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(57)【要約】
【課題】屋内への採光の効率を高めつつ、構築作業の簡
略化を図ることができるユニット建物を得る。
【解決手段】建物１０では、側面部１６Ａ、側面部１８
Ａ及び側面部２０Ａによって、屋外側が解放されると共
に屋内側に凹んだ空間が確保されると共に、当該空間に
は、開口部６４、開口部７２及び開口部８０が面した状
態となる。また、側面部１６Ａを備えた建物ユニット１
６、側面部１８Ａを備えた建物ユニット１８及び側面部
２０Ａを備えた建物ユニット２０を配置することで、建
物１０の一部が構築される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１開口部が設けられた第１側面部を備えた第１建物ユニットと、
　第２開口部が設けられると共に建物高さ方向から見て前記第１側面部の延在方向一方側
の周縁部と連続しかつ当該周縁部から屋外側に延びる第２側面部を備えた第２建物ユニッ
トと、
　第３開口部が設けられると共に建物高さ方向から見て前記第１側面部の延在方向他方側
の周縁部と連続しかつ当該周縁部から屋外側に延びる第３側面部を備えた第３建物ユニッ
トと、
　を有するユニット建物。
【請求項２】
　前記第２建物ユニットの屋外側の第１外側側面部及び前記第３建物ユニットの屋外側の
第２外側側面部の少なくとも一方は、屋外側からの視線を遮ることが可能な外壁パネルで
構成されている、
　請求項１に記載のユニット建物。
【請求項３】
　前記第１外側側面部及び前記第２外側側面部が前記外壁パネルで構成され、
　建物高さ方向から見て前記第１外側側面部から前記第１側面部までの距離と前記第２外
側側面部から当該第１側面部までの距離とが同じ距離に設定されている、
　請求項２に記載のユニット建物。
【請求項４】
　前記第１建物ユニットにおける前記延在方向一方側に当該第１建物ユニット及び前記第
２建物ユニットと隣接された状態で配置されると共に、内部が当該第１建物ユニット及び
当該第２建物ユニットと連通された第４建物ユニットと、
　前記第１建物ユニットにおける前記延在方向他方側に当該第１建物ユニット及び前記第
３建物ユニットと隣接された状態で配置されると共に、内部が当該第１建物ユニット及び
当該第３建物ユニットと連通された第５建物ユニットと、
　をさらに有する、
　請求項１～請求項３の何れか１項に記載のユニット建物。
【請求項５】
　前記第２建物ユニットの躯体を構成する第１フレームの建物上方側の部分において前記
第３建物ユニット側でかつ屋外側に設けられた第１仕口部と、当該第３建物ユニットの躯
体を構成する第２フレームの建物上方側の部分において当該第２建物ユニット側でかつ屋
外側に設けられた第２仕口部と、を連結する補強部材をさらに有する、
　請求項１～請求項４の何れか１項に記載のユニット建物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユニット建物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１には、バルコニー付き住宅に関する発明が開示されている。このバルコ
ニー付き住宅では、建物に、その外壁面から屋内側に凹む凹部が形成されており、この凹
部を囲む壁面には、それぞれ窓（開口部）が設けられている。このため、屋内への採光の
効率を高めることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１６７９８５号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の先行技術では、建物が木質パネル工法で施工さ
れており、工場等で製造された木質パネルが現場で基礎に組付けられることで、建物の壁
部や屋根等が構築されている。このため、上記特許文献１に記載の先行技術は、現場での
建物の構築作業の簡略化を図るという点においては改善の余地が有る。
【０００５】
　本発明は上記事実を考慮し、屋内への採光の効率を高めつつ、構築作業の簡略化を図る
ことができるユニット建物を得ることが目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の態様に係るユニット建物は、第１開口部が設けられた第１側面部を備えた第１建
物ユニットと、第２開口部が設けられると共に建物高さ方向から見て前記第１側面部の延
在方向一方側の周縁部と連続しかつ当該周縁部から屋外側に延びる第２側面部を備えた第
２建物ユニットと、第３開口部が設けられると共に建物高さ方向から見て前記第１側面部
の延在方向他方側の周縁部と連続しかつ当該周縁部から屋外側に延びる第３側面部を備え
た第３建物ユニットと、を有している。
【０００７】
　第１の態様に係るユニット建物は、第１開口部が設けられた第１側面部と、第２開口部
が設けられた第２側面部と、第３開口部が設けられた第３側面部とを備えている。そして
、第２側面部は、建物高さ方向から見て第１側面部の延在方向一方側の周縁部と連続しか
つ当該周縁部から屋外側に延びている。一方、第３側面部は、建物高さ方向から見て第１
側面部の延在方向他方側の周縁部と連続しかつ当該周縁部から屋外側に延びている。この
ため、第１側面部、第２側面部及び第３側面部によって、屋外側が解放されると共に屋内
側に凹んだ空間が確保されると共に、当該空間には、第１開口部、第２開口部及び第３開
口部が面した状態となる。このため、本態様では、連続して配置された第１開口部、第２
開口部及び第３開口部によって、屋外から屋内へ光を取り込むことができる。
【０００８】
　ところで、現場でパネルを基礎に組み付けて建物の壁部等を構築すると、現場での建物
の構築作業が複雑化することが考えられる。
【０００９】
　ここで、本態様では、現場において、第１側面部を備えた第１建物ユニット、第２側面
部を備えた第２建物ユニット及び第３側面部を備えた第３建物ユニットを配置することで
、ユニット建物の一部が構築される。このため、現場でパネルを基礎に組み付けて建物の
壁部を構築するような構成に比し、壁部の構築といった現場での作業工程を省略すること
ができる。
【００１０】
　第２の態様に係るユニット建物は、第１の態様に係るユニット建物において、前記第２
建物ユニットの屋外側の第１外側側面部及び前記第３建物ユニットの屋外側の第２外側側
面部の少なくとも一方は、屋外側からの視線を遮ることが可能な外壁パネルで構成されて
いる。
【００１１】
　第２の態様に係るユニット建物では、第２建物ユニットの屋外側の第１外側側面部及び
第３建物ユニットの屋外側の第２外側側面部の少なくとも一方が、外壁パネルで構成され
ている。このため、第１外側側面部及び第２外側側面部の少なくとも一方において、屋外
側からの視線を遮ることができる。
【００１２】
　第３の態様に係るユニット建物は、第２の態様に係るユニット建物において、前記第１
外側側面部及び前記第２外側側面部が前記外壁パネルで構成され、建物高さ方向から見て
前記第１外側側面部から前記第１側面部までの距離と前記第２外側側面部から当該第１側
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面部までの距離とが同じ距離に設定されている。
【００１３】
　第３の態様に係るユニット建では、第１外側側面部及び第２外側側面部が外壁パネルで
構成されており、第１外側側面部及び第２外側側面部の両方において、屋外側からの視線
を遮ることができる。
【００１４】
　ところで、建物高さ方向から見て第１外側側面部から第１側面部までの距離と第２外側
側面部から当該第１側面部までの距離とが異なる場合、第１側面部の延在方向において、
第２側面部又は第３側面部への視線を遮ることが困難となることがある。
【００１５】
　ここで、本態様では、建物高さ方向から見て第１外側側面部から第１側面部までの距離
と第２外側側面部から当該第１側面部までの距離とが同じ距離に設定されている。このた
め、第１側面部の延在方向において、第２側面部への視線が第３建物ユニットによって遮
られ、第３側面部への視線が第２建物ユニットによって遮られる。
【００１６】
　第４の態様に係るユニット建物は、第１の態様～第３の態様の何れか１態様に係るユニ
ット建物において、前記第１建物ユニットにおける前記延在方向一方側に当該第１建物ユ
ニット及び前記第２建物ユニットと隣接された状態で配置されると共に、内部が当該第１
建物ユニット及び当該第２建物ユニットと連通された第４建物ユニットと、前記第１建物
ユニットにおける前記延在方向他方側に当該第１建物ユニット及び前記第３建物ユニット
と隣接された状態で配置されると共に、内部が当該第１建物ユニット及び当該第３建物ユ
ニットと連通された第５建物ユニットと、をさらに有している。
【００１７】
　第４の態様に係るユニット建物では、第１建物ユニットにおける第１側面部の延在方向
一方側に、当該第１建物ユニット及び第２建物ユニットと隣接された状態で第４建物ユニ
ットが配置されている。そして、第４建物ユニットの内部は、第１建物ユニット及び第２
建物ユニットと連通されている。
【００１８】
　一方、第１建物ユニットにおける第１側面部の延在方向他方側には、当該第１建物ユニ
ット及び第３建物ユニットと隣接された状態で第５建物ユニットが配置されている。そし
て、第５建物ユニットの内部は、第１建物ユニット及び第３建物ユニットと連通されてい
る。このため、本態様では、第１側面部、第２側面部及び第３側面部に沿って連続する居
住空間を屋内に確保することができる。
【００１９】
　第５の態様に係るユニット建物は、第１の態様～第４の態様の何れか１態様に係るユニ
ット建物において、前記第２建物ユニットの躯体を構成する第１フレームの建物上方側の
部分において前記第３建物ユニット側でかつ屋外側に設けられた第１仕口部と、当該第３
建物ユニットの躯体を構成する第２フレームの建物上方側の部分において当該第２建物ユ
ニット側でかつ屋外側に設けられた第２仕口部と、を連結する補強部材をさらに有してい
る。
【００２０】
　第５の態様に係るユニット建物では、第２建物ユニットの躯体を構成する第１フレーム
の建物上方側の部分において、第３建物ユニット側でかつ屋外側に第１仕口部が設けられ
ている。また、第３建物ユニットの躯体を構成する第２フレームの建物上方側の部分にお
いて、第２建物ユニット側でかつ屋外側に第２仕口部が設けられている。そして、第１仕
口部と第２仕口部とが補強部材で連結されている。
【００２１】
　このため、第１側面部、第２側面部及び第３側面部で仕切られた空間の建物高さ方向上
側に構造物を配置した場合、当該構造物の自重は、屋外側において、補強部材を介して第
２建物ユニット及び第３建物ユニットで支持される。
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【発明の効果】
【００２２】
　以上説明したように、第１の態様に係るユニット建物では、屋内への採光の効率を高め
つつ、構築作業の簡略化を図ることができるという優れた効果を有する。
【００２３】
　第２の態様に係るユニット建物では、開放感の確保とプライバシーの確保との両立を図
ることができるという優れた効果を有する。
【００２４】
　第３の態様に係るユニット建物では、居住者のプライバシーが侵害されることを抑制す
ることができるという優れた効果を有する。
【００２５】
　第４の態様に係るユニット建物では、屋内の開放感を確保することができるという優れ
た効果を有する。
【００２６】
　第５の態様に係るユニット建物では、建物に屋外側が解放された空間を確保しつつ、当
該空間の建物高さ方向上側に屋根等の構造物を配置することができるという優れた効果を
有する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本実施形態に係るユニット建物の構成を模式的に示す見取図である。
【図２】本実施形態の係るユニット建物の躯体の構成を模式的に示す平面図である。
【図３】本実施形態の係るユニット建物の躯体の要部の構成を模式的に示す斜視図である
。
【図４】本実施形態に係るユニット建物の構成を示す正面図（図１の４方向矢視図）であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、図１～図４を用いて、本発明に係るユニット建物の実施形態の一例について説明
する。まず、図４を主に用いて、本実施形態に係るユニット建物としての「建物１０」の
全体構造について説明する。
【００２９】
　建物１０は、平屋とされており、基礎１２と、基礎１２の建物高さ方向上側に配置され
た複数の建物ユニットと、これらの建物ユニットの建物高さ方向上側に配置された屋根ユ
ニット１４とを備えている。なお、図１～図４では、建物１０の桁行方向（以下、桁行方
向と称する）を矢印Ｘで示し、建物１０の梁間方向（以下、梁間方向と称する）を矢印Ｙ
で示し、建物１０の高さ方向（以下、高さ方向と称する）を矢印Ｚで示している。
【００３０】
　詳しくは、図１にも示されるように、複数の建物ユニットは、建物１０の居住部の主な
部分を構成しており、これらの中には、第１建物ユニットとしての「建物ユニット１６」
、第２建物ユニットとしての「建物ユニット１８」、第３建物ユニットとしての「建物ユ
ニット２０」、第４建物ユニットとしての「建物ユニット２２」及び第５建物ユニットと
しての「建物ユニット２４」が含まれる。
【００３１】
　建物ユニット１６は、高さ方向から見て建物１０の中央部に位置すると共に、その長手
方向を桁行方向とされて配置されている。この建物ユニット１６は、図３に示されるよう
に、その躯体を構成するフレーム２６を備えており、フレーム２６は、その高さ方向上側
の部分を構成する天井フレーム２８、その高さ方向下側の部分を構成する床フレーム３０
及び４本の柱３２を含んで構成されている。
【００３２】
　詳しくは、天井フレーム２８は、各々溝形鋼によって構成された長短二種類の天井大梁
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３４、３６が矩形枠状に配置されると共に、天井大梁３４の端部と天井大梁３６の端部と
が高さ方向に延びる角筒状の仕口部３８で連結されることで、その外枠が構成されている
。そして、長い方の天井大梁３４間には、図示しない複数の天井小梁が所定の間隔で架け
渡されている。
【００３３】
　一方、床フレーム３０は、各々溝形鋼によって構成された長短二種類の床大梁４０、４
２が矩形枠状に配置されると共に、床大梁４０の端部と床大梁４２の端部とが高さ方向に
延びる角筒状の仕口部４４で連結されることで、その外枠が構成されている。そして、長
い方の床大梁４０間には、図示しない複数の床小梁が所定の間隔で架け渡されている。
【００３４】
　柱３２は、建物高さ方向から見た断面形状が矩形の筒状とされており、建物高さ方向に
対向する仕口部３８と仕口部４４とを連結している。なお、図２に示されるように、建物
ユニット１８の躯体を構成する第１フレームとしての「フレーム４６」、建物ユニット２
０の躯体を構成する第２フレームとしての「フレーム４８」、建物ユニット２２の躯体を
構成するフレーム５０及び建物ユニット２４の躯体を構成するフレーム５２は、基本的に
フレーム２６と同様の構成とされている。
【００３５】
　また、フレーム４６、４８、５０、５２は、それぞれ長手方向を桁行方向とされて配置
されている。そして、フレーム４６は、桁行方向から見てフレーム２６の梁間方向一方側
においてフレーム２６と隣接すると共に、梁間方向から見てフレーム２６の桁行方向一方
側においてフレーム２６と隣接した状態となっている。
【００３６】
　フレーム４８は、桁行方向から見てフレーム２６の梁間方向一方側においてフレーム２
６と隣接すると共に、梁間方向から見てフレーム２６の桁行方向他方側においてフレーム
２６と隣接した状態となっている。なお、フレーム４６とフレーム４８とは、桁行方向か
ら見て重なった状態となっている。
【００３７】
　フレーム５０は、桁行方向から見てフレーム２６と重なると共に、梁間方向から見てフ
レーム２６の桁行方向一方側においてフレーム２６と隣接した状態となっている。つまり
、フレーム５０は、フレーム２６及びフレーム４６と隣接された状態で配置されている。
なお、フレーム５０とフレーム４６とは、梁間方向から見て重なった状態となっている。
【００３８】
　フレーム５２は、桁行方向から見てフレーム２６と重なると共に、梁間方向から見てフ
レーム２６の桁行方向他方側においてフレーム２６と隣接した状態となっている。つまり
、フレーム５２は、フレーム２６及びフレーム４８と隣接された状態で配置されている。
なお、フレーム５２とフレーム４８とは、梁間方向から見て重なった状態となっている。
【００３９】
　また、フレーム４６の天井フレーム５４においてフレーム４８側でかつ屋外側に設けら
れた第１仕口部としての「仕口部５６」と、フレーム４８の天井フレーム５８においてフ
レーム４６側でかつ屋外側に設けられた第２仕口部としての「仕口部６０」とが桁行方向
に延びる「補強部材６２」で連結されている。なお、補強部材６２は、溝形鋼で構成され
ていてもよいし、角鋼管で構成されていてもよい。そして、補強部材６２によって、屋根
ユニット１４の軒先側の部分が支持されている。
【００４０】
　ここで、本実施形態では、図１に示されるように、建物ユニット１６の第１側面部とし
ての「側面部１６Ａ」、建物ユニット１８の第２側面部としての「側面部１８Ａ」及び建
物ユニット２０の第３側面部としての「側面部２０Ａ」によって空間が仕切られている点
に第１の特徴がある。また、建物ユニット１６、１８、２０、２２、２４の内側が連通さ
れている点に第２の特徴がある。
【００４１】
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　建物ユニット１６の側面部１６Ａは、屋外側に面すると共に桁行方向に延在している。
この側面部１６Ａは、その大部分が第１開口部としての「開口部６４」とされており、開
口部６４には、複数のガラス戸６６、６８を備えた引き違い窓７０が設けられている。
【００４２】
　建物ユニット１８の側面部１８Ａは、建物ユニット２０側に面しており、側面部１６Ａ
における桁行方向一方側（側面部１６Ａの延在方向一方側）の周縁部から屋外側に延びる
と共に、高さ方向から見て側面部１６Ａと直交した状態となっている。この側面部１８Ａ
は、その大部分が第２開口部としての「開口部７２」とされており、開口部７２には、複
数のガラス戸７４を備えた引き違い窓７６が設けられている。
【００４３】
　一方、建物ユニット１８の屋外側に面する第１外側側面部としての「側面部１８Ｂ」は
、桁行方向に複数枚並べて配置された外壁パネル７８によって構成されている。
【００４４】
　建物ユニット２０の側面部２０Ａは、建物ユニット１８側に面しており、側面部１６Ａ
における桁行方向他方側（側面部１６Ａの延在方向他方側）の周縁部から屋外側に延びる
と共に、高さ方向から見て側面部１６Ａと直交した状態となっている。この側面部２０Ａ
は、その大部分が第３開口部としての「開口部８０」とされており、開口部８０には、複
数のガラス戸８２を備えた引き違い窓８４が設けられている。
【００４５】
　一方、建物ユニット２０の屋外側に面する第２外側側面部としての「側面部２０Ｂ」も
側面部１８Ｂと同様に、桁行方向に複数枚並べて配置された外壁パネル７８によって構成
されている。なお、高さ方向から見て（梁間方向において）、側面部１８Ｂから側面部１
６Ａまでの距離Ｌ１と側面部２０Ｂから側面部１６Ａまでの距離Ｌ２とは、同じ距離に設
定されている。そして、側面部１８Ｂ、２０Ｂは、図示しない接道側に面している。
【００４６】
　また、外壁パネル７８は、サイディングボード等で構成された外壁材を含んで構成され
ると共に、窓等に用いることが可能な開口部が形成されておらず、屋外側からの視線を遮
ることが可能とされている。なお、外壁パネル７８には、屋外側からの視線を遮ることが
可能であれば、換気口等の開口部が形成されていてもよい。
【００４７】
　そして、本実施形態では、上述したように側面部１６Ａ、１８Ａ、２０Ａが配置される
ことで、屋外側が解放されると共に、側面部１８Ｂ、２０Ｂから屋内側に凹んだ空間が確
保されると共に、当該空間の高さ方向下側には、ウッドデッキ８６が配置されている。つ
まり、建物１０は、ウッドデッキ８６を介して、建物ユニット１６、１８、２０間の往来
が可能とされている。
【００４８】
　また、建物ユニット１６の内側には、複数枚の畳８８が敷設されることで畳コーナー９
０が設けられている。
【００４９】
　一方、建物ユニット１８の内側は、建物ユニット２２の内側と連通されており、建物ユ
ニット１８、２２の内側は、ダイニングキッチン９２とされている。また、建物ユニット
２２の内側は、建物ユニット１６（畳コーナー９０）と連通されている。
【００５０】
　一方、建物ユニット２０の内側は、建物ユニット２４の内側と連通されており、建物ユ
ニット２０、２４の内側は、リビングルーム９４とされている。また、建物ユニット２４
の内側は、建物ユニット１６と連通されている。なお、建物ユニット１６と建物ユニット
２２との境界部及び建物ユニット１６と建物ユニット２４との境界部には、建具が設けら
れておらず、建物ユニット１６、１８、２０、２２、２４の内側には、連続する一つの空
間が確保されている。
【００５１】
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　＜本実施形態の作用及び効果＞
　次に、本実施形態の作用並びに効果を説明する。
【００５２】
　本実施形態に係る建物１０は、図１に示されるように、開口部６４が設けられた側面部
１６Ａと、開口部７２が設けられた側面部１８Ａと、開口部８０が設けられた側面部２０
Ａとを備えている。そして、側面部１８Ａは、高さ方向から見て側面部１６Ａの延在方向
一方側の周縁部と連続しかつ当該周縁部から屋外側に延びている。一方、側面部２０Ａは
、高さ方向から見て側面部１６Ａの延在方向他方側の周縁部と連続しかつ当該周縁部から
屋外側に延びている。このため、側面部１６Ａ、側面部１８Ａ及び側面部２０Ａによって
、屋外側が解放されると共に屋内側に凹んだ空間が確保されると共に、当該空間には、開
口部６４、開口部７２及び開口部８０が面した状態となる。このため、本実施形態では、
連続して配置された開口部６４、開口部７２及び開口部８０によって、屋外から屋内へ光
を取り込むことができる。
【００５３】
　ところで、現場でパネルを基礎に組み付けて建物の壁部等を構築すると、現場での建物
の構築作業が複雑化することが考えられる。
【００５４】
　ここで、本実施形態では、現場において、側面部１６Ａを備えた建物ユニット１６、側
面部１８Ａを備えた建物ユニット１８及び側面部２０Ａを備えた建物ユニット２０を配置
することで、建物１０の一部が構築される。このため、現場でパネルを基礎１２に組み付
けて建物１０の壁部を構築するような構成に比し、壁部の構築といった現場での作業工程
を省略することができる。したがって、本実施形態では、建物１０の屋内への採光の効率
を高めつつ、建物１０の構築作業の簡略化を図ることができる。
【００５５】
　また、本実施形態では、建物ユニット１８の屋外側の側面部１８Ｂ及び建物ユニット２
０の屋外側の側面部２０Ｂが、外壁パネル７８で構成されている。このため、側面部１８
Ｂ及び側面部２０Ｂにおいて、屋外側からの視線を遮ることができる。したがって、本実
施形態では、建物１０の開放感の確保と建物１０のプライバシーの確保との両立を図るこ
とができる。
【００５６】
　ところで、上述したように本実施形態では、側面部１８Ｂ及び側面部２０Ｂにおいて、
屋外側からの視線を遮ることができる。しかしながら、建物高さ方向から見て側面部１８
Ｂから側面部１６Ａまでの距離Ｌ１と側面部２０Ｂから側面部１６Ａまでの距離Ｌ２とが
異なる場合、側面部１６Ａの延在方向において、側面部１８Ａ又は側面部２０Ａへの視線
を遮ることが困難となることがある。
【００５７】
　ここで、本実施形態では、距離Ｌ１と距離Ｌ２とが同じ距離に設定されている。このた
め、側面部１６Ａの延在方向において、側面部１８Ａへの視線が建物ユニット２０によっ
て遮られ、側面部２０Ａへの視線が建物ユニット１８によって遮られる。したがって、本
実施形態では、建物１０の居住者のプライバシーが侵害されることを抑制することができ
る。
【００５８】
　また、本実施形態では、建物ユニット１６における側面部１６Ａの延在方向一方側に、
建物ユニット１６及び建物ユニット１８と隣接された状態で建物ユニット２２が配置され
ている。そして、建物ユニット２２の内部は、建物ユニット１６及び建物ユニット１８と
連通されている。
【００５９】
　一方、建物ユニット１６における側面部１６Ａの延在方向他方側には、建物ユニット１
６及び建物ユニット２０と隣接された状態で建物ユニット２４が配置されている。そして
、建物ユニット２４の内部は、建物ユニット１６及び建物ユニット２０と連通されている
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。このため、本態様では、側面部１６Ａ、側面部１８Ａ及び側面部２０Ａに沿って連続す
る居住空間を屋内に確保することができる。したがって、本実施形態では、建物１０の屋
内の開放感を確保することができる。
【００６０】
　加えて、本実施形態では、建物ユニット１８の躯体を構成するフレーム４６の天井フレ
ーム５４において、建物ユニット２０側でかつ屋外側に仕口部５６が設けられている。ま
た、建物ユニット２０の躯体を構成するフレーム４８の天井フレーム５８において、建物
ユニット１８側でかつ屋外側に仕口部６０が設けられている。そして、仕口部５６と仕口
部６０とが補強部材６２で連結されている。
【００６１】
　このため、側面部１６Ａ、側面部１８Ａ及び側面部２０Ａで仕切られた空間の高さ方向
上側に配置された屋根ユニット１４の自重は、屋外側において、補強部材６２を介して建
物ユニット１８及び建物ユニット２０で支持される。したがって、本実施形態では、建物
１０に屋外側が解放された空間を確保しつつ、当該空間の高さ方向上側に屋根ユニット１
４等の構造物を配置することができる。
【００６２】
　＜上記実施形態の補足説明＞
　（１）　上述した実施形態では、平屋の建物１０に屋外側が解放されると共に屋内側に
凹んだ空間が確保される構成としたが、多階層のユニット建物の最上階に当該空間を確保
するようにしてもよい。
【００６３】
　（２）　また、上述した実施形態では、側面部１８Ｂ、２０Ｂに窓等に用いることが可
能な開口部が形成されていないが、建物１０と接道との間に目隠し壁を設ける場合や建物
１０と接道とが十分に離れている場合には、側面部１８Ｂ、２０Ｂに窓を設けるような構
成も取りうる。
【００６４】
　（３）　さらに、上述した実施形態では、側面部１６Ａ、側面部１８Ａ及び側面部２０
Ａで仕切られた空間の高さ方向上側に屋根ユニット１４の一部が配置されていたが、屋根
ユニット１４の構成は、これに限らない。すなわち、建物１０は、建物ユニット１６の躯
体に補強部材６２を設けることなく、高さ方向から見て屋根ユニット１４の一部を屋内側
に凹ませて、側面部１６Ａ、側面部１８Ａ及び側面部２０Ａで仕切られた空間上に屋根ユ
ニット１４が配置されないような構成も採り得る。
【００６５】
　（４）　加えて、上述した実施形態では、距離Ｌ１と距離Ｌ２とが同じ距離に設定され
ていたが、建物１０と接道との位置関係に応じて、距離Ｌ１と距離Ｌ２とが異なる距離に
設定されるような構成も採り得る。
【符号の説明】
【００６６】
　　１０　　　建物（ユニット建物）
　　１６　　　建物ユニット（第１建物ユニット）
　　１６Ａ　　側面部（第１側面部）
　　１８　　　建物ユニット（第２建物ユニット）
　　１８Ａ　　側面部（第２側面部）
　　１８Ｂ　　側面部（第１外側側面部）
　　２０　　　建物ユニット（第３建物ユニット）
　　２０Ａ　　側面部（第３側面部）
　　２０Ｂ　　側面部（第２外側側面部）
　　２２　　　建物ユニット（第４建物ユニット）
　　２４　　　建物ユニット（第５建物ユニット）
　　４６　　　フレーム（第１フレーム）
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　　４８　　　フレーム（第２フレーム）
　　５６　　　仕口部（第１仕口部）
　　６０　　　仕口部（第２仕口部）
　　６２　　　補強部材
　　６４　　　開口部（第１開口部）
　　７２　　　開口部（第２開口部）
　　８０　　　開口部（第３開口部）

【図１】 【図２】
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