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(57)【要約】
【課題】コストの増加を抑えて施工性が向上した建物の
軒先構造を提供する。
【解決手段】シャッターケース４１に、外壁パネル２２
の外壁横溝２２Ａと略同様のケース横溝４１Ａを形成さ
せた。そのため、デザインの統一性がとれ、シャッター
ケース４１を外部から見ても目立たず、意匠性を向上さ
せることができる。また、軒天材にてシャッターケース
４１を隠す必要がないので、軒天材を支持する鼻隠し部
材や吊り材を設ける必要がない。そのため、部品コスト
の増大を抑えられるとともに、組み立ても容易になり、
施工性を向上させることができる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　窓が設けられた外壁材と、この外壁材の窓の上側に配置されたシャッターケースと、こ
のシャッターケースを軒先部分で覆うとともに傾斜屋根を形成する屋根部材とを備えた建
物の軒先構造であって、
　前記シャッターケースは、前記外壁材の表面と略同様の模様が形成された模様部を有す
る
　ことを特徴とする建物の軒先構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の建物の軒先構造において、
　前記模様部は、前記シャッターケースの正面および側面に設けられている
　ことを特徴とする建物の軒先構造。
【請求項３】
　請求項２に記載の建物の軒先構造において、
　前記外壁材および前記模様部の模様は、それぞれ水平方向に連続して延びる複数の横溝
が形成されている
　ことを特徴とする建物の軒先構造。
【請求項４】
　請求項３に記載の建物の軒先構造において、
　前記外壁材および前記模様部の模様は、鉛直方向に連続する縦溝が形成されている
　ことを特徴とする建物の軒先構造。
【請求項５】
　請求項３または請求項４に記載の建物の軒先構造において、
　前記屋根部材の軒先から前記シャッターケースに亘って取り付けられた軒天材を備え、
　前記模様部の横溝は、前記軒天材の端部に係合して固定する
　ことを特徴とする建物の軒先構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　傾斜屋根を有する建物の軒先構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　傾斜屋根が外壁から突出して形成されている建物においては、外壁に設けられたシャッ
ターを収納するシャッターケースが外壁の上方かつ軒下に配置されることがある。狭小敷
地に建てられる建物では、軒先出寸法が短くなっているので、この軒先出寸法が短い場合
に対応させる軒先構造の従来例がある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１では、外壁と屋根パネルとを備えた建物において、外壁の上方にシャッター
ケースが配設され、屋根パネルの先端に取り付けられた見切材から外壁にわたって軒天材
が配設されている点が示されている。シャッターケースを隠すため、軒天材は屋根パネル
に取り付けられた鼻隠し材や吊り材により支持され、シャッターケースの下方に配設され
ている点が示されている。
【特許文献１】特開平０７－１８０３０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１では、敷地に合わせて屋根パネルの長さ寸法が短くなるので、屋根
パネルの長さ寸法によって軒天材の高さ寸法を調整しなければならない。そのため、軒天
材の高さに対応した様々な長さ寸法の鼻隠し材や吊り材が必要となる。このため、部品点
数が増加し、コストが高くなり、施工性が低下する。
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【０００５】
　本発明は、コストの増加を抑えて施工性が向上した建物の軒先構造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】
【０００６】
　本発明の建物の軒先構造は、図面を参照すると、窓２３が設けられた外壁材２２と、こ
の外壁材の窓の上側に配置されたシャッターケース４１と、このシャッターケースを軒先
部分で覆うとともに傾斜屋根を形成する屋根部材３１とを備えた建物の軒先構造であって
、前記シャッターケースは、前記外壁材の表面と略同様の模様が形成された模様部を有す
ることを特徴とする。
【０００７】
　この発明によれば、シャッターケースを外壁材の表面と略同様の模様に形成させたので
、デザイン上の統一がとれシャッターケースを外部から見ても目立たず、意匠性を向上さ
せることができる。また、軒天材にてシャッターケースを隠す必要がないので、軒天材を
支持する鼻隠し部材や吊り材を設ける必要がない。そのため、部品コストの増大を抑えら
れるとともに、組み立ても容易になり、施工性を向上させることができる。また、シャッ
ターケースの露出を防ぐために、シャッターケース自体を小さくする必要もないので、シ
ャッターケースを共通して使用でき、部品コストの増大をさらに抑えることができる。
【０００８】
　ここで、建物の軒先構造にかかる本発明では、前記模様部は、前記シャッターケースの
正面および側面に設けられている構成が好ましい。
　この構成の発明では、シャッターケースの模様部を斜め方向から見た際にも外観を良好
にすることができる。
【０００９】
　前記外壁材および前記模様部の模様は、それぞれ水平方向に連続して延びる複数の横溝
２２Ａ、４１Ａが形成されている構成が好ましい。
　この構成の発明では、シャッターケースを斜めから見た場合、横溝を外壁材と模様部と
に連続して複数形成させているので、デザインの統一性を向上させることができる。また
、外壁材および模様部の模様は溝から形成されているので、模様を形成するために新たな
部材を設けずに済むから、部品コストの増大を抑えることができる。
【００１０】
　前記外壁材および前記模様部の模様は、鉛直方向に連続する縦溝２２Ｂ、４１Ｂが形成
されている構成が好ましい。
　この構成の発明では、横溝だけでなく、縦溝も形成させているので、デザインの統一性
をさらに向上させることができる。
【００１１】
　前記屋根部材の軒先から前記シャッターケースに亘って取り付けられた軒天材３６を備
え、前記模様部の横溝は、前記軒天材の端部に係合して固定する構成が好ましい。
　この構成の発明では、軒天材を設けることにより、屋根パネルの内部に虫などが侵入す
ることを防止できる。また、模様部に形成された横溝は、外観性を向上させる際にも軒天
材を固定する際にも共用することができる。つまり、シャッターケースおよび外壁パネル
に共通の模様を有する新たな部材を設ける必要がなく、しかも、軒天材を固定するための
新たな部材も設ける必要もないので、部品点数が増加しないから、意匠性および施工性が
向上し、大幅にコストダウンが図れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
[第１実施形態]
　以下に本発明の第１実施形態を図１～３に基づいて説明する。
　図１は、第１実施形態にかかるユニット式建物の全体の概略構成を示す斜視図である。
図２は、建物ユニットの軒先構造を示す断面図である。図３は、軒先構造のシャッター近
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傍を示す斜視図である。なお、説明の都合上、図３では、屋根パネルや軒天材などは省略
する。
【００１３】
　図１に示すように、狭小敷地に建てられたユニット式建物１は、基礎１０上に積層配列
された箱形の建物ユニット２１からなる建物本体２０と、この建物本体２０の上に設けら
れた傾斜屋根部３０とを含んで構成されている。
　建物ユニット２１は、四本の柱、天井梁および床梁で直方体状に形成された骨組みを有
する。この骨組みの屋外に面した表面には、軽量気泡コンクリートで形成された外壁材と
しての外壁パネル２２が取り付けられている。また、いくつかの建物ユニット２１の表面
には、外壁パネル２２とともに、サッシ等からなる窓２３が取り付けられている。この窓
２３の上側にはシャッター４０が設置されている。
　また、上階の建物ユニット２１には、二つの建物ユニット２１に亘って、手すり壁部２
７を有するベランダ２６が設けられている。
【００１４】
　図２に示すように、傾斜屋根部３０は、屋根パネル３１にて形成され、この屋根パネル
３１は、図示しない束を介して建物本体２０に支持されている。屋根パネル３１は、下地
フレーム３１Ａを有し、下地フレーム３１Ａの軒先に継ぎ材３２およびブラケット３３を
介して樋３４が取り付けられ、継ぎ材３２の下端部に見切材３５が取り付けられている。
　シャッター４０は、２枚の窓ガラス２３Ｂがはめられたサッシ２３Ａの上端部と、ブラ
ケット２５が取り付けられた上梁２４とにて固定されている。そして、シャッター４０は
、軒先で屋根パネル３１にて覆われている。シャッター４０は、箱型のシャッターケース
４１と、このシャッターケース４１に収納され、窓２３を塞ぐためのシャッター本体４２
を備える。シャッター本体４２は、シャッターケース４１から鉛直方向で下方に向かって
取り付けられた図示しないレールと、このレールに案内される複数の板状のスラット４２
Ａとを有する。
【００１５】
　また、図１～図３に示すように、シャッターケース４１の正面および側面には、水平方
向に延びるケース横溝４１Ａが複数形成されている。
　ケース横溝４１Ａには、図２に示すように、平板状の軒天材３６の一端部が係合固定さ
れ、軒天材３６の他端部は、見切材３５にて固定されている。シャッターケース４１の軒
天材３６よりも下側は、外部から視認可能である。
　また、図１に示すように、軒先のシャッターケース４１だけでなく、建物本体２０の１
階に設けられたシャッターケース４１にも外壁横溝２２Ａと同様の模様が形成されている
。
【００１６】
　外壁パネル２２は、図１および図３に示すように、水平方向に延びる複数の外壁横溝２
２Ａが形成されている。この外壁横溝２２Ａは、シャッターケース４１に設けられたケー
ス横溝４１Ａに連続して形成されている。これらケース横溝４１Ａおよび外壁横溝２２Ａ
は、鉛直方向にそれぞれ所定の間隙を有しているが、それぞれの間隙の長さ寸法は一定で
もよく、異なっていても良い。
　さらに、２階バルコニーの手すり壁部２７の正面および側面にも、同様に、水平方向に
延びる手すり壁溝２７Ａが複数形成されている。
【００１７】
[第１実施形態の効果]
　このような第１実施形態によれば、次のような作用効果を奏することができる。
(1)シャッターケース４１に、外壁パネル２２の外壁横溝２２Ａと略同様のケース横溝４
１Ａを形成させた。
　そのため、デザインの統一性がとれ、シャッターケース４１を外部から見ても目立たず
、意匠性を向上させることができる。
【００１８】
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(2)また、軒天材３６にてシャッターケース４１を隠す必要がないので、軒天材３６を支
持する鼻隠し部材や吊り材を設ける必要がない。
　そのため、部品コストの増大を抑えられるとともに、組み立ても容易になり、施工性を
向上させることができる。
【００１９】
(3)また、シャッターケース４１の露出を防ぐために、シャッターケース４１自体を小さ
くする必要がない。
　そのため、様々な建物１にもシャッターケース４１を共通して使用でき、部品コストの
増大をさらに抑えることができる。
【００２０】
(4)そして、軒先のシャッターケース４１だけでなく、１階のシャッターケース４１にも
同様に、ケース横溝４１Ａを形成させた。
　そのため、建物本体２０全体として、デザインの統一性が向上する。
【００２１】
(5)バルコニーの手すり壁部２７の正面および側面にも、水平方向に延びる手すり壁溝２
７Ａを形成させた。
　そのため、建物本体２０の外壁に全体的に溝が形成されているので、デザインの統一性
がさらに向上する。
【００２２】
(6)建物１を狭小敷地に建てた。
　そのため、屋根パネル３１の長さ寸法が短くなり、シャッターケース４１の外部から視
認できる部分が大きくなるが、この場合でもシャッターケース４１に、外壁横溝２２Ａと
略同等のケース横溝４１Ａを形成したので、シャッターケース４１が目立たず、意匠性を
向上させることができる。
【００２３】
(7)シャッターケース４１の正面と側面とに外壁パネル２２と略同様の模様を設けた。
　そのため、シャッターケース４１を斜め方向から見た際にも外観を良好にすることがで
きる。
【００２４】
(8)外壁パネル２２およびシャッターケース４１に、それぞれ水平方向に延びる複数の外
壁横溝２２Ａおよびケース横溝４１Ａを連続して形成した。
　そのため、シャッターケース４１を斜めから見た場合、デザインの統一性を向上させる
ことができる。
【００２５】
(9)また、外壁パネル２２に外壁縦溝２２Ｂを形成し、シャッターケース４１にケース縦
溝４１Ｂを形成した。
　そのため、外壁横溝２２Ａやケース横溝４１Ａだけでなく、外壁縦溝２２Ｂやケース縦
溝２２Ｂも形成させているので、デザインの統一性をさらに向上させることができる。
【００２６】
(10)見切材３５とシャッターケース４１とで固定させて、軒先に軒天材３６を配置した。
　そのため、屋根パネル３１の内部に虫などが侵入することを防止できる。
【００２７】
(11)軒天材３６の端部にケース横溝４１Ａを係合させて軒天材３６を固定した。
　そのため、ケース横溝４１Ａは、外観性を向上させる際にも軒天材３６を固定する際に
も共用することができる。
【００２８】
[第２実施形態]
　次に、本発明の第２実施形態を図４に基づいて説明する。
　図４は、本発明の第２実施形態の軒先構造の断面図である。
　第２実施形態の軒先構造では、軒天材を配設する構成が異なる以外は第１実施形態と同
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様の構成であるので、軒天材を配設する構成のみを説明する。
　図４に示すように、シャッター４０の上端部およびブラケット２５には、固定具３７が
取り付けられている。見切材３５から固定具３７にわたって、屋根パネル３１に沿って軒
天材３６Ａが配設されている。また、軒天材３６Ａの略中央には、シャッターケース４１
の上端縁が当接しており、軒天材３６Ａがシャッターケース４１にて支持されている。見
切材３５、固定具３７およびシャッターケース４１により軒天材３６Ａを固定している。
　また、第２実施形態では、第１実施形態の場合よりも軒天材３６Ａが上方に傾斜してい
るので、シャッターケース４１の外部から視認可能な部分が大きい状態である。
【００２９】
[第２実施形態の効果]
　このような第２実施形態によれば、上述した第１実施形態の作用効果(1)～(10)および
以下の作用効果を奏することができる。
(12)軒天材３６Ａを上方に傾斜させたので、シャッターケース４１の外部から視認可能な
部分が第１実施形態の場合よりも大きくなるが、シャッターケース４１に外壁パネル２２
の外壁横溝２２Ａと略同様のケース横溝４１Ａを形成させたので、シャッターケース４１
が目立たず、意匠性を向上させることができる。
【００３０】
(13)また、軒天材３６Ａを上方に傾斜させているので、外側から軒天材３６Ａが見えにく
く、建物の意匠性をさらに向上させることができる。
【００３１】
[第３実施形態]
　次に、本発明の第３実施形態を図５に基づいて説明する。
　図５は、第３実施形態にかかる軒先構造のシャッターケース近傍の斜視図である。第３
実施形態の軒先構造では、シャッターケースおよび外壁パネルに溝を形成する構成が異な
る以外は第一実施形態と同様の構成であるので、溝を形成する構成のみを説明する。なお
、説明の都合上、図５では、屋根パネルや軒天材などは省略する。
【００３２】
　図５に示すように、シャッターケース４１および外壁パネル２２には、それぞれ水平方
向に連続して延びるケース横溝４１Ａおよび外壁横溝２２Ａが形成されている。また、シ
ャッターケースには、鉛直方向に延びるケース縦溝４１Ｂが形成され、外壁パネル２２に
も同様に鉛直方向に延びる外壁縦溝２２Ｂが形成されている。
【００３３】
　また、外壁パネル２２に形成された外壁横溝２２Ａおよびシャッターケース４１に形成
されたケース横溝４１Ａは、第１実施形態と同様に軒天材３６の端部に係合させて固定す
ることができる。
【００３４】
[第３実施形態の効果]
　このような第３実施形態によれば、第１実施形態と同様の作用効果および以下の作用効
果を奏することができる。
(14)シャッターケース４１には、ケース横溝４１Ａに加えて、ケース縦溝４１Ｂを形成さ
せるとともに、外壁パネル２２にも同様に、外壁横溝２２Ａに加えて、外壁縦溝２２Ｂを
形成させた。
　そのため、シャッターケース４１は、外壁パネル２２と略同様の模様に形成され、さら
にデザインの統一性を向上させることができる。
【００３５】
[変形例]
　なお、本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成
できる範囲で以下に示される変形をも含むものである。
　シャッターケース４１には、ケース横溝４１Ａやケース縦溝４１Ｂを形成させ、外壁パ
ネル２２には、外壁横溝２２Ａや外壁縦溝２２Ｂを形成させる構成を示したが、例えば、
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シャッターケース４１と外壁パネル２２の表面とが同じ模様であるために、同じ模様が描
かれたフィルムやシートをシャッターケース４１および外壁パネル２２に貼り付けても良
い。
【００３６】
　また、図１では、建物１に取り付けられた外壁パネル２２全てに外壁横溝２２Ａを形成
する構成を示したが、例えば、屋根パネル３１が突出する軒先側、すなわち、図１では、
建物１の側面のみに外壁横溝２２Ａを設けても良い。
【００３７】
　さらに、ケース横溝４１Ａやケース縦溝４１Ｂは、シャッターケース４１の正面および
側面に形成させる構成を示したが、正面および側面のうち少なくとも一方にケース横溝４
１Ａやケース縦溝４１Ｂを形成させていてもよい。
【００３８】
　そして、第２実施形態では、シャッターケース４１および外壁パネル２２にそれぞれケ
ース横溝４１Ａおよび外壁横溝２２Ａを形成させた構成を示したが、ケース横溝４１Ａお
よび外壁横溝２２Ａのみを形成させていてもよい。また、ケース縦溝４１Ｂおよび外壁縦
溝２２Ｂは、鉛直方向に交差する方向、例えば、４５°の方向に傾斜する直線状に形成さ
せていてもよく、ジグザグ状に形成されていてもよい。
　また、ケース横溝４１Ａ、ケース縦溝４１Ｂ、外壁横溝２２Ａ、外壁縦溝２２Ｂがそれ
ぞれ単数形成される構成でもよい。
【００３９】
　そして、外壁パネル２２は、型枠にて成形されていてもよく、この場合、成形する際に
外壁横溝２２Ａを形成してもよい。また、シャッター４０を建物１に取り付けた後に外壁
横溝２２Ａを形成してもよい。
【００４０】
　また、建物本体２０の上側に屋根パネル３１を設ける構成を示したが、屋根パネル３１
の表面にもケース横溝４１Ａ、ケース縦溝４１Ｂ、外壁横溝２２Ａ、外壁縦溝２２Ｂと同
様の溝を形成させてもよい。この場合では、建物１全体として、デザインの統一性を向上
させることができる。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　本発明は、ユニット式建物に利用できる他、パネル式、軸組み式による建物にも利用で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】第１実施形態にかかるユニット式建物の全体の概略構成を示す斜視図
【図２】建物ユニットの軒先構造を示す断面図。
【図３】軒先構造のシャッター近傍を示す斜視図。
【図４】第２実施形態の軒先構造の断面図。
【図５】第３実施形態にかかる軒先構造のシャッターケース近傍の斜視図。
【符号の説明】
【００４３】
　１……建物
　２２…外壁材としての外壁パネル
　２２Ａ…外壁横溝
　２２Ｂ…外壁縦溝
　２３…窓
　３１…屋根部材としての屋根パネル
　３６…軒天材
　４１…シャッターケース
　４１Ａ…ケース横溝
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　４１Ｂ…ケース縦溝

【図１】 【図２】
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