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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユニット建物を構成する直方体状の建物ユニットの立面に連結され、該建物ユニットの
内部空間を拡大させる小型の付帯構造物であって、
　該付帯構造物は、４本の柱材と、該柱材の下端部を水平方向に連結する４本の下梁と、
前記柱材の上端部を水平方向に連結する４本の上梁とから直方体状に構成され、前記建物
ユニットの前記立面を構成する部材に連結固定されるものであり、
　前記付帯構造物では、直方体の対向する２つの立面は、上梁又は下梁の一方が２本の柱
材に剛接合され、その他方が固定具により２本の柱材に連結され、対向する他の２つの立
面は２本の柱材と上梁及び下梁がボルトナット等の固定具によりジョイント部材を介して
連結されて形成され、
　前記付帯構造物は、直方体の天井面に、短辺方向の前記上梁に沿ってさらに補助梁を備
えると共に、該補助梁と構造部材との間に水平ブレース材を備え、
　前記補助梁は、その両端部に固着された接合プレートを長辺方向の前記上梁に固着され
た接合部材に対接させて連結されることを特徴とする付帯構造物。
【請求項２】
　ユニット建物を構成する直方体状の建物ユニットの立面に連結され、該建物ユニットの
内部空間を拡大させる小型の付帯構造物であって、
　該付帯構造物は、４本の柱材と、該柱材の下端部を水平方向に連結する４本の下梁と、
前記柱材の上端部を水平方向に連結する４本の上梁とから直方体状に構成され、前記建物
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ユニットの前記立面を構成する部材に連結固定されるものであり、
　前記付帯構造物では、前記４本の下梁及び４本の上梁は、前記４本の柱材にボルトナッ
ト等の固定具により連結され、
　前記付帯構造物は、直方体の天井面に、短辺方向の前記上梁に沿ってさらに補助梁を備
えると共に、該補助梁と構造部材との間に水平ブレース材を備え、
　前記補助梁は、その両端部に固着された接合プレートを長辺方向の前記上梁に固着され
た接合部材に対接させて連結されることを特徴とする付帯構造物。
【請求項３】
　前記補助梁は、前記天井面を構成する２本の短辺方向の上梁に平行に複数本備えられる
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の付帯構造物。
【請求項４】
　ユニット建物を構成する直方体状の建物ユニットの立面に連結され、該建物ユニットの
内部空間を拡大させる小型の付帯構造物であって、
　該付帯構造物は、４本の柱材と、該柱材の下端部を水平方向に連結する４本の下梁と、
前記柱材の上端部を水平方向に連結する４本の上梁とから直方体状に構成され、前記建物
ユニットの前記立面を構成する部材に連結固定されるものであり、
　前記付帯構造物では、直方体の対向する２つの立面は、上梁又は下梁の一方が２本の柱
材に剛接合され、その他方が固定具により２本の柱材に連結され、対向する他の２つの立
面は２本の柱材と上梁及び下梁がボルトナット等の固定具によりジョイント部材を介して
連結されて形成され、
　前記付帯構造物は、直方体の天井面に、短辺方向の前記上梁に沿ってさらに補助梁を備
え、該補助梁は、その両端部に固着された接合プレートを長辺方向の前記上梁に固着され
た接合部材に対接させて剛接合で連結されることを特徴とする付帯構造物。
【請求項５】
　ユニット建物を構成する直方体状の建物ユニットの立面に連結され、該建物ユニットの
内部空間を拡大させる小型の付帯構造物であって、
　該付帯構造物は、４本の柱材と、該柱材の下端部を水平方向に連結する４本の下梁と、
前記柱材の上端部を水平方向に連結する４本の上梁とから直方体状に構成され、前記建物
ユニットの前記立面を構成する部材に連結固定されるものであり、
　前記付帯構造物では、前記４本の下梁及び４本の上梁は、前記４本の柱材にボルトナッ
ト等の固定具により連結され、
　前記付帯構造物は、直方体の天井面に、短辺方向の前記上梁に沿ってさらに補助梁を備
え、該補助梁は、その両端部に固着された接合プレートを長辺方向の前記上梁に固着され
た接合部材に対接させて剛接合で連結されることを特徴とする付帯構造物。
【請求項６】
　前記４本の柱材は断面形状が略コ字状の溝形鋼又はＣ形鋼からなり、前記ジョイント部
材は、前記溝形鋼又はＣ形鋼の開口の一部を塞ぐように固着され、該ジョイント部材の裏
側には、ボルトナット等の固定具の締結スペースが形成されていることを特徴とする請求
項１又は４に記載の付帯構造物。
【請求項７】
　前記付帯構造物は、前記建物ユニットの２本の柱材にガイド部材を介して連結固定され
ることを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の付帯構造物。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の付帯構造物を前記建物ユニットに連結固定したこ
とを特徴とするユニット建物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユニット建物を構成する建物ユニットに連結される小型の付帯構造物に係り
、特に、付帯構造物の構造耐力を低下させることなく、自由に天窓等の開口部を設けるこ
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とができる付帯構造物と、ユニット建物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の建物ユニットに小型のユニットを連結して、建物の外部に出窓、サニタ
リー等を設けることができ、建物の形状を敷地形状に無駄なく対応させる等、形状の多様
化、個性化を実現できるオーバーハングユニットがある。このオーバーハングユニットは
柱と床梁と天井梁とを接合した骨組み構造体からなるものであり、基礎上に据付けられた
下階ユニットの側面部や、下階ユニットの上部に搭載された上階ユニットの側面部に接合
されるものである。（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】特開平４－３６０９３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、前記構造のオーバーハングユニットでは、天井面に天窓や開口部を設けるこ
とについては、そのサイズ、設置位置が限定されていた。また、従来の建物ユニットに付
帯して連結される小型の直方体の付帯構造物は、建物ユニットに追従するように設計され
るため柔軟な構成であり、その天井面は柔軟な構造であるため自由に天窓等の開口部を設
けることができなかった。
【０００５】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、
ユニット建物を構成する建物ユニットに連結される小型の付帯構造物において、その天井
面の構造耐力を低下させることなく、天窓等の開口部を自由に設けることができる付帯構
造物を提供することにある。また、このように構成された付帯構造物を建物ユニットに連
結して構成し、付帯構造物の天井面に自由に開口部を設けることができるユニット建物を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成すべく、本発明に係る付帯構造物は、ユニット建物を構成する直方体状
の建物ユニットの立面に連結され、該建物ユニットの内部空間を拡大させる小型の付帯構
造物であって、該付帯構造物は、４本の柱材と、該柱材の下端部を水平方向に連結する４
本の下梁と、前記柱材の上端部を水平方向に連結する４本の上梁とから直方体状に構成さ
れ、前記建物ユニットの前記立面を構成する部材に連結固定されるものであり、前記付帯
構造物では、直方体の対向する２つの立面は、上梁又は下梁の一方が２本の柱材に剛接合
され、その他方が固定具により２本の柱材に連結され、対向する他の２つの立面は２本の
柱材と上梁及び下梁がボルトナット等の固定具によりジョイント部材を介して連結されて
形成され、前記付帯構造物は、直方体の天井面に、短辺方向の前記上梁に沿ってさらに補
助梁を備えると共に、該補助梁と構造部材との間に水平ブレース材を備え、前記補助梁は
、その両端部に固着された接合プレートを長辺方向の前記上梁に固着された接合部材に対
接させて連結されることを特徴とする。構造部材としては、柱材や梁材が好ましい。
【０００７】
　前記のごとく構成された本発明の付帯構造物では、直方体に形成された付帯構造物の天
井面に短辺方向に沿って補助梁が設けられると共に、補助梁と構造部材との間に水平ブレ
ース材が設けられているため、天井面の構造耐力を増加させることができ、この天井面に
天窓等の開口部を自由に設けることができる。すなわち、天井面を構成する長方形の短辺
方向に沿って、短辺方向の上梁に並べて補助梁を備え、水平ブレース材で補強しているた
め、天井面の構造耐力を増やして補助梁に隣接して開口部を自由に設けることができる。
【０００８】
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　本発明に係る付帯構造物の他の態様としては、ユニット建物を構成する直方体状の建物
ユニットの立面に連結され、該建物ユニットの内部空間を拡大させる小型の付帯構造物で
あって、該付帯構造物は、４本の柱材と、該柱材の下端部を水平方向に連結する４本の下
梁と、前記柱材の上端部を水平方向に連結する４本の上梁とから直方体状に構成され、前
記建物ユニットの前記立面を構成する部材に連結固定されるものであり、前記付帯構造物
では、前記４本の下梁及び４本の上梁は、前記４本の柱材にボルトナット等の固定具によ
り連結され、前記付帯構造物は、直方体の天井面に、短辺方向の前記上梁に沿ってさらに
補助梁を備えると共に、該補助梁と構造部材との間に水平ブレース材を備え、前記補助梁
は、その両端部に固着された接合プレートを長辺方向の前記上梁に固着された接合部材に
対接させて連結されることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係る付帯構造物の好ましい具体的な態様としては、前記補助梁は、前記
天井面を構成する２本の短辺方向の上梁に平行に複数本備えられることを特徴としている
。このように構成された付帯構造物では、細長長方形の天井面の２本の短辺方向の上梁に
平行に、補助梁を複数本備えるため、天井面の構造耐力を増加させることができ、複数本
の補助梁の間に自由に天窓等の開口部を設けることができる。
【００１０】
　さらに、本発明に係る付帯構造物の他の態様としては、ユニット建物を構成する直方体
状の建物ユニットの立面に連結され、該建物ユニットの内部空間を拡大させる小型の付帯
構造物であって、該付帯構造物は、４本の柱材と、該柱材の下端部を水平方向に連結する
４本の下梁と、前記柱材の上端部を水平方向に連結する４本の上梁とから直方体状に構成
され、前記建物ユニットの前記立面を構成する部材に連結固定されるものであり、前記付
帯構造物では、直方体の対向する２つの立面は、上梁又は下梁の一方が２本の柱材に剛接
合され、その他方が固定具により２本の柱材に連結され、対向する他の２つの立面は２本
の柱材と上梁及び下梁がボルトナット等の固定具によりジョイント部材を介して連結され
て形成され、前記付帯構造物は、直方体の天井面に、短辺方向の上梁に沿ってさらに補助
梁を備え、該補助梁は、その両端部に固着された接合プレートを長辺方向の前記上梁に固
着された接合部材に対接させて剛接合で連結されることを特徴としている。剛接合として
は、溶接による接合や、高強度ボルトによる連結等が好ましい。このように構成された付
帯構造物では、補助梁は長辺方向の上梁に剛接合で連結されるため、この補助梁により付
帯構造物の天井面の構造耐力を増加させることができ、補助梁間に開口部を設けても、天
井面の変形を抑えることができ、安定して天窓等を設けることができる。
【００１１】
　さらに、他の態様としては、ユニット建物を構成する直方体状の建物ユニットの立面に
連結され、該建物ユニットの内部空間を拡大させる小型の付帯構造物であって、該付帯構
造物は、４本の柱材と、該柱材の下端部を水平方向に連結する４本の下梁と、前記柱材の
上端部を水平方向に連結する４本の上梁とから直方体状に構成され、前記建物ユニットの
前記立面を構成する部材に連結固定されるものであり、前記付帯構造物では、前記４本の
下梁及び４本の上梁は、前記４本の柱材にボルトナット等の固定具により連結され、前記
付帯構造物は、直方体の天井面に、短辺方向の前記上梁に沿ってさらに補助梁を備え、該
補助梁は、その両端部に固着された接合プレートを長辺方向の前記上梁に固着された接合
部材に対接させて剛接合で連結されることを特徴とする。
【００１２】
　前記付帯構造物では、直方体の対向する２つの立面は、上梁又は下梁の一方が２本の柱
材に剛接合され、その他方が固定具により２本の柱材に連結されることが好ましい。この
構成によれば、付帯構造物の構造を一部柔軟にして、連結固定される建物ユニットに追従
しやすくでき、地震等の衝撃が加わった場合でも、建物ユニットと共に衝撃を吸収するこ
とができる。また、前記付帯構造物では、前記４本の下梁及び４本の上梁は、前記４本の
柱材にボルトナット等の固定具により連結されると好適である。この構成によれば、４本
の下梁及び４本の上梁は、４本の柱材にジョイント部材を介してボルトナット等の固定具
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により連結されるため柔軟に構成され、連結される建物ユニットに追従するため、地震等
の衝撃が加わった場合でも、建物ユニットと共に衝撃を吸収することができる。
【００１３】
　また、本発明の付帯構造物は、前記４本の柱材は断面形状が略コ字状の溝形鋼又はＣ形
鋼からなり、前記ジョイント部材は、前記溝形鋼又はＣ形鋼の開口の一部を塞ぐように固
着され、該ジョイント部材の裏側には、ボルトナット等の固定具の締結スペースが形成さ
れていることが好ましい。この構成によれば、小型の付帯構造物を軽量で、低コストで製
造することができ、固定具による連結が容易に行える。
【００１４】
　前記付帯構造物は、前記建物ユニットの２本の柱材にガイド部材を介して連結固定され
ることが好ましい。この構成によれば、付帯構造物はガイド部材で位置決めされて、建物
ユニットに容易に連結固定することができる。本発明に係るユニット建物は、前記したい
ずれかに記載の付帯構造物を建物ユニットに連結固定したことを特徴としている。このよ
うに構成されたユニット建物では、建物ユニットに連結固定された小型の付帯構造物の天
井面に、構造耐力を低下させることなく天窓等の開口部を形成することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の付帯構造物は、簡単な構成で重量を低減することができ、ユニット建物を構成
する建物ユニットに連結固定されることで、該建物ユニットの内部空間を、少ない重量増
と、僅かなコストアップで拡大することができると共に、付帯構造物の天井面に自由に天
窓を設けることができる。また、本発明の付帯構造物を、複数の建物ユニットを並置又は
重ねて構成したユニット建物に連結固定することで、ユニット建物の外観に変化を持たせ
ることができ、凹凸のある重厚な外観のユニット建物を形成することができ、ユニット建
物内に外光を取り込むことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係る付帯構造物が連結固定される建物ユニットの斜視図。
【図２】図１の建物ユニットに連結固定される付帯ユニットの一実施形態の斜視図。
【図３】図２の付帯ユニットを図１の建物ユニットに連結固定した状態を示し、（ａ）は
２階の建物ユニットに付帯ユニットを連結した要部側面図、（ｂ）は、１階の建物ユニッ
トに付帯ユニットを連結した要部側面図。
【図４】図２のＡ部を分解した状態の要部斜視図。
【図５】図４のＶ－Ｖ線に沿う平面図。
【図６】図５のＶＩ－ＶＩ線方向から見た立面図。
【図７】図４のＶＩＩ－ＶＩＩ線断面図。
【図８】本発明に係る付帯構造物の他の実施形態を示し、建物ユニットに連結固定した状
態の斜視図。
【図９】本発明に係る付帯ユニットをユニット建物に連結した状態を示し、（ａ）は１つ
の建物ユニットの短辺方向と長辺方向に付帯ユニットを連結した要部斜視図、（ｂ）は２
つの建物ユニットを２層にしたユニット建物の１階の短辺方向に１つの付帯ユニットを連
結した要部斜視図、（ｃ）はユニット建物の２階の短辺方向に１つの付帯ユニットを連結
した要部斜視図、（ｄ）はユニット建物の１階と２階の短辺方向に２つの付帯ユニットを
上下に連結した要部斜視図、（ｅ）はユニット建物の１階の長辺方向に１つの付帯ユニッ
トを連結した要部斜視図、（ｆ）はユニット建物の２階の長辺方向に１つの付帯ユニット
を連結した要部斜視図。
【図１０】本発明に係る付帯ユニットをユニット建物に連結した状態を示し、（ａ）は２
つの建物ユニットを２層にしたユニット建物の長辺方向に付帯ユニットを１，２階に重ね
て連結した要部斜視図、（ｂ）はユニット建物の１階の長辺方向に１つの付帯ユニットを
連結し、その上にバルコニーを設置した要部斜視図、（ｃ）は２つの建物ユニットを２層
にするとともに１階に建物ユニットを並べたユニット建物の１階の短辺方向に１つの付帯
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ユニットを連結した要部斜視図、（ｄ）は２つの建物ユニットを２層にしたユニット建物
の１階の建物ユニットの長辺方向に短辺用の付帯ユニットを連結した要部斜視図、（ｅ）
は２つの建物ユニットを２層にしたユニット建物の１階の２つの建物ユニットの短辺方向
に連続するように付帯ユニットを連結した要部斜視図。
【図１１】本発明に係る付帯構造物のさらに他の実施形態を示す要部平面図。
【図１２】付帯構造物のさらに他の実施形態を分解した状態の要部斜視図。
【図１３】付帯構造物のさらに他の実施形態を分解した状態の要部斜視図。
【図１４】柱材と梁材との連結構造の変形例を示す要部斜視図。
【図１５】付帯構造物のさらに別の実施形態を分解した状態の要部斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明に係る付帯構造物の一実施形態を図面に基づき詳細に説明する。先ず、付
帯構造物を連結固定する建物ユニット１について、説明する。図１，２において、建物ユ
ニット１は、鋼製の構造材を溶接で直方体状に接合して形成したボックスラーメン構造の
ものであり、角柱からなる４本の柱材２，２…と、この柱材の下端部を水平方向に連結す
る長辺方向の下梁（床梁）３，３と、短辺方向の下梁（床梁）４，４と、４本の柱材２，
２…の上端部を水平方向に連結する長辺方向の上梁（天井梁）５，５と、短辺方向の上梁
（天井梁）６，６とから直方体状に形成される。そして、建物ユニット１には、床根太７
，７…が下梁３，３間に所定間隔で架設され、天井根太８，８…が上梁５，５間に所定間
隔で架設されている。各柱材と各梁材とはコーナー部に補強プレート９，９…を介在させ
て溶接され、建物ユニット１の剛性を高めている。
【００１８】
　建物ユニット１の直方体において、長辺方向をＸ方向、短辺方向をＹ方向、高さ方向を
Ｚ方向として説明する。建物ユニット１は、例えば長辺方向（Ｘ方向）の長さが２～５．
６メートル程度の長尺であり、短辺方向（Ｙ方向）の長さが０．４５～２メートル程度で
あり、高さ方向（Ｚ方向）の長さが２．５～３メートル程度の直方体状に形成されている
。すなわち、建物ユニット１は長辺方向に沿う２つの立面（Ｘ－Ｚ面）と、短辺方向に沿
う２つの立面（Ｙ－Ｚ面）と、上面、及び底面（Ｘ－Ｙ面）の６つの面から構成されてい
る。
【００１９】
　建物ユニット１に連結固定される付帯ユニット１０は、小型の直方体をしており、６面
を有する直方体状の建物ユニット１の１つの立面である短辺側の側面（Ｙ－Ｚ面）に連結
されるように、短辺側の側面と同じ長方形の側面を有しており、建物ユニット１の長辺方
向に沿う長さが短く設定されている。例えば、建物ユニット１の長辺方向の長さが４～５
メートル程度の長尺であるのに対して、付帯ユニット１０のＸ方向の長さは１メートル程
度あるいは１メートル以下の短尺に設定されている。
【００２０】
　付帯ユニット１０は、図２～７に示されるように小型の直方体状をしており、４本の断
面形状が略コ字状の溝形鋼又はＣ形鋼からなる柱材１１，１１…と、これらの柱材の下端
部をＸ方向に連結する２本の下梁１２，１２と、Ｙ方向に連結する２本の下梁１３，１３
、及び柱材の上端部をＸ方向に連結する２本の上梁１４，１４と、Ｙ方向に連結する上梁
１５，１５で構成されている。そして、付帯ユニット１０は、本実施の形態では、建物ユ
ニット１のＹ－Ｚ方向の側面の長方形と、付帯ユニット１０のＹ－Ｚ方向の側面の長方形
とが同じ形状となっている。この構成により、建物ユニット１に付帯ユニット１０が連結
固定されたとき、外形的に建物ユニット１が長手方向（Ｘ方向）に延長され、突出部や段
差部が生じない形状となる。なお、建物ユニット１のＹ－Ｚ方向の側面の長方形と、付帯
ユニット１０のＹ－Ｚ方向の側面の長方形とが同じ形状でなく、連結したとき段差部や突
出部が生じる形状でもよい。
【００２１】
　付帯ユニット１０を構成する４本の柱材１１は、断面形状が略コ字状の溝形鋼又はＣ形
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の鋼材から形成されており、建物ユニット１の断面（ロ）型の角柱の鋼材から形成されて
いる柱材と異なる構成であり、付帯ユニット１０の重量低減、及びコスト低減が可能とな
っている。この付帯ユニット１０は基本的には隣接する建物ユニット１の１つの立面に連
結して固定されるため、基本となる建物ユニット１の強度に依存する構成であり、付帯ユ
ニット１０自体の強度は緩くても問題はない構成となっている。
【００２２】
　すなわち、付帯ユニット１０は、基本的には柔軟に構成され、連結される建物ユニット
１に追従しやすく、風圧力や地震力（外力）が作用したときでも柔軟に吸収することがで
きる。つまり、付帯ユニット１０は建物ユニット１に連結されたとき、これと一体化し、
当該部分に作用する風圧力や地震力（外力）を本体の建物ユニット１に伝達し、付帯ユニ
ット１０自体が外力に対抗しない構成となっている。このため、本実施形態の付帯ユニッ
ト１０では、付帯ユニットに作用する風圧力や地震力（外力）を建物ユニットに適切に伝
達することが可能となり、建物ユニットと付帯ユニットは一体的に外力に対抗することが
できる。
【００２３】
　付帯ユニット１０を構成する部材のうち、Ｘ方向に沿う下梁１２，１２、及び上梁１４
，１４は柱材１１，１１に溶接等で剛接合され、Ｘ－Ｚ方向の付帯ユニット１０の側面１
６，１６は剛接合面となっている。また、付帯ユニット１０を構成する部材のうち、Ｙ方
向に沿う下梁１３，１３、及び上梁１５，１５は柱材１１，１１…にボルト等の固定具で
連結されたピン接合面となっている。なお、Ｘ－Ｚ方向の剛接合面１６，１６に傾斜状態
にブレース材を連結して、さらに補強してもよい。
【００２４】
　なお、付帯ユニット１０の２つの側面は剛接合面の例を示したが、剛接合面でない構成
でもよい。例えば、Ｘ方向に沿う上梁１４，１４は柱材１１，１１の上端に溶接等で剛接
合され、下梁１２，１２は柱材１１，１１の下端に固定具としてボルトナット等で連結さ
れ側面１６，１６を構成してもよい。すなわち、柱材１１，１１の上端に上梁１４を接合
して門型に形成し、この門型の下端に下梁１２をボルトナット等の固定具で連結して側面
１６を形成してもよい。また、柱材１１，１１の上端及び下端に上梁１４及び下梁１２を
ボルトナット等の固定具で連結してピン接合による側面１６を形成してもよい。これらの
実施形態の詳細については、後述する。
【００２５】
　付帯ユニット１０は、例えば図３（ａ）に示されるように、１階の建物ユニット１Ａの
上部に２階の建物ユニット１が載置固定され、２階の建物ユニット１に付帯してオーバー
ハング状態に連結固定される。この場合、付帯ユニット１０の下方に補助柱Ｈを設けるよ
うに構成してもよい。図３（ｂ）では、基礎Ｋの上部に建物ユニット１が設置固定され、
この建物ユニット１に付帯して付帯ユニット１０が連結固定される。
【００２６】
　ここで、付帯ユニット１０の詳細を図４～７に基づいて説明する。付帯ユニット１０を
構成するＹ方向の下梁１３，１３、及び上梁１５，１５は、前記のように柱材１１，１１
…にボルト接合されている。すなわち、柱材１１を構成する断面形状が略コ字状の溝形鋼
又はＣ形鋼の下端には、Ｃ形鋼の開口を閉じるように２枚の補強板２０，２０が溶接等に
より水平に固着されており、２枚の補強板の間隔は下梁１３の高さと一致している。また
、断面コ字状のＣ形鋼から構成される柱材１１の上端には、同様にＣ形鋼の開口を閉じる
ように２枚の補強板２１，２１が溶接等により水平に溶着されており、２枚の補強板の間
隔は上梁１５の高さと一致している。
【００２７】
　そして、前記２枚の補強板２０，２０，２１，２１と、Ｃ形鋼の外側の端面とを連結す
るようにジョイントプレート２２，２２…が溶接等により垂直に固着されている。このジ
ョイントプレートは溝形鋼又はＣ形鋼の開口の一部を塞ぐように固着され、上下の幅広部
と中央の幅狭部とが傾斜辺で連結され、幅広部に下梁１３及び上梁１５を連結するための
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ボルト２３が挿入される貫通孔２４，２４…が形成され、幅狭部によりジョイントプレー
ト裏側に形成された空間を通して、柱材１１のＣ形鋼の内部に固定具としてボルトやナッ
トを挿入できる構成となっている。
【００２８】
　建物ユニット１に対向する２本の柱材１１，１１の上下端部に固着された補強板２０，
２１とジョイントプレート２２とにより、Ｙ方向に沿う下梁１３，１３と上梁１５，１５
の連結部が構成される。そして、下梁１３，１３と上梁１５，１５には、ジョイントプレ
ート２２と対接するエンドプレート１３ａ、１５ａが固着され、ジョイントプレートの貫
通孔２４，２４…に対応してボルト２３を挿入できる貫通孔１３ｂ，１５ｂが形成されて
いる。このように、上梁１５，１５と下梁１３，１３はジョイントプレート２２を介して
ボルトナット２３で接合される構成となっている。
【００２９】
　付帯ユニット１０は前記のように直方体に形成され、直方体の長方形の天井面に、短辺
方向の上梁１４，１４に沿って平行に補助梁１７，１７を備えている。そして、上梁１４
，１４と補助梁１７，１７との間に水平ブレース材１８，１８が連結されている。このよ
うに、付帯ユニット１０の天井面には、短辺方向に上梁１４，１４の内側に、補助梁１７
，１７が連結され、補助梁１７，１７と長辺方向の上梁１５，１５で構成される矩形スペ
ースが天窓等を付ける開口部Ｓとして使用される。なお、１本の補助梁１７に隣接して開
口部を設けるように構成してもよいが、２本の補助梁間のスペースを開口部とすることが
好ましい。
【００３０】
　ここで、一方の補助梁１７と水平ブレース材１８について、図５，６を参照して詳細に
説明する。補助梁１７はＣ形鋼から形成され、下方に開口するＣ形鋼の両端に接合プレー
ト１７ａ，１７ａが溶接で固着されている。一方、補助梁１７を固定する付帯ユニット１
０には、補助梁１７を固定する上梁１５，１５に接合部材１５ｃ，１５ｃが溶接等で固着
されている。接合部材１５ｃ，１５ｃは、Ｃ形鋼から形成され、上梁１５の上下のリブ間
に嵌合する長さに設定され、リブ間に溶接等で固着されている。そして、補助梁１７は、
その両端の接合プレート１７ａ，１７ａと上梁１５の接合部材１５ｃ，１５ｃとを対接さ
せて、ボルトナット１７ｂ，１７ｂ…で固定されている。補助梁１７，１７は接合部材１
５ｃ，１５ｃを介して上梁１５，１５間にボルトナットで固定されるため、補助梁に力が
加わったときに上梁の上下のフランジで荷重を分担して受けることができ、強度を高める
ことができる。また、接合部材１５ｃは上梁に固定されたとき、裏側に空間ができるよう
に構成されており、ボルトやナットを接合部材の裏側に装着することができ、補助梁の取
付け施工が容易となる。
【００３１】
　水平ブレース材１８は、丸棒材から形成され、補助梁１７と上梁１４及び上梁１５，１
５との間の空間に連結される。付帯ユニット１０を構成する柱材１１，１１には、ブレー
ス材を連結するために途中で屈曲された接合プレート１１ａ，１１ａが溶接等で固着され
ている。柱材１１の内部には、接合プレート１１ａによる変形を防止するための三角形状
の補強プレート１１ｂが溶接等で固着されている。一方、補助梁１７には、その上面の両
端部に接続孔１７ｃ，１７ｃが貫通形成されている。水平ブレース材１８は丸棒材の途中
に、その長さを調製できるターンバックル１８ａが連結され、両端には接続用のプレート
１８ｂ，１８ｂが溶接等で固着されている。
【００３２】
　水平ブレース材１８は、一方の端部のプレート１８ｂを柱材１１の接合プレート１１ａ
に重ねてボルトナット１８ｃ，１８ｃで固定し、他方のプレート１８ｂを対角側の補助梁
１７の上面に重ねて接続孔１７ｃにボルトを通してナットで固定し、途中のターンバック
ル１８ａで長さを調整することで張力を与えて装着することができる。また、装着された
１本の水平ブレース材１８と交差するように対角にもう１本の水平ブレース材１８を装着
している。２本の水平ブレース材１８，１８を水平方向に交差させて連結することで、付
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帯ユニット１０の天井面の構造耐力を増加させることができる。
【００３３】
　このようにして、付帯ユニット１０の天井面の長方形において、一方の端部に水平ブレ
ース材１８，１８をクロス状態に装着したあと、長方形の他方の端部にも同様にして補助
梁１７を連結して水平ブレース材１８，１８をクロス状態に装着する。そして、必要に応
じて、天井面の長方形の中央部にも補助梁１７，１７と水平ブレース材１８，１８を装着
することで、天井面の構造耐力を増加させることができ、補助梁１７，１７間に開口部を
形成することができる。すなわち、必要とする開口面積と個数に応じて、補助梁１７と水
平ブレース材１８を自由に設定することができる構成となっている。
【００３４】
　建物ユニット１の柱材２，２には、付帯ユニット１０を建物ユニット１に連結するため
の構成として、柱材２，２の付帯ユニット１０と対向する上下端部のそれぞれに２つの取
付孔３０，３０が形成され、この取付孔の内部には付帯ユニット１０を建物ユニット１に
連結固定するボルト３１，３１が螺合されるナット３２，３２が溶接等により固着されて
いる。また、２つのナットが溶接された取付孔の中間にはガイドピン３３がナット等を介
して固定されている。このガイドピン３３は、建物ユニット１に付帯ユニット１０を連結
固定する際に、ボルト締めを容易にするべく位置決めするためのものであり、ガイドピン
３３の先端は先細に形成されている。
【００３５】
　付帯ユニット１０には、建物ユニット１の取付孔３０と、ガイドピン３３に対応して、
柱材１１，１１の建物ユニット１と対向する面に３つの貫通孔２７が形成されている。上
下の２つの貫通孔はボルト３１，３１が挿入され、中央の貫通孔にはガイドピン３３が挿
入される。そして、建物ユニット１の柱材２と付帯ユニット１０の柱材１１との間には、
スペーサ３５が介在される構成となっている。スペーサ３５には、ボルト３１，３１及び
ガイドピン３３が挿入できる貫通孔が形成されている。
【００３６】
　このように形成された付帯ユニット１０は、柱材が角柱であり、梁材が全て剛接合され
ている建物ユニット１に対して、柱材が溝形鋼又はＣ形鋼で、２つの面（Ｘ－Ｚ面）のみ
が剛接合され、剛接合面１６，１６同士を４本の梁材１３，１３，１５，１５でボルトナ
ット２３により連結して接合する構造であるため、付帯ユニット１０を構成する柱材や梁
材の重量を低減できるとともに、コストも低減することができる。
【００３７】
　また、付帯ユニット１０は、柱材１１，１１と下梁１２と上梁１４で構成される２つの
剛接合面１６，１６と４本の梁材１３，１３，１５，１５に分けて輸送し、現地で梁材を
固定して組立てることもできる構成となっている。なお、図示の実施形態では、付帯ユニ
ット１０を構成する直方体の剛接合された２つの面として、Ｘ－Ｚ方向の２つの面とした
が、Ｙ－Ｚ方向の２つの面を剛接合面としてもよいのは勿論である。また、付帯ユニット
１０は、４本の柱材と４本の下梁、及び４本の上梁をボルト接合して形成したものでもよ
く、溶接による剛接合とボルトナットによるピン接合を組み合わせて形成してもよい。
【００３８】
　建物ユニット１を構成する柱材２，２…の上下端面には、貫通孔が形成され、この貫通
孔の内面にはナットが溶接等により固着されている。建物ユニット１の４本の柱材の上部
の貫通孔は、建物ユニット１を輸送する際や、基礎上に設置する際に吊上げるためのアイ
ボルト（図示せず）が装着されると共に、建物ユニット１，１を上下に積重ねる際には上
下に連結するボルトがねじ込まれる。また、付帯ユニット１０を構成する柱材１１，１１
…の上下端面に固着された補強板２０，２１にも同様に貫通孔２１ａが形成され、この貫
通孔の内面にはナット１９（図５参照）が溶接等により固着されている。柱材１１の上端
には、このナット１９を用いて図４に示されるように、付帯ユニット１０上に構築される
バルコニーの柱材Ｂを連結固定することができる。
【００３９】
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　前記の如く構成された本実施形態の付帯ユニット１０の組立について以下に説明する。
前記のように、付帯ユニット１０は２つの剛接合面である側面１６，１６と、４本の梁材
（下梁１３，１３及び上梁１５，１５）とに分けて輸送され、現地で組立てられる。なお
、工場で組立てて建物ユニット共に輸送することもできる。この組立は、側面を構成する
柱材１１，１１の上下端部に固定されたジョイントプレート２２，２２…の貫通孔２４，
２４…と、下梁１３と上梁１５のエンドプレート１３ａ，１５ａの貫通孔１３ｂ，１５ｂ
を合わせてボルト２３を挿入し、ナットをねじ込んで固定する。ボルトやナットはジョイ
ントプレート２２の幅狭部により柱材１１の内部に挿入することができる。これにより、
側面１６，１６は４本の梁材により結合され、直方体状の付帯ユニット１０が完成する。
【００４０】
　このように構成された付帯ユニット１０は小型であり、２つの面材（剛接合である側面
）１６，１６と４本の梁材（下梁１３，１３及び上梁１５，１５）とに分割されるため、
輸送が容易に行える。また、付帯ユニット１０は強度が要求されないため、柱材１１や梁
材１２，１３，１４，１５は小型軽量のものを使用でき、付帯ユニット１０の重量を軽減
でき、コストダウンを達成できると共に、敷地形状に合わせて建物形状を設計することが
できる。さらに、側面１６，１６を溶接により剛接合面とし、剛接合面を４本の梁材で連
結して直方体状の付帯ユニットとすることができ、建物ユニットのような大規模な製造設
備が不要となり、容易に作製することができる。
【００４１】
　本実施形態の付帯ユニット１０は、天井面を構成する上梁１５，１５に接合部材１５ｃ
，１５ｃが固着され、接合部材間に補助梁１７，１７が連結され、補助梁１７と構造部材
である柱材１１との間に水平ブレース材１８，１８が固定されている。このように、付帯
ユニット１０の天井面には短辺方向の上梁に平行に補助梁が固定され、水平ブレース材で
補強されているため、天井面の構造耐力が増加される。このため、補助梁１７，１７間に
天窓等の開口部を自由に形成することができる。このように形成された開口部Ｓの上部に
、透光性のある樹脂、あるいはガラス板を載置し、周囲を屋根材で葺くことにより天窓を
形成することができる。
【００４２】
　本発明に係る付帯構造物の他の実施形態を図８に基づき詳細に説明する。図８は本発明
に係る付帯構造物の他の実施形態の斜視図であり、建物ユニットの長辺側に連結した状態
を示している。なお、この実施形態は前記した付帯ユニットの実施形態が建物ユニットの
短辺側の側面に連結されるのに対し、建物ユニットの長辺側の側面に連結されることを特
徴とする。そして、他の実質的に同等の構成については同じ符号を付して詳細な説明は省
略する。
【００４３】
　図８において、付帯ユニット１０Ａは、４本の断面形状が略コ字状の溝形鋼又はＣ形鋼
からなる柱材１１，１１…と、これらの柱材の下端部をＹ方向に連結する２本の短い下梁
１２，１２と、Ｘ方向に連結する２本の長い下梁１３，１３、及び柱材の上端部をＹ方向
に連結する２本の短い上梁１４，１４と、Ｘ方向に連結する２本の長い上梁１５，１５で
構成され、直方体の形状となっている。そして、付帯ユニット１０Ａは、建物ユニット１
のＸ－Ｚ方向の側面の長方形と、付帯ユニット１０ＡのＸ－Ｚ方向の側面の長方形とが同
じ形状となっている。このため、建物ユニット１に付帯ユニット１０Ａを連結固定したと
き、Ｙ方向に室内空間を拡張することができる構成となっている。
【００４４】
　この付帯ユニット１０Ａも、前記の実施形態と同様に、柱材１１，１１と下梁１２，１
２，１３，１３と上梁１４，１４，１５，１５との接合状態は同じ構成であり、溶接によ
る剛接合と、ボルトナット等の止め具によるピン接合を組み合わせて接合している。なお
、全ての接合部をボルトナットによるピン接合にしてもよいことは勿論である。
【００４５】
　この実施形態においては、付帯ユニット１０Ａの天井面には、長方形の両端部に短辺方
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向の上梁１４，１４と平行に間隔を空けて補助梁１７，１７が連結されると共に、長方形
の中央部に上梁１４，１４と平行に補助梁１７Ａ，１７Ａが連結されている。そして、上
梁１４，１４と補助梁１７，１７との間には、クロス状に水平ブレース材１８，１８が連
結されている。また、中央部の補助梁１７Ａ，１７Ａとの間にも、水平ブレース材１８，
１８が連結されている。このように、付帯ユニット１０Ａでは、天井面を構成する２本の
短辺方向の上梁に平行に、４本の補助梁１７，１７，１７Ａ，１７Ａが連結され、２つの
開口部Ｓ，Ｓが形成されている。
【００４６】
　このように構成された付帯ユニット１０Ａでは、建物ユニットと比較して簡単な構成で
重量を低減することができ、ユニット建物を構成する建物ユニットに連結固定されること
で、該建物ユニットの内部空間を、少ない重量増と、僅かなコストアップで拡大すること
ができる。また、付帯ユニット１０Ａの天井面に、構造耐力を低減することなく自由に天
窓等の開口部を形成することができ、ユニット建物として構成したとき、開口部を自由に
形成することで顧客のニーズに容易に対応することができる。
【００４７】
　つぎに、本実施形態の付帯ユニット１０，１０Ａを建物ユニット１に連結固定する動作
について以下に説明する。前記のように組立てられた付帯ユニット１０，１０Ａの取付面
を、建物ユニット１の被取付面に対向させ、柱材２と柱材１１との間にスペーサ３５を挟
み、両ユニットを密着させる。建物ユニット１の柱材２，２の上下端部から突出するガイ
ドピン３３，３３を貫通孔２７に挿入することにより建物ユニット１の柱材１１，１１の
取付孔３０，３０と、付帯ユニット１０の貫通孔２７，２７が連通するように密着する。
そして、柱材１１の貫通孔２７側からボルト３１を挿入し、柱材２の内部に固定されたナ
ット３２に螺合させ締め付ける。ジョイントプレート２２横の空間を通して、ボルト３１
を容易に挿入することができる。なお、ガイドピンを用いないでシノ等の工具を用いて位
置決めし連結するようにしてもよい。
【００４８】
　このようにして、建物ユニット１に付帯ユニット１０，１０Ａを連結固定すると、建物
ユニット１の内部空間は付帯ユニット１０，１０Ａの分だけ拡大され、内部空間を有効利
用することができる。例えば、図９（ａ）に示されるように、建物ユニット１の長辺方向
（Ｘ方向）に付帯ユニット１０を連結して延長する場合、あるいは短辺方向（Ｙ方向）に
付帯ユニット１０Ａを連結して延長する場合がある。付帯ユニット１０Ａも基本的には付
帯ユニット１０と同様の構成であり、２つの側面１６ａ，１６ａ（Ｙ－Ｚ面）を連結する
４本の梁材の長さが長いことが異なるのみである。
【００４９】
　建物ユニット１に付帯ユニット１０，１０Ａを連結固定したユニット建物Ｈ１では、付
帯ユニット１０の天井面に開口部Ｓを形成することができ、付帯ユニット１０Ａの天井面
に２つの開口部Ｓ，Ｓを形成することができる。このため、付帯ユニット部分から室内に
外光を取り入れることができる。図９では詳細に図示していないが、開口部Ｓは上梁１５
，１５と補助梁１７，１７に囲まれた空間である。
【００５０】
　このように、建物ユニット１に付帯ユニット１０，１０Ａを連結固定し、あるいは建物
ユニット１を複数並置すると共に上下に重ねてユニット建物を構成し、付帯ユニット１０
，１０Ａを連結固定して形成したユニット建物の上部に屋根構造を形成する際に、付帯ユ
ニット１０，１０Ａの上部に補助梁１７，１７間に合わせて天窓等の開口部を自由に形成
することができ、開口部を形成しても付帯ユニット１０の天井面の構造耐力が低下するこ
とを防止することができる。なお、１階に連結される付帯ユニットに対して、建物ユニッ
ト１を載置する基礎部分（図示せず）が付帯ユニット部分にも形成されることが望ましい
が、基礎のないオーバーハング状態でもよい。
【００５１】
　図９（ｂ）では、建物ユニット１を２個、２層に積み上げ、４個組み合わせてユニット
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建物を構成し、このユニット建物の１階左のユニットに付帯ユニット１０を連結固定して
、ユニット建物Ｈ２を構成している。この例では、ユニット建物Ｈ２の直方体の形状から
付帯ユニット部分が突出して外観に変化を与えており、この付帯部分を例えば玄関部分と
して利用することができる。また、玄関部分に限られず、例えば居室の内部空間を拡大さ
せることや、収納空間として利用することもできる。そして、付帯ユニット１０の天井面
に開口部Ｓを形成して外光を取り入れることができる。
【００５２】
　図９（ｃ）では、同様に建物ユニット１を４個組み合わせ、２階右の建物ユニットに付
帯ユニット１０を連結固定して、ユニット建物Ｈ３を構成している。この例でも、ユニッ
ト建物Ｈ３の外観に変化を与えることができ、２階の建物ユニット１からオーバーハング
状態に付帯ユニット１０を突出させ、内部空間を拡大して有効利用することができると共
に、拡大部分に開口部Ｓから外光を取り入れることができる。この例で示す付帯ユニット
１０は、２階部分に装着されるものであり、付帯ユニットは側面が剛接合面であり、ブレ
ース材で補強したものが好ましい。
【００５３】
　図９（ｄ）では、建物ユニット１を４個組み合わせ、１，２階の左の建物ユニットに２
個の付帯ユニット１０を上下に重ねて連結固定して、ユニット建物Ｈ４を構成している。
この例でも、ユニット建物Ｈ４の外観に変化を与えることができ、１，２階の建物ユニッ
ト１，１の内部空間を拡大して有効利用することができ、特に、上下階を貫通する階段室
として利用することができる。この例で示す付帯ユニット１０は、上階の付帯ユニット１
０の天井面に開口部Ｓを設けることができ、外光を取り込むことができる。また、上下階
の付帯ユニットを吹き抜けとすることで下階の付帯ユニットにも外光を取り入れることが
できる。
【００５４】
　図９（ｅ）では、建物ユニット１を４個組み合わせ、建物ユニット１の長辺方向（Ｘ方
向）に沿って連結される長辺方向用の付帯ユニット１０Ａを１階建物ユニット１に連結固
定して、ユニット建物Ｈ５を構成している。この例でも、ユニット建物Ｈ５の外観に変化
を与えることができ、１階の建物ユニット１の内部空間を拡大して有効利用することがで
きる。この例で示す付帯ユニット１０Ａは、１階部分に装着されるものであり、付帯ユニ
ット１０Ａは天井面に２つの開口部Ｓ，Ｓを形成することができ、この開口部に天窓等を
設けることができる。
【００５５】
　図９（ｆ）では、建物ユニット１を４個組み合わせ、建物ユニット１の長辺方向（Ｘ方
向）に沿って連結される長辺方向用の付帯ユニット１０Ａを２階建物ユニット１に連結固
定して、ユニット建物Ｈ６を構成している。この例でも、ユニット建物Ｈ６の外観に変化
を与えることができ、２階の建物ユニット１の内部空間を拡大して有効利用することがで
きると共に、２階に連結固定した付帯ユニット１０Ａの天井面に形成した２つの開口部Ｓ
，Ｓから外光を取り入れることができる。
【００５６】
　図１０（ａ）では、建物ユニット１を４個組み合わせ、建物ユニット１の長辺方向（Ｘ
方向）に沿って連結される長辺方向用の付帯ユニット１０Ａを１階と２階建物ユニット１
，１に連結固定して、ユニット建物Ｈ７を構成している。この例では、１，２階の建物ユ
ニットの内部空間を大幅に拡大することができる。また、この延長部分を吹き抜けとして
利用することもできる。そして、上階の付帯ユニット１０Ａは、長辺方向に沿って、２つ
の開口部Ｓ，Ｓを備えているため、天窓等を開口部に合わせて設けることができ、外光を
取り入れることができる。下階の付帯ユニットにも開口部を設けることで１，２階の付帯
ユニット内に外光を取り入れることができる。
【００５７】
　図１０（ｂ）では、建物ユニット１を４個組み合わせ、建物ユニット１の長辺方向（Ｘ
方向）に沿って連結される長辺方向用の付帯ユニット１０Ａを１階建物ユニット１に連結
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固定し、付帯ユニット１０Ａの上部にバルコニーＢＬを設置して、ユニット建物Ｈ８を構
成している。この例では、図４に示されるように、付帯ユニット１０Ａの柱材１１の上端
面に形成した貫通孔２１ａにボルト等の固定具を通し、内部のナット２８にねじ込んでバ
ルコニー柱Ｂを固定することができる。このユニット建物Ｈ８では、下階の付帯ユニット
の開口部Ｓ，Ｓを屋根材で塞いで外光を遮断してもよく、バルコニー床を透過した外光を
取り入れるように構成してもよい。
【００５８】
　図１０（ｃ）では、建物ユニット１を上下に４個組み合わせるとともにＸ方向の１階部
分に１個の建物ユニット１を並べて５個の建物ユニットを組み合わせ、建物ユニットを４
個組み合わせた部分と、１個の建物ユニットの１階の入隅部分に、短辺方向（Ｙ方向）に
沿って連結される付帯ユニット１０を連結固定して、ユニット建物Ｈ９を構成している。
この例でも、付帯ユニット１０を玄関スペース等に有効利用することができると共に、１
階に連結固定した付帯ユニット１０の天井面に形成した開口部Ｓから外光を取り入れるこ
とができる。
【００５９】
　図１０（ｄ）では、建物ユニット１を４個組み合わせ、１階の建物ユニット１の長辺方
向（Ｘ方向）に沿って、短辺用の付帯ユニット１０を連結固定して、ユニット建物Ｈ１０
を構成している。この例では、１階の建物ユニット１の内部空間を一部拡大することがで
きると共に、１階に連結固定した付帯ユニット１０の天井面に形成した開口部Ｓから外光
を取り入れることができる。また、ユニット建物Ｈの外観に変化を与えることができる。
なお、この例では、付帯ユニット１０を連結する建物ユニット１の長辺方向の中間部に、
付帯ユニットの柱材に合わせて中間柱を設置すると好ましい。
【００６０】
　図１０（ｅ）では、建物ユニット１を４個組み合わせ、１階の建物ユニット１の短辺方
向（Ｙ方向）に沿って、１階の２つの建物ユニット１，１に連続するように付帯ユニット
１０Ｂを連結固定して、ユニット建物Ｈ１１を構成している。この付帯ユニット１０Ｂも
、前記の付帯ユニット１０，１０Ａと同様の構成であり、２つの側面を４本の梁材で連結
して構成される。この例では、１階の２つの建物ユニット１，１に連続して内部空間を拡
大することができるとともに、ユニット建物Ｈの外観に変化を与えることができる。また
、１階に連結固定した付帯ユニット１０Ｂの天井面に形成した２つの開口部Ｓ，Ｓから外
光を取り入れることができる。
【００６１】
　本発明の他の態様として、図１１に示す付帯ユニット１０Ｃは、前記の実施形態と同様
に、４本の柱材１１と、柱材の下端部を水平方向に連結する４本の下梁１２，１３と、柱
材１１の上端部を水平方向に連結する４本の上梁１４，１５とから直方体状に構成されて
いる。そして、付帯ユニット１０Ｃは、直方体の天井面に、短辺方向の上梁に沿ってさら
に補助梁１７Ｂを備え、この補助梁は長辺方向の上梁１５，１５に剛接合で連結されてい
る。具体的には、図示の例では高強度ボルト１７ｃ，１７ｃによって、長辺方向の上梁１
５，１５に固着された接合部材１５ｃ，１５ｃに連結固定されている。この補助梁１７Ｂ
も接合部材１５ｃ，１５ｃを介して上梁１５，１５間にボルトナットで固定されるため、
補助梁に力が加わったときに上梁の上下のフランジで荷重を分担して受けることができ、
強度を高めることができる。また、接合部材１５ｃは上梁に固定されたとき、裏側に空間
ができるように構成されており、ボルトやナットを接合部材の裏側に装着することができ
、補助梁の取付け施工が容易となる。
【００６２】
　この実施形態に示す付帯ユニット１０Ｃでは、補助梁１７Ｂは構造部材である上梁１５
，１５に剛接合により連結されているため、前記の実施形態のように水平ブレース材がな
くても付帯ユニットの天井面の構造体力を増加させることができ、補助梁１７Ｂ，１７Ｂ
間に天窓等の開口部を形成しても、付帯ユニットに風圧力や地震力が作用したとき、これ
らの外力を適切に建物ユニットに伝達することができる。なお、図示していないが、剛接
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合として、補助梁の両端部を溶接で上梁に連結固定することで、水平ブレース材がなくて
も天井面の構造体力を増加させることができる。
【００６３】
　この実施形態の付帯ユニット１０Ｃも、建物ユニットに連結固定してユニット建物を構
成することができ、前記した図９，１０のようなユニット建物を構成して内部空間を拡大
することができると共に外観に変化を与えることができ、また連結された付帯ユニットの
上面に天窓等の開口部を形成することで、ユニット建物の内部に外光を取り入れることが
できる。
【００６４】
　本発明の付帯構造物のさらに他の態様を、図１２，１３を参照して説明する。図１２に
示す付帯ユニット１０Ｄは、前記の実施形態と同様に、４本の柱材１１と、柱材１１の下
端部を水平方向に連結する４本の下梁１２，１３と、柱材１１の上端部を水平方向に連結
する４本の上梁１４，１５とから直方体状に構成される。そして、付帯ユニット１０Ｄは
建物ユニット１の立面に付帯して連結され、建物ユニット１の立面を構成する柱材１１，
１１に連結固定されるものであり、建物ユニット１の内部空間を拡大させる機能を有する
。
【００６５】
　この付帯ユニット１０Ｄの特徴点は、直方体を構成する対向する２つの立面である側面
にある。すなわち、側面１６ｂ，１６ｂは上梁１４，１４が２本の柱材１１，１１の上端
部に溶接等で剛接合され、下梁１２，１２はボルトナット等の固定具により柱材１１，１
１の下端部に連結固定される点である。具体的には、例えば梁材の両端部にエンドプレー
トを溶接等で固着し、このエンドプレートと柱材とを貫通する孔にボルトを通してナット
で固定する。そして、柱材１１，１１に上梁１４と下梁１２が連結固定された側面１６ｂ
，１６ｂの下端部に長辺方向の下梁１３，１３が連結され、同様に上端部に長辺方向の上
梁１５，１５が連結され、下梁１３，１３間には必要に応じて床根太が連結され、上梁１
５，１５間には接合部材を介して補助梁１７，１７が連結され、図示していないがブレー
ス材が固定されて付帯ユニット１０Ｄが完成される。
【００６６】
　このように構成された側面１６ｂ，１６ｂを有する付帯ユニット１０Ｄは、柱材の上下
端部に上梁と下梁が剛接合された側面と比較して柔軟に構成されているため、建物ユニッ
ト１に連結固定されたとき、付帯ユニット１０Ｄに作用する風圧力や地震力（外力）を建
物ユニットに適切に伝達することが可能となり、建物ユニット１と付帯ユニット１０Ｄは
一体的に外力に対抗することができる。また、付帯ユニット１０Ｄも、天井面が補助梁１
７とブレース材１８により補強されており、構造耐力を低下させることなく天井面に天窓
等の開口を形成することができる。なお、付帯ユニット１０Ｄでは上梁を剛接合して、下
梁をボルトナット等の固定具による接合としたが、下梁を溶接等で剛接合し、上梁をボル
トナット等の固定具による接合としてもよい。
【００６７】
　図１３に示す付帯ユニット１０Ｅも、４本の柱材１１と、柱材１１の下端部を水平方向
に連結する４本の下梁１２，１３と、柱材１１の上端部を水平方向に連結する４本の上梁
１４，１５とから直方体状に構成され、付帯ユニット１０Ｅは建物ユニット１の立面に付
帯して連結され、建物ユニット１の立面を構成する柱材１１，１１に連結固定されるもの
であり、建物ユニット１の内部空間を拡大させるものである。
【００６８】
　この付帯ユニット１０Ｅの特徴点は、直方体を構成する対向する２つの立面である側面
にあり、側面１６ｃ，１６ｃは上梁１４，１４が２本の柱材１１，１１の上端部にボルト
ナット等の固定具で接合され、下梁１２，１２もボルトナット等の固定具により柱材１１
，１１の下端部に連結固定される点である。そして、柱材１１，１１に上梁１４と下梁１
２が連結固定された側面１６ｃ，１６ｃの下端部に長辺方向の下梁１３，１３が連結され
、同様に上端部に長辺方向の上梁１５，１５が連結され、下梁１３，１３間には必要に応
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じて床根太が連結され、上梁１５，１５間には接合部材を介して補助梁１７，１７が連結
され、図示していないがブレース材が固定されて付帯ユニット１０Ｅが完成される。
【００６９】
　このように構成された側面１６ｃ，１６ｃを有する付帯ユニット１０Ｅは、柱材の上下
端部に上梁と下梁が剛接合された側面や、上梁と下梁の一方が剛接合され、他方がボルト
ナット等で接合された側面と比較してさらに柔軟に構成されているため、建物ユニット１
に連結固定されたとき、付帯ユニット１０Ｅに作用する風圧力や地震力（外力）を建物ユ
ニットに適切に伝達することが可能となり、建物ユニット１と付帯ユニット１０Ｅは一体
的に外力に対抗することができる。また、付帯ユニット１０Ｅも、天井面が補助梁１７と
ブレース材１８により補強されており、構造耐力を低下させることなく天井面に天窓等の
開口を形成することができる。
【００７０】
　本発明に係る付帯構造物は、柱材と梁材との連結構造として、図１４に示す変形例のよ
うに構成することもできる。この変形例では、固定接合に近い状態を回避するような連結
構造を採用しており、梁材（下梁１２）の端部にプレート１２ａを溶接し、このプレート
１２ａの中央部に連結プレート１２ｂをさらに溶接し、ボルトナットを挿通する貫通孔の
間隔を小さくしている。このように構成することで、プレート１２ａが変形しやすく、柱
と梁との連結部の柔軟性を向上させることができる。
【００７１】
　図１５は、付帯ユニットのさらに他の実施形態を示している。前記の各実施形態では、
付帯ユニットは４本の柱材に４本の下梁及び４本の上梁が柱勝ちの仕様として形成された
ものであったが、この実施形態では梁勝ちの仕様として形成されたものである。図１５の
付帯ユニット１０Ｆでは、４本の上梁１４ａ，１４ａ，１５ａ，１５ａ同士が貫通孔に挿
通されたボルトナット等の固定具で連結されて長方形状に形成され、長方形状に形成され
た４本の梁材の下方に４本の柱材１１Ａがボルトナット等の固定具で連結されている。柱
材１１Ａの下方と４本の下梁との連結も、図示していないが同様に、４本の下梁同士がボ
ルトナット等の固定具で長方形状に連結され、長方形状に形成された下梁の上部に４本の
柱材の下端が連結される構成となっている。
【００７２】
　梁勝ちに構成された付帯ユニット１０Ｆでは、図示していないが前記の各実施形態と同
様に、例えば上梁１５ａ，１５ａ間に接合部材を介して補助梁が固定され、必要に応じて
ブレース材が装着され、天井面が補強されるため、天窓等を構造耐力を低下させずに設け
ることができる。このように、本発明に係る付帯構造物は、柱勝ちの構造や、梁勝ちの構
造、あるいは柱勝ちと梁勝ちを組み合わせた構造等、適宜の構造を適用することができる
。
【００７３】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明は、前記の実施形態に限定される
ものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の精神を逸脱しない範囲で、種々の設
計変更を行うことができるものである。例えば、ユニット建物として、建物ユニットを４
つ、あるいは５つ用いた例を示したが、建物ユニットを２つ、あるいは３つ用いたもので
もよく、さらに多数の建物ユニットを用いることができる。
【００７４】
　また、３階以上のユニット建物に複数の付帯ユニットを連結固定してもよいことは勿論
である。さらに、付帯ユニットを構成する柱材として、溝形鋼又はＣ形鋼の例を説明した
が、Ｈ形鋼等の他の形状の鋼材を用いてもよい。水平ブレース材として、補助梁と構造部
材との間にクロス状に備える例を示したが、一方の補助梁と構造部材との間に一方に傾斜
させた水平ブレース材を装着し、他方の補助梁と構造部材との間に他方に傾斜させた水平
ブレース材を装着するように構成してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
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　本発明の活用例として、この付帯ユニットを用いて建物ユニットを組立てて構成された
ユニット建物の外観に変化をつけて重厚なデザインとすることができ、付帯ユニットを連
結固定することによってユニット建物の内部空間を拡大することができると共に、付帯構
造物の天井面に天窓等の開口部を設けることができる。
【符号の説明】
【００７６】
　１：建物ユニット、２：柱材、３，４：下梁、５，６：上梁、１０，１０Ａ，１０Ｂ，
１０Ｃ，１０Ｄ，１０Ｅ，１０Ｆ：付帯ユニット（付帯構造物）、１１，１１Ａ：柱材、
１２，１３：下梁、１３ａ，１５ａ：エンドプレート（ジョイント部材）、１４，１５：
上梁、１５ｃ：接合部材、１６，１６ａ：側面（剛接合面）、１６ｂ，１６ｃ：側面、１
７，１７Ａ，１７Ｂ：補助梁、１７ａ：接合プレート、１８：水平ブレース材、２０，２
１：補強板、２２：ジョイントプレート（ジョイント部材）、２３：ボルトナット、２４
：貫通孔、３０：取付孔、３１：ボルト（固定具）、３２：ナット、３３：ガイドピン、
Ｈ１～Ｈ１１：ユニット建物、Ｓ：開口部
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