
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
直方体状の骨組みを有する建物ユニットと、前記建物ユニットの両側にそれぞれ配置され
る楔形状に形成された三角ユニットとにより居室が設けられる小屋根裏に形成され、棟の
両側に傾斜した傾斜屋根面を有するとともに、前記棟の両側が切り欠かれて前記小屋根裏
に設けられた室内の天井高さの応じた高さレベルに略水平となった水平屋根面が設けられ
、
　前記傾斜屋根面は、枠状に形成された骨組みの片面に面材を張り付けた第１の屋根パネ
ルを、前記三角ユニットに沿って傾斜させた状態で複数配列することにより形成され、
　前記水平屋根面は、枠状に形成された骨組みの片面に面材を張り付けた第２の屋根パネ
ルを、前記建物ユニットの端部に接続することで形成され、前記水平屋根面の棟側の端縁
には、枠状に形成された骨組みの片面に面材を張り付けた妻パネルが立設されている
　ことを特徴とする屋根。
【請求項２】
請求項 に記載の屋根において、前記第１の屋根パネル、前記第２の屋根パネル、前記妻
パネル及び三角ユニットは、工場で製作され、建築現場で相互に組み合わされるユニット
であることを特徴とする屋根。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】

10

20

JP 3871780 B2 2007.1.24

１



本発明は、複数の建物ユニットが組み合わされて建築されたユニット式建物等の屋根に関
する。
【０００２】
【背景技術】
従来より、工場で製造した箱状の建物ユニットを、建築現場で複数組み合わせて建築され
るユニット式建物が利用されている。
ユニット式建物を形成する建物ユニットとしては、四隅の柱の上下端を天井梁及び床梁で
連結した直方体状のフレームを有するものが一般的である。
建物ユニットのフレームには、天井梁に支持される天井面材、床梁に支持される床面材及
び部屋を仕切る間仕切り壁棟の内装材や、軽量気泡コンクリート等で形成された外壁材等
が工場で組付けられる。
【０００３】
このようなユニット式建物によれば、工場において、建物ユニットに対して内装材や外壁
材の組付作業までを工場で行い、後は、建物ユニットの接合作業を行うだけで、建物が完
成するようにしているので、建築現場での作業が大幅に削減され、建築工事を短期間で完
了できるメリットが得られる。
一方、このようなユニット式建物において、切妻屋根は、小屋根裏内の骨組みが比較的簡
単なために、多く利用されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような従来の屋根においては、上述のような建築場所による制限、す
なわち、角地、二方向に斜線制限を受ける場合、妻面が垂直に切り立っているので、その
部分が斜線制限の部分を超え、寄棟屋根等への設計の変更を余儀なくされ、その変更に対
応すると、建築現場での作業等が煩雑となるという問題がある。
【０００５】
本発明の目的は、建物に対する斜線制限に容易に対応することができると共に建築現場で
の組立作業を容易に行うことができる屋根を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、図面をも参照して説明すると、

棟の両側に傾斜した傾斜屋根面５０を有するとと
もに、前記棟の両側が切り欠かれて

略水平となった水平屋根面３３Ｂが設けられ

ていることを特徴とする。
　このような本発明では、建築物が、例えば、角地に建築されて二方向に斜線制限を受け
る場合でも斜線内に妻面が垂直に切り立っているためにその制限を回避することができ、
水平屋根面の組付作業を工場で行い、後は、建物ユニット３０への接合作業を行うだけで
、屋根を完成することができるので、建築現場での作業が大幅に削減される。
【０００７】
　以上において、前記屋根は、小屋根裏に居室が設けられ、前記水平屋根面は、前記小屋
根裏に設けられた室内の天井高さの応じた高さレベルに設けられていること
。
　このようにすれば、斜線制限のために屋根の形状の変更、従って、居室空間の縮小を余
儀なくされることがないので通常に居室空間が確実に確保できる。
　また、前記小屋根内には直方体状の骨組みを有する建物ユニットと、楔形状に形成され
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直方体状の骨組みを有する建物ユニットと、
前記建物ユニットの両側にそれぞれ配置される楔形状に形成された三角ユニットとにより
居室が設けられる小屋根裏に形成され、

前記小屋根裏に設けられた室内の天井高さの応じた高
さレベルに 、傾斜屋根面は、枠状に形成され
た骨組みの片面に面材を張り付けた第１の屋根パネルを、前記三角ユニットに沿って傾斜
させた状態で複数配列することにより形成され、水平屋根面は、枠状に形成された骨組み
の片面に面材を張り付けた第２の屋根パネルを、前記建物ユニットの端部に接続すること
で形成され、前記水平屋根面の棟側の端縁には、枠状に形成された骨組みの片面に面材を
張り付けた妻パネルが立設され

を特徴とする



た三角ユニットとが設けられ、前記建物ユニットの両側に前記三角ユニットがそれぞれ配
置されていること 。
　このようにすれば、建物ユニット及び三角ユニットのそれぞれを工場にて製作し、建物
の大きさ、形状に依存してそれらをユニットを任意に組み合わせて現場でそれらを接合作
業をするだけでいいので、建築現場での作業効率が向上し、建築期間を縮小することがで
きる。
【０００８】
　さらに、傾斜屋根面は、枠状に形成された骨組みの片面に面材を張り付けた第１の屋根
パネルを、前記三角ユニットに沿って傾斜させた状態で複数配列することにより形成され
、前記水平屋根面は、枠状に形成された骨組みの片面に面材を張り付けた第２の屋根パネ
ルを、前記建物ユニットの端部に接続することで形成され、前記水平屋根面の棟側の端縁
には、枠状に形成された骨組みの片面に面材を張り付けた妻パネルが立設されていること

　このようにすれば、第１の屋根パネルを配列しその後、第２の屋根パネルを建物ユニッ
トに配置すれば、屋根全体を完成することができ、作業能率を向上することができる。
　また、第１の屋根パネル、前記第２の屋根パネル、前記妻パネル及び三角ユニットは、
工場で製作され、建築現場で相互に組み合わされるユニットであることが好ましい。
　このようにすれば、それぞれの部品を工場で製作し、建築現場ではそれぞれの部品を組
み立てればよいため、建築現場 製作工程を少なくすることができ、全体として作業能
率を向上させることができる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例の一形態を図面に基づいて説明する、
図１及び図２には、本発明の一実施形態に係るユニット式建物１が示されている。このユ
ニット式建物１は、箱状に形成された複数の建物ユニット１０，２０，３０を備えたもの
である。
ユニット式建物１の一階部分は、敷地に設けられた基礎２の上に載置された複数の建物ユ
ニット１０が組み合わされたものである。この一階部分には、玄関４およびカーポート５
が設けられている。
二階部分は、各建物ユニット１０の上に載置された複数の建物ユニット２０が組み合わさ
れたものである。この二階部分の外壁面には、バルコニユニット６が接合され、このバル
コニユニット６により、バルコニが形成されている。
【００１０】
屋根部分３は、各建物ユニット２０の上に配置されるとともに、当該屋根部分の棟に沿っ
て配置された箱状の建物ユニット３０と、これらの建物ユニットの両側に配置された楔状
のフレームを備えた三角屋根ユニット３１と、この三角屋根ユニット３１の傾斜に沿って
配置される平板状のパネル３２とが組み合わされたものであり、その小屋裏内には三階の
居室が形成されている。
この屋根部分３の屋根パネル３２の表面には、複数の太陽電池パネル３２Ｃが取り付けら
れている。
屋根部分３の屋根パネルとしては、一部が省略された屋根パネル３２Ａも採用されている
。この屋根パネル３２Ａの下方において、三角屋根ユニット３１の床が野外に露出してい
る部分が設けられている。この床が屋外に露出した部分は、屋根に設けられるバルコニで
あるルーフバルコニ７となっている。
なお、屋根部分３の棟の端部には、以下に詳述するような屋根部材３３が設けられている
。
【００１１】
一階の建物ユニット１０のうち、図中右側の列の三個の建物ユニット１０は、カーポート
５を形成するカーポートユニット１０Ａ，１０Ｂとなっている。図中左側の列の建物ユニ
ット１０のうち、玄関４を有する建物ユニット１０は、玄関部分の床梁が省略された玄関
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を特徴とする。

での



用建物ユニット１０Ｃとなっている。
また、この玄関用建物ユニット１０Ｃの後方の建物ユニット１０は、図２は示されていな
いが、梁や柱等の軸組材に省略部分のない通常の箱状建物ユニット１０Ｄとなっている。
二階の建物ユニット２０及び三階の建物ユニット３０は一階の建物ユニット１０Ｄと同様
に、梁や柱等の軸組材に省略部分のない通常の箱状建物ユニットとなっている。
【００１２】
図３には、建物ユニット１０Ｄ，２０，３０のフレーム４０が示されている。このフレー
ム４０は、図に示されるように、四隅の柱４１の上下端を天井梁４２および床梁４３で連
結した直方体状の骨組みである。
フレーム４０の天井梁４２としては、長さの異なる天井長辺梁４２Ａ及び天井短辺梁４２
Ｂの二種類が設けられ、フレーム４０の床梁４３としては、天井梁４２と同様に、長さの
異なる床長辺梁４３Ａおよび床短辺梁４３Ｂのに種類が設けられている。対向する天井長
辺梁４２Ａの間には、天井を形成する天井面材（図示省略）を支持するために複数の天井
小梁４４が架け渡されている。
対向する床長辺梁４３Ａの間には、床を形成する床面材（図示省略）を支持するために、
複数の根太４５が架け渡されている。
ユニット式建物は、通常の建物と同様に、いわゆる一階としての第１階層、二階としての
第２階層及び三階としての第３階層、ならびに、一階と二階との間に設けられている中間
層を有している。
【００１３】
建物内部として例えば第１階層を説明する。第１階層には図７の如く、建物１の正面のほ
ぼ中央に設けられた玄関４の奥に玄関ホール８１が設けられている。この玄関ホール８１
の図中右側に、前述のカーポート５が設けられている。この玄関ホール８１の図中右側に
前述のカーポート５が設けられる一方、玄関ホールの図中左方には、建物１のほぼ正面か
ら背面まで達する洋室８２が設けられている。
【００１４】
次に図３、図４及び図５を再び参照して屋根部分３を詳細に説明する。屋根部分３は前述
したように三階の居室を構成する建物ユニット３０の両側に配置された三角屋根ユニット
３１と、三角屋根ユニット３１によって形成された傾斜屋根面５０に沿って配置された第
１の屋根パネルとしての屋根パネル３２とが組み合わされたものである。
屋根部分３の棟の両端には切り欠かれて略水平となった第２の屋根パネルとしての水平屋
根面３３Ｂが形成されている。この水平屋根面３３Ｂは、小屋裏内に設けられた三階の居
室の天井の高さに応じた高さレベルに設けられている。
また、水平屋根面３３Ｂは、枠状に形成された骨組み３３Ｃの片面に面材を張り付け、さ
らに水平屋根面３３Ｂの棟側の端縁に、枠状に形成された骨組み３３Ｄに面材を張り付け
た妻パネル３３Ａが水平屋根面３３Ｂに略垂直方向に立設されている。第１の屋根パネル
３２、第２の屋根パネル３３Ｂ、妻パネル３３Ａ、建物ユニット３０及び三角屋根ユニッ
ト３１は、予め工場で製作され、建築現場で組み合わせられる。
【００１５】
建築現場での屋根部分３の組み立ては次のように行われる。第１の屋根パネル３２を三角
ユニット３１に沿って傾斜させた状態で複数列配列することにより形成し、棟側の端縁に
妻パネルが立設された第２の屋根パネル３３Ｂを建物ユニット端部に接合する。
図６に、このような屋根を形成したときの屋根と斜線制限との関係を示したものである。
本来の屋根の形状であれば、この斜線Ｌを越える部分が本発明による構成を有する屋根を
形成することによって斜線制限を受けることなく、しかも、三階部分の居室の空間を十分
に確保できる。
【００１６】
前述のような本実施例によれば、次のような効果がある。
すなわち、棟の両側に傾斜した傾斜屋根面５０と、前記棟の両側が切り欠かれて略水平と
なった水平屋根面３３Ｂとが設けられているため、棟の端部、すなわち、本来垂直に立っ
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た妻面を制限すべき斜線Ｌの内側に配置することでき、建築現場に応じた斜線制限条件に
容易に対応することができる。
また、小屋根裏に居室が設けられ、前記水平屋根面は、前記小屋根裏に設けられた室内の
天井高さの応じた高さレベルに設けられているため、建物ユニット３０を水平屋根面の高
さに合わせて工場または現場で加工する必要がなく、現場での作業能率が向上する。しか
も斜線制限がある場合でも居室空間を確実に確保できる。
【００１７】
さらに、屋根において、小屋裏内には直方体状の骨組みを有する建物ユニット３０と、楔
形状に形成された三角ユニット３１とが設けられ、建物ユニット３０の両側に前記三角ユ
ニット３１がそれぞれ配置されている。これによって現場での複雑な工程を要することな
く居室部分を形成すると共に、傾斜屋根面を居室部分の両側に容易に形成することができ
る。
【００１８】
また、傾斜屋根面５０は、枠状に形成された骨組みの片面に面材を張り付けた第１の屋根
パネルを、三角ユニット３１に沿って傾斜させた状態で複数配列することにより形成し、
水平屋根面３３Ｂは、枠状に形成された骨組み３３Ｃの片面に面材を張り付けた第２の屋
根パネル３３を、建物ユニット３０の端部に接続することで形成するので、水平屋根面３
３Ｂを容易に建物ユニット３０に配置して、屋根全体を容易に現場で組み立てることがで
きる。水平屋根面３３Ｂの棟側の端縁には、枠状に形成された骨組みの３３Ｄの片面に面
材を張り付けた妻パネル３３Ａが立設されている。従って、水平屋根面３３Ｂを、建物ユ
ニット３０の端部に配置することによってそれと同時に妻パネル３３Ａが棟の端部に配置
されるために現場での組み立て効率が向上する。
第１の屋根パネル３２、第２の屋根パネル３３Ｂ、妻パネル３３Ａ及び三角ユニット３１
は、工場で製作され、建築現場で相互に組み合わされるユニットである。従って、予め工
場で製作したそれぞれのユニットを建築日程に合わせて建築現場に搬送し、組み立てるた
め、建築期間を短縮することができる。
【００１９】
以上本発明について、好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明は、この実施例に限ら
れるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々の改良並びに設計の変
更が可能である。
例えば、種々の他の屋根の形状にも適用できる。
さらにユニット式建物としては、三階建のものに限らず、二階建や四階建のものでもよく
建物の階層数は、実施にあたり、適宜設定すればよい。
【００２０】
【発明の効果】
上述のように、本発明の屋根によれば、建築現場の斜線制限に容易に対応でき、しかも、
建築現場での組立作業を容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の一形態に係るユニット式建物の全体を示す斜視図である。
【図２】同実施形態に係るユニット式建物のユニット構成を示す模式図である。
【図３】同実施形態に係る建物ユニットのフレームを示す斜視図である。
【図４】本発明の実施の一形態に係るユニット式建物の組立法を示す斜視図である。
【図５】本発明の実施の一形態に係るユニット式建物の組立法を示す斜視図である。
【図６】本発明の水平屋根面の構成を示す概略正面図である。
【図７】本発明の実施形態に係るユニット式建物の第１階層の平面図である。
【符号の説明】
１　ユニット式建物
２　基礎
４　玄関
５　カーポート
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６　バルコニユニット
３０　建物ユニット
３１　三角屋根ユニット
３３　屋根パネル
３３Ｂ　水平屋根面
４０　フレーム

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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