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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物本体に対してその上端周縁からパラペットが上方へ突出して設けられている建物で
あって、
　前記パラペットの少なくとも一部を構成するパラペットアッシーと、
　前記建物本体の上端外周部に配置されている梁に、溝部を有し該溝部が上方に開放され
た状態で連結されている第１ブラケットと、
を備え、
　前記パラペットアッシーはその下部が前記第１ブラケットの溝部に挿入されており、か
つ前記パラペットアッシーの厚み方向の少なくとも一方の側が前記第１ブラケットに支持
されていることを特徴とする建物。
【請求項２】
　前記第１ブラケットは、前記建物本体の前記梁の屋外側に配置され、かつ上方が開放し
た溝形鋼であり、
　前記第１ブラケットの屋外側のフランジ部に前記建物本体の外壁材が取付けられている
ことを特徴とする請求項１に記載の建物。
【請求項３】
　前記第１ブラケットが前記パラペットアッシーを屋内側及び屋外側の両方への移動を規
制していることにより、前記第１ブラケットに挿入された状態で前記パラペットアッシー
が自立可能な状態とされることを特徴とする請求項１又は２に記載の建物。
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【請求項４】
　前記梁の上側に設置されている第２ブラケットを更に備え、
　前記パラペットアッシーの前記第１ブラケットに支持される面とは反対側の面が、前記
第２ブラケットにより支持されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に
記載の建物。
【請求項５】
　前記第２ブラケットは前記梁から上方に延出しており、その延出部分により前記パラペ
ットアッシーを支持するものであり、
　前記建物本体の屋根を覆う葺き材が備えられており、
　前記葺き材は、前記第２ブラケットの前記延出部分及び前記パラペットアッシーの屋内
側を覆う立ち上がり部を有し、
　前記葺き材のうち少なくとも前記立ち上がり部は、前記パラペットアッシーの取付状態
において施工されるものであることを特徴とする請求項４に記載の建物。
【請求項６】
　前記建物本体は、１又は複数の建物ユニットを含んで構成されており、
　前記建物ユニットは、床大梁、天井大梁及びこれら両大梁を結ぶ柱によって躯体が構成
されており、
　前記梁は前記建物ユニットの天井大梁であり、
　前記パラペットアッシーを支持する前記ブラケットは、前記建物ユニットの製造工場に
て予め当該建物ユニットに設けられており、その状態で施工現場に搬送されるものである
ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の建物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パラペットを備えた建物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　陸屋根を有した建物では、建物本体の上端外周縁に沿って、建物本体の上方へ突出した
パラペットが施工される場合がある。このパラペットの施工手順は、例えば次のとおりで
ある。すなわち、パラペットの主構成体であるパラペットアッシーを建物本体の外周側（
屋外側）から建物本体に向けて移動させた後、そのパラペットアッシーを支えつつ建物本
体の梁にボルト締めすることによって施工される（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２００１－６５１３０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、従来のパラペットの施工においては、建物本体の陸屋根周縁部にてパラ
ペットアッシーを作業者が支えつつ取付作業を行う必要がある。取付前におけるパラペッ
トの落下等を防止するためである。そうすると、パラペットを支える作業者と、パラペッ
トを取付ける作業者とが必要になる等、施工作業効率がよくない。
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、パラペットを備えた建物において、
パラペット施工作業を容易に行うことができるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明では、建物本体に対してその上端周縁からパラペット
が上方へ突出して設けられている建物であって、前記パラペットの少なくとも一部を構成
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するパラペットアッシーと、前記建物本体の上端外周部に配置されている梁に、溝部を有
し該溝部が上方に開放された状態で連結されている第１ブラケットと、を備え、前記パラ
ペットアッシーはその下部が前記第１ブラケットの溝部に挿入されており、かつ前記パラ
ペットアッシーの厚み方向の少なくとも一方の側が前記第１ブラケットに支持されている
ことを特徴とする。
【０００７】
　このように構成されていると、パラペットの施工の際には、まず梁に設置されている第
１ブラケットに対してパラペットアッシーの下部を上方から挿入しさえすれば、第１ブラ
ケットによってパラペットアッシーの下端及びその厚み方向の一方の側が支持されること
となる。その結果、ある作業者がパラペットアッシーを支えつつ他の作業者が当該パラペ
ットアッシーを固定する、という大袈裟な作業から解放させることが可能となる。したが
って、パラペットを備えた建物において、パラペット施工作業を容易に行うことができる
。
【０００８】
　ここで、前記第１ブラケットは、前記建物本体の前記梁の屋外側に配置され、かつ上方
が開放した溝形鋼であり、前記第１ブラケットの屋外側のフランジ部に前記建物本体の外
壁材が取付けられていることが好ましい。建物本体の外壁材を施工するためには下地フレ
ームが必要であり、その下地フレームとして利用する横材が存在する。そこで、かかる横
材を第１ブラケットとして兼用させることで部品点数の増加を抑制することが可能となる
。
【０００９】
　また、前記第１ブラケットが前記パラペットアッシーを屋内側及び屋外側の両方への移
動を規制していることにより、前記第１ブラケットに挿入された状態で前記パラペットア
ッシーが自立可能な状態とされることが好ましい。こうすることで、作業者がパラペット
アッシーを支えることによる負荷を一層減らすことができ、一人の作業者によるパラペッ
ト固定作業を一層実現し易くなる。
【００１０】
　上記各構成においては、前記梁の上側に設置されている第２ブラケットを更に備え、前
記パラペットアッシーの前記第１ブラケットに支持される面とは反対側の面が、前記第２
ブラケットにより支持されているとよい。こうすることで、パラペットアッシーを第１ブ
ラケットに挿入した際の安定性が一層増すからである。
【００１１】
　また、前記第２ブラケットは前記梁から上方に延出しており、その延出部分により前記
パラペットアッシーを支持するものであり、前記建物本体の屋根を覆う葺き材が備えられ
ており、前記葺き材は、前記第２ブラケットの前記延出部分及び前記パラペットアッシー
の屋内側を覆う立ち上がり部を有し、前記葺き材のうち少なくとも前記立ち上がり部は、
前記パラペットアッシーの取付状態において施工されるものであることが好ましい。
【００１２】
　このように第２ブラケットに上方への延出部分を形成しておくことにより、パラペット
アッシーの傾きや転倒の可能性を低くすることができる。そして、この延出部分やパラペ
ットアッシーの屋内側をまとめて葺き材の立ち上がり部によって覆うことにより、防水性
能を確保することができる。
【００１３】
　なお、第１ブラケット及び第２ブラケットは単なる支持のためだけに使用する必要はな
く、パラペットアッシーの固定の際の下地フレームとして利用することが一層好ましい。
そして、第２ブラケットをパラペットアッシーの固定用の下地フレームとして利用する場
合には、まず第２ブラケットとパラペットアッシーとをビス等によって固定し、その後、
葺き材の立ち上がり部を施工する。さらに、これらパラペットアッシー及び葺き材の立ち
上がり部のそれぞれの上端部を、笠木によってまとめて内包した状態となるように、当該
笠木をパラペットアッシーの上端に覆うようにすれば、防水性能を簡単に確保することが
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できる。
【００１４】
　以上の建物は、建物ユニットを利用して構築することができる。すなわち、前記建物本
体を１又は複数の建物ユニットを含んで構成し、前記建物ユニットの躯体を床大梁、天井
大梁及びこれら両大梁を結ぶ柱によって構成する。この場合、前記梁として前記建物ユニ
ットの天井大梁を利用することができ、前記パラペットアッシーを支持する前記ブラケッ
トは、前記建物ユニットの製造工場にて予め当該建物ユニットに設けることができる。こ
うすることで、工業化された建物を得ることができ、現場施工が容易になる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】パラペット部周辺の構成を示す縦断面図。
【図２】パラペットアッシーの設置手順を示す縦断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に、本発明を具体化した一実施の形態について図面を参照しつつ説明する。本実施
形態では、建物としてユニット式建物について具体化しており、そのユニット式建物は、
梁及び柱よりなる複数の建物ユニットを互いに連結することで構成されている。なお、図
１はパラペット部周辺の構成を示す縦断面図である。
【００１７】
　図１に示すように、建物１０は、複数の建物ユニット２０が結合されてなる建物本体１
１と、建物本体１１の上方に設けられた陸屋根１２とを備えている。建物本体１１の外周
部には、外壁パネル１７が設けられている。外壁パネル１７は、外壁面を形成する外壁材
１８と、外壁材１８の裏面側（屋内面側）に固定された外壁フレーム１９とを備えている
。
【００１８】
　外壁フレーム１９は、溝形鋼からなる複数のフレーム材２９が矩形枠状に連結されるこ
とにより構成されている。外壁フレーム１９は、建物ユニット２０の梁や柱に対してボル
ト等により固定されており、これにより外壁パネル１７が建物本体１１に固定されている
。ここで、外壁フレーム１９の各フレーム材２９のうちパネル上端部に配設された上端フ
レーム材２９ａについて説明すると、上端フレーム材２９ａはコ字状をなす溝部３８の開
口を上方に向けた状態で外壁パネル１７の幅方向に延びるように設けられている。そして
、上端フレーム材２９ａの屋外側のフランジ３３には外壁材１８がビス３９により固定さ
れており、上端フレーム材２９ａの屋内側のフランジ３４が天井大梁２１にボルトにより
固定されている。
【００１９】
　陸屋根１２は、屋根面（屋上面）を形成する屋上部１４と、屋上部１４の周縁部から立
ち上がるように設けられたパラペット部１５とを備えている。そして、屋上部１４とパラ
ペット部１５とにより囲まれた空間は屋上空間ＲＳとなっている。
【００２０】
　屋上部１４は、建物ユニット２０の相対する天井大梁２１間に掛け渡された屋上支持フ
レーム２４により下方から支持されている。ここで、屋上支持フレーム２４の設置構成に
ついて説明すると、屋上支持フレーム２４の両端部にはＬ字状の板金部材からなるブラケ
ット２５が溶接固定されており、そのブラケット２５の水平板部２５ａが天井大梁２１の
上側フランジ２１ａの上面に当接されている。そして、上側フランジ２１ａの下面側には
ウェルドナット４７が固定されており、そのウェルドナット４７にボルト４８が上側フラ
ンジ２１ａ及びブラケット２５の水平板部２５ａ（詳細にはさらに後述する固定金具４５
）を介して締結されている。これにより、ブラケット２５が天井大梁２１に固定され、ひ
いては屋上支持フレーム２４が同大梁２１に固定されている。
【００２１】
　屋上部１４は、屋上支持フレーム２４上に設置された野地板２６と、野地板２６上に設
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置された硬質ウレタンフォーム等の樹脂発泡成形体からなる断熱材２７と、断熱材２７上
に設けられた葺き材２８とを備えている。葺き材２８は、表面側に塩化ビニル等の耐水皮
膜が施された鋼板により形成されている。葺き材２８は、断熱材２７の上面に敷設され屋
上面を形成する屋上部２８ａと、屋上部２８ａのパラペット部１５側端部から上方に折り
曲げ形成された立ち上がり部２８ｂとを有し、この立ち上がり部２８ｂによってパラペッ
ト部１５の内側面が形成されている。これにより、雨水等が屋上部１４とパラペット部１
５との間の角部を介して建物本体１１側に浸入するのを防止している。
【００２２】
　パラペット部１５は、建物１０の上端周縁に沿って配置される複数のパラペットアッシ
ー３０と、同アッシー３０の外側に取り付けられ外壁面を形成するパラペット外壁面材３
１と、同アッシー３０の上端部に取り付けられた笠木３２とを備えている。図２には、パ
ラペット外壁面材３１及び笠木３２が取り付いてない状態のパラペットアッシー３０が示
されている。なお、パラペットアッシー３０は、予め製造工場において製造されるように
なっている。
【００２３】
　パラペットアッシー３０は、パラペット部１５の立ち上がり高さ（突出高さ）に対応す
る高さ寸法を有し、その高さ方向に直交する方向に延びる長尺状をなしている。パラペッ
ト長手方向において複数のパラペットアッシー３０が連結されることで、パラペット部１
５が形成されるようになっている。
【００２４】
　パラペットアッシー３０は、複数の鋼材を連結して構成されるパラペット本体３６と、
そのパラペット本体３６の外側（屋上空間ＲＳの反対側）に設けられる下地面材３５と、
パラペット本体３６の上側に設けられる笠木ホルダ３７とを備えている。下地面材３５は
、例えば石膏ボードにより形成されており、下地面材３５のパラペット外側面にパラペッ
ト外壁面材３１が取り付けられる。また、笠木ホルダ３７に対して笠木３２が取り付けら
れる。
【００２５】
　パラペット本体３６は、上下に互いに平行に配置される上側フレーム材４１及び下側フ
レーム材４２と、その上下のフレーム材４１，４２を連結する束４３とを有している。上
下の各フレーム材４１，４２は、いずれも断面コ字状の軽量溝形綱からなり、その溝開口
を下方に向けた状態で設けられている。また、束４３は、各フレーム材４１，４２と同じ
幅寸法の断面コ字状の軽量溝形綱からなり、各フレーム材４１，４２の長手方向において
複数箇所に設けられている。束４３は、少なくとも各フレーム材４１，４２の両端部位置
において溝部を内側に向けて（すなわちウェブを外側にして）設けられている。上側フレ
ーム材４１と束４３とは連結金具４６により連結され、下側フレーム材４２と束４３とは
互いの当接部分の溶接により連結されている。なお、下側フレーム材４２において、パラ
ペット外側のフランジ部分を外板部４２ａ、パラペット内側のフランジ部分を内板部４２
ｂとする。
【００２６】
　パラペット本体３６の上側フレーム材４１及び下側フレーム材４２の屋外側面には下地
面材３５がビスにより固定され、上側フレーム材４１の上面には笠木ホルダ３７がビスに
より固定されている。下側フレーム材４２の外板部４２ａは下地面材３５の下端部よりも
下方に延出している。下側フレーム材４２の外板部４２ａと下地面材３５との間には、下
方に垂れ下がるようにして防水シート５９が取り付けられている。また、パラペット長手
方向において一列に設置される複数のパラペットアッシー３０は、各パラペットアッシー
３０の束４３同士が当接され、その当接状態でボルト６１が取り付けられることで互いに
固定されている。
【００２７】
　また、下側フレーム材４２において外板部４２ａの溝側面（下地面材３５の反対側面）
には、外板部４２ａよりも（そして下地面材３５の下端部よりも）下方に延びる支持部材
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５０が溶接により固定されている。支持部材５０は、例えば軽量溝形鋼からなる長尺状部
材により形成されており、そのウェブ面を外板部４２ａの溝側面に当接させた状態で溶接
固定されている。
【００２８】
　支持部材５０は、下側フレーム材４２の長手方向において所定間隔で複数設けられてい
る。具体的には、下側フレーム材４２の長手方向における両端側に一対設けられている。
但し、支持部材５０は、必ずしも複数設ける必要はなく、ひとつだけ設けるようにしても
よい。この場合、支持部材５０は、上下方向だけでなく下側フレーム材４２の長手方向に
も延びる形状とするのが望ましい。
【００２９】
　次に、上記パラペットアッシー３０の設置構成について説明する。
【００３０】
　パラペットアッシー３０は、外壁パネル１７の上方に設置されている。かかる設置状態
において、パラペット本体３６の下側フレーム材４２と、外壁パネル１７の外壁フレーム
１９を構成する上端フレーム材２９ａとは互いの溝開口を向け合わせて設けられている。
このとき、パラペットアッシー３０は、支持部材５０の下部を上端フレーム材２９ａの溝
部３８に挿入させた状態で設置されている。なおここで、上端フレーム材２９ａが第１ブ
ラケットに相当する。
【００３１】
　支持部材５０は、溝部３８において上端フレーム材２９ａの屋外側（外壁材１８側）の
フランジ３３に当接されて同フランジ３３にビス３９により固定されている。詳細には、
支持部材５０は、外壁材１８よりも屋外側から打ち付けられたビス３９により同外壁材１
８とともに上端フレーム材２９ａに固定されている。これにより、パラペットアッシー３
０の屋外側への荷重が上端フレーム材２９ａの屋外側フランジ３３により支持されている
。
【００３２】
　また、天井大梁２１の上側フランジ２１ａには、その上方に向けて延びるＬ字状の固定
金具４５が固定されており、その固定金具４５に対してパラペット本体３６の下側フレー
ム材４２が連結されている。すなわち、固定金具４５は、天井大梁２１の上側フランジ２
１ａ上に設けられた水平板部４５ａと、水平板部４５ａの屋外側端部から上方に延び下側
フレーム材４２の内板部４２ｂの内側面に当接された起立板部４５ｂとを有している。水
平板部４５ａは、天井大梁２１の上側フランジ２１ａ上に設けられたブラケット２５の水
平板部２５ａの上面に当接されており、その当接状態において固定金具４５の水平板部４
５ａ、ブラケット２５の水平板部２５ａ及び上側フランジ２１ａを介してボルト４８がウ
ェルドナット４７に締結されている。一方、起立板部４５ｂの屋外側面（屋上空間ＲＳ側
とは反対側の面）にはウェルドナット５１が固定されており、ボルト５２が起立板部４５
ｂ及び下側フレーム材４２の内板部４２ｂを介してウェルドナット５１に締結されている
。これにより、下側フレーム材４２が固定金具４５により天井大梁２１に固定され、ひい
てはパラペットアッシー３０が天井大梁２１に固定されている。なおここで、固定金具４
５が第２ブラケットに相当する。
【００３３】
　なお、本実施形態では、固定金具４５が予め製造工場において建物ユニット２０に取り
付けられるようになっている。また、上述した屋上支持フレーム２４についても同様に製
造工場にて取り付けられるようになっている。
【００３４】
　上記のとおり、パラペットアッシー３０は、パラペット外側において外壁パネル１７に
対して支持部材５０が固定され、パラペット内側において天井大梁２１に固定された固定
金具４５に対して下側フレーム材４２が固定されている。かかる状態において、本実施形
態では、支持部材５０の下端部が上端フレーム材２９ａの溝部３８の底面に当接し、パラ
ペットアッシー３０の荷重が上端フレーム材２９ａにより支えられるようになっている。
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ただし、支持部材５０の下端部と上端フレーム材２９ａの溝部３８の底面とが当接状態で
あることは必須ではなく、これらが非当接の状態になっていてもよい。
【００３５】
　パラペットアッシー３０の設置状態において、下地面材３５は外壁パネル１７の外壁材
１８と上下に並んで設けられており、下地面材３５の屋外側面と外壁材１８の外壁面とが
略同一面とされている。また、下地面材３５は、外壁パネル１７の外壁材１８に対して上
下方向に所定間隔をおいて設けられており、そのため下地面材３５と外壁材１８との間に
は間隙部５４が形成されている。
【００３６】
　下地面材３５の屋外側面（表面側）には、パラペット外壁面材３１が取り付けられてい
る。パラペット外壁面材３１は、下地面材３５の屋外側面と外壁材１８の外壁面とに跨っ
て設けられており、下地面材３５を介してパラペット本体３６の下側フレーム材４２（詳
しくは外板部４２ａ）にビスにより固定されている。この場合、上記間隙部５４がパラペ
ット外壁面材３１により覆われるため、外観が損なわれるのを回避することができる。な
お、上記間隙部５４は、防水シート５９により塞がれており、間隙部５４を通じて建物本
体１１側に雨水等が浸入するのが防止されている。
【００３７】
　パラペットアッシー３０の屋上空間ＲＳ側には、防水下地５５が取り付けられている。
防水下地５５は、例えば合板からなる長尺状部材であり、パラペット本体３６の上側フレ
ーム材４１の屋上空間ＲＳ側の面に同フレーム材４１に沿ってビス等により取り付けられ
ている。そして、防水下地５５の屋上空間ＲＳ側の面には、上記葺き材２８の立ち上がり
部２８ｂの上端部が当接されており、同上端部が防水下地５５を介して上側フレーム材４
１にビスで固定されている。
【００３８】
　笠木ホルダ５８には、笠木３２が取り付けられている。笠木３２は、樹脂材料により長
尺状に形成されており、笠木ホルダ５８の係合部に係合されることにより取り付けられて
いる。笠木３２は、パラペットアッシー３０の上端部と葺き材２８の立ち上がり部２８ｂ
の上端部とをまとめて内包した状態で取り付けられている。これにより、パラペットアッ
シー３０と葺き材２８の立ち上がり部２８ｂとの間を通じて建物本体１１側に水が浸入す
るのを防止している。
【００３９】
　次に、パラペットアッシー３０の設置作業を中心として施工時における作業内容につい
て図２を参照しつつ説明する。なお、図２はパラペットアッシー３０の設置手順を示す縦
断面図である。
【００４０】
　施工現場では、まず各建物ユニット２０を所定の位置に設置して建物本体１１を構築す
る。なお、建物ユニット２０は製造工場において製造され、梁及び柱に対して予め外壁パ
ネル１７等の各種部材が取り付けられている。
【００４１】
　建物本体１１の構築後、パラペットアッシー３０を建物本体１１側に組み付ける作業を
行う。この組み付け作業では、まずパラペットアッシー３０を外壁パネル１７の上方に支
持させる作業を行う。なお、本実施形態では、複数のパラペットアッシー３０を予めボル
ト６１により連結し、その連結状態のパラペットアッシー３０を外壁パネル１７の上方に
支持させることとする。
【００４２】
　この支持作業では、図２（ａ）に示すように、パラペットアッシー３０の支持部材５０
を外壁パネル１７の上端部に設けられた上端フレーム材２９ａの溝部３８に挿入させる。
そして、それとともに、図２（ｂ）に示すように、パラペット本体３６の下側フレーム材
４２の内板部４２ｂを固定金具４５の起立板部４５ｂに屋上空間ＲＳ側から当接させる。
これにより、パラペットアッシー３０の荷重（自重）が上端フレーム材２９ａにより支持
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されるとともに、同アッシー３０の屋外側への荷重（つまり転倒方向の荷重）が上端フレ
ーム材２９ａ及び固定金具４５により支持される。
【００４３】
　次に、パラペットアッシー３０を建物本体１１側に固定する作業を行う。この固定作業
では、まずボルト５２をウェルドナット５１に締結することで下側フレーム材４２を固定
金具４５に固定する。そして次に、ビス３９により支持部材５０を上端フレーム材２９ａ
に固定する。なお、このとき併せて外壁材１８が上端フレーム材２９ａに固定される。ま
た、本実施形態では、上端フレーム材２９ａが複数のビス３９により外壁材１８に取り付
けられており、そのうち支持部材５０の取り付けに用いるビス３９のみが施工現場にて締
め付けが行われ、それ以外のビス３９については製造工場で締め付けが行われる。
【００４４】
　ここで、上記の固定作業は、パラペットアッシー３０を上端フレーム材２９ａ上に支持
させた状態で、しかもパラペットアッシー３０の屋外側への転倒を固定金具４５により抑
制した状態で行うことができるため、作業者はパラペットアッシー３０が屋上空間ＲＳ側
に倒れないよう同アッシー３０を手で軽く支えながらボルト５２の締め付け作業等をひと
りで行うことができる。
【００４５】
　上記一連の固定作業により、パラペットアッシー３０は建物本体１１に固定され、これ
によりパラペットアッシー３０の組み付け作業が完了する。
【００４６】
　パラペットアッシー３０を組み付け後、パラペットアッシー３０にパラペット外壁面材
３１及び防水下地５５をビスにより取り付ける。その後、屋上支持フレーム２４上に野地
板２６を設置し、野地板２６上に断熱材２７を設置する。
【００４７】
　次に、断熱材２７上に葺き材２８を敷設する。この作業では、葺き材２８の屋上部２８
ａを断熱材２７上に敷設し、立ち上がり部２８ｂをパラペットアッシー３０に取り付けた
防水下地５５の側面に当接させる。そして、立ち上がり部２８ｂを防水下地５５に対して
ビスにより固定する。その後、笠木３２を笠木ホルダ３７に取り付ける。これにより、陸
屋根１２の屋上部１４及びパラペット部１５が構築される。
【００４８】
　以上、詳述した本実施形態の構成によれば、以下の優れた効果が得られる。
【００４９】
　パラペット部１５の少なくとも一部を構成するパラペットアッシー３０と、建物本体１
１の上端外周部に配置されている天井大梁２１に、上方が開放された状態で設置されてい
る上端フレーム材２９ａと、を備え、パラペットアッシー３０の下部を上端フレーム材２
９ａに挿入し、かつパラペットアッシー３０の厚み方向の少なくとも一方の側を上端フレ
ーム材２９ａに支持させる構成とした。この場合、パラペット部１５の施工の際には、ま
ず天井大梁２１に設置されている上端フレーム材２９ａに対してパラペットアッシー３０
の下部を上方から挿入しさえすれば、上端フレーム材２９ａによってパラペットアッシー
３０の下端及びその厚み方向の一方の側が支持されることとなる。これにより、ある作業
者がパラペットアッシー３０を支えつつ他の作業者が当該パラペットアッシー３０を固定
する、という大袈裟な作業から解放させることが可能となる。したがって、パラペット部
１５を備えた建物１０において、パラペット施工作業を容易に行うことができる。
【００５０】
　上端フレーム材２９ａを建物本体１１の天井大梁２１の屋外側に配置されかつ上方が開
放された溝形鋼とし、上端フレーム材２９ａの屋外側のフランジ３３に外壁材１８を取り
付ける構成とした。外壁材１８を建物本体１１に取り付けるためには外壁フレーム１９が
必要であり、その外壁フレーム１９には横向きに延びるフレーム材２９（横材）が存在す
る。そこで、かかる横向きのフレーム材２９（詳しくは上端フレーム材２９ａ）をパラペ
ットアッシー３０を挿入状態で支持するために兼用することで部品点数の増加を抑制する
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ことができる。
【００５１】
　天井大梁２１の上側に固定金具４５を備え、パラペットアッシー３０の上端フレーム材
２９ａに支持される面とは反対側の面を固定金具４５により支持させることとした。これ
により、パラペットアッシー３０を上端フレーム材２９ａに挿入した際の安定性をより一
層増すことができる。
【００５２】
　固定金具４５において天井大梁２１から上方に延出する起立板部４５ｂによりパラペッ
トアッシー３０を支持させることとした。そして、建物本体１１の屋根を覆う葺き材２８
を備え、その葺き材２８に固定金具４５の起立板部４５ｂ及びパラペットアッシー３０の
屋内側を覆う立ち上がり部２８ｂを設け、葺き材２８のうち少なくとも立ち上がり部２８
ｂをパラペットアッシー３０の取付状態において施工することとした。この場合、固定金
具４５において天井大梁２１から上方に延出する起立板部４５ｂにより、パラペットアッ
シー３０の傾きや転倒の可能性を低くすることができる。そして、固定金具４５の起立板
部４５ｂやパラペットアッシー３０の屋内側をまとめて葺き材２８の立ち上がり部２８ｂ
によって覆うことにより、防水性能を確保することができる。
【００５３】
　施工作業では、まずパラペットアッシー３０と固定金具４５とをボルト５２によって固
定し、その後、葺き材２８の立ち上がり部２８ｂを施工する。そして、これらパラペット
アッシー３０及び葺き材２８の立ち上がり部２８ｂのそれぞれの上端部を、笠木３２によ
ってまとめて内包した状態となるように、当該笠木３２をパラペットアッシー３０の上端
に覆う手順とした。これにより、パラペット部１５における防水性能を簡単に確保するこ
とができる。
【００５４】
　パラペットアッシー３０を支持するための上端フレーム材２９ａ及び固定金具４５をパ
ラペットアッシー３０の固定のための下地材として兼用する構成とした。これにより、部
品点数の削減に寄与することができる。
【００５５】
　建物１０を複数の建物ユニット２０を含んで構成し、各建物ユニット２０の躯体を床大
梁、天井大梁２１及び柱によって構成した。そして、建物ユニット２０の天井大梁２１に
対して、パラペットアッシー３０を支持するための上端フレーム材２９ａ及び固定金具４
５を設置し、それら各部材２９ａ，４５を建物ユニット２０の製造工場において取り付け
る構成とした。この場合、工業化された建物を得ることができ、現場施工が容易となる。
【００５６】
　パラペットアッシー３０に下地面材３５の下端部よりも下方に延びる支持部材５０を設
け、この支持部材５０を上端フレーム材２９ａに挿入した状態で同フレーム材２９ａによ
りパラペットアッシー３０を支持する構成とした。この場合、比較的強度が劣る下地面材
３５にパラペットアッシー３０の荷重が作用するのを回避できるため、下地面材３５が破
損することなくパラペットアッシー３０の設置作業を行える。
【００５７】
　本発明は上記実施形態に限らず、例えば次のように実施されてもよい。
【００５８】
　（１）上記実施形態では、パラペットアッシー３０の支持部材５０の屋外側面を上端フ
レーム材２９ａに支持させる構成としたが、支持部材５０の屋内側面を上端フレーム材２
９ａに支持させる構成としてもよい。また、支持部材５０の屋内側及び屋外側の両面を上
端フレーム材２９ａに支持させる構成としてもよい。
【００５９】
　（２）上端フレーム材２９ａによりパラペットアッシー３０の屋内側及び屋外側の両方
への移動を規制することで、上端フレーム材２９ａに挿入された状態でパラペットアッシ
ー３０を自立可能としてもよい。具体的には、上端フレーム材２９ａに挿入される支持部
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部材５０の屋外側及び屋内側の両方を上端フレーム材２９ａの内側面に当接させることが
考えられる。この場合、かかる当接により支持部材５０の屋内側及び屋外側への移動を規
制することで、パラペットアッシー３０の屋内側及び屋外側への移動を規制し、その結果
パラペットアッシー３０を自立させることができる。これにより、作業者がパラペットア
ッシー３０を支えることによる負荷を一層減らすことができ、一人の作業者によるパラペ
ット固定作業を一層実現し易くなる。
【００６０】
　（３）上記実施形態では、第１ブラケットとして外壁材１８を天井大梁２１に取り付け
るための上端フレーム材２９ａを用いたが、第１ブラケットをその他の部材により構成し
てもよい。例えば、溝形鋼からなる部材を別途天井大梁２１に対して上方に開口部を向け
た状態で取り付け、その部材を第１ブラケットとして用いてもよい。
【００６１】
　（４）上記実施形態では、固定金具４５に対するパラペットアッシー３０の支持構成を
、つまり固定金具４５に対するパラペット本体３６の下側フレーム材４２の支持構成を、
固定金具４５の起立板部４５ｂが屋外側、下側フレーム材４２の内板部４２ｂが屋内側と
なるようにしたが、これを逆にして、固定金具４５の起立板部４５ｂが屋内側、下側フレ
ーム材４２の内板部４２ｂが屋外側となるようにしてもよい。この場合、パラペットアッ
シー３０の屋外側の面と屋内側の面とが、上端フレーム材２９ａ及び固定金具４５により
支持されるため、パラペットアッシー３０の屋内外方向いずれの側への転倒も抑制するこ
とができる。
【００６２】
　（５）上記実施形態では、第１ブラケットとしての上端フレーム材２９ａ及び第２ブラ
ケットとしての固定金具４５によりパラペットアッシー３０を支持する構成としたが、第
２ブラケットは必ずしも必要ではなく、第１ブラケットのみによりパラペットアッシー３
０を支持する構成としてもよい。
【００６３】
　（６）上記実施形態では、パラペットアッシー３０に支持部材５０を設け、支持部材５
０を上端フレーム材２９ａの溝部３８に挿入させる構成としたが、パラペットアッシー３
０においてその他の部材を上端フレーム材２９ａに挿入させるようにしてもよい。例えば
、パラペットアッシー３０のパラペット本体３６の下側フレーム材４２を下方に延ばして
挿入させることが考えられる。
【００６４】
　（７）上記実施形態では、陸屋根１２に設けられたパラペットについて本発明を適用し
たが、吹き抜け廊下等その他の場所に設けられたパラペットに対して本発明を適用しても
よい。
【００６５】
　（８）上記実施形態では、ユニット式建物への適用例を説明したが、鉄骨軸組工法によ
り構築される建物や、在来木造工法により構築される建物等、他の構造の建物にも本発明
を適用することができる。
【符号の説明】
【００６６】
　１０…建物、１１…建物本体、１７…外壁パネル、１８…外壁材、２０…建物ユニット
、２１…梁としての天井大梁、２８…葺き材、２８ａ…立ち上がり部、２９ａ…第１ブラ
ケットとしての上端フレーム材、３０…パラペットアッシー、３８…溝部、４５…第２ブ
ラケットとしての固定金具。
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