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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋根の入隅部を形成したい部分に隣接する位置に支柱で支持する中間梁を取付ける工程
と、前側に開口するパネル嵌合溝の上壁の左右方向の端部を切除した後枠の上壁を切除し
た側の端部を中間梁に取付けることにより入隅側後枠とする工程と、パネル受け付き側枠
を入隅側後枠の上壁を切除した側の端部後面に固定すると共にパネル受けを入隅側後枠の
パネル嵌合溝の下壁と略同一面で連続させて入隅側パネル受け付き側枠とする工程と、端
部用パネル押さえを入隅側後枠のパネル嵌合溝の上壁を切除した側の下壁及び入隅側パネ
ル受け付き側枠に上から取付けることにより入隅側端部用パネル押さえとする工程とを順
次行うことを特徴とする簡易建物の入隅屋根の施工方法。
【請求項２】
　屋根の入隅部を形成したい部分に隣接する位置に支柱で支持する中間梁を取付ける工程
と、前側に開口するパネル嵌合溝の上壁の左側端部と右側端部を切除した後枠を、入隅部
が屋根の左側に位置する場合は入隅部の左右方向寸法に略合わせて左側をカットし、入隅
部が屋根の右側に位置する場合は入隅部の左右方向寸法に略合わせて右側をカットして、
上壁を切除した側の端部を中間梁に取付けることにより入隅側後枠とする工程と、パネル
受け付き側枠を入隅部の前後方向寸法に略合わせてカットし、入隅側後枠の上壁を切除し
た側の端部後面に固定すると共にパネル受けを入隅側後枠のパネル嵌合溝の下壁と略同一
面で連続させて入隅側パネル受け付き側枠とする工程と、端部用パネル押さえを入隅部の
前後方向寸法に略合わせてカットし、入隅側後枠のパネル嵌合溝の上壁を切除した側の下
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壁及び入隅側パネル受け付き側枠に上から取付けることにより入隅側端部用パネル押さえ
とする工程とを順次行うことを特徴とする簡易建物の入隅屋根の施工方法。
【請求項３】
　梁と、後枠と、パネル受け付き側枠と、入隅側端部用パネル押さえとを備え、梁は、屋
根の左側を支持する左側梁と、屋根の左右方向中間部を支持する中間梁と、屋根の右側を
支持する右側梁とであり、左右の何れか一方の梁は後側をカットしてあり、左右の何れか
他方の梁と中間梁とは略同一の前後方向寸法を有し、後枠は、入隅部に位置する入隅側後
枠と入隅部よりも後側に位置する奥側後枠とであり、奥側後枠は、前側に開口するパネル
嵌合溝を有し且つ一方側端部をカットして中間梁の後側端部上面と他方の梁の後側端部上
面とに載置したものであり、入隅側後枠は、前側に開口するパネル嵌合溝の上壁の左側端
部と右側端部とを切除した枠材の左右方向の一方側をカットし、上壁を切除した側の端部
を中間梁の前後方向中間部上面に載置し他端部を一方の梁の後側端部上面に載置したもの
であり、パネル受け付き側枠は、屋根の一方の側端に位置する一方のパネル受け付き側枠
と、屋根の入隅側の側端に位置する入隅側パネル受け付き側枠と、屋根の他方の側端に位
置する他方のパネル受け付き側枠とであり、一方のパネル受け付き側枠は、入隅側後枠の
前面に後側端部を固定してあり、入隅側パネル受け付き側枠は、入隅側後枠の後面に前側
端部を固定すると共に奥側後枠の前面に後側端部を固定してあり、且つパネル受けが入隅
側後枠のパネル嵌合溝の下壁と略同一面で連続するものであり、他方のパネル受け付き側
枠は、奥側後枠の前面に後側端部を固定してあり、入隅側端部用パネル押さえは、入隅側
後枠のパネル嵌合溝の上壁を切除した側の下壁及び入隅側パネル受け付き側枠に上から取
付けたものであり、入隅側後枠と奥側後枠は同一断面部材であり、一方のパネル受け付き
側枠と入隅側パネル受け付き側枠と他方のパネル受け付き側枠は同一断面部材であること
を特徴とする簡易建物の入隅屋根。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入隅部を有する簡易建物の屋根（入隅屋根）の施工方法、及び簡易建物の入
隅屋根に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　建物の外壁面に沿う形でテラスやカーポート等の簡易建物の屋根を設置する場合に、外
壁面に出隅部があると、簡易建物の屋根に入隅部を設ける必要がある。従来は、図９に示
すように、前後方向の長さが異なる入隅部の無い二つの屋根９０ａ，９０ｂを、前側を揃
えて横並びに設置することにより入隅部９１を形成していた（例えば、非特許文献１参照
。）。この場合、左右の屋根９０ａ，９０ｂを支持するために柱９２ａ，９２ｂと梁９３
ａ，９３ｂのセットがそれぞれ２セットずつ必要になり、梁が片持ち支持の場合でも柱を
合計４本立てなければならないので、施工に要する時間と労力が大きく、材料費も高くな
っている。また、左右の屋根９０ａ，９０ｂを連続して一体的に施工するには、高度な熟
練を要する。一方、一つの屋根を一部切除して入隅部を設けることは、施工が煩雑となり
、且つ屋根の剛性が不十分となるおそれがあるため、従来は行われていなかった。
【非特許文献１】エクステリア総合カタログ（業務用、改訂版），三協アルミニウム工業
株式会社，２００４年９月，ｐ．６６８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は以上に述べた実情に鑑み、低コストで施工の容易な簡易建物の入隅屋根の施工
方法、及び簡易建物の入隅屋根の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記の課題を達成するために、請求項１記載の発明による簡易建物の屋根の施工方法は
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、屋根の入隅部を形成したい部分に隣接する位置に支柱で支持する中間梁を取付ける工程
と、前側に開口するパネル嵌合溝の上壁の左右方向の端部を切除した後枠の上壁を切除し
た側の端部を中間梁に取付けることにより入隅側後枠とする工程と、パネル受け付き側枠
を入隅側後枠の上壁を切除した側の端部後面に固定すると共にパネル受けを入隅側後枠の
パネル嵌合溝の下壁と略同一面で連続させて入隅側パネル受け付き側枠とする工程と、端
部用パネル押さえを入隅側後枠のパネル嵌合溝の上壁を切除した側の下壁及び入隅側パネ
ル受け付き側枠に上から取付けることにより入隅側端部用パネル押さえとする工程とを順
次行うことを特徴とする。
【０００５】
　請求項２記載の発明による簡易建物の入隅屋根の施工方法は、屋根の入隅部を形成した
い部分に隣接する位置に支柱で支持する中間梁を取付ける工程と、前側に開口するパネル
嵌合溝の上壁の左側端部と右側端部を切除した後枠を、入隅部が屋根の左側に位置する場
合は入隅部の左右方向寸法に略合わせて左側をカットし、入隅部が屋根の右側に位置する
場合は入隅部の左右方向寸法に略合わせて右側をカットして、上壁を切除した側の端部を
中間梁に取付けることにより入隅側後枠とする工程と、パネル受け付き側枠を入隅部の前
後方向寸法に略合わせてカットし、入隅側後枠の上壁を切除した側の端部後面に固定する
と共にパネル受けを入隅側後枠のパネル嵌合溝の下壁と略同一面で連続させて入隅側パネ
ル受け付き側枠とする工程と、端部用パネル押さえを入隅部の前後方向寸法に略合わせて
カットし、入隅側後枠のパネル嵌合溝の上壁を切除した側の下壁及び入隅側パネル受け付
き側枠に上から取付けることにより入隅側端部用パネル押さえとする工程とを順次行うこ
とを特徴とする。
【０００６】
　請求項３記載の発明による簡易建物の入隅屋根は、梁と、後枠と、パネル受け付き側枠
と、入隅側端部用パネル押さえとを備え、梁は、屋根の左側を支持する左側梁と、屋根の
左右方向中間部を支持する中間梁と、屋根の右側を支持する右側梁とであり、左右の何れ
か一方の梁は後側をカットしてあり、左右の何れか他方の梁と中間梁とは略同一の前後方
向寸法を有し、後枠は、入隅部に位置する入隅側後枠と入隅部よりも後側に位置する奥側
後枠とであり、奥側後枠は、前側に開口するパネル嵌合溝を有し且つ一方側端部をカット
して中間梁の後側端部上面と他方の梁の後側端部上面とに載置したものであり、入隅側後
枠は、前側に開口するパネル嵌合溝の上壁の左側端部と右側端部とを切除した枠材の左右
方向の一方側をカットし、上壁を切除した側の端部を中間梁の前後方向中間部上面に載置
し他端部を一方の梁の後側端部上面に載置したものであり、パネル受け付き側枠は、屋根
の一方の側端に位置する一方のパネル受け付き側枠と、屋根の入隅側の側端に位置する入
隅側パネル受け付き側枠と、屋根の他方の側端に位置する他方のパネル受け付き側枠とで
あり、一方のパネル受け付き側枠は、入隅側後枠の前面に後側端部を固定してあり、入隅
側パネル受け付き側枠は、入隅側後枠の後面に前側端部を固定すると共に奥側後枠の前面
に後側端部を固定してあり、且つパネル受けが入隅側後枠のパネル嵌合溝の下壁と略同一
面で連続するものであり、他方のパネル受け付き側枠は、奥側後枠の前面に後側端部を固
定してあり、入隅側端部用パネル押さえは、入隅側後枠のパネル嵌合溝の上壁を切除した
側の下壁及び入隅側パネル受け付き側枠に上から取付けたものであり、入隅側後枠と奥側
後枠は同一断面部材であり、一方のパネル受け付き側枠と入隅側パネル受け付き側枠と他
方のパネル受け付き側枠は同一断面部材であることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　請求項１記載の発明による簡易建物の入隅屋根の施工方法によれば、パネル嵌合溝の上
壁の左右方向の端部を切除した後枠とパネル受け付き側枠とで入隅部を簡易に形成でき、
入隅部の無い二つの屋根を並べて設置して入隅屋根を形成するよりも、柱や梁等の部材の
数を減らすことができるので低コストであり、入隅屋根の施工に要する時間も大幅に短縮
できるばかりか、一つの屋根で形成することで一体感のある良好な意匠となり、尚且つ屋
根の入隅部に隣接する位置を中間梁と柱で支持するので、強度的にも優れたものとなる。
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また、入隅側パネル付き側枠のパネル受けを、入隅側後枠のパネル嵌合溝の上壁を切除し
た側の下壁と連続させているので、パネルの切り欠きした端縁部を入隅側後枠のパネル嵌
合溝下壁と入隅側パネル受け付き側枠のパネル受けとに隙間を生ずることなく載置でき、
さらに入隅側端部用パネル押さえを、入隅側後枠のパネル嵌合溝の上壁を切除した側の下
壁及び入隅側パネル付き側枠に上から取付けているので、パネルの切り欠きの隅角部から
の雨漏りを防止できる。
【０００８】
　請求項２記載の発明による簡易建物の入隅屋根の施工方法は、上記請求項１記載の発明
による効果に加え、パネル嵌合溝の上壁の左側端部と右側端部を予め切除した後枠を入隅
部の左右方向寸法に略合わせて右側または左側をカットし、上壁を切除した側の端部を中
間梁に取付けるので、屋根を施工する現場で後枠のパネル嵌合溝の上壁を切除する作業を
省略することが可能であり、また屋根の左側と右側の何れの位置にも、必要な左右方向寸
法で入隅部を形成できる。また、パネル付き側枠と端部用パネル押さえを入隅部の前後方
向寸法に略合わせてカットして取付けるので、任意の前後方向寸法で入隅部を形成できる
。
【０００９】
　請求項３記載の発明による簡易建物の入隅屋根は、パネル嵌合溝の上壁の左右方向の端
部を切除した後枠とパネル受け付き側枠を適宜長さにカットして屋根に取付けることによ
り入隅部を簡易に形成したものであり、入隅部の無い二つの屋根を並べて設置して入隅屋
根を形成するよりも、柱や梁等の部材の数を減らすことができるので低コストであり、入
隅屋根の施工に要する時間も大幅に短縮できる。また、一つの屋根で形成することで一体
感のある良好な意匠となり、尚且つ入隅側後枠と奥側後枠の端部を中間梁に載置している
ので、強度的にも優れている。さらに、入隅側後枠は、パネル嵌合溝の上壁の左側端部と
右側端部を切除した後枠の左右方向の一方側をカットして形成しているため、施工現場で
上壁を切除する作業を省略できると共に、屋根を設置する現場の状況に合わせて、屋根の
左側と右側の何れの位置にも、必要な左右方向寸法で入隅部を容易に形成できる。また、
入隅側パネル付き側枠のパネル受けを、入隅側後枠のパネル嵌合溝の上壁を切除した側の
下壁と連続させているので、パネルの切り欠きした端縁部を入隅側後枠のパネル嵌合溝下
壁と入隅側パネル受け付き側枠のパネル受けとに隙間を生ずることなく載置でき、さらに
入隅側端部用パネル押さえを、入隅側後枠のパネル嵌合溝の上壁を切除した側の下壁及び
入隅側パネル付き側枠に上から取付けているので、パネルの切り欠きの隅角部からの雨漏
りを防止できる。さらに、入隅側後枠と奥側後枠は同一断面部材であり、一方のパネル受
け付き側枠と入隅側パネル受け付き側枠と他方のパネル受け付き側枠は同一断面部材であ
るため、枠材の製作コストを低減できるとともに、後枠と側枠の意匠が入隅部とそれ以外
の部分とで統一され外観が良好となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図２は、本発明に係る簡易建物
の入隅屋根の平面図であり、図３はその左側面図である。この簡易建物の入隅屋根は、例
えばインナーガレージの出入口から玄関に到る通路の雨除けとして、建物の外壁面１５に
沿う形で屋根を設置するものであり、建物の外壁面に出隅部があるために、これに沿って
左側の後部に入隅部１を設けている。この入隅屋根は、図２に二点鎖線で示す入隅部の無
い屋根のセット１７（基本屋根セット）を基本として用い、入隅部１を設けるためにこれ
に付属している一部の部材を適宜カットすると共に、一部部品を追加して構成される。
【００１１】
　まず屋根の構成を簡単に説明すると、前枠１８と、右側パネル受け付き側枠１５と、奥
側後枠１３と、入隅側パネル受け付き側枠８と、入隅側後枠７と、左側パネル受け付き側
枠１４とを順次連結して屋根の周囲の枠が形成してあり、右側パネル受け付き側枠１５と
左側パネル受け付き側枠１４との間に前側野縁１９を架設し、右側パネル受け付き側枠１
５と入隅側パネル受け付き側枠８との間に後側野縁２０を架設し、前枠１８と入隅側後枠
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７との間と前枠１８と奥側後枠１３との間に、パネル受け２１を左右方向に等間隔をおい
て４本架設して屋根の骨組みが形成してあり、その上面に左右方向に等幅に分割した５枚
のパネル２２ａ、２２ｂ，２２ｃ，２２ｄ，２２ｅを載せ、左側パネル受け付き側枠１４
と入隅側パネル受け付き側枠８と右側パネル受け付き側枠１５に端部用パネル押さえ２３
ａ，１０，２３ｂをそれぞれ取付け、各パネル受け２１にパネル押さえ２４を取付けて、
各パネルの側端部を押さえている。各枠材は、アルミニウム合金の押出形材で形成してあ
る。以下、入隅部の無い基本屋根セット１７と異なる点を中心に説明する。
【００１２】
　本入隅屋根は、図３に示すように、前側に向かって下向きに５°傾斜しており、屋根の
下面の左側を左側梁１１で、左右方向中間部を中間梁３で、右側を右側梁１２でそれぞれ
支持している。中間梁３と右側梁１２は前後方向の長さが同一であり、左側梁１１は右側
梁１２と同じ長さのものを後側をカットして用いている。各梁は、基礎２５に下端部を埋
め込んで立設した支柱２ａ，２ｂ，２ｃの上端部にブラケット２６で連結し、片持ち支持
されている。中間梁３とこれを支持する支柱２ｂは、基本屋根セット１７に付属しておら
ず新たに追加した部材であり、図２に示すように、入隅部１から柱取付寸法Ａだけ右側に
移動した位置に、入隅部１に隣接して設けてある。柱取付寸法Ａは、ある一定の基準寸法
が設定されており、基準寸法より増加する方向で柱２ｂを移動することができる。
【００１３】
　奥側後枠１３は、基本屋根セット１７に付属している後枠の右側を、入隅部１の左右方
向寸法Ｘと略同じ長さだけカットしたものであり、中間梁３の後側端部上面と右側梁１２
の後側端部上面とに跨って載置し、固定してある。奥側後枠１３は、上部に前側に開口し
たパネル嵌合溝２７を有している。入隅側後枠７は、基本屋根セット１７に付属していな
い新たに追加する部材であり、断面形状は奥側後枠１３と同一であり、図４に示すように
、上部に前側に開口したパネル嵌合溝４を有している。また入隅側後枠７は、パネル嵌合
溝４の上壁５の右側端部と左側端部が同じ長さａだけ予め切除されており、本実施形態の
ように屋根の左側に入隅部１を設ける場合には、左側端部をカットしてその全長Ｌが入隅
部１の左右方向寸法Ｘに柱取付寸法Ａを足した長さに略等しくなるようにしている。上壁
５の切除長さａは、柱取付寸法Ａの基準寸法に基づいて決められているので、柱取付寸法
Ａが基準寸法よりも大きくなる方向に柱２ｂを移動する場合には、移動する分だけ上壁５
を余計に切除する必要がある。入隅側後枠７は、左側梁１１の後側端部上面と中間梁３の
前後方向中間部の上面とに跨って載置し、固定してある。
【００１４】
　左側パネル受け付き側枠１４は、図５に示すように、基本屋根セット１７に付属してい
るものを後から入隅部１の前後方向寸法Ｙだけカットして形成したものであり、カットし
た残り部分から不要な長さ分３４（ハッチングした部分）をさらにカットしたものを入隅
側パネル受け付き側枠８としている。左側パネル受け付き側枠１４と入隅側パネル受け付
き側枠８は、上部にパネルの側端部を受けるパネル受け９を有している。なお、左側パネ
ル受け付き側枠１４と入隅側パネル受け付き側枠８と右側パネル受け付き側枠１５は、断
面形状が同一である。左側パネル受け付き側枠１４は、入隅側後枠７の前面に後側端部を
固定し、前枠１８の後面に前側端部を固定してある。入隅側パネル受け付き側枠８は、入
隅側後枠７の後面に前側端部を固定すると共に奥側後枠１３の前面に後側端部を固定して
ある。右側パネル受け付き側枠１５は、奥側後枠１３の前面に後側端部を固定し、前枠１
８の後面に前側端部を固定してある。
【００１５】
　前枠１８は、基本屋根セット１７に付属しているものをそのまま用いており、上部に後
側に開口したパネル嵌合溝２８を有している。また前枠１８は、雨樋を兼ねるものであり
、図３に示すように、前枠１８の下面に形成した排水孔に連結して、支柱２ａに縦樋２９
を取り付けている。
【００１６】
　以下、入隅部１の施工手順を述べる。まず、中間梁３を入隅部１に隣接した所定の位置
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に設置しておく。入隅側後枠７は、所定長さにカットした後、図６に示すように、右側端
部の後面に取付金具３０を取付け、端面に小口カバー３１を取付ける。次に、図８に示す
ように、中間梁３の上面に入隅側後枠７の右側端部を載置してビス止めし、同じように後
側野縁２０の左側端部を中間梁３上面に左側に突き出して載置してビス止めする。入隅側
後枠７の上面には、後側をカットしたパネル受け２１の後端部を載置しビス止めする。次
に、入隅側パネル受け付き側枠８を、取付金具３０とビス３５を用いて入隅側後枠７の後
面に固定し、さらに後側野縁２０の上面にもビス３５で固定する。このように入隅側パネ
ル受け付き側枠８を取付けると、図１に示すように、入隅側パネル受け付き側枠８のパネ
ル受け９が、入隅側後枠７の上壁５を切除した位置でパネル嵌合溝４の下壁６と同一面で
連続する。
　次に、図１に示すように、入隅部１の大きさに合わせて左側の後部に切り欠き３２を設
けたパネル２２ｃを、切り欠き３２の左右方向の端縁部３２ａを入隅側後枠７のパネル嵌
合溝４に嵌挿すると共に、切り欠き３２の前後方向の端縁部３２ｂを入隅側パネル受け付
き側枠８のパネル受け９に載置して設置する。パネル２２ｃの前側端部は、前枠１８のパ
ネル嵌合溝２８に嵌挿し、後側端部は奥側後枠１３のパネル嵌合溝２７に嵌挿する。次に
、入隅側パネル受け付き側枠８の上面に入隅側端部用パネル押さえ１０をビス３５で取り
付け、パネル受け２１の上面にパネル押さえ２４をビス３５で取付け、パネル２２ｃの側
縁部を押さえる。入隅側端部用パネル押さえ１０は、入隅側パネル受け付き側枠８の前側
端面よりも前側に延びており、その前側端部が入隅側後枠７の上壁５を切除した位置でパ
ネル嵌合溝の下壁６に上から重合する。さらに、図７に示すように、入隅側後枠７の切除
した上壁５の端面と入隅側端部用パネル押さえ１０との間を、シーリング材３３でシール
する。このように施工することで、パネル２２ｃの切り欠きをした端縁部３２ａ，３２ｂ
を、入隅側後枠７のパネル嵌合溝の下壁６と入隅側パネル受け付き側枠８のパネル受け９
とに跨って隙間を生ずることなく載置でき、且つ入隅側端部用パネル押さえ１０の前側端
部を入隅側後枠７のパネル嵌合溝の下壁６に上から重合していることで、パネルの切り欠
き３２の隅角部からの雨漏りを防止できる。
【００１７】
　以上に説明したように、本簡易建物は、基本屋根セット１７に付属する部品を、入隅部
１を形成しようとする位置、及び大きさに応じて適宜カットして屋根に取付けることによ
り、施工する現場の状況に合わせて自由に入隅部１を形成でき、狭小地への対応能力の高
いものとなっている。また、入隅部１に隣接する位置に支柱２ｂで支持する中間梁３を追
加し、屋根の左右方向中間部を支持しているので、入隅部１を設けない場合と同等以上の
屋根の剛性を確保できる。
【００１８】
　本発明は、以上に述べた実施形態に限定されない。入隅部は、屋根の右側に設けてもよ
いし、屋根の左側と右側の両方に設けることもできる。屋根の後側面は、建物の外壁面と
密着する状態で施工してもよいし、建物の外壁面との間に隙間を開けた状態で施工しても
よい。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の簡易建物の入隅屋根の主要部を示す分解斜視図である。
【図２】本発明の簡易建物の入隅屋根の平面図である。
【図３】本発明の簡易建物の入隅屋根の左側面図である。
【図４】入隅側後枠の概略形状を示す斜視図である。
【図５】左側パネル受け付き側枠及び入隅側パネル受け付き側枠の概略形状を示す斜視図
である。
【図６】入隅側後枠の右側端部を後側から見た分解斜視図である。
【図７】入隅側後枠の上壁と入隅側端部用パネル押さえとが交差する角部を拡大して示す
斜視図である。
【図８】入隅部の屋根の骨組みの分解斜視図である。
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【図９】（ａ）は従来の簡易建物の入隅屋根を示す平面図、（ｂ）は同平面図である。
【符号の説明】
【００２０】
　１　入隅部
　２ａ，２ｂ，２ｃ　支柱
　３　中間梁
　４　パネル嵌合溝
　５　パネル嵌合溝の上壁
　６　パネル嵌合溝の下壁
　７　入隅側後枠
　８　入隅側パネル受け付き側枠
　９　パネル受け
　１０　入隅側端部用パネル押さえ
　１１　左側梁（一方の梁）
　１２　右側梁（他方の梁）
　１３　奥側後枠
　１４　左側パネル受け付き側枠（一方のパネル受け付き側枠）
　１５　右側パネル受け付き側枠

【図１】 【図２】
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【図５】
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