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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の躯体構造上に設けられかつ互いに反対に傾斜した傾斜屋根面を有する屋根構造で
あって、
　前記各傾斜屋根面は、その棟部から軒部まで一体かつ連続した屋根パネルを含んで構成
され、
　前記屋根パネルは、その棟部で互いに連結されるとともに、その棟部よりも軒部側で躯
体構造に設けられた支持構造によって支持され、
　前記躯体構造は、箱状の軸組を有する建物ユニットを複数備えるとともに、前記建物ユ
ニットの上に設けられ枠状のフレームを有する小屋ユニットを複数備え、これら小屋ユニ
ットのうち少なくとも１つは前記支持構造を備え、
　前記躯体構造は、前記各傾斜屋根面の軒部の下に位置する建物ユニットを備え、これら
建物ユニットの間の前記傾斜屋根面の棟部の下に位置する建物ユニットが少なくとも１つ
省略されていることを特徴とする屋根構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の屋根構造において、
　前記省略された棟部の下に位置する建物ユニットの上の小屋ユニットは、この省略され
た建物ユニットに隣接する建物ユニットで支持されていることを特徴とする屋根構造。
【請求項３】
　建物の躯体構造上に設けられかつ互いに反対に傾斜した傾斜屋根面を有する屋根構造で
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あって、
　前記各傾斜屋根面は、その棟部から軒部まで一体かつ連続した屋根パネルを含んで構成
され、
　前記屋根パネルは、その棟部で互いに連結されるとともに、その棟部よりも軒部側で躯
体構造に設けられた支持構造によって支持され、
　前記躯体構造は、箱状の軸組を有する建物ユニットを複数備えるとともに、前記建物ユ
ニットの上に設けられ枠状のフレームを有する小屋ユニットを複数備え、これら小屋ユニ
ットのうち少なくとも１つは前記支持構造を備え、
　前記建物ユニットのうち軒部の下に位置する建物ユニットが少なくとも１つ省略され、
この省略された建物ユニットの上の小屋ユニットは、前記省略された軒部の下に位置する
建物ユニットに隣接する建物ユニットで支持されていることを特徴とする屋根構造。
【請求項４】
　建物の躯体構造上に設けられかつ互いに反対に傾斜した傾斜屋根面を有する屋根構造で
あって、
　前記各傾斜屋根面は、その棟部から軒部まで一体かつ連続した屋根パネルを含んで構成
され、
　前記屋根パネルは、その棟部で互いに連結されるとともに、その棟部よりも軒部側で躯
体構造に設けられた支持構造によって支持され、
　前記支持構造は、前記傾斜屋根面の軒先を支持する受け具と、この軒先から所定距離棟
部側を支持する束とを備え、
　前記支持構造は、前記受け具と前記束とを連結するブレースを備えていることを特徴と
する屋根構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば、箱形ユニット式やパネル式等のプレハブ工法で建築された建物の屋根
構造に関する。
【０００２】
【背景技術】
従来、住宅等の建物の工法として、プレハブ工法がある。プレハブ工法は、予め工場でで
きるだけ部材の加工・組立を行い、これらを運搬して現場で組み上げる施工方法である。
プレハブ工法によれば、従来建築現場で行っていた作業がほとんど工場で行われることと
なり、建築現場での作業が著しく軽減され、高品質の建物を短期間で建築できるという利
点がある。
【０００３】
このようなプレハブ工法としては、例えば、箱形ユニット式、パネル式等が知られている
。
箱形ユニット式建物は、工場で製造した箱状の建物ユニットを、建築現場で複数組み合わ
せて建築するものである。建物ユニットは、箱状の骨組みに、天井面材、床面材、外壁材
、間仕切壁等が取り付けられて形成される。
パネル式建物は、木製の枠材の表裏面に面材を張り付けて、壁パネル、床パネル、屋根パ
ネル等のパネル材を形成し、これら各パネル材を接合金具等で連結して建築するものであ
る。
【０００４】
ところで、プレハブ工法における屋根部分の構造としては、箱形ユニット式では、屋根材
が組み付けられた断面三角形状の屋根ユニットを各箱形建物ユニット上に現場で連結する
構造となっており、パネル式では、束やブレースによる軸組で屋根パネルを支持する構造
となっている（特願２０００－４１０４２参照）。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
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しかし、箱形ユニット式では、屋根材の大きさを箱形ユニットの平面形状に対応した形状
とするため、屋根材の継ぎ目が多く、防水工事に手間がかかっていた。
また、パネル式では、継ぎ目の少ない大きな屋根パネルを用いることができるが、小屋裏
の軸組が屋根パネルの軒部から棟部に亘って必要となるため、小屋裏空間の有効利用が困
難であった。
【０００６】
本発明の目的は、容易に防水でき、かつ小屋裏空間を有効利用できる屋根構造を提供する
ことにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明の屋根構造は、次の構成を採用する。
　本発明を図面を参照して説明すると、請求項１に記載の屋根構造は、建物１０の躯体構
造１２上に設けられかつ互いに反対に傾斜した傾斜屋根面を有する屋根構造１３であって
、前記各傾斜屋根面１３Ａ、１３Ｂは、その棟部１４から軒部１５まで一体かつ連続した
屋根パネル１６を含んで構成され、前記屋根パネルは、その棟部で互いに連結されるとと
もに、その棟部よりも軒部側で躯体構造に設けられた支持構造３４によって支持され、前
記躯体構造１２は、箱状の軸組を有する建物ユニット２０を複数備えるとともに、前記建
物ユニット２０の上に設けられ枠状のフレーム４７を有する小屋ユニット３０を複数備え
、これら小屋ユニット３０のうち少なくとも１つは前記支持構造３４を備え、前記躯体構
造１２は、前記各傾斜屋根面１３Ａ、１３Ｂの軒部１５の下に位置する建物ユニット２０
を備え、これら建物ユニット２０の間の前記傾斜屋根面１３Ａ、１３Ｂの棟部１４の下に
位置する建物ユニット２０が少なくとも１つ省略されていることを特徴とする。
【０００８】
　この発明によれば、屋根パネルを、その棟部で互いに連結するとともにその棟部よりも
軒部側で躯体構造に設けられた支持構造によって支持したので、屋根パネルの棟部が互い
に反対に傾斜した屋根パネルに支持され、その軒部が支持構造で支持されるから、つまり
、屋根パネルの勾配方向両端部が支持されるから、大きな屋根パネルを用いて傾斜屋根面
を形成できる。よって、屋根パネル同士の継ぎ目を少なくできるから、容易に防水工事を
行うことができる。また、この時、屋根パネルの棟部の小屋裏に支持構造を設ける必要が
ないから、屋根パネルの棟部の小屋裏空間を有効利用できる。
　また、この発明によれば、複数の建物ユニットを含んで躯体構造を構成したので、工場
製作された建物ユニットを現場で設置、連結するだけでよいから、現場作業を軽減でき、
建物を容易に施工できる。
　さらに、この発明によれば、複数の小屋ユニットを含んで躯体構造を構成したので、工
場製作された小屋ユニットを現場で設置、連結するだけでよいから、現場作業を軽減でき
、建物を容易に施工できる。また、小屋ユニットのうち少なくとも１つに支持構造を設け
たので、支持構造をフレーム上の所望の位置に設けることができるから、設計の自由度を
向上できる。
　また、この発明によれば、棟部の下に位置する建物ユニットを少なくとも１つ省略した
ので、すなわち、傾斜屋根面の棟部の下に位置する建物ユニットを挟んで軒部の下に位置
する建物ユニットが配置された状態から、棟部の下に位置する建物ユニットを省略したの
で、この建物ユニットを省略することによって形成された空間を吹き抜け空間として利用
することができ、設計の自由度を向上できる。また、吹き抜け空間を設けない場合であっ
ても、軒部の下の建物ユニット間に跨って床材を設けるだけで床を形成できるから、コス
トを節約できる。
【０００９】
　請求項２に記載の屋根構造は、請求項１に記載の屋根構造において、前記省略された棟
部の下に位置する建物ユニットの上の小屋ユニットは、この省略された建物ユニットに隣
接する建物ユニットで支持されていることを特徴とする。
　この発明によれば、省略された棟部の下に位置する建物ユニットの上の小屋ユニットを
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、この省略された建物ユニットに隣接する建物ユニットで支持したので、棟部の下に位置
する建物ユニットを省略しても、小屋裏の軸組に影響を与えることがないから、何ら補強
を施すことなく屋根パネルを支持でき、コストの増加を抑えることができる。
【００１０】
　請求項３に記載の屋根構造は、建物１０の躯体構造１２上に設けられかつ互いに反対に
傾斜した傾斜屋根面を有する屋根構造１３であって、前記各傾斜屋根面１３Ａ、１３Ｂは
、その棟部１４から軒部１５まで一体かつ連続した屋根パネル１６を含んで構成され、前
記屋根パネルは、その棟部で互いに連結されるとともに、その棟部よりも軒部側で躯体構
造に設けられた支持構造３４によって支持され、前記躯体構造は、箱状の軸組を有する建
物ユニットを複数備えるとともに、前記建物ユニットの上に設けられ枠状のフレーム４７
を有する小屋ユニット３０を複数備え、これら小屋ユニットのうち少なくとも１つは前記
支持構造を備え、前記建物ユニットのうち軒部の下に位置する建物ユニットが少なくとも
１つ省略され、この省略された建物ユニットの上の小屋ユニットは、前記省略された軒部
の下に位置する建物ユニットに隣接する建物ユニットで支持されていることを特徴とする
。
【００１１】
　この発明によれば、屋根パネルを、その棟部で互いに連結するとともにその棟部よりも
軒部側で躯体構造に設けられた支持構造によって支持したので、屋根パネルの棟部が互い
に反対に傾斜した屋根パネルに支持され、その軒部が支持構造で支持されるから、つまり
、屋根パネルの勾配方向両端部が支持されるから、大きな屋根パネルを用いて傾斜屋根面
を形成できる。よって、屋根パネル同士の継ぎ目を少なくできるから、容易に防水工事を
行うことができる。また、この時、屋根パネルの棟部の小屋裏に支持構造を設ける必要が
ないから、屋根パネルの棟部の小屋裏空間を有効利用できる。
　また、この発明によれば、複数の建物ユニットを含んで躯体構造を構成したので、工場
製作された建物ユニットを現場で設置、連結するだけでよいから、現場作業を軽減でき、
建物を容易に施工できる。
　さらに、この発明によれば、複数の小屋ユニットを含んで躯体構造を構成したので、工
場製作された小屋ユニットを現場で設置、連結するだけでよいから、現場作業を軽減でき
、建物を容易に施工できる。また、小屋ユニットのうち少なくとも１つに支持構造を設け
たので、支持構造をフレーム上の所望の位置に設けることができるから、設計の自由度を
向上できる。
　また、この発明によれば、軒部の下に位置する建物ユニットを少なくとも１つ省略した
ので、この建物ユニットを省略することによって形成された空間をピロティとして利用す
ることができ、設計の自由度を向上できる。この時、省略された軒部の下に位置する建物
ユニットの上の小屋ユニットを、この省略された建物ユニットに隣接する建物ユニットで
支持したので、軒部の下に位置する建物ユニットを省略しても、小屋裏の軸組に影響を与
えることがないから、何ら補強を施すことなく屋根パネルを支持でき、コストの増加を抑
えることができる。
【００１２】
　請求項４に記載の屋根構造は、建物１０の躯体構造１２上に設けられかつ互いに反対に
傾斜した傾斜屋根面を有する屋根構造１３であって、前記各傾斜屋根面１３Ａ、１３Ｂは
、その棟部１４から軒部１５まで一体かつ連続した屋根パネル１６を含んで構成され、前
記屋根パネルは、その棟部で互いに連結されるとともに、その棟部よりも軒部側で躯体構
造に設けられた支持構造３４によって支持され、前記支持構造は、前記傾斜屋根面の軒先
を支持する受け具３５と、この軒先から所定距離棟部側を支持する束３６とを備えるとと
もに、前記受け具と前記束とを連結するブレース３７を備えていることを特徴とする。
【００１３】
　この発明によれば、屋根パネルを、その棟部で互いに連結するとともにその棟部よりも
軒部側で躯体構造に設けられた支持構造によって支持したので、屋根パネルの棟部が互い
に反対に傾斜した屋根パネルに支持され、その軒部が支持構造で支持されるから、つまり
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、屋根パネルの勾配方向両端部が支持されるから、大きな屋根パネルを用いて傾斜屋根面
を形成できる。よって、屋根パネル同士の継ぎ目を少なくできるから、容易に防水工事を
行うことができる。また、この時、屋根パネルの棟部の小屋裏に支持構造を設ける必要が
ないから、屋根パネルの棟部の小屋裏空間を有効利用できる。
　また、この発明によれば、支持構造を受け具と束とを含んで構成したので、屋根パネル
を簡単な構造で支持でき、コストを節約できる。また、屋根パネルを、その軒部および軒
部と棟部との中間部の２箇所で支持するから、屋根パネルの所要曲げ強度を低減でき、製
造コストを削減できる。
　さらに、この発明によれば、受け具と束とを連結するブレースを設けたので、屋根パネ
ルが地震等によって変形した場合でも、この変形に受け具、束、ブレースが一体となって
抵抗するから、簡素な軸組で十分な支持力を得ることができ、コストを節約できる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。なお、以下の実施形態の説明にあた
って、同一構成要件については同一符号を付し、その説明を省略もしくは簡略化する。
〔第１実施形態〕
図１および図２には、本実施形態に係る建物１０の側面図および全体斜視図が示されてい
る。
建物１０は、ユニット式建物であって、基礎１１と、この基礎１１の上に設けられた躯体
構造１２と、この躯体構造１２の上に設けられかつ互いに反対に傾斜した傾斜屋根面１３
Ａ、１３Ｂを有する切妻式の屋根構造１３とを備えている。
このうち、躯体構造１２は、複数の建物ユニット２０で構成された１階部分１２Ａと、こ
の１階部分１２Ａの上に設けられ複数の小屋ユニット３０で構成された小屋部分１２Ｂと
を備えている。
【００１７】
図３には、建物ユニット２０のフレーム４０の斜視図が示されている。
建物ユニット２０は、四隅の柱４１の上下端を連結する天井梁４２および床梁４３を有す
る箱状のフレーム４０を備えている。このうち、柱４１と天井梁４２とは、柱４１の柱頭
側に配置される柱頭接合部材４５を介して連結され、柱４１と床梁４３とは、柱４１の柱
脚側に配置される柱脚接合部材４６を介して連結されている。
天井梁４２としては、長さの異なる短辺天井梁４２Ａおよび長辺天井梁４２Ｂの二種類が
設けられ、床梁４３としては、長さの異なる短辺床梁４３Ａおよび長辺床梁４３Ｂの二種
類が設けられている。また、対向する長辺天井梁４２Ｂの間には、天井面材を支持するた
めの天井小梁が架け渡され（図示省略）、また、対向する長辺床梁４３Ｂの間には、床を
形成するパーチクルボード等の床面材を支持するための複数の根太が架け渡されている（
図示省略）。
なお、図１および図２において、建物ユニット２０は、そのフレーム４０に床面材が貼り
付けられた状態で表されている。
【００１８】
図４には、建物１０の１階平面図が示されている。
以上のような建物ユニット２０は、その梁間方向に所定間隔おいて２個、桁行方向に２個
の計４個配置され、連結されている。
すなわち、建物ユニットが梁間方向に３個、桁行方向に２個配置された状態を考える。こ
の状態は、屋根構造１３の各傾斜屋根面１３Ａ、１３Ｂの勾配方向上部を棟部１４、勾配
方向下部を軒部１５とすると、各傾斜屋根面１３Ａ、１３Ｂの棟部１４の下に建物ユニッ
トが配置され、この建物ユニットを挟んで軒部１５の下に建物ユニット２０が配置された
状態となっている。この状態から、棟部１４の下に位置する建物ユニットが省略されたも
のとなっている。
【００１９】
小屋ユニット３０は、傾斜屋根面１３Ａ、１３Ｂの棟部１４側に位置する基準小屋ユニッ
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ト３１と、傾斜屋根面１３Ａ、１３Ｂの軒部１５側に位置する軒部小屋ユニット３２とを
備えている。
図５（Ａ）および（Ｂ）には、軒部小屋ユニット３２および基準小屋ユニット３１のフレ
ームの斜視図が示されている。
基準小屋ユニット３１は、四角枠状のフレーム４７を備え、軒部小屋ユニット３２は、基
準小屋ユニット３１のフレーム４７と、このフレーム４７の上に設けられた屋根構造１３
を支持する支持構造３４とを備えている。
なお、各小屋ユニット３１，３２は、図１および図２において、それぞれフレーム４７に
床面材が貼り付けられた状態で表されている。
【００２０】
フレーム４７は、建物ユニットト２０の床梁４３が柱脚接合部材４６を介して連結されて
形成されている。
支持構造３４は、フレーム４７の柱脚接合部材４６上に設けられた２つの受け具３５と、
各受け具３５から短辺梁４３Ａ方向に所定寸法離れて設けられた２つの束３６と、これら
受け具３５と束３６とを連結する垂直ブレース３７とを備えている。
【００２１】
以上のような小屋ユニット３０は、図１および図２に戻って、その梁間方向に２個、桁行
方向に所定間隔置いて３個の計６個配置され、連結されている。
すなわち、傾斜屋根面１３Ａ、１３Ｂの軒部１５の下に位置する建物ユニット２０の上に
は、軒部小屋ユニット３２が配置され、省略された建物ユニットの上、つまり軒部小屋ユ
ニット３２同士の間には、基準小屋ユニット３１が配置されている。
よって、１階部分１２Ａにおいて、傾斜屋根面１３Ａ、１３Ｂの棟部１４の下に位置する
建物ユニットが省略されているため、この省略された建物ユニットの上に位置する基準小
屋ユニット３１は、軒部小屋ユニット３２を介して、省略された建物ユニットに隣接する
建物ユニット２０、つまり傾斜屋根面１３Ａ、１３Ｂの軒部１５の下に位置する建物ユニ
ット２０に支持されている。
【００２２】
各傾斜屋根面１３Ａ、１３Ｂは、その棟部１４から軒部１５まで一体かつ連続した屋根パ
ネル１６を４枚備え、これら屋根パネル１６は、その幅寸法が建物ユニット２０の桁行き
方向の長さと略同じであって、その棟部１４で互いに反対に傾斜した屋根パネル１６に連
結されるとともに、棟部１４よりも軒部１５側で支持構造３４で支持されている。
具体的には、屋根パネル１６は、その軒部１５の軒先において、支持構造３４の２つの受
け具３５で支持され、この軒先から所定距離棟部１４側、つまり軒部１５と棟部１４の中
間部において、２つの束３６で支持されている。
【００２３】
次に、建物１０の組み立て手順を説明する。
まず、建物ユニット２０および小屋ユニット３０を工場で製作した後、トラック等で建築
現場に運搬する。建築現場では、基礎１１を施工し、この基礎１１上に建物ユニット２０
をその梁間方向に所定間隔おいて２個、桁行方向に２個の計４個配置して連結する。
その後、図６（Ａ）に示すように、各建物ユニット２０上に軒部小屋ユニット３２を配置
して連結する。
【００２４】
次に、図６（Ｂ）に示すように、２つの軒部小屋ユニット３２の間に基準小屋ユニット３
１を配置し、この基準小屋ユニット３１を軒部小屋ユニット３２に連結する。
続いて、図７（Ａ）に示すように、屋根パネル１６を軒部小屋ユニット３２の支持構造３
４の上に配置して、その軒部１５を受け具３５、束３６に固定するとともに、その棟部１
４で互いに反対に傾斜した屋根パネル１６に連結する。
以上の作業により、図７（Ｂ）に示すように、建物１０が完成する。
【００２５】
したがって、本実施形態によれば以下の効果がある。
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（１）屋根パネル１６を、その棟部１４で互いに連結するとともにその棟部よりも軒部１
５側で躯体構造１２の軒部小屋ユニット３２に設けられた支持構造３４によって支持した
ので、屋根パネル１６の棟部１４が互いに反対に傾斜した屋根パネル１６に支持され、そ
の軒部１５が支持構造３４で支持されるから、つまり、屋根パネル１６の勾配方向両端部
が支持されるから、大きな屋根パネル１６を用いて傾斜屋根面１３Ａ、１３Ｂを形成でき
る。よって、屋根パネル１６同士の継ぎ目を少なくできるから、容易に防水工事を行うこ
とができる。
また、この時、屋根パネル１６の棟部１４の小屋裏に支持構造を設ける必要がないから、
屋根パネル１６の棟部１４の小屋裏空間を有効利用できる。
【００２６】
（２）支持構造３４を受け具３５と束３６とを含んで構成したので、屋根パネル１６を簡
単な構造で支持でき、コストを節約できる。
また、屋根パネル１６を、その軒部１５および軒部１５と棟部１４との中間部の２箇所で
支持するから、屋根パネル１６の所要曲げ強度を低減でき、製造コストを削減できる。
【００２７】
（３）受け具３５と束３６とを連結するブレース３７を設けたので、屋根パネル１６が地
震等によって変形した場合でも、この変形に受け具３５、束３６、ブレース３７が一体と
なって抵抗するから、簡素な軸組で十分な支持力を得ることができ、コストを節約できる
。
【００２８】
（４）複数の建物ユニット２０を含んで躯体構造１２を構成したので、工場製作された建
物ユニット２０を現場で設置、連結するだけでよいから、現場作業を軽減でき、建物１０
を容易に施工できる。
【００２９】
（５）複数の小屋ユニット３０を含んで躯体構造を構成したので、工場製作された小屋ユ
ニット３０を現場で設置、連結するだけでよいから、現場作業を軽減でき、建物を容易に
施工できる。
また、小屋ユニット３０のうち少なくとも１つに支持構造３４を設けて軒部小屋ユニット
３２としたので、フレーム４７上の所望の位置に支持構造３４を設けることができるから
、設計の自由度を向上できる。
【００３０】
（６）棟部１４の下に位置する建物ユニットを２つ省略したので、すなわち、傾斜屋根面
１３Ａ、１３Ｂの棟部１４の下の建物ユニットを挟んで軒部１５の下の建物ユニット２０
が配置された状態から、棟部１４の下の建物ユニットを省略したので、軒部１５の下の建
物ユニット２０間に跨って基準小屋ユニット３１を設けるだけで床を形成できるから、コ
ストを節約できる。
【００３１】
（７）省略された棟部１４の下に位置する建物ユニットの上の基準小屋ユニット３１を、
軒部小屋ユニット３２を介して、省略された建物ユニットに隣接する建物ユニット２０で
支持したので、棟部の下に位置する建物ユニットを省略しても、小屋裏の軸組に影響を与
えることがないから、何ら補強を施すことなく屋根パネル１６を支持でき、コストの増加
を抑えることができる。
【００３２】
〔第２実施形態〕
図８には、本実施形態に係る建物５０の全体斜視図が示されている。
建物５０において、１階部分１２Ａは、第１実施形態と異なり、建物ユニット２０が、そ
の梁間方向に所定間隔おいて２個、桁行方向に所定間隔おいて２個の計４個配置されるこ
とにより形成されている。
すなわち、建物ユニットが梁間方向に３個、桁行方向に３個配置された状態を考える。こ
の状態は、各傾斜屋根面１３Ａ、１３Ｂの棟部１４の下に建物ユニットが配置され、この
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建物ユニットを挟んで軒部１５の下に建物ユニット２０が配置された状態となっている。
この状態から、棟部１４の下に位置する建物ユニットが省略されるとともに、軒部１５の
下に位置する建物ユニット２０のうち中央の建物ユニットが省略された状態となっている
。
【００３３】
小屋部分１２Ｂは、第１実施形態と異なり、小屋ユニット３０が、その梁間方向に所定間
隔おいて３個、桁行方向に所定間隔おいて３個の計６個配置され、連結されている。
すなわち、軒部１５の下に位置する建物ユニット２０のうち省略された中央の建物ユニッ
トの上には、基準小屋ユニット３１が配置され、この基準小屋ユニット３１は、軒部小屋
ユニット３２を介して、省略された中央の建物ユニットに隣接する建物ユニット２０で支
持されている。
【００３４】
したがって、本実施形態によれば、第１実施形態で述べた(１)～(７)の効果に加え、以下
の効果がある。
（８）軒部１５の下に位置する建物ユニットを省略したので、この建物ユニットを省略す
ることによって形成された空間をピロティとして利用することができ、設計の自由度を向
上できる。
この時、省略された軒部１５の下に位置する建物ユニットの上の基準小屋ユニット３１を
、軒部小屋ユニット３２を介して、省略された軒部１５の下に位置する建物ユニットに隣
接する建物ユニット２０で支持したので、軒部１５の下に位置する建物ユニットを省略し
ても、小屋裏の軸組に影響を与えることがないから、何ら補強を施すことなく屋根パネル
を支持でき、コストの増加を抑えることができる。
【００３５】
なお、本発明は前記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、改良等は本発明に含まれるものである。
例えば、各実施形態において、軒部１５の下に位置する建物ユニット２０の上の軒部小屋
ユニット３２同士の間に基準小屋ユニット３１を配置したが、これに限らず、この基準小
屋ユニット３１を省略することによって形成された空間を吹き抜け空間として利用しても
よい。
【００３６】
【発明の効果】
　本発明の屋根構造によれば、次のような効果が得られる。
　請求項１に記載の屋根構造によれば、屋根パネルを、その棟部で互いに連結するととも
にその棟部よりも軒部側で躯体構造に設けられた支持構造によって支持したので、屋根パ
ネルの棟部が互いに反対に傾斜した屋根パネルに支持され、その軒部が支持構造で支持さ
れるから、つまり、屋根パネルの勾配方向両端部が支持されるから、大きな屋根パネルを
用いて傾斜屋根面を形成できる。よって、屋根パネル同士の継ぎ目を少なくできるから、
容易に防水工事を行うことができる。また、この時、屋根パネルの棟部の小屋裏に支持構
造を設ける必要がないから、屋根パネルの棟部の小屋裏空間を有効利用できる。
　また、この発明によれば、複数の建物ユニットを含んで躯体構造を構成したので、工場
製作された建物ユニットを現場で設置、連結するだけでよいから、現場作業を軽減でき、
建物を容易に施工できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態に係る建物を示す側面図である。
【図２】前記実施形態に係る建物の全体斜視図である。
【図３】前記実施形態に係る建物ユニットのフレームの斜視図である。
【図４】前記実施形態に係る建物の１階平面図である。
【図５】前記実施形態に係る小屋ユニットのフレームの斜視図である。
【図６】前記実施形態に係る建物の施工手順を説明するための斜視図である。
【図７】前記実施形態に係る建物の施工手順を説明するための斜視図である。
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【図８】本発明の第２実施形態に係る建物を示す全体斜視図である。
【符号の説明】
１０，５０　　　建物
１２　　　　　　躯体構造
１３　　　　　　屋根構造
１３Ａ、１３Ｂ　　　傾斜屋根面
１４　　　　　　棟部
１５　　　　　　軒部
１６　　　　　　屋根パネル
２０　　　　　　建物ユニット
３０　　　　　　小屋ユニット
３４　　　　　　支持構造
３５　　　　　　受け具
３６　　　　　　束
３７　　　　　　ブレース
４０，４７　　　フレーム

【図１】 【図２】



(10) JP 4318408 B2 2009.8.26

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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