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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の構面において、複数本の柱、及び、当該複数本の柱のうち隣り合う２本の柱に架
け渡された梁を有する下層架構と、
　前記所定の構面において、２本の柱、及び、当該２本の柱に架け渡された梁からなり、
少なくとも一方の桁となる梁の位置が前記下層架構の桁となる梁の位置より後退した状態
となるように前記下層架構の上に構築されたコ字形状部分を有する上層架構と、
　前記所定の構面において、一対の第１の登り梁を有し、前記第１の登り梁の上端同士が
互いに接合され、少なくともいずれか一方の第１の登り梁の下端が前記上層架構に対して
前記上層架構の柱の頭部上端面に接合されて、前記上層架構の上に構築された合掌構造を
有する頂部架構と、
　前記所定の構面において、上端が前記上層架構に対して前記上層架構の前記柱の頭部側
面に接合され、下端が前記下層架構に対して接合され、前記一対の第１の登り梁のうち一
方の前記第１の登り梁と一直線状となるように配置された第２の登り梁を有する裾部架構
と、を備えた勾配屋根架構を有する建物。
【請求項２】
　前記上層架構の桁面に沿って外壁が形成され、
　前記第２の登り梁に沿って袖壁が形成され、
　前記外壁と前記袖壁とで囲まれた領域にベランダが形成されている、請求項１記載の建
物。
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【請求項３】
　前記第２の登り梁の下端は、前記下層架構に対して水平方向に相対的に移動可能に接合
されている、請求項１又は２に記載の建物。
【請求項４】
　前記下層架構は、水平部と傾斜部とが屈曲部で連続しているへの字梁を備え、
　前記傾斜部は、前記一方の第１の登り梁及び第２の登り梁と同一の傾斜角を有し、
　前記第２の登り梁の下端は、前記への字梁の屈曲部近傍に接合され、
　前記一方の第１の登り梁、第２の登り梁及び傾斜部は一直線状となるように設けられて
いる、請求項１～３のいずれか一項に記載の建物。
【請求項５】
　桁方向に隣り合う２つの前記勾配屋根架構の間の空間において、
　前記上層架構の対向する２本の柱の上端部間には前記桁となる梁が掛け渡され、当該対
向する２本の柱の下端部間には梁が掛け渡されておらず、
　前記下層架構における前記桁となる梁の直下には梁が掛け渡されていない、請求項１～
４のいずれか一項に記載の建物。
【請求項６】
　前記第２の登り梁に連続しない前記第１の登り梁の下端は、前記上層架構を構成する梁
の中間部に接続されている、請求項１～５のいずれか一項に記載の建物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、所定の勾配をもった勾配屋根を備えた建物が知られている。例えば特許文献１に
は、工場で製造された複数の箱状のユニットを組み合わせて形成される勾配屋根を備えた
建物が開示されている。この建物では、建物本体を構成する建物ユニット、傾斜面を構成
する屋根ユニット、小屋裏空間を構成する低建物ユニット等を組み合わせるユニット構法
によって、勾配屋根を備えた建物が構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－３１１１１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このようなユニット構法に用いられる各ユニットは、比較的大きな箱状
に形成されている。そのため、敷地条件によっては、現場へのユニットの搬入や現場での
施工などが困難であり、建築できない虞があった。
【０００５】
　また、このようなユニット構法を用いずに、一般的な合掌形式、洋小屋形式、束形式等
の勾配屋根架構を行う場合には、屋根の大きさ（高さや間口）に応じた長さの登り梁（合
掌材）、垂木等の斜材を必要とする。そのため、ユニット構法と同様に、敷地条件によっ
ては、搬入、施工等が困難であり、建築できない虞があった。
【０００６】
　本発明は、以上の課題を解決することを目的としており、建築の可否が敷地条件に左右
されにくい勾配屋根架構を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、勾配屋根を有する建物における妻面に平行な構面内の架構であって、柱及び
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梁を有する下層架構と、柱及び梁を有し、少なくとも一方の桁となる梁の位置が下層架構
の桁となる梁の位置より後退した状態となるように下層架構の上に構築された上層架構と
、一対の第１の登り梁を有し、第１の登り梁の上端同士が互いに接合され、少なくともい
ずれか一方の第１の登り梁の下端が上層架構に対して上層架構の柱梁接合部近傍に接合さ
れて、上層架構の上に構築された頂部架構と、上端が上層架構に対して上層架構の柱梁接
合部近傍に接合され、下端が下層架構に対して接合され、一対の第１の登り梁のうち一方
の第１の登り梁と一直線状となるように配置された第２の登り梁を有する裾部架構と、を
備える。
【０００８】
　上記の勾配屋根架構では、第１の登り梁によって構築された頂部架構と第２の登り梁に
よって構築された裾部架構とによって勾配屋根が形成されている。そのため、大きな勾配
屋根を構築する場合であっても、登り梁が第１の登り梁と第２の登り梁とに分割されるた
め、運搬性や施工性が向上する。また、第１の登り梁と第２の登り梁とが一直線状となる
ように配置されるため、仕上がりとしては、直線状の一つの登り梁を使用した場合と同等
の外観を得ることができる。
【０００９】
　また、第２の登り梁に沿って袖壁が形成されていてもよい。この場合、袖壁が屋根の登
り梁に沿って斜めに形成されることで、桁面側においては、採光性に優れた居室空間を構
築することができるとともに、袖壁が下方からの目隠しとして機能する。また、妻面側か
ら目視した際に、同じ傾きの一連の勾配屋根が段差なく下層架構まで延伸したような印象
を与えることができ、意匠性に優れた外観を備えることができる。
【００１０】
　また、第２の登り梁の下端は、下層架構に対して水平方向に相対的に移動可能に接合さ
れていてもよい。この場合、外力によって建物に変形が生じた場合でも、下層架構に大き
な荷重が作用することが抑制される。そのため、下層架構の部材断面を大きくしたり、補
強用の柱を追加したりする必要がなく、運搬性や施工性が低下しない。
【００１１】
　また、下層架構は、水平部と傾斜部とが屈曲部で連続しているへの字梁を備え、傾斜部
は、一方の第１の登り梁及び第２の登り梁と同一の傾斜角を有し、第２の登り梁の下端は
、への字梁の屈曲部近傍に接合され、一方の第１の登り梁、第２の登り梁及び傾斜部は一
直線状となるように設けられていてもよい。第１の登り梁、第２の登り梁及び傾斜部が一
直線状となるように設けられることで、より大きな勾配屋根を構築することができる。ま
た、より大きな勾配屋根を構築する場合であっても、運搬性や施工性が低下しない。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、建築の可否が敷地条件に左右されにくい勾配屋根架構を提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】（ａ）は本発明の第１の実施形態に係る勾配屋根架構を示す斜視図である。（ｂ
）は当該勾配屋根架構を備えた建物の外観を示す斜視図である。
【図２】第１の実施形態に係る第１の登り梁の上端部を拡大して示す側面図である。
【図３】第１の実施形態に係る第１の登り梁の下端部及び第２の登り梁の上端部を拡大し
て示す側面図である。
【図４】第１の実施形態に係る第２の登り梁の下端部を拡大して示す断面図である。
【図５】下部接合金物を拡大して示す斜視図である。
【図６】（ａ）は本発明の第２の実施形態に係る勾配屋根架構を示す斜視図である。（ｂ
）は当該勾配屋根架構を備えた建物の外観を示す斜視図である。
【図７】第３の実施形態に係る勾配屋根架構を備えた建物の架構を示す側面図である。
【図８】第４の実施形態に係る勾配屋根架構を備えた建物の架構を示す側面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明に係る実施の形態について図面を参照しながら具体的に説明する。図１（
ａ）、（ｂ）に示されるように、第１の実施形態に係る勾配屋根架構１００Ａを備えた建
物１Ａは、鉄骨ラーメン構造の架構を有する工業化住宅であり、予め規格化(標準化)され
た構造部材の組み合わせによって架構（軸組）が構成される。構造部材は工場にて製造さ
れ、現場にて組み立て作業がなされる。建物１Ａにおける勾配屋根架構１００Ａは、複数
層の主架構を備えている。複数の主架構のうち、最上階を形成する主架構は上層架構１３
０Ａであり、上層架構１３０Ａの下に隣接して設けられた主架構は下層架構１５０Ａであ
る。なお、本実施形態では鉄骨ラーメン構造の主架構を例に説明するが、鉄骨ピンブレー
ス構造、木造軸組構造等であってもよい（但し、鉄骨の柱・梁を予め直方体形状に形成し
た複数のユニットを搬入し建築現場でこられユニットを組み合わせて構築する、所謂ユニ
ット構造、ボックスラーメン構造等と呼ばれる架構は除く）。
【００１５】
　建物１Ａは、所定の平面モジュールを有している。この平面モジュールとは、建築にお
いて設計上の基準となる基本寸法を意味し、建物１Ａは、平面的寸法（隣り合う柱の中心
間の距離など）が平面モジュールの整数倍となるように構成される。
【００１６】
　建物１Ａは、下部構造である基礎部３を備えており、この基礎部３は例えば鉄骨コンク
リート造の布基礎からなる。また、建物１Ａの一部を形成する床や外壁は、平面モジュー
ルに基づく平面的寸法を有する軽量気泡コンクリート（ＡＬＣ）パネルからなる。
【００１７】
　建物１Ａの主架構は、通り（布基礎）の交点上に立設された複数の柱１０１と、各通り
上で、隣接する柱１０１間に架け渡された複数の梁（大梁＝柱で支持された梁）１０５と
で構成されている。
【００１８】
　柱１０１は角形鋼管からなり、４つの側面に各階の梁１０５との接合部１０１ａを備え
、それぞれの接合部１０１ａには梁１０５をボルト接合するためのボルト孔１０１ｂが穿
設される（例えば図３参照）。柱脚部１０１ｃにはベースプレート（図示省略）が溶接さ
れ、露出型固定柱脚工法にて基礎に接合される。柱１０１には、原則として１階から連続
した通し柱が使用されるが、２階以上の架構を構成する柱については、下端が下階の架構
を構成する梁１０５に接合され、１階（基礎）まで到達しない柱を使用することができる
。本実施形態では、上層架構の一部に管柱１０３が使用されている。各階の梁１０５は、
Ｈ形鋼からなり、その両端部には、鋼板からなりボルト孔が穿設されたエンドプレート１
１６が溶接されている（例えば図３参照）。エンドプレート１１６は、柱１０１の側面に
おける接合部１０１ａに当接されて高力ボルト接合される。
【００１９】
　梁１０５は、平面モジュールの整数倍の「呼び長さ（梁を架け渡す２本の柱間の芯－芯
寸法）」を有しており、平面モジュールに対応した刻み寸法で複数種制定される。また、
例えば、梁に取り付ける他の部材の寸法を統一し、部品の種類を減らすために、梁１０５
の梁成、幅及びウェブ厚は、設置階や「呼び長さ」にかかわらず全て共通となっている。
フランジ厚及びウェブ厚については接合に支障を生じない程度のバリエーションがある。
なお、フランジの内側には他の部材を取り付けないため、フランジ厚の変更は接合に影響
しない。梁１０５の上下フランジ及びウェブには、平面モジュールに基づくピッチで他の
部材をボルト接合（固定）するためのボルト孔が穿設されている。互いに対向する梁１０
５間には床パネル支持のための二次梁（図示省略）が適宜架け渡される。二次梁も平面モ
ジュールの整数倍の呼び長さを有する。二次梁は、平面視でＴ字状あるいはＬ字状のジョ
イント金物を介して梁１０５のウェブにボルト接合される。ジョイント金物は梁１０５の
ウェブに予めボルト接合されたのち、その突出片に二次梁がボルト接合される。
【００２０】



(5) JP 6479341 B2 2019.3.6

10

20

30

40

50

　このような主架構を備えた建物１Ａは、外観上、２階建の陸屋根形式建物の屋根面５に
庇のない切妻の屋根７がかけられ、その内部が３階部分とされた構成である。そのため、
２階部分が下層架構１５０Ａ、３階部分が上層架構１３０Ａとなる。本実施形態では、上
層架構１３０Ａの上に頂部架構１２０Ａが設けられ、上層架構１３０Ａと下層架構１５０
Ａとに裾部架構１４０Ａが架け渡されている。以下、それぞれの架構について説明する。
なお、本実施形態では、前述したような柱及び梁等が柱勝ちに構成された下層架構１５０
Ａ及び上層架構１３０Ａを例に説明するが、これは梁勝ちであってもよい。
【００２１】
　下層架構１５０Ａは、前述のように、複数の柱１０１と、柱１０１間に架け渡された梁
１０５とによって構成されている。本実施形態では、下層架構１５０Ａの妻方向のスパン
数は２であり、桁方向のスパン数は１となっている。すなわち、下層架構１５０Ａにおい
ては、四隅にそれぞれ柱１０１が設けられるとともに、妻面Ｔを構成する構面（妻方向の
構面）Ｐにおける左右両端の柱１０１の中間の位置にも柱１０２が設けられている。この
ような主架構を備える下層架構１５０Ａでは、梁１０５間に図示しない二次梁が適宜架け
渡されたうえで、ＡＬＣパネル等からなる床スラブが敷設される。この床スラブの上には
、防水層が形成される。下層架構１５０Ａにおいては、床スラブまたは水平ブレースによ
って、剛性が確保されている。また、桁面Ｋ及び妻面Ｔに沿ってＡＬＣパネル等からなる
外壁パネル及び窓やドア等の開口パネルが取り付けられて外壁Ｗが形成されている。
【００２２】
　上層架構１３０Ａは、複数の柱１０１と、柱１０１間に架け渡された梁１０５とによっ
て構成されており、下層架構１５０Ａの上に構築されている。本実施形態では、４本の柱
１０１と４本の梁１０５とによって上層架構１３０Ａが構成されているため、上層架構１
３０Ａのスパン数は、妻方向及び桁方向でいずれも１となっている。妻面Ｔを構成する構
面Ｐにおいて、一方の柱１０２は下層架構１５０Ａの中間の柱１０２と共通しており、他
方の柱１０３は下層架構１５０Ａの梁１０５の中間に位置している。これにより、桁とな
る梁（桁梁）１０６の位置（最外端の柱位置）は、下層架構１５０Ａにおける桁梁１０６
の位置よりも後退した状態となっている。すなわち、上層架構１３０Ａの桁位置が下層架
構１５０Ａの桁位置よりも内側に位置することで、上層架構１３０Ａは下層架構１５０Ａ
の上に凸状に形成される。このように、下層架構１５０Ａに対し、上層架構１３０Ａを後
退させることで形成された領域は上方が開放されており、建築基準法に規定された斜線制
限を回避し易くするための領域（後退部Ｂ）となる。
【００２３】
　上層架構１３０Ａの上に構築される頂部架構１２０Ａは、妻面Ｔを構成する構面Ｐに設
けられる一対の第１の登り梁１２１と、対向する妻面Ｔ間において登り梁１２１の上端同
士を連結する棟梁１２９とを備えている。対向する妻面Ｔは同様の架構であるため、一方
側のみ説明する。いずれもＨ形鋼によって形成される第１の登り梁１２１及び棟梁１２９
は、平面視において互いに直交するように配置されている。
【００２４】
　図２に示されるように、同じ斜度で傾斜する一対の第１の登り梁１２１の上端１２１ａ
には、それぞれ上部接合金物１２３がボルト等の締結部１２３ａによってウェブ１２１ｂ
に固定されており、この上部接合金物１２３が棟梁１２９のウェブ１２９ｂを挟み込んだ
状態でボルト等の締結部１２３ｂによって固定されている。これにより、一対の第１の登
り梁１２１は、棟梁１２９を介して上端１２１ａ同士が互いに接合された、いわゆる合掌
構造となっている。棟梁１２９は、対向する妻面Ｔの第１の登り梁１２１に対して同様に
固定されている。上部接合金物１２３は、例えば、金属プレートが断面Ｔ字状に形成され
たものでもよいし、断面Ｌ字状に形成されたものでもよい。
【００２５】
　図３に示されるように、一対の第１の登り梁１２１の下端１２１ｃは、上層架構１３０
Ａの柱梁接合部１３１近傍に下部接合金物１２５を介して接合されている。本実施形態で
は、柱勝ちとなっているため、第１の登り梁１２１は、柱梁接合部１３１近傍の一つであ
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る柱１０１の頭部１０１ｄに下部接合金物１２５を介して接合されている。第１の登り梁
１２１のウェブ１２１ｂの下端にはエンドプレート１２６が溶接されている。また、柱の
頭部１０１ｄには、下部接合金物１２５がボルト等の締結部１２５ａによって固定されて
いる。下部接合金物１２５は、断面Ｌ字状に屈曲した板状であり、柱の頭部１０１ｄに対
して締結部１２５ａにて取り付けられる当接片１２５ｂと、当接片１２５ｂから屈曲して
略垂直に立設された支持片１２５ｃとを有する。当接片１２５ｂの上面には、支持片１２
５ｃに並んで補助片１２５ｄが立設されており、支持片１２５ｃと補助片１２５ｄとの間
には補強リブ１２５ｅが設けられている。第１の登り梁１２１のエンドプレート１２６と
、下部接合金物１２５の支持片１２５ｃとがボルト等の締結部１２７によって接合される
ことで、第１の登り梁１２１が上層架構１３０Ａに接合される。
【００２６】
　第１の登り梁１２１、棟梁１２９及び上層架構１３０Ａの桁梁１０６で囲まれた領域に
は、対角線状をなすように勾配ブレース（屋根面ブレース）１２８が張設される（図１（
ａ）においては、一方側の屋根面の勾配ブレース１２８のみを破線で示している）。これ
により、屋根面の剛性が確保され、棟方向（桁方向）についても安定した架構となる。頂
部架構１２０Ａにおいては、第１の登り梁１２１に沿ってＡＬＣパネル等の下地パネル７
ａ（図２参照）が敷設され、更に下地パネルの上に屋根材が葺かれて勾配屋根７が形成さ
れる。また、妻面Ｔには外壁パネルが取り付けられて、上層架構１３０Ａの妻面Ｔの外壁
に連続する外壁Ｗが形成される。このように、上層架構１３０Ａの上に頂部架構１２０Ａ
の屋根面（勾配ブレース）が構築されることによって、上層架構１３０Ａの剛性も確保さ
れる。そのため、上層架構１３０Ａにおいては、床スラブや水平ブレースを省略して、屋
根面に沿う勾配天井とすることで、天井高を高くすることができる。
【００２７】
　裾部架構１４０Ａは、妻面Ｔを構成する構面Ｐに設けられる第２の登り梁１４１を有し
ている。第２の登り梁１４１は、妻面Ｔを構成する構面Ｐにおいて上層架構１３０Ａの左
右に設けられるが、略同様の構成であるため、まず図１（ａ）における右側の登り梁を説
明し、左側については右側と異なる部分についてのみ説明する。なお、対向する妻面Ｔは
同様の架構を備えるため、一方側の妻面Ｔのみ説明する。図３に示されるように、第２の
登り梁１４１は、第１の登り梁１２１と同一断面のＨ形鋼からなっており、第１の登り梁
１２１と一直線状（図３において二点鎖線で示される）となるように上層架構１３０Ａの
柱梁接合部１３１近傍と下層架構１５０Ａの上端面とに架け渡されている。第２の登り梁
１４１の上端１４１ａにおいては、上部接合金物１４２がボルト等の締結部１４２ａによ
ってウェブ１４１ｂに固定されており、この上部接合金物１４２が上層架構１３０Ａの柱
１０１の上端部における接合部１０１ａに対してボルト等の締結部１４２ｂによって固定
されている。また、図４に示されるように、第２の登り梁１４１の下端１４１ｃは、下層
架構１５０Ａに固定された下部接合金物１４５に接合されている。下部接合金物１４５は
、Ｈ型鋼からなる下層架構１５０Ａの梁１０５ａの長手方向の中間に接合されている。
【００２８】
　図４及び図５に示されるように、下部接合金物１４５は、断面Ｌ字状に屈曲した本体部
１４５ａを有し、本体部１４５ａは、梁１０５ａのフランジ１０５ｃにボルト等の締結部
１０５ｄにて取り付けられる当接片１４５ｂと、当接片１４５ｂから屈曲して略垂直に立
設された支持片１４５ｃとを有する。当接片１４５ｂの上面には、支持片１４５ｃに並ん
で補助片１４５ｄが立設されており、支持片１４５ｃと補助片１４５ｄとの間には補強リ
ブ１４５ｅが設けられている。
【００２９】
　支持片１４５ｃの上部には、第２の登り梁１４１に接合される接合片１４５ｆが横方向
（水平方向）に突き出すように設けられている。接合片１４５ｆは、鉛直面に沿って設け
られた矩形板状であり、一側面には補強片１４５ｇが水平面に沿うように設けられている
。接合片１４５ｆには、補強片１４５ｇを挟んで上下の位置に、それぞれ長孔１４５ｈが
形成されている。上下の長孔１４５ｈは、長手方向が水平方向に沿うように設けられてい
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る。
【００３０】
　第２の登り梁１４１のウェブ１４１ｂの下端には、下方に突き出た突出片１４１ｄが形
成されている。突出片１４１ｄは下部接合金物１４５の接合片１４５ｆに当接している。
また、突出片１４１ｄには、接合片１４５ｆの長孔１４５ｈの中心に重なるように丸孔１
４１ｅが形成されている。下部接合金物１４５の長孔１４５ｈ、及び第２の登り梁１４１
の丸孔１４１ｅにはボルト１４７ｄの軸部が挿通されるとともに、軸部の端部にナットが
螺合されることで第２の登り梁１４１と下部接合金物１４５とが締結される。このボルト
ナットによる締結の際にはトルク管理がされており、所定の力が作用した際に突出片１４
１ｄが下部接合金物１４５の接合面に対して滑って、第２の登り梁１４１の下端が下層架
構１５０Ａに対して相対的に水平移動するように構成されている。
【００３１】
　このような第２の登り梁１４１を備えた裾部架構１４０Ａの右側においては、対向する
妻面Ｔを構成する構面との中間にさらに登り梁１４３が設けられている。この登り梁１４
３では、第２の登り梁１４１と同様に、上端が上部接合金物１４２によって上層架構１３
０Ａの桁梁１０６に接合され、下端が下部接合金物１４５によって下層架構１５０Ａの二
次梁１０７に接合される。この二次梁１０７は、梁１０５ａに対する第２の登り梁１４１
の接合位置１０５ｂ間に架け渡されているため、登り梁１４３は、第２の登り梁１４１と
同じ傾斜を有することになる。このような登り梁１４３を設けることで、桁方向の中間に
妻面Ｔに平行な構面を設けることができる。
【００３２】
　隣接する２本の第２の登り梁１４１の間の領域には、図１（ｂ）に示されるように、頂
部架構１２０Ａの勾配屋根７と同様の勾配を有した勾配屋根８が、頂部架構１２０Ａの勾
配屋根７に連続するように設けられている。勾配屋根８の下方は、上層架構１３０Ａ内の
空間と一体の空間となっている。
【００３３】
　本実施形態では、中間に設けられた登り梁１４３を利用することで、上層架構１３０Ａ
の一部の桁面（図１において、右奥の桁面）に対しては、勾配屋根８が設けられている。
一方、上層架構１３０Ａの他の桁面（図１において、右手前の桁面）には、外壁パネル、
窓、ドア等の開口パネル９が取り付けられている。これにより、下層架構１５０Ａの桁面
の外壁Ｗよりも後退した外壁（開口パネル９）を形成することができ、後退した領域を利
用してベランダ（バルコニー）９ａを設けることができる。図面上、手前側の妻面Ｔを構
成する構面Ｐにおいて、第２の登り梁１４１を外壁パネルで挟み込むことによって、第２
の登り梁１４１に沿って、頂部架構１２０Ａの勾配屋根７に連続した直角三角形状の袖壁
１０が形成されている。
【００３４】
　左側に位置する第２の登り梁１４１Ｌは、第２の登り梁１４１と同じように、第１の登
り梁１２１と一直線状となるように上層架構１３０Ａと下層架構１５０Ａとに架け渡され
ている。この第２の登り梁１４１Ｌは、その下端が下部接合金物１４５によって下層架構
１５０Ａの柱１０１の頭部に接合されている点において第２の登り梁１４１と異なってい
る。このような第２の登り梁１４１Ｌを備えた左側の裾部架構１４０においては、対向す
る妻面Ｔを構成する構面の中間に登り梁が設けられていない。そのため、頂部架構１２０
Ａの勾配屋根７と同様の勾配を有した勾配屋根８Ｌが、対向する妻面Ｔ間の全面にわたっ
て頂部架構１２０Ａの勾配屋根７に連続するように設けられている。
【００３５】
　この建物１Ａでは、第１の登り梁１２１によって構築された頂部架構１２０Ａと第２の
登り梁１４１によって構築された裾部架構１４０とによって勾配屋根７，８が連続して一
体的に形成されている。そのため、大きな勾配屋根を構築する場合であっても、登り梁が
第１の登り梁１２１と第２の登り梁１４１とに分割されるため、運搬性や施工性が向上す
る。また、第１の登り梁１２１と第２の登り梁１４１とが、同一の傾斜を有して一直線状
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となるように、柱梁接合部１３１の近傍に配置されるため、仕上がりとしては、直線状の
一つの登り梁を使用した場合と同等の外観を得ることができる。
【００３６】
　また、３階部分の一部にベランダ９ａを設けながら、妻面Ｔを構成する袖壁１０が設け
られている。そのため、袖壁１０が第２の登り梁１４１に沿って斜めに形成されることで
、桁面側においては、採光性に優れた３階居室空間を構築することができるとともに、袖
壁１０が下方からの目隠しとして機能する。また、ベランダ９ａの位置に勾配屋根８が形
成されていないにもかかわらず、妻面側から目視した際には、同じ傾きの一連の勾配屋根
７，８が段差なく頂部架構１２０Ａから下層架構１５０Ａまで延伸したような印象を与え
ることができ、意匠性に優れたものとなる。
【００３７】
　また、第２の登り梁１４１の下端１４１ｃが、下層架構１５０Ａに対して相対的に水平
移動するように構成されているため、外力によって建物に変形が生じた場合でも、下層架
構１５０Ａに大きな荷重が作用することが抑制される。そのため、下層架構１５０Ａの部
材断面を大きくしたり、補強用の柱を追加したりする必要がなく、運搬性や施工性が低下
しない。地震などによって上層架構１３０Ａと下層架構１５０Ａとが相対変位した場合に
おいて、第２の登り梁１４１に作用する力が所定の値に達すると、第２の登り梁１４１の
下端１４１ｃが下層架構１５０Ａに対して相対的に水平移動するので、第２の登り梁１４
１には大きな軸方向力が作用せず、下層架構１５０Ａとの接合位置１０５ｂに応力が集中
することを抑制できる。その結果、第２の登り梁１４１が、建物１Ａの構造設計（構造計
算）に影響を与えてしまうことを抑制できる。特に、本実施形態では、第２の登り梁１４
１の下端１４１ｃが、撓みが大きくなりやすい梁１０５ａの中間（接合位置１０５ｂ）に
接合されているが、梁１０５ａの中間に応力が集中するのを避けることができるので有利
である。
【００３８】
　また、仮に想定外の過大な水平力が作用することで下部接合金物１４５が損傷しても、
第２の登り梁１４１の上端１４１ａは上層架構１３０Ａに接合された状態を維持され、第
２の登り梁１４１が上層架構１３０Ａに保持された状態は維持されるため、安全性が確保
される。
【００３９】
　また、この下部接合金物１４５では、下層架構１５０Ａに対する第２の登り梁１４１の
鉛直方向の移動を規制し、水平方向の移動を許容する構成であり、第２の登り梁１４１の
鉛直荷重は下層架構１５０Ａにて支持されることになる。したがって、第２の登り梁１４
１を下層架構１５０Ａに取り付ける際には、第２の登り梁１４１の下端を浮かせた状態を
保つ必要がなく、下層架構１５０Ａに預けて（第２の登り梁１４１の重量を負担させて）
の取り付けが可能になるので、施工性がよい。また、第２の登り梁１４１の荷重や第２の
登り梁１４１が支持する部材の荷重である長期荷重を安定して支持することができる。
【００４０】
　次に、図６を参照し、第２の実施形態に係る勾配屋根架構１００Ｂを備える建物１Ｂに
ついて説明する。なお、第２の実施形態に係る建物１Ｂは、第１の実施形態に係る建物１
Ａと同様の要素や構造を備えている。そのため、第１の実施形態と同様の要素や構造には
同一の符号を付して詳細な説明は省略し、第１の実施形態と異なる部分について説明する
。
【００４１】
　図６に示されるように、建物１Ｂでは、下層架構１５０Ｂにおける一部の梁の形状が第
１の実施形態と相違している。また、これに伴って下層架構１５０Ｂにおける一部の柱の
形態も第１の実施形態と相違している。
【００４２】
　建物１Ｂの妻面Ｔを構成する構面Ｐにおいて、図面上右側のスパンの梁は、水平部１０
８ａと傾斜部１０８ｂとが屈曲部１０８ｃで連続しているへの字梁１０８となっている。
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への字梁１０８の水平部１０８ａは、右側のスパンにおける梁１０５に連続して、第２の
登り梁１４１との接合位置まで形成されている。への字梁１０８の水平部１０８ａには、
この接合位置の近傍を屈曲部１０８ｃとして、第１の登り梁１２１及び第２の登り梁１４
１と同一の傾斜角で下向きに傾斜する傾斜部１０８ｂが連続している（すなわち、第２の
登り梁１４１の下端１４１ｃは、への字梁１０８における屈曲部１０８ｃ近傍に接合され
ている）。この傾斜部１０８ｂの端部は、他の柱１０１より短く形成された柱１０１Ｂの
上部に接続される。この柱１０１Ｂと対向する妻面の柱１０１Ｂとの間には桁梁１０６が
架け渡される。これにより、第１の登り梁１２１、第２の登り梁１４１及び傾斜部１０８
ｂは一直線状となる。対向する妻面における傾斜部１０８ｂ間の上方には、頂部架構１２
０Ａ及び裾部架構１４０Ａの勾配屋根７，８と同一の勾配を有した勾配屋根１１が、勾配
屋根７，８に連続して形成される。
【００４３】
　以上、本実施形態に係る建物１Ｂでは、第１の登り梁１２１、第２の登り梁１４１及び
傾斜部１０８ｂが一直線状となるように設けられることで、第１の実施形態における建物
１Ａよりも大きな勾配屋根（連続して一体的に構成される勾配屋根７，８，１１）を構築
することができる。このように、より大きな勾配屋根を構築する場合であっても、登り梁
が分割されていることにより、運搬性や施工性が低下しない。
【００４４】
　次に、図７を参照し、第３の実施形態に係る勾配屋根架構１００Ｃを備える建物１Ｃに
ついて説明する。図７は、建物１Ｃの勾配屋根架構１００Ｃを示す模式的な側面図（妻面
側の構面）である。なお、建物１Ｃは、第１の実施形態に係る建物１Ａと同様の要素や構
造を備えているので、同様の要素や構造には同一の符号を付して詳細な説明は省略し、第
１の実施形態と異なる部分について説明する。
【００４５】
　図７に示されるように、建物１Ｃにおける勾配屋根架構１００Ｃは、第１の実施形態に
おける勾配屋根架構１００Ａの一方の裾部架構（向かって左側）１４０Ａを省略した裾部
架構１４０Ｃを備えている。このように、登り梁が第１の登り梁１２１と第２の登り梁１
４１とに分割されていることにより、一方側のみ（本実施形態においては図面上右側のみ
）に第２の登り梁１４１を配置するような、意匠性に優れた自由な設計を容易に実現する
ことができる。
【００４６】
　次に、図８を参照し、第４の実施形態に係る勾配屋根架構１００Ｄを備える建物１Ｄに
ついて説明する。図８は、建物１Ｄの勾配屋根架構１００Ｄを示す模式的な側面図（妻面
側の構面）である。なお、建物１Ｄは、建物１Ａ及び建物１Ｃと同様の要素や構造を備え
ているので、同様の要素や構造には同一の符号を付して詳細な説明は省略し、第１の実施
形態と異なる部分について説明する。
【００４７】
　図８に示されるように、建物１Ｄにおける勾配屋根架構１００Ｄは、建物１Ｃと同様に
一方の裾部架構（向かって左側）を省略した裾部架構１４０Ｃを備えたうえで、上層架構
１３０Ａの間口（妻方向スパン長を）が広げられた上層架構１３０Ｄを備えたものである
。これにより、上層架構１３０Ｄの上部の一部が陸屋根面１３となり、頂部架構１２０Ａ
の勾配屋根７の一方が陸屋根面１３に連続した構成となっている。この構成では、上層架
構１３０Ｄの柱１０１が全て通し柱となっている。
【００４８】
　以上、本発明について、各実施形態に係る建物１Ａ～１Ｄを例に説明したが、本発明は
上記の実施形態のみには限定されない。例えば、各実施形態では、柱勝ちの架構について
説明したが、梁勝ちであってもよい。この場合、例えば、上層架構１３０Ａに対する第１
の登り梁１２１の下端１２１ｃの接合は、柱１０１の頭部ではなく、梁１０５に対してな
されることになるが、柱梁接合部近傍であることに変わりはない。同様に、頂部架構１２
０Ａにおいて、第１の登り梁１２１の上端１２１ａ同士が棟梁１２９を介して互いに接合
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された例を示したが、第１の登り梁１２１同士が接合金物等によって直接接続されてもよ
い。
【００４９】
　また、上記の各実施形態は、その目的及び構成等に特に矛盾や問題がない限り、互いの
技術を流用することができる。例えば、第３、第４の実施形態における下層架構１５０Ａ
対して、第２の実施形態におけるへの字梁１０８を採用してもよい（この場合、下層架構
が下層架構１５０Ｂの構成となる）。
【００５０】
　第１の登り梁１２１及び第２の登り梁１４１が、妻面Ｔを構成する構面Ｐのみに形成さ
れている例を示したが、これに限定されない。例えば、桁方向のスパンを複数として、対
向する妻面間に形成される妻面に平行な構面に対して第１の登り梁１２１及び第２の登り
梁１４１を形成してもよい。
【符号の説明】
【００５１】
　１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ…建物、７，８，１１…勾配屋根、１０…袖壁、１００Ａ，１
００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄ…勾配屋根架構、１０１，１０１Ｂ…柱、Ｐ…構面、１０５
…梁、１０６…桁梁（梁）、１０８…への字梁、１０８ａ…水平部、１０８ｂ…傾斜部、
１０８ｃ…屈曲部、１２０Ａ…頂部架構、１２１…第１の登り梁、１２１ａ…第１の登り
梁の上端、１２１ｃ…第１の登り梁の下端、１３０Ａ，１３０Ｄ…上層架構、１３１…柱
梁接合部、１４０Ａ，１４０Ｃ…裾部架構、１４１…第２の登り梁、１４１ａ…第２の登
り梁の上端、１４１ｃ…第２の登り梁の下端、１５０Ａ，１５０Ｂ…下層架構、Ｔ…妻面
。
 

【図１】 【図２】
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