞれ
設けられた受材６Ａとを有する。
　外壁パネル９は、柱６と対向する面に突出部９Ａを有する。突出部９Ａ、柱６及び外壁
パネル９の室内側面は面一（同一面）であり、これらの室内側面には図示しない内装材（
クロス）が貼り付けられている。
　受材６Ａは、柱６の室内外方向に沿った側面のうち中心から室内側端部にかけて形成さ
れており、その断面形状が矩形状である。
【００２５】
　受材６Ａと突出部９Ａとの厚み寸法（室内外方向と直交する方向の寸法）は、同じであ
り、受材６Ａと突出部９Ａとの室内外方向の合計寸法は、柱６の室内外方向の寸法と同じ
である。
　柱６と外壁パネル９とは図示しない接着剤で互いに接着固定されている。突出部９Ａの
室外側面から受材６Ａにかけて、釘Ｂで釘打ちされている。
　柱６の室外側面は、外壁パネル９の室外側面に対して室内に向けて後退している。
　梁７の室外側面には外壁合板５１が設けられている。外壁合板５１は、柱６の室外側面
に接する第一板材５１１と、第一板材５１１の室外側に面する第二板材５１２とが重なっ
た構造である。第一板材５１１は、その両側部が突出部９Ａの室外側面に接している。
【００２６】
　図７には、外壁パネル９の構成が示されている。
　図７において、外壁パネル９は、平面矩形状に組み合わされた枠材９１と、枠材９１の
室内外に設けられた面材９２と、面材９２の間に設けられた芯材９３と、枠材９１、面材
９２及び芯材９３で囲われた空間に配置された断熱材９４と、室外側に位置する面材９２
に設けられた面状の外壁材９５と、を備えている。
　枠材９１の外周部は、突出部９Ａを備え、突出部９Ａは、上部、下部、左右の側面部に
それぞれ延びて形成されている。
　外壁材９５の室外側の面は外壁合板５１の室外側面と同一面内にある。
【００２７】
　図１、図５、図８及び図９に基づいて、屋根３の構造を説明する。
　図１において、２階天井部分に位置する梁７は天井梁であり、この梁７は、棟側と、軒
側と、棟と軒との間との合計５箇所に配置されている。これらの梁７にそれぞれ小屋壁パ
ネル３１が梁長手方向に沿って配置されている。
　複数の小屋壁パネル３１のうち互いに隣合う小屋壁パネル３１に屋根パネル３２の上端
部と下端部とが支持されている。
【００２８】
　軒側の小屋壁パネル３１と、この小屋壁パネル３１に隣接する小屋壁パネル３１とに支
持される屋根パネル３２の構造が図５と図８とに分けて示されている。図８には、屋根パ
ネル３２と梁７との接合状態が示されている。
　図５及び図８において、屋根パネル３２は、平面矩形状に組み合わされた枠材３２０と
、枠材３２０に設けられた下地材３２１と、下地材３２１の表面に設けられた図示しない
屋根材とを備えている。
【００２９】
　軒側に位置する枠材３２０には、梁７の突起７Ｄに係合する断面矩形状の突起３２２が
設けられている（図５参照）。突起３２２は梁７の長手方向に沿って形成されている。突
起３２２は突起７Ｄより上方に位置するものであり、突起３２２の下面が突起７Ｄの上面
に当接する。
　突起３２２と突起７Ｄとは図示しない接着剤と釘によって互いに固定されている。
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　棟側に位置する枠材３２０のうち下方には、突起３２３が梁７の長手方向に沿って設け
られている。突起３２３は、断面矩形状である（図８参照）。
【００３０】
　図８において、小屋壁パネル３１は、上下に配置された枠材３１０と、これらの枠材３
１０の両側に取り付けられた面材３１１と、下方の枠材３１０であって梁７と対向する下
面に設けられた断面矩形状の第一突出部３１２とを有する。第一突出部３１２は梁７の長
手方向に沿って形成されている。
　梁７は、本体７０の上面に断面矩形状の第二突出部７Ｅが配置され、第二突出部７Ｅは
、釘Ｂで本体７０に取り付けられている。第一突出部３１２と第二突出部７Ｅとは互いに
係合されている。
　第二突出部７Ｅは梁７の長手方向に沿って形成されている。第二突出部７Ｅの上面は小
屋壁パネル３１の下方の枠材３１０に当接され、第二突出部７Ｅの側面は小屋壁パネル３
１の第一突出部３１２の側面に当接されている。第一突出部３１２は釘Ｂで第二突出部７
Ｅに取り付けられている。
　棟側の屋根パネル３２の突起３２３は、釘Ｂで小屋壁パネル３１の上方の枠材３１０に
固定されている。軒側の屋根パネル３２の突起３２３は、その下面で棟側の屋根パネル３
２の突起３２３の上面に当接するものであり、突起３２２は釘Ｂで突起３２３に固定され
ている。なお、突起３２２と突起３２３とのパネル厚さ方向の寸法は屋根パネル３２自体
の厚さと等しい。
【００３１】
　図９は、図１のIX-IX線に沿った断面図であり、デッキと棟に位置する梁との接合状態
が示されている。
　図９において、束４１は、束本体４１１と、束本体４１１の上に設けられた大引４１２
とを有する。大引４１２の上に床材４２が配置されている。
　床材４２は、水平方向に隙間をもって並んで配置された複数の板材４２０を備える。
　隣合う屋根パネル３２は、それぞれ互いに近接する枠材３２０の端面３２Ｅから突出す
る受部３２４を有する。受部３２４は、断面矩形状に形成されており、その上面は下地材
３２１の上面と同一面とされており、その下面は端面３２Ｅと直交している。受部３２４
と小屋壁パネル３１とは図示しない接着剤で互いに接着固定されている。そして、受部３
２４は小屋壁パネル３１の枠材３１０に釘Ｂで固定されている。
【００３２】
　隣合う屋根パネル３２の受部３２４の先端面は互いに対向する。これらの受部３２４の
上面は束本体４１１の下端面に当接される。
　これらの受部３２４の下面は、それぞれ小屋壁パネル３１の上端に配置された枠材３１
０の上端面３１Ａに当接する第一当接面３２Ａとされる。
　屋根パネル３２の端面３２Ｅの受部３２４より下方の部分は、小屋壁パネル３１の上端
面３１Ａと直交する側面に対向する第二当接面３２Ｂとされる。第二当接面３２Ｂは小屋
壁パネル３１と屋根パネル３２との水平方向の位置を規制するものである。
【００３３】
　並んで配置された受部３２４の水平方向（図９の左右方向）の寸法と、小屋壁パネル３
１の水平方向（図９の左右方向）の寸法と、束本体４１１の水平方向（図９の左右方向）
の寸法とは、それぞれ同じである。
　小屋壁パネル３１と梁７との接合構造は図８で示された接合構造と同じである。つまり
、小屋壁パネル３１の下方の枠材３１０であって梁７と対向する下面に第一突出部３１２
が設けられ、第一突出部３１２に係合する第二突出部７Ｅが梁７の本体７０の上面に設け
られている。
【００３４】
　以上の構成の本実施形態では、次の作用効果を奏することができる。
（１）隣合う屋根パネル３２は、それぞれ互いに近接する端面３２Ｅから突出する受部３
２４を有し、これらの受部３２４の下面は小屋壁パネル３１の上端面に当接する第一当接
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面３２Ａとされ、端面３２Ｅの受部３２４より下方の部分は小屋壁パネル３１の上端面と
交差する側面に対向する第二当接面３２Ｂとされ、第二当接面３２Ｂは小屋壁パネル３１
と屋根パネル３２との水平方向の位置を規制する。屋根パネル３２の第一当接面３２Ａと
第二当接面３２Ｂとの交差部分が小屋壁パネル３１の角部に当てるようにすることで、位
置決めが容易に行える。しかも、第一当接面３２Ａ及び第二当接面３２Ｂを屋根パネル３
２に形成することで、屋根パネル３２に生じる上下方向と水平方向の力が小屋壁パネル３
１の水平方向に渡って伝達されることから、小屋壁パネル３１に伝わった力は梁７に伝達
されるので、耐震強度を大きなものにできる。
【００３５】
（２）受部３２４の上に束４１が配置され、束４１の上にデッキ４が配置されるから、隣
合う屋根パネル３２の継ぎ目に束４１が設けられることになり、デッキ４の荷重が確実に
梁７及び柱６に伝達される。
【００３６】
（３）受部３２４と小屋壁パネル３１とが接着剤で互いに接着されるから現場での屋根パ
ネル３２の設置工事が容易に行える。
【００３７】
（４）小屋壁パネル３１の梁７と対向する下面に設けられた第一突出部３１２と、梁７の
小屋壁パネル３１と対向する側面に設けられた第二突出部７Ｅとが接合される構成である
ため、小屋壁パネル３１の水平方向の荷重を天井梁に確実に伝達することができる。
【００３８】
（５）外壁パネル９は、土台５、柱６、梁７と対向する側面に突出部９Ａを有し、土台５
、柱６、梁７は、外壁パネル９と対向する側面に突出部９Ａを受ける受材５Ａ，６Ａ，７
Ａを有する。突出部９Ａと受材５Ａ，６Ａ，７Ａの一方が室内側に配置され、突出部９Ａ
と受材５Ａ，６Ａ，７Ａの他方が室外側に配置され、かつ、突出部９Ａと受材５Ａ，６Ａ
，７Ａとが接合される。そのため、受材５Ａ，６Ａ，７Ａは、土台５、柱６、梁７の側面
に設けられ、突出部９Ａが外壁パネル９の側面に設けられているので、外壁パネル９の位
置決めが容易となる。土台５、柱６、梁７と外壁パネル９との合計の厚みが薄くなるので
、室内空間自体を広くできる。外壁パネル９の側面に突出部９Ａを設けるため、耐力パネ
ルとしての有効な寸法を維持することができる。
【００３９】
（６）柱６の互いに反対側に位置する側面に受材６Ａが設けられ、外壁パネル９は、柱６
を挟んで複数が同一平面内に配置され、突出部９Ａと柱６との室内側面が面一（同一面）
としたので、柱６と外壁パネル９との間であっての室内側面に段差がなくなる。そのため
、柱６と外壁パネル９とに連続して下地材（クロス）を貼ることができるので、建物の内
装工事が容易となる。
【００４０】
（７）突出部９Ａと受材５Ａ，６Ａ，７Ａとが接着剤で互いに接着されているから、現場
での外壁パネル９を釘打ちする場合に、外壁パネル９が仮固定されることになり、建物の
施工が容易となる。
【００４１】
（８）基礎１の上に配置された土台５は、受材５Ａの室内外方向に隣接した凹部５Ｂを有
し、凹部５Ｂにボルト３０が取り付けられ、ボルト３０の先端部が基礎１に係合される。
そのため、受材５Ａが設けられるボルト３０の取付位置を外しているから、大きな力がか
かる受材５Ａにボルト３０を貫通させるための孔を形成する必要がないため、外壁パネル
９を支持する受材５Ａの強度が低下することがない。
【００４２】
（９）受材５Ａ，６Ａ，７Ａは室内側に配置され、突出部９Ａは室外側に配置されている
ので、室外側から外壁パネル９を土台５、柱６、梁７に取り付ける作業が可能となる。
【００４３】
（１０）外壁パネル９は、外壁材９５を有し、突出部９Ａとの室外側面とに外壁合板５１
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５と外壁合板５１との外面が面一となるので、建物の外観が良好となる。
【００４４】
（１１）外壁合板５１の端面と外壁パネル９の端面との間に目地ガスケット９０が設けら
れているので、外壁合板５１と外壁パネル９との間の隙間からの水の浸入を防止できる。
【００４５】
（１２）土台５、梁７の側面にはそれぞれ突起５Ｃ，７Ｃが設けられ、一階床パネル８１
及び二階床パネル８２の室外側面には、それぞれ突起５Ｃに係合する突起８０が形成され
ている。そのため、一階床パネル８１及び二階床パネル８２を土台５や梁７に設置しやす
いものとなる。
【００４６】
　なお、本発明は前述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる
範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
　例えば、前記実施形態では、外壁パネル９は、土台５、柱６、梁７と対向する側面に突
出部９Ａを有し、土台５、柱６、梁７は、外壁パネル９と対向する側面に突出部９Ａを受
ける受材５Ａ，６Ａ，７Ａを有する構成としたが、本発明では、これに限定されるもので
はなく、例えば、外壁パネル９と、土台５、柱６、梁７とが互いに対向する面をそれぞれ
平面とし、これらを室内に設けられた金具で支持固定するものでもよい。
【００４７】
　前記実施形態では、屋根パネル３２の受部３２４の上に束４１を配置したが、本発明の
束４１の設置位置は限定されるものではなく、例えば、屋根パネル３２の中心部分に設置
するものでもよい。
　さらに、本発明では、受部３２４と小屋壁パネル３１とを接着剤を用いず、直接釘打ち
する構成としてもよい。
【符号の説明】
【００４８】
　１…基礎、３…屋根、４…デッキ、５…土台、６…柱、７…梁、５Ａ，６Ａ，７Ａ…受
材、５Ｂ…凹部、７Ｅ…第二突出部、３１…小屋壁パネル、３２…屋根パネル、３２Ｅ…
端面、３２４…受部、３２Ａ…第一当接面、３２Ｂ…第二当接面、４１…束、３１２…第
一突出部
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