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(57)【要約】
【課題】安全に柱の建て上げ作業が行えることにより、
容易に組立作業を行うことができる構成を具備する折畳
式ユニットハウスを提供する。
【解決手段】床１と、起立状態と倒置状態とに切り換え
自在な柱１１、１２、２１、２２と、柱１１、１２、２
１、２２の他端１１ｔ、１２ｔ、２１ｔ、２２ｔに載置
、固定される屋根２と、屋根２の底面に設けられたレー
ル２ｐ、２ｒ、２ｑ、２ｓと、レール２ｐ、２ｒ、２ｑ
、２ｓに移動自在に嵌入された滑車８０ａ、８０ｂ、９
０ａ、９０ｂと、一端が滑車８０ａ、８０ｂ、９０ａ、
９０ｂに接続され他端が柱１１、１２、２１、２２に接
続されるとともに、屋根２の吊り上げ動作に伴い倒置状
態の柱１１、１２、２１、２２を柱１１、１２、２１、
２２の一端１１ｉ、１２ｉ、２１ｉ、２２ｉを回動させ
て起立状態まで起上させて建て上げるワイヤ１３ａ、１
３ｂ、２３ａ、２３ｂと、を具備する。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　床と、
　前記床の４隅に一端が回動自在にそれぞれ接続されることにより起立状態と倒置状態と
に切り換え自在な柱と、
　前記柱の他端に載置、固定される屋根と、
　前記屋根における前記柱の前記他端側の底面に設けられたレールと、
　前記レールに移動自在に嵌入された滑車と、
　一端が前記滑車に接続され他端が前記柱に接続されるとともに、前記屋根の吊り上げ動
作に伴い前記倒置状態の前記柱を該柱の前記一端を回動させて前記起立状態まで起上させ
て建て上げるワイヤと、
　を具備することを特徴とする折畳式ユニットハウス。
【請求項２】
　前記滑車は、主動作用滑車と予備動作用滑車とから構成されており、
　前記主動作用滑車は、前記屋根の吊り上げに伴い前記レールに対し荷重付加状態にて接
触して移動し、
　前記予備動作用滑車は、前記レールに荷重非付加状態にて嵌入しており、前記主動作用
滑車に接続された前記ワイヤが切断された場合に、前記レールに対し荷重付加状態にて接
触して移動することを特徴とする請求項１に記載の折畳式ユニットハウス。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、床の４隅に柱の一端が回動自在に接続された折畳式ユニットハウスに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、柱に、壁、床並びに屋根を結合して室空間を形成したユニットハウスが周知であ
る。
【０００３】
　ユニットハウスは、連棟設置や複数階の設置が可能な他、階段、歩廊、屋根等も、容易
に組み付け可能となっており、事務所や、店舗、例えば災害の際の簡易住宅として用いら
れる他、倉庫等にも用いられ、容易に組立及び解体できるよう構成されている。
【０００４】
　尚、容易に組立及び解体ができるユニットハウスとして、例えば特許文献１には、折畳
式ユニットハウスが開示されている。
【０００５】
　折畳式ユニットハウスは、床の四隅に対して各柱の一端がそれぞれ回動自在に接続され
ている。このことにより、ユニットハウスの折畳状態、即ち、柱が倒置されている状態に
おいては、柱の一端を一方向に回転させ柱が床に対して平行となるよう折り畳めることに
より、未使用の際、ユニットハウスをコンパクトかつ容易に折り畳むことができる。さら
に、柱の一端を他方向に回転させて柱を起立させたユニットハウスの建て上げ状態におい
ては、ユニットハウスを容易に組み立てることができるといった利点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実開平５－５８７０６号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００７】
　ここで、特許文献１に開示された折畳式ユニットハウスを組み立てる際は、先ず、作業
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者は、倒置状態の４本の柱に載置されている屋根を吊り上げる。
【０００８】
　その後、作業者は、床の四隅から倒置状態の４本の柱を把持し、各柱の一端をそれぞれ
他方向に回転させることにより起立させる。
【０００９】
　尚、この建て上げ作業は、２本の柱と該２本の柱の一端及び他端同士が連結された妻パ
ネルを２セット、各柱の一端を他方向に回転させて起立させることによって行っても構わ
ない。
【００１０】
　最後に、作業者は、起立状態の各柱の他端に、吊り上げている屋根を降下させることに
より屋根を載置し、その後、各柱の他端に対して屋根をボルト等で固定する。
【００１１】
　しかしながらこの組立作業においては、柱を人力で起立させなければならず、作業場所
によっては吊り上げた屋根の下にて柱の建て上げ作業を行わなければならないことから、
作業者が安全に建て上げ作業を行うのに十分な注意や配慮が必要であった。
【００１２】
　本考案は、上記事情に鑑みてなされたものであり、安全に柱の建て上げ作業が行えるこ
とにより、容易に組立作業を行うことができる構成を具備する折畳式ユニットハウスを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するため本考案の一態様による折畳式ユニットハウスは、床と、前記床
の４隅に一端が回動自在にそれぞれ接続されることにより起立状態と倒置状態とに切り換
え自在な柱と、前記柱の他端に載置、固定される屋根と、前記屋根における前記柱の前記
他端側の底面に設けられたレールと、前記レールに移動自在に嵌入された滑車と、一端が
前記滑車に接続され他端が前記柱に接続されるとともに、前記屋根の吊り上げ動作に伴い
前記倒置状態の前記柱を該柱の前記一端を回動させて前記起立状態まで起上させて建て上
げるワイヤと、を具備する。
【考案の効果】
【００１４】
　本考案によれば、安全に柱の建て上げ作業が行えることにより、容易に組立作業を行う
ことができる構成を具備する折畳式ユニットハウスを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施の形態の折畳式ユニットハウスの折畳状態を示す図
【図２】図１の折畳式ユニットハウスにおける床と妻パネルとを示す斜視図
【図３】図１中のIII-III線に沿う折畳式ユニットハウスの部分断面図
【図４】図１の折畳式ユニットハウスを折畳状態から建て上げ状態へと建て上げる途中の
状態を示す図
【図５】図４の折畳式ユニットハウスを建て上げ状態へと建て上げた後、レールから滑車
を外し、滑車及び柱からワイヤを外した状態を示す斜視図
【図６】図５の屋根を降下させて各柱の他端に載置し、固定した状態を示す斜視図
【考案を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して本考案の実施の形態を説明する。
【００１７】
　図１は、本実施の形態の折畳式ユニットハウスの折畳状態を示す図、図２は、図１の折
畳式ユニットハウスにおける床と妻パネルとを示す斜視図、図３は、図１中のIII-III線
に沿う折畳式ユニットハウスの部分断面図である。
【００１８】
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　また、図４は、図１の折畳式ユニットハウスを折畳状態から建て上げ状態へと建て上げ
る途中の状態を示す図、図５は、図４の折畳式ユニットハウスを建て上げ状態へと建て上
げた後、レールから滑車を外し、滑車及び柱からワイヤを外した状態を示す斜視図、図６
は、図５の屋根を降下させて各柱の他端に載置し、固定した状態を示す斜視図である。
【００１９】
　図１、図４～図６に示すように、折畳式ユニットハウス１００は、床１と、柱１１、１
２、２１、２２と、屋根２とを具備している。
【００２０】
　床１は、方向Wにおいて平面形状が横長な矩形状を有しており、図示しない４本の梁に
床パネルが固定されることにより構成されている。
【００２１】
　柱１１、１２、２１、２２は、床１の４隅に一端１１ｉ、１２ｉ、２１ｉ、２２ｉがそ
れぞれ回動自在に接続されていることにより、図１、図２に示す倒置状態と、図５、図６
に示す起立状態とに切り換え自在となっている。
【００２２】
　尚、本実施の形態においては、図２、図５、図６に示すように、柱１１、１２は、一端
１１ｉ、１２ｉ同士が方向Ａにおいて梁１８により連結され、他端１１ｔ、１２ｔ同士が
方向Ａにおいて梁１７により連結された妻パネル１０に構成されている。よって、柱１１
、１２は、妻パネル１０として同時に倒置状態と起立状態とに切り換え自在となっている
。
【００２３】
　また、図２、図５、図６に示すように、柱２１、２２は、一端２１ｉ、２２ｉ同士が方
向Ａにおいて梁２８により連結され、他端２１ｔ、２２ｔ同士が方向Ａにおいて梁２７に
より連結された妻パネル２０に構成されている。よって、柱２１、２２は、妻パネル２０
として同時に倒置状態と起立状態とに切り換え自在となっている。
【００２４】
　尚、妻パネル１０、２０とせずに、柱１１、１２、２１、２２が、それぞれ独立して倒
置状態と起立状態とに切り換え自在な構成であっても構わない。
【００２５】
　また、図１、図４に示すように、柱１１、１２、２１、２２の各他端１１ｔ、１２ｔ、
２１ｔ、２２ｔ側の側面に、後述する係止部材７１～７４（図３参照、係止部材７２～７
４は図示されず）がそれぞれ係脱自在なフック１９ａ、１９ｂ、２９ａ、２９ｂが固定さ
れている。
【００２６】
　屋根２は、図５、図６に示すように、起立状態の柱１１、１２、２１、２２の他端１１
ｔ、１２ｔ、２１ｔ、２２ｔに載置され、図示しないボルト等により固定されるものであ
る。
【００２７】
　また、図１、図４に示すように、屋根２の頂面２ｃの４隅に、クレーン吊り上げ用ワイ
ヤ８が係止されるフック２ｕ（図１、図４では２箇所のみ図示）がそれぞれ設けられてい
る。
【００２８】
　また、屋根２の頂面２ｃとは反対側の面、即ち、他端１１ｔ、１２ｔ、２１ｔ、２２ｔ
側の底面２ｄにおける方向Ａの両端部に、方向Ｗに沿って、図３に示すように一対のパネ
ル受けインナ２ｍが固定されている。
【００２９】
　さらに、一対のパネル受けインナ２ｍの内、方向Ａにおける一方側のパネル受けインナ
２ｍに対し、方向Ｗにおける妻パネル１０側に、図１、図４に示すように方向Ｗに沿って
レール２ｐが固定されている。また、方向Ｗにおける妻パネル２０側に、図１、図４に示
すように方向Ｗに沿ってレール２ｑが固定されている。尚、レール２ｐとレール２ｑとは
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、方向Ｗに沿って一体的に形成されていても構わない。
【００３０】
　また、一対のパネル受けインナ２ｍの内、方向Ａにおける他方側のパネル受けインナ２
ｍに対し、方向Ｗにおける妻パネル１０側に、図１、図４に示すように、方向Ｗに沿って
レール２ｒが固定されている。さらに、方向Ｗにおける妻パネル２０側に、図１、図４に
示すように、方向Ｗに沿ってレール２ｓが固定されている。尚、レール２ｒとレール２ｓ
とは、方向Ｗに沿って一体的に形成されていても構わない。
【００３１】
　図１、図４に示すように、レール２ｐに、滑車８０ａが方向Ｗに移動自在に嵌入されて
いる。滑車８０ａは、主動作用滑車１５ａと、予備動作用滑車１６ａとから構成されてい
る。
【００３２】
　また、レール２ｒに、滑車８０ｂが方向Ｗに移動自在に嵌入されている。滑車８０ｂは
、主動作用滑車１５ｂと、予備動作用滑車１６ｂとから構成されている。
【００３３】
　さらに、レール２ｑに、滑車９０ａが方向Ｗに移動自在に嵌入されている。滑車９０ａ
は、主動作用滑車２５ａと、予備動作用滑車２６ａとから構成されている。
【００３４】
　また、レール２ｓに、滑車９０ｂが方向Ｗに移動自在に嵌入されている。滑車９０ｂは
、主動作用滑車２５ｂと、予備動作用滑車２６ｂとから構成されている。
【００３５】
　また、主動作用滑車１５ａ、１５ｂ、２５ａ、２５ｂに、それぞれワイヤ１３ａ、１３
ｂ、２３ａ、２３ｂの一端が接続されている。
【００３６】
　さらに、予備動作用滑車１６ａ、１６ｂ、２６ａ、２６ｂに、それぞれワイヤ１４ａ、
１４ｂ、２４ａ、２４ｂの一端が接続されている。
【００３７】
　また、各ワイヤ１３ａ、１４ａの他端は、カラビナ等の係止部材７１に接続されており
、各ワイヤ１３ｂ、１４ｂの他端は、図示しないカラビナ等の係止部材７２に接続されて
いる。さらに、各ワイヤ２３ａ、２４ａの他端は、図示しないカラビナ等の係止部材７３
に接続されており、各ワイヤ２３ｂ、２４ｂの他端は、図示しないカラビナ等の係止部材
７４に接続されている。
【００３８】
　さらに、上述したように、係止部材７１は、フック１９ａに着脱自在であり、係止部材
７２は、フック１９ｂに着脱自在であり、係止部材７３は、フック２９ａに着脱自在であ
り、係止部材７４は、フック２９ｂに着脱自在である。
【００３９】
　各ワイヤ１３ａ、１３ｂ、１４ａ、１４ｂ、２３ａ、２３ｂ、２４ａ、２４ｂは、クレ
ーンを用いた方向Ｈにおける上方への屋根２の吊り上げ動作に伴い、図１、図２に示すよ
うな倒置状態の妻パネル１０、２０を、各柱１１、１２、２１、２２の一端１１ｉ、１２
ｉ、２１ｉ、２２ｉを他方向に回転させて、図５、図６に示す起立状態まで起上させて建
て上げるものである。
【００４０】
　尚、この妻パネル１０、２０の建て上げに際し、柱１１、１２、２１、２２とワイヤ１
３ａ、１３ｂ、２３ａ、２３ｂにより接続された主動作用滑車１５ａ、１５ｂ、２５ａ、
２５ｂは、レール２ｐ、２ｒ、２ｑ、２ｓに対し、それぞれ荷重付加状態にて接触して方
向Ｗに沿って移動する。
【００４１】
　即ち、妻パネル１０、２０は、屋根２がクレーンにより、クレーン吊り上げ用ワイヤ８
を介して方向Ｈの上方に吊り上げられると、主動作用滑車１５ａ、１５ｂ、２５ａ、２５
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ｂがレール２ｐ、２ｒ、２ｑ、２ｓを方向Ｗに沿って荷重付加状態にて移動する。さらに
、妻パネル１０、２０は、主動作用滑車１５ａ、１５ｂ、２５ａ、２５ｂと、柱１１、１
２、２１、２２とを接続するワイヤ１３ａ、１３ｂ、２３ａ、２３ｂにより、同時に倒置
状態から起立状態へと建て上がるよう構成されている。
【００４２】
　また、予備動作用滑車１６ａ、１６ｂ、２６ａ、２６ｂは、レール２ｐ、２ｒ、２ｑ、
２ｓに対し、それぞれ荷重非付加状態にて嵌入されている。予備動作用滑車１６ａ、１６
ｂ、２６ａ、２６ｂは、主動作用滑車１５ａ、１５ｂ、２５ａ、２５ｂにそれぞれ接続さ
れたワイヤ１３ａ、１３ｂ、２３ａ、２３ｂが何かしらの原因によって切断されてしまっ
た場合に、柱１１、１２、２１、２２が倒れてしまうことがないよう、レール２ｐ、２ｒ
、２ｑ、２ｓに対し、ワイヤ１４ａ、１４ｂ、２４ａ、２４ｂに張力が付与されることに
より、それぞれ荷重付加状態にて接触して方向Ｗに沿って移動するよう構成されている。
【００４３】
　即ち、ワイヤ１３ａ、１３ｂ、２３ａ、２３ｂが何かしらの原因によって切断されてし
まった場合に、予備動作用滑車１６ａ、１６ｂ、２６ａ、２６ｂがレール２ｐ、２ｒ、２
ｑ、２ｓを方向Ｗに沿って荷重付加状態にて移動する。さらに、妻パネル１０、２０は、
予備動作用滑車１６ａ、１６ｂ、２６ａ、２６ｂと、柱１１、１２、２１、２２とを接続
するワイヤ１４ａ、１４ｂ、２４ａ、２４ｂにより、同時に倒置状態から起立状態へと建
て上がるよう構成されている。
【００４４】
　尚、図６に示す建て上げ状態の折畳式ユニットハウス１００の妻パネル１０、２０、床
１、屋根２に、それぞれ図示しない壁パネルが固定される。
【００４５】
　次に、このように構成された折畳式ユニットハウスの組立方法について説明する。
【００４６】
　先ず、作業者は、図１に示すように、倒置状態の妻パネル１０、２０に載置されている
屋根２のレール２ｐ、２ｒ、２ｑ、２ｓに対し、それぞれ滑車８０ａ、８０ｂ、９０ａ、
９０ｂを方向Ｗに移動自在に嵌入させる。
【００４７】
　次いで、作業者は、主動作用滑車１５ａ、１５ｂ、２５ａ、２５ｂに、ワイヤ１３ａ、
１３ｂ、２３ａ、２３ｂに一端を接続する。さらに、作業者は、予備動作用滑車１６ａ、
１６ｂ、２６ａ、２６ｂに、ワイヤ１４ａ、１４ｂ、２４ａ、２４ｂの一端を接続する。
【００４８】
　その後、作業者は、係止部材７１に、ワイヤ１３ａ、１４ａの他端を接続し、係止部材
７２に、ワイヤ１３ｂ、１４ｂの他端を接続し、係止部材７３に、ワイヤ２３ａ、２４ａ
の他端を接続し、係止部材７４に、ワイヤ２３ｂ、２４ｂの他端を接続する。
【００４９】
　次いで、作業者は、係止部材７１をフック１９ａに接続し、係止部材７２をフック１９
ｂに接続し、係止部材７３をフック２９ａに接続し、係止部材７４をフック２９ｂに接続
する。
【００５０】
　その後、作業者は、クレーン吊り上げ用ワイヤ８を、屋根２の４つのフック２ｕにそれ
ぞれ接続し、図４に示すように、クレーンを用いて屋根２を、方向Ｈの上方に吊り上げる
。その結果、倒置状態の柱１１、１２、２１、２２の各一端１１ｉ、１２ｉ、２１ｉ、２
２ｉは他方向に回転し、主動作用滑車１５ａ、１５ｂ、２５ａ、２５ｂがレール２ｐ、２
ｒ、２ｑ、２ｓに対し荷重付加状態にて接触して方向Ｗにおける外側にそれぞれ移動する
。その後、妻パネル１０、２０は、屋根２の吊り上げ動作と同時に、図５に示すように起
立状態まで建て上がる。
【００５１】
　また、この屋根２の吊り上げ動作に伴う妻パネル１０、２０の建て上げ作業は、屋根２
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の底面２ｄの水平状態と、妻パネル１０、２０の起立状態（傾き）の均等具合をみながら
、ゆっくり行われる。
【００５２】
　さらに、この屋根２の吊り上げ動作に伴う妻パネル１０、２０の建て上げ作業は、主動
作用滑車１５ａ、１５ｂ、２５ａ、２５ｂがレール２ｐ、２ｒ、２ｑ、２ｓの外側端部に
突き当たるまで行われる。また、付き当て後は、作業者は、各柱１１、１２、２１、２２
の各一端１１ｉ、１２ｉ、２１ｉ、２２ｉが一方向に回転してしまうことがないよう一端
１１ｉ、１２ｉ、２１ｉ、２２ｉに設けられたボルトを仮止めする。
【００５３】
　尚、この吊り上げ動作に伴い、何かしらの原因により仮にワイヤ１３ａ、１３ｂ、２３
ａ、２３ｂが切断されてしまったとしても、柱１１、１２、２１、２２と予備動作用滑車
１６ａ、１６ｂ、２６ａ、２６ｂとを接続するワイヤ１４ａ、１４ｂ、２４ａ、２４ｂに
張力が付与されることにより、予備動作用滑車１６ａ、１６ｂ、２６ａ、２６ｂがレール
２ｐ、２ｒ、２ｑ、２ｓに対して非荷重付加状態から荷重付加状態となって接触して方向
Ｗにおける外側にそれぞれ移動することから、妻パネル１０、２０は、図５に示すように
起立状態まで建て上がる。
【００５４】
　次いで、作業者は、屋根２を妻パネル１０、２０に対して位置合わせした後、方向Ｈに
おける下方向にゆっくり降下させ、図６に示すように、各柱１１、１２、２１、２２の他
端１１ｔ、１２ｔ、２１ｔ、２２ｔに、屋根２を載置し、図示しないボルト等で固定する
。
【００５５】
　その後、作業者は、フック２ｕから屋根吊り上げ用ワイヤ８と取り外し、各一端１１ｉ
、１２ｉ、２１ｉ、２２ｉに設けられたボルトを締める。次いで、パネル受けインナ２ｍ
からレール２ｐ、２ｒ、２ｑ、２ｓを取り外し、フック１９ａ、１９ｂ、２９ａ、２９ｂ
からワイヤ係止部材７１～７４を取り外す。
【００５６】
　最後に、妻パネル１０、２０、床１、屋根２に対して図示しない壁パネルを固定するこ
とにより折畳式ユニットハウス１００は組み上がる。
【００５７】
　このように、本実施の形態においては、折畳式ユニットハウス１００は、屋根２の吊り
上げ動作に伴い、滑車８０ａ、８０ｂ、９０ａ、９０ｂ、ワイヤ１３ａ、１３ｂ、２３ａ
、２３ｂにより、妻パネル１０、２０が同時に倒置状態から起立状態へと建て上がる構成
を有していると示した。
【００５８】
　このことによれば、従来は、吊り上げた屋根の下にて作業者は、妻パネル１０、２０の
建て上げ作業を行わざるを得なかったが、本実施の形態によれば屋根２の吊り上げに伴い
妻パネル１０、２０は同時に建て上がるため、妻パネル１０、２０の建て上げ作業を安全
かつ簡単に行うことができる。
【００５９】
　以上から、安全に柱の建て上げ作業が行えることにより、容易に組立作業を行うことが
できる構成を具備する折畳式ユニットハウス１００、該折畳式ユニットハウス１００の組
立方法を提供することができる。
【符号の説明】
【００６０】
　１…床
　２…屋根
　２ｄ…屋根の底面
　２ｐ…レール
　２ｑ…レール
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　２ｒ…レール
　２ｓ…レール
　１１…柱
　１１ｉ…柱の一端
　１１ｔ…柱の他端
　１２…柱
　１２ｉ…柱の一端
　１２ｔ…柱の他端
　１３ａ…ワイヤ
　１３ｂ…ワイヤ
　１４ａ…ワイヤ
　１４ｂ…ワイヤ
　１５ａ…主動作用滑車
　１５ｂ…主動作用滑車
　１６ａ…予備動作用滑車
　１６ｂ…予備動作用滑車
　２１…柱
　２１ｉ…柱の一端
　２１ｔ…柱の他端
　２２…柱
　２２ｉ…柱の一端
　２２ｔ…柱の他端
　２３ａ…ワイヤ
　２３ｂ…ワイヤ
　２４ａ…ワイヤ
　２４ｂ…ワイヤ
　２５ａ…主動作用滑車
　２５ｂ…主動作用滑車
　２６ａ…予備動作用滑車
　２６ｂ…予備動作用滑車
　８０ａ…滑車
　８０ｂ…滑車
　９０ａ…滑車
　９０ｂ…滑車
　１００…折畳式ユニットハウス
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