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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに対向する２本の第一の床梁と互いに対向する２本の第二の床梁とを組み合わせて
平面矩形状とされた床部と、前記２本の第一の床梁においてそれぞれ中間部と前記床部の
互いに近接する２カ所の隅部に相当する部分とにそれぞれ立設された柱と、これらの柱の
上端部同士を接続し前記２本の第一の床梁と平行に配置された２本の第一の天井梁と前記
２本の第二の床梁と平行に配置された２本の第二の天井梁とを有する天井部とを有し、前
記床部の前記柱で囲われた領域を居室用床部とし、この居室用床部以外の領域をバルコニ
ー用床部としたインナーバルコニーユニットを備え、
　このインナーバルコニーユニットを前記バルコニー用床部同士が連続すると共に前記居
室用床部が互いに離隔するように複数並べて配列し、
　これらのインナーバルコニーユニットに少なくとも前記バルコニー用床部の上を覆う上
方閉塞部材をそれぞれ設置し、
　前記上方閉塞部材は、前記バルコニー用床部と同じ大きさの天井パネルと、前記天井パ
ネルの上に積層され前記床部と同じ大きさの小屋パネルとを備え、前記天井パネルと前記
天井部とは接合され、隣合う前記天井パネル同士は接合されていることを特徴とするユニ
ット式建物。
【請求項２】
　請求項１に記載のユニット式建物において、前記インナーバルコニーユニットには、床
梁、柱および天井梁から直方体状の骨組みを有する建物ユニットがそれぞれ前記インナー
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バルコニーユニットの配列方向と直交する方向に隣接して配置され、前記建物ユニットの
上にそれぞれ配置される小屋パネル同士の間と、前記インナーバルコニーユニットの上に
配置される小屋パネル同士の間とには補強梁が架け渡されていることを特徴とするユニッ
ト式建物。
【請求項３】
　請求項２に記載のユニット式建物において、前記補強梁は、小屋パネルの間に配置され
る梁本体と、この梁本体の中間高さ位置に配置され前記建物ユニットの上に配置される小
屋パネルを接合する第一接合部と、前記梁本体の中間高さ位置に配置され前記インナーバ
ルコニーユニットの上に配置される小屋パネルを接合する第二接合部とを備えることを特
徴とするユニット式建物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユニット式建物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、柱、梁からなる骨組みを備えた略直方体状の建物ユニットを複数組み合わせたユ
ニット式建物が施工されている。この建物ユニットには、床梁と天井梁のそれぞれ中間位
置に柱を配置し、この柱の間で仕切られる空間の一方を居室とし、他方をバルコニーとす
るインナーバルコニーユニットがある。そして、このインナーバルコニーユニットをバル
コニー部分同士が隣接するように並べて配置するユニット式建物が提案されている（例え
ば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１６７８５９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、特許文献１に記載のような建物ユニットを用いたユニット式建物におい
ては、インナーバルコニーユニットの四隅に柱があるので、バルコニー部分同士を接続さ
せて大きなバルコニー空間を形成しようとする場合、バルコニーの接続部分に位置する柱
が邪魔になるという不都合がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、複数の建物ユニットのバルコニー部分同士を接続させて大きなバル
コニー空間を形成しようとする場合において、バルコニーの接続部分に位置する柱を省略
することが可能なユニット式建物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】
　本発明のユニット式建物は、図面を参照して説明すると、互いに対向する２本の第一の
床梁４２Ａと互いに対向する２本の第二の床梁４２Ｂとを組み合わせて平面矩形状とされ
た床部４６と、前記２本の第一の床梁４２Ａにおいてそれぞれ中間部と前記床部４６の互
いに近接する２カ所の隅部に相当する部分とにそれぞれ立設された柱４０と、これらの柱
４０の上端部同士を接続し前記２本の第一の床梁４２Ａと平行に配置された２本の第一の
天井梁４１Ａと前記２本の第二の床梁４２Ｂと平行に配置された２本の第二の天井梁４１
Ｂとを有する天井部４７とを有し、前記床部４６の前記柱で囲われた領域を居室用床部４
６Ａとし、この居室用床部４６Ａ以外の領域をバルコニー用床部４６Ｂとしたインナーバ
ルコニーユニット４を備え、このインナーバルコニーユニット４を前記バルコニー用床部
４６Ｂ同士が連続すると共に前記居室用床部４６Ａが互いに離隔するように複数並べて配
列し、これらのインナーバルコニーユニット４に少なくとも前記バルコニー用床部４６Ｂ
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の上を覆う上方閉塞部材をそれぞれ設置し、前記上方閉塞部材は、前記バルコニー用床部
４６Ｂと同じ大きさの天井パネル５１と、前記天井パネル５１の上に積層され前記床部４
６と同じ大きさの小屋パネル６とを備え、前記天井パネル５１と前記天井部４７とは接合
され、隣合う前記天井パネル５１同士は接合されていることを特徴とする。
　この発明によれば、複数の建物ユニットのバルコニー部分同士を接続させて大きなバル
コニー空間を形成しようとする場合において、バルコニーの接続部分に位置する柱を省略
することが可能となる。なお、この発明においては、上方閉塞部材により柱がない部分を
補強することができるため、バルコニーの接続部分に位置する柱を省略したとしてもユニ
ット式建物１の強度を確保することができる。
【０００７】
　しかも、天井パネル５と小屋パネル６により隣接するインナーバルコニーユニット４同
士を強固に接合できるため、ユニット式建物１の強度を更に向上させることができる。
【０００８】
　本発明では、前記インナーバルコニーユニット４には、床梁３２Ａ，３２Ｂ、柱３０お
よび天井梁３１Ａ，３１Ｂから直方体状の骨組みを有する建物ユニット３がそれぞれ前記
インナーバルコニーユニット４の配列方向と直交する方向に隣接して配置され、前記建物
ユニット３の上にそれぞれ配置される小屋パネル６同士の間と、前記インナーバルコニー
ユニット４の上に配置される小屋パネル６同士の間とには補強梁７が架け渡されているこ
とが好ましい。
　この発明では、補強梁７により柱４０がない部分を更に補強することができるため、ユ
ニット式建物１の強度を更に向上させることができる。
【０００９】
　本発明では、前記補強梁７は、小屋パネル６の間に配置される梁本体と、この梁本体の
中間高さ位置に配置され前記建物ユニット３の上に配置される小屋パネル６を接合する第
一接合部と、前記梁本体の中間高さ位置に配置され前記インナーバルコニーユニット４の
上に配置される小屋パネル６を接合する第二接合部とを備えることが好ましい。
　この発明では、梁本体、第一接合部および第二接合部によりユニット式建物１の強度を
効率的に確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係るユニット式建物の第１実施形態を示す全体図である。
【図２】前記実施形態のユニット式建物の屋根部の構造を示す概略図である。
【図３】前記実施形態の通常の建物ユニットを示す全体斜視図である。
【図４】前記実施形態のインナーバルコニーユニットを示す全体斜視図である。
【図５】前記実施形態のインナーバルコニーユニット、天井パネルおよび小屋パネルを示
す全体斜視図である。
【図６】前記実施形態のユニット式建物における天井パネル、小屋パネルおよび補強梁の
接合部を示す分解斜視図である。
【図７】本発明に係るユニット式建物の第２実施形態を示す全体図である。
【図８】前記実施形態のユニット式建物の屋根部の構造を示す概略図である。
【図９】本発明に係るユニット式建物の第３実施形態を示す全体図である。
【図１０】前記実施形態のユニット式建物の屋根部の構造を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１～図６には第１実施形態のユニット式建物１が示されている。図１は、本発明に係
るユニット式建物の第１実施形態を示す全体図である。また、図２は、本実施形態のユニ
ット式建物の屋根部の構造を示す概略図である。
　図１，２に示すように、第１実施形態のユニット式建物１は、基礎２と、基礎２の上に
設けられた例えば６個の建物ユニット３からなる下階部と、下階部の建物ユニット３の上
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に載置された４個の建物ユニット３および２個のインナーバルコニーユニット４からなる
上階部と、この上階部の上に設けられた小屋パネル６と、小屋パネル６の上に設けられた
屋根部８と、後述する補強梁７とを備えている。
【００１２】
　ユニット式建物１の下階部においては、６個の建物ユニット３が相互に接合された状態
で配置されている。
　ユニット式建物１の上階部においては、４個の建物ユニット３および２個のインナーバ
ルコニーユニット４が相互に接合された状態で配置されている。そして、２個のインナー
バルコニーユニット４は、バルコニー用床部４６Ｂ同士が連続すると共に居室用床部４６
Ａが互いに離隔するように隣接して配置されている。また、４個の建物ユニット３は、２
個のインナーバルコニーユニット４の配列方向と直交する方向に隣接して配置されている
。また、インナーバルコニーユニット４には、少なくともバルコニー用床部４６Ｂの上を
覆う上方閉塞部材が設置されている。そして、後に詳細を述べるように、上方閉塞部材と
しては、バルコニー用床部４６Ｂと同じ大きさの天井パネル５と、床部４６と同じ大きさ
の小屋パネル６とを積層してなるものを用いている。なお、インナーバルコニーユニット
４と天井パネル５とは、ボルトなどにより接合されている。また、天井パネル５と小屋パ
ネル６とは、ボルトなどにより接合され、積層されている。
　インナーバルコニーユニット４には、後に詳細を述べるように、バルコニー用床部と同
じ大きさの天井パネル５が接合されている。また、屋根部８は、小屋パネル６の上に設け
られた小屋束８１と、この小屋束８１に支持される屋根パネル８２とを備えている。
【００１３】
　次に、図３に基づいて、建物ユニット３を説明する。図３は、本実施形態の通常の建物
ユニットを示す全体斜視図である。
　建物ユニット３は、四隅に立設される４本の柱３０と、これらの柱３０の上端間同士を
結合する４本の天井梁３１と、各柱３０の下端間同士を結合する４本の床梁３２とを含む
骨組みを有し、略直方体状に形成されている。
　そして、天井梁３１は各２本の長辺天井梁３１Ａおよび短辺天井梁３１Ｂで構成され、
床梁３２は各２本の長辺床梁３２Ａおよび短辺床梁３２Ｂで構成されている。２本の長辺
天井梁３１Ａ間、および２本の長辺床梁３２Ａ間には、複数本の天井小梁３３、複数本の
根太３４がそれぞれ架け渡されている。また、柱３０と天井梁３１および床梁３２とは、
仕口３５を介して接続されている。
【００１４】
　次に、図４に基づいて、インナーバルコニーユニット４について説明する。図４は、本
実施形態のインナーバルコニーユニットを示す全体斜視図である。
　インナーバルコニーユニット４は、４本の床梁４２を組み合わせて平面矩形状とされた
床部４６と、この床部４６の隅部と互いに対向する２本の床梁４２の中間部とにそれぞれ
立設される４本の柱４０と、これらの柱４０の上端部同士を４本の天井梁４１で接続して
形成された天井部４７とを有し、略直方体状に形成されている。
　また、床部４６は、４本の柱４０で囲われた領域を居室用床部４６Ａと、この居室用床
部４６Ａ以外の領域をバルコニー用床部４６Ｂとからなる。なお、床部４６は、建物ユニ
ット３の床部と同じ大きさを有する。
　そして、天井梁４１は各２本の長辺天井梁４１Ａおよび短辺天井梁４１Ｂで構成され、
床梁４２は各２本の長辺床梁４２Ａおよび短辺床梁４２Ｂで構成されている。２本の長辺
天井梁４１Ａ間、および２本の長辺床梁４２Ａ間には、複数本の天井小梁４３、複数本の
根太４４がそれぞれ架け渡されている。また、柱４０と天井梁４１および床梁４２とは、
仕口４５を介して接続されている。
【００１５】
　次に、図５に基づいて、天井パネル５および小屋パネル６について説明する。図５は、
本実施形態のインナーバルコニーユニット、天井パネルおよび小屋パネルを示す全体斜視
図である。
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　天井パネル５は、４本の枠材５１を有し、インナーバルコニーユニット４のバルコニー
用床部４６Ｂと同じ大きさになるように形成されている。
　そして、枠材５１は、インナーバルコニーユニット４の長辺床梁４２Ａと平行な２本の
枠材５１Ａと、枠材５１Ａと直交する２本の枠材５１Ｂとで構成されている。４本の枠材
５１のうち２本の枠材５１Ａ間には、複数本の小梁５２が架け渡されている。また、枠材
５１は、仕口５５を介して接続されている。
　天井パネル５とインナーバルコニーユニット４とは仕口４５，５５同士が図示しないボ
ルトで接合される。また、隣接する天井パネル５同士では仕口５５同士が図示しないボル
トで接合される。
【００１６】
　小屋パネル６は、４本の枠材６１を有し、インナーバルコニーユニット４の床部４６と
同じ大きさになるように形成されている。
　そして、枠材６１は、各２本の長辺枠材６１Ａおよび短辺枠材６１Ｂで構成されている
。枠材６１には、２本のブレース６２が設けられている。また、枠材６１は、２本の長辺
枠材６１Ａが勝つようにして組み合わされ、図示しないピン、ボルトなどでプレート６５
を介して接続されている。
【００１７】
　次に、図６に基づいて、補強梁７について説明する。図６は、本実施形態のユニット式
建物における天井パネル、小屋パネルおよび補強梁の接合部を示す分解斜視図である。
　ユニット式建物１の上階部のインナーバルコニーユニット４および建物ユニット３の互
いに対向する天井梁３１の間と、小屋パネル６同士の間とには補強梁７が架け渡されてい
る。
　補強梁７は、図６に示すように、所定厚さの板部材で形成されるとともに、上部が小屋
パネル６の枠材６１の高さ寸法と同じかやや短く、下部が上階部のインナーバルコニーユ
ニット４及び建物ユニット３の天井梁３１の高さ寸法と同じかやや短い本体を有する。こ
のような補強梁７は、一端部を小屋パネル６の建物外側の端部に揃え、他端部を建物ユニ
ット３およびインナーバルコニーユニット４のある側に突出させて取り付けられている。
【００１８】
　補強梁７の長さ方向両端部、および中央部には、それぞれ長手方向に沿って水平な補強
プレート７１，７２を有する。これらの補強プレート７１，７２は、補強梁７の本体の中
間高さ位置に設けられている。補強梁７の長さ方向両端部の補強プレート７１はほぼ正方
形状に形成されている。そして、一方の端部の補強プレート７１は第二接合部を構成する
ものであって、インナーバルコニーユニット４の天井パネル５と、インナーバルコニーユ
ニット４の上に配置される小屋パネル６とをボルトなどで接合する。図示しない他方の端
部の補強プレート７１は第一接合部を構成するものであって、建物ユニット３と、建物ユ
ニット３の上に配置される小屋パネル６とをボルトなどで接合する。また、中央部の補強
プレート７２は、隣接する４枚の小屋パネル６の角部の間、並びに、隣接する２個の建物
ユニット３の仕口３５および２個のインナーバルコニーユニット４の天井パネル５の仕口
５５の間に渡る大きさの矩形状に形成されている。そして、中央部の補強プレート７２は
、隣接する４枚の小屋パネル６の角部の下端部同士、並びに、隣接する２個の建物ユニッ
ト３の仕口３５および２個のインナーバルコニーユニット４の天井パネル５の仕口５５の
上端部同士をそれぞれ連結するように、建物ユニット３と天井パネル５と小屋パネル６と
をボルトなどで接合する。
【００１９】
　すなわち、建物ユニット３の仕口３５および天井パネル５の仕口５５の上端部には、係
合ピン３５Ａ，５５Ａ，３５Ｂ，５５Ｂが立設されるとともに、ボルト結合用孔３５Ｃ，
５５Ｃがあけられており、これに対して、補強プレート７１，７２には、係合孔７１Ａ，
７１Ｂ、および係合孔７２Ａ，７２Ｂがあけられ、さらに、ボルト結合用孔７１Ｃ，７２
Ｃがあけられている。また、小屋パネル６には、係合孔６５Ａがあけられ、さらに、ボル
ト結合用孔６５Ｃがあけられている。



(6) JP 5629147 B2 2014.11.19

10

20

30

40

50

　そのため、先ず、建物ユニット３の仕口３５および天井パネル５の仕口５５の上端部に
立設された係合ピン３５Ａ，５５Ａ，３５Ｂ，５５Ｂに、補強プレート７１，７２にあけ
られた係合孔７１Ａ，７１Ｂ、および係合孔７２Ａ，７２Ｂをそれぞれ差し込み、さらに
、小屋パネル６の係合孔６５Ａをそれぞれ差し込む。このようにして、建物ユニット３お
よび天井パネル５と、補強梁７の本体および補強プレート７１，７２と、小屋パネル６の
角部とを位置決めして接合できるようになっている。
【００２０】
　また、図２に示すように、小屋パネル６の上に設けられた小屋束８１と、この小屋束８
１に支持される屋根パネル８２とを備える屋根部８は、３つの支点Ｓにより支えられてい
る。そして、これらの支点Ｓは、インナーバルコニーユニット４と隣接する建物ユニット
３の柱の頂部、建物ユニット３同士の間に位置する柱の頂部、並びに、インナーバルコニ
ーユニット４と隣接していない建物ユニット３における建物ユニット３と隣接していない
側の端部にある柱の頂部に存在する。これらの支点Ｓは、それぞれ、小屋束８１、および
インナーバルコニーユニット４のある側の反対側の屋根パネル８２を支えている。なお、
インナーバルコニーユニット４における建物ユニット３と隣接していない側の端部には支
点は存在しないが、天井パネル５、小屋パネル６および補強梁７により補強されている。
【００２１】
　次に、図１、図２、図５および図６を参照にしながら、以上のようなユニット式建物１
の構築方法を説明する。
　先ず、建物ユニット３、インナーバルコニーユニット４、天井パネル５、小屋パネル６
および補強梁７などを工場にて製造する。これらをトラックなどで工事現場に搬送する。
そして、基礎２の上に、６個の建物ユニット３のうちの２個を、短辺同士が連続するよう
に配置した後に、残りの４個の建物ユニット３を、２個の建物ユニット３の配列方向と直
交する方向に隣接して配置し、アンカーボルトなどで基礎２に固定する。このようにして
、ユニット式建物１の下階部を構築する。
　次に、ユニット式建物１の下階部の上に、２個のインナーバルコニーユニット４を、バ
ルコニー用床部４６Ｂ同士が連続すると共に居室用床部４６Ａが互いに離隔するように隣
接して配置した後に、４個の建物ユニット３を、２個のインナーバルコニーユニット４の
配列方向と直交する方向に隣接して配置し、アンカーボルトなどで固定する。そして、イ
ンナーバルコニーユニット４の天井がない部分に、２枚の天井パネル５を、インナーバル
コニーユニット４の天井梁４１と２枚の天井パネル５とがそれぞれ隣接し、且つ、２枚の
天井パネル５の端部同士が隣接するように配置し、ボルトなどで固定する。このようにし
て、ユニット式建物１の上階部を構築する。
【００２２】
　次いで、ユニット式建物１の上階部の上に、６枚の小屋パネル６を配置し、ボルトなど
で固定する。そして、一方向に隣接して設けられた２個ずつの建物ユニット３およびイン
ナーバルコニーユニット４の上にそれぞれ配置された小屋パネル６の間に補強梁７を架け
渡すとともに、この補強梁７に設けられた補強プレート７１を小屋パネル６の角部に係合
させるとともに、補強プレート７２を小屋パネル６の角部に係合させる。この際、仕口５
５の上端部に立設された係合ピン５５Ａ，５５Ｂに、補強プレート７１，７２にあけられ
た係合孔７１Ａ，７１Ｂ、および係合孔７２Ａ，７２Ｂをそれぞれ差し込み、さらに、小
屋パネル６の係合孔６５Ａをそれぞれ差し込む。このようにして、建物ユニット３および
天井パネル５と、補強梁７の本体および補強プレート７１，７２と、小屋パネル６の角部
とを位置決めして連結する。
　その後、小屋パネル６の上に、小屋束８１を介して屋根パネル８２を設けて屋根部８を
構成し、ユニット式建物１を完成させる。
【００２３】
　以上のような第１実施形態によれば、次のような効果が得られる。
（１）インナーバルコニーユニット４がバルコニー用床部４６Ｂ同士が連続すると共に前
記居室用床部４６Ａが互いに離隔するように隣接して配置されている。そのため、複数の
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建物ユニットのバルコニー部分同士を接続させて大きなバルコニー空間を形成しようとす
る場合において、バルコニーの接続部分に位置する柱を省略することが可能となる。また
、上方閉塞部材により柱がない部分を補強することができるため、バルコニーの接続部分
に位置する柱を省略したとしてもユニット式建物１の強度を確保することができる。
（２）前記上方閉塞部材として、天井パネル５と、小屋パネル６とを積層してなるものを
用いている。そのため、天井パネル５と小屋パネル６により隣接するインナーバルコニー
ユニット４同士を強固に接合できるため、ユニット式建物１の強度を更に向上させること
ができる。
（３）建物ユニット３の上にそれぞれ配置される小屋パネル６同士の間と、インナーバル
コニーユニット４の上に配置される小屋パネル６同士の間とには補強梁７が架け渡されて
いる。そのため、補強梁７により柱４０がない部分を更に補強することができるため、ユ
ニット式建物１の強度を更に向上させることができる。
（４）補強梁７は、小屋パネル６の間に配置される梁本体と、この梁本体の中間高さ位置
に配置され建物ユニット３の上に配置される小屋パネル６を接合する第一接合部と、前記
梁本体の中間高さ位置に配置されインナーバルコニーユニット４の上に配置される小屋パ
ネル６を接合する第二接合部とを備える。そのため、梁本体、第一接合部および第二接合
部によりユニット式建物１の強度を効率的に確保することができる。
【００２４】
　次に、図７および図８に基づいて、本発明のユニット式建物の第２実施形態を説明する
。
　本実施形態において、前記第１実施形態と同一構成部材には、同一符号を付すとともに
、その詳細な説明は省略または簡略化する。
　本実施形態のユニット式建物１Ａは、図７に示すように、インナーバルコニーユニット
４の上方閉塞部材として天井パネル５を用い、補強梁７を架け渡していない以外は前記第
１実施形態と同様のものである。
【００２５】
　このようなユニット式建物１Ａの屋根部８は、図８に示すように、ユニット式建物１Ａ
の上階部の上に設けられた小屋束８１と、小屋束８１に支持される屋根パネル８２と、小
屋束８１に設けられたブレース８３と、小屋束８１に設けられた横架材８４を備えている
。
　ユニット式建物１Ａにおいても、インナーバルコニーユニット４における建物ユニット
３と隣接していない側の端部には支点は存在しないが、天井パネル５、ブレース８３およ
び横架材８４により補強されている。
【００２６】
　このような第２実施形態によれば、前記第１実施形態の（１）とほぼ同様の効果の他、
次のような効果が得られる。
（５）ブレース８３および横架材８４により、水平方向の外力に対する屋根部８の変形な
どを防止できる。
【００２７】
　次に、図９および図１０に基づいて、本発明のユニット式建物の第３実施形態を説明す
る。
　本実施形態において、前記第１実施形態と同一構成部材には、同一符号を付すとともに
、その詳細な説明は省略または簡略化する。
　本実施形態のユニット式建物１Ｂは、図９に示すように、インナーバルコニーユニット
４の上方閉塞部材として小屋パネル６を用い、補強梁７を架け渡していない以外は前記第
１実施形態と同様のものである。
【００２８】
　このようなユニット式建物１Ｂの屋根部８は、図１０に示すように、小屋パネル６の上
に設けられた小屋束８１と、小屋束８１に支持される屋根パネル８２と、小屋束８１に設
けられたブレース８３と、小屋束８１に設けられた横架材８４を備えている。
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　ユニット式建物１Ｂにおいても、インナーバルコニーユニット４における建物ユニット
３と隣接していない側の端部には支点は存在しないが、小屋パネル６、ブレース８３およ
び横架材８４により補強されている。
【００２９】
　このような第３実施形態によれば、前記第１実施形態の（１）および前記第２実施形態
の（５）とほぼ同様の効果が得られる。
【００３０】
　なお、本発明は前述の各実施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
る範囲での変形、改良などは本発明に含まれるものである。
　例えば、前記第１実施形態では、補強梁７が、所定厚さの板状部材で形成されているが
、これに限らない。補強梁７として、例えば、断面矩形状の角パイプを用いてもよい。
　また、前記第１実施形態では、屋根部８にブレース８３および横架材８４を用いていな
いが、前記第２実施形態および前記第３実施形態と同様に、屋根部８にブレース８３およ
び横架材８４を用いてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３１】
　本発明は、個人住宅に利用できる他、アパートなどの共同住宅にも利用することができ
る。
【符号の説明】
【００３２】
１，１Ａ，１Ｂ…ユニット式建物
２…基礎
３…建物ユニット
４…インナーバルコニーユニット
５…天井パネル
６…小屋パネル
７…補強梁
８…屋根部
３０…柱
３１…天井梁
３１Ａ…長辺天井梁
３１Ｂ…短辺天井梁
３２…床梁
３２Ａ…長辺床梁
３２Ｂ…短辺床梁
３３…天井小梁
３４…根太
３５…仕口
３５Ａ，３５Ｂ…係合ピン
３５Ｃ…ボルト結合用孔
４０…柱
４１…天井梁
４１Ａ…長辺天井梁
４１Ｂ…短辺天井梁
４２…床梁
４２Ａ…長辺床梁
４２Ｂ…短辺床梁
４３…天井小梁
４４…根太
４５…仕口
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４６…床部
４６Ａ…居室用床部
４６Ｂ…バルコニー用床部
４７…天井部
５１…枠材
５２…小梁
５５…仕口
５５Ａ，５５Ｂ…係合ピン
５５Ｃ…ボルト結合用孔
６１…枠材
６１Ａ…長辺枠材
６１Ｂ…短辺枠材
６２…ブレース
６５…プレート
６５Ａ…係合ピン
６５Ｃ…ボルト結合用孔
７１，７２…補強プレート
７１Ａ，７１Ｂ…係合孔
７１Ｃ，７２Ｃ…ボルト結合用孔
８１…小屋束
８２…屋根パネル
８３…ブレース
８４…横架材
Ｓ…支点

【図１】 【図２】
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