
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被取付け部材間に取付け金物を介して架け渡された金属製の梁上に、建築用面部を取付
ける建築用面部の取付け構造であって、
　前記梁は、上フランジ部、下フランジ部および前記上フランジ部と下フランジ部とを連
結するウェブ部とを有する断面Ｈ型形状をなし、その上フランジ部の上部に接合された結
合部材を有し、
　前記取付け金物は、被取付け部材の上端部に係止された取付け部と、前記梁の端部に固
定された梁端固定部とを有し、
　前記取付け部 上端が屈曲した断面Ｌ字状に形成され、このＬ字状の屈曲部分

補強用のリ
ブが設けられ、
　前記梁端固定部は、 前記梁側へ
延設され、その上端が水平に屈曲されて前記上フランジ部下面と当接する梁支持面を形成
して前記上フランジ部下面を支持し、かつ前記ウェブ部のいずれか一方の側面と当接して
、前記梁端部と連結固定されると共に、 先端部に前記上端

と同方向に屈曲された補強用リブが形成され、
　前記建築用面部は、前記結合部材と接合されることにより前記梁と連結固定されている
ことを特徴とする建築用面部の取付け構造。
【請求項２】
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は の表面に
は、これを構成する正面部および上面部に沿って連続してＬ字状に形成された

前記取付け部を構成する正面部から該正面部と直交して

前記梁側への延設方向の の梁支
持面



　請求項１において、
　前記建築用面部は、前記梁の長手方向に沿って載置され、被支持部材である屋根面部と
前記梁との間に介在する小屋面部であることを特徴とする建築用面部の取付け構造。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記結合部材は、前記建築用面部と同質であることを特徴とする建築用面部の取付け構
造。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかにおいて、
　前記取付け金物は、前記梁の幅を２等分する中心位置を示す芯出し部を有することを特
徴とする建築用面部の取付け構造。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の建築用面部の取付け構造を用いた建築用面部の取付け
の施工方法であって、
　両端に取付け金物が取付けられ、かつ上部には結合部材が接合されている金属製の梁を
、被取付け部材間に吊り上げ移動する工程と、
　前記梁を上方より降ろして、前記取付け金物が有する取付け部の上端を被取付け部材の
上端に係止させて位置決めを行う工程と、
　前記被取付け部材と前記取付け金物との取付けを行う工程と、
　前記梁上に建築用面部を載置し、前記結合部材との接合を行う工程と、
を含むことを特徴とする建築用面部の取付けの施工方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、被取付け部材間に取付け金物を介して架け渡された金属製の梁上に取付けら
れる建築用面部の取付け構造およびその施工方法に関する。
【０００２】
【背景技術および発明が解決しようとする課題】
　木造の建物に設けられる梁としては、通常むく材を用いた木製梁が使用されている。し
かし近年、建材として利用できる木材資源の減少による木材価格の高騰や環境問題等から
木材が入手しにくくなり、部材の安定供給が困難となってきた。
【０００３】
　また、梁は大型部材であるためむく材を用いた木製梁である場合、その重量はかなり重
く軽量化が望まれていた。そこで、木製梁に代えて安定して入手でき、しかも軽量化が可
能な金属製の梁が用いられるようになってきた。
【０００４】
　しかしながら、木造の建物に金属製の梁を用いる場合、金属製の梁上に建築用部材であ
る建築用面部が載置され、梁と建築用面部との連結固定が必要な場合が生じる。この場合
、建築用面部と梁とを接合することは、困難な場合が生じるという問題が起こる。
【０００５】
　本発明は、上記背景技術を鑑みてなされたものであり、その課題は、被取付け部材間に
架設された金属製の梁上に、建築用面部を容易にかつ確実に連結固定することができる建
築用面部の取付け構造およびその施工方法を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために請求項１記載の発明は、被取付け部材

間に取付け金物 を介して架け渡された金
属製の梁 上に、建築用面部 を取付ける建築用面部
の取付け構造であって、前記梁は、上フランジ部 、下フランジ部

および前記上フランジ部と下フランジ部とを連結するウェブ部
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（例えば部材１１０，
部材１２０） （例えば部材４０ａ，部材４０ａ）

（例えば部材１０） （例えば部材３０）
（例えば部材１２） （例

えば部材１４） （例えば部



とを有する断面Ｈ型形状をなし、その上フランジ部の上部に接合された結合部材
を有し、前記取付け金物は、被取付け部材の上端部に係止された取付

け部 と、前記梁の端部に固定された梁端固定部
とを有し、前記取付け部 上端が屈曲した断面Ｌ字状に形成され、このＬ字状の屈曲部

分
補強用のリブ が設けら

れ、前記梁端固定部は、 前記梁側
へ延設され、その上端が水平に屈曲されて前記上フランジ部下面と当接する梁支持面

を形成して前記上フランジ部下面を支持し、かつ前記ウェブ部のいずれ
か一方の側面と当接して、前記梁端部と連結固定されると共に、
先端部に前記上端 と同方向に屈曲された補強用リブ が形
成され、前記建築用面部は、前記結合部材と接合されることにより前記梁と連結固定され
ていることを特徴としている。
【０００７】
　なお、ここで被取付け部材とは、梁が架設される部材であり、建物の壁部、梁、柱等の
構造部材のみならず、例えば、建物の壁部に設けられた補強用の板材等をも含むものとす
る。
【０００８】
　請求項１記載の発明にあっては、金属製の梁の上面に結合部材を接合し、さらに結合部
材と建築用面部とを接合することにより、梁、結合部材および建築用面部を相互に連結す
ることができ、金属製の梁上に建築用面部を容易に、しかも確実に取付けることができる
。
　また、梁は断面Ｈ型形状をなすことにより、剛性および軽量化の点で好ましい梁を得る
ことができる。
　さらに、取付け金物が、 取付け部を有することにより、取
付け金物を被取付け部材に取付ける際に、 係止させることにより容易に
取付けならびに位置決めを行うことができる。
　また、梁端固定部が梁側へ延設されていることにより、取付け金物と梁との連結固定を
より強固なものとすることができ、梁は、取付け金物によってより確実に支持される。
　さらに、梁端固定部が上フランジ部下面を支持することにより、梁は、取付け金物によ
ってより確実に支持される。また、上端が水平に屈曲されて支持面が形成されていること
により、梁と取付け金物とを取付ける際に、支持面を上フランジ部下面に当接させること
により容易に位置出しを行うことができる。さらに、支持面は補強用リブとして取付け金
物の強度を高めることが
【０００９】
　請求項２記載の発明は、請求項１において、前記建築用面部は、前記梁の長手方向に載
置され、被支持部材である屋根面部（例えば部材１３０）と前記梁との間に介在する小屋
面部であることを特徴としている。
【００１０】
　請求項２記載の発明にあっては、設計上等の問題で、梁を被支持部材である屋根部の下
面より所定距離低い位置に設けなければならない場合でも、小屋面部を梁上に連結するこ
とにより、小屋面部を介在させて梁に屋根部を支持させることができる。
【００１１】
　また、小屋面部は、梁の長手方向に沿って載置されているので、梁に作用する力を均一
に分散させることができる。
【００１２】
　請求項３記載の発明は、請求項１または請求項２において、前記結合部材は、前記建築
用面部と同質であることを特徴としている。
【００１３】
　請求項３記載の発明にあっては、建築用面部と結合部材との接合を容易に行うことがで
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材１６）
（例えば部材２０）

（例えば部材５０ａ） （例えば部材６０ａ
） は

の表面には、これを構成する正面部（例えば部材５８ａ）および上面部（例えば部材５
２ａ）に沿って連続してＬ字状に形成された （例えば部材５４ａ）

前記取付け部を構成する正面部から該正面部と直交して
（例

えば部材６２ａ）
前記梁側への延設方向の

の梁支持面 （例えば部材６６ａ）

上端が屈曲した断面Ｌ字状の
取付け部の上端を

できる。



きる。
【００１４】
【００１５】
【００１６】
【００１７】
【００１８】
【００１９】
【００２０】
【００２１】
　請求項４記載の発明は、請求項１から請求項３のいずれかにおいて、前記取付け金物は
、前記梁の幅を２等分する中心位置を示す芯出し部（例えば部材５９ａ）を有することを
特徴としている。
【００２２】
　請求項４記載の発明にあっては、取付け金物が芯出し部を有することにより、取付け金
物を被取付け部材に取付ける際のセンタリングの位置合わせが容易である。さらに、梁に
予め取り付け金物を取付けておけば、梁上に結合部材を取付ける際の位置合わせを容易に
行うことができる。
【００２３】
　請求項５記載の発明は、請求項１～４のいずれかに記載の建築用面部の取付け構造を用
いた建築用面部の取付けの施工方法であって、
　両端に取付け金物が取付けられ、かつ上部には結合部材が接合されている金属製の梁を
、被取付け部材間に吊り上げ移動する工程と、
　前記梁を上方より降ろして、前記取付け金物が有する取付け部の上端を被取付け部材の
上端に係止させて位置決めを行う工程と、
　前記被取付け部材と前記取付け金物との取付けを行う工程と、
　前記梁上に建築用面部を載置し、前記結合部材との接合を行う工程と、
を含むことを特徴としている。
【００２４】
　請求項５記載の発明にあっては、梁は、両端に取付け金物を有し、かつその上部には結
合部材が接合されていて、取付け金物は、被取付け部材の上端面に係止されて位置決めを
行う取付け部を有するので、この梁をクレーン等で吊り上げて、取付け部 被取付
け部材の上端面に当接するまで下降させ、被取付け部材と取付け金物との連結固定を行う
という作業のみで梁の取付け作業が完了する。
【００２５】
　その後、梁上に建築用面部を載置して結合部材との接合を行えば、梁、結合部材および
建築用面部が相互に連結されて、梁上に建築用面部を取付けることができる。
　よって、簡略な作業で容易に建築用面部の取付けを行うことができるものである。
【００２６】
【発明の実施の形態】
　以下、図面に基づいて本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
【００２７】
　図１は、本実施の形態に係る建築用面部である小屋パネル３０の取付け構造を示す断面
図である。
　小屋パネル３０は、図１に示すように、梁１０の上面に載置されて固定されている。
【００２８】
　小屋パネル３０の取付け構造は、図１に示すように、立設された壁部１１０と、壁部１
１０の長手方向に沿って壁部１１０と対向して配置されているベント梁１２０との間に架
設された梁１０と、梁１０の上面に取付けられている結合部材２０と、結合部材２０の上
面に取付けられている小屋パネル３０とを含み構成されている。
【００２９】
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の上端が



　また、図２は、小屋パネル３０の取付け構造の壁部１１０方向を示す断面図であり、図
３は、小屋パネル３０の取付け構造のベント梁１２０方向を示す断面図である。
【００３０】
　梁１０は、Ｈ型鋼よりなる鋼製梁であり、図１～図３に示すように、上下に対向して配
置された上フランジ部１２、下フランジ部１４および上フランジ部１２と下フランジ部１
４とを連結するウェブ部１６とからなる。
【００３１】
　梁１０は、図１に示すように、壁部１１０側の端部が取付け金物４０ａを介して壁部１
１０に取付けられ、かつベント梁１２０側の端部が取付け金物４０ｂを介してベント梁１
２０に取付けられることにより、壁部１１０とベント梁１２０との間に架設されている。
　壁部１１０およびベント梁１２０の構成については後述する。
【００３２】
　図４は、取付け金物４０ａを示す斜視図であり、図５（Ａ）は、取付け金物４０ａを示
す平面図、同図（Ｂ）は正面図である。
【００３３】
　取付け金物４０ａは、壁部１１０の梁１０取付け位置に取付けられた梁受補強合板１６
０を介して壁部１１０に取付けられて、梁１０と壁部１１０とを連結固定するもので、取
付け部５０ａおよび梁端固定部６０ａとを含み構成されている。
【００３４】
　取付け部５０ａは、梁受補強合板１６０を介して壁部１１０に取付けられるものであり
、梁受補強合板１６０の上端面１６２から垂直面１６４に接触するように、その上端が屈
曲した断面Ｌ字状に形成された金属平板よりなる。
　すなわち、取付け部５０ａは、梁受補強合板１６０の上端面１６２と当接する上面部５
２ａと梁受補強合板１６０の垂直面１６４と当接する正面部５８ａとを有する。上面部５
２ａは、取付け金物４０ａを取付ける際に、梁受補強合板１６０の上端面１６２に係止さ
れる被係止部となる。
【００３５】
　取付け部５０ａのＬ字状の屈曲部分には補強のためのリブ５４ａが所定間隔で複数設け
られている。
　また、正面部５８ａには、梁受補強合板１６０との連結を行うための釘孔５７ａが複数
穿設されている。
【００３６】
　正面部５８ａの上端の中央付近にはＶ字状の溝部５９ａが形成されている。この溝部５
９ａは、梁１０の幅を２等分する中心位置を示す芯出し部となるものである。
【００３７】
　上面部５２ａは、その中央付近に中央付近の上面部５２ａを切り取って形成された切欠
き部５６ａを有する。
【００３８】
　梁端固定部６０ａは、金属平板よりなり、正面部５８ａの所定位置に、上面部５２ａと
反対方向に、正面部５８ａと直交して延出形成されている部材である。
【００３９】
　梁端固定部６０ａは、その上端が梁１０の上フランジ部１２下面を支持する梁支持部６
２ａをなし、かつその片側の側面が、梁１０のウェブ部１６の一方の側面と当接して、ウ
ェブ部１６と連結固定される梁取付け部６４ａを形成している。
【００４０】
　梁支持部６２ａには、水平に屈曲して梁１０の上フランジ部１２下面を支持する梁支持
面が形成されている。梁支持部６２ａは、水平に屈曲されていることにより、取付け金物
４０ａを補強する補強用リブとしても機能する。
【００４１】
　また、梁端固定部６０ａの先端部には、先端部が上端部と同方向に屈曲して形成された
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補強用リブ６６ａが形成されていて、取付け金物４０ａの強度を補強している。
【００４２】
　梁取付け部６４ａには取付け金物４０ａを梁１０と連結固定するための２つのボルト孔
６８ａ，６８ａが上下に並んで穿設されている。
【００４３】
　梁端固定部６０ａは、梁１０と梁端固定部６０ａとが連結された状態で、梁１０が正面
部５８ａのほぼ中央位置に配置されるように、正面部５８ａに設けられている。
　すなわち、梁１０と梁端固定部６０ａとは、図１～図３に示すように、梁連結部６４ａ
が梁１０のウェブ部１６の一方の側面（図１において手前側）と当接して連結固定される
ので、梁端固定部６０ａは、梁本体２０の幅の中心位置を示す溝部５９ａより若干ずれて
形成されている（図４および図５参照）。
【００４４】
　また、梁端固定部６０ａは、その上端部が、正面部５８ａの上端より梁１０の上フラン
ジ部１２の厚さ分だけ下がった位置になるように設けられている。
　すなわち、梁端固定部６０ａに梁１０が取付けられた状態で、梁端固定部６０ａの上端
と梁１０の上端が面一となるように設定されているものである。
【００４５】
　取付け金物４０ｂは、取付け金物４０ａと対称形をなすものであり、それ以外の構成は
取付け金物４０ａと同様であるのでその説明は省略し、取付け金物４０ａと同様の部材に
ついては、同符号を用い末尾にｂを記載することで表す。
【００４６】
　上述した構成の取付け金物４０ａは、梁１０の壁部１１０側の端部において、梁支持部
６２ａを上フランジ部１２下面に当接させ、かつ梁取付け部６４ａとウェブ部１６の一方
の側面（図１において手前側）とを当接させて、この状態で梁取付け部６４ａとウェブ部
１６とをボルト７０により連結固定することにより梁１０に取付けられている。
　なお、ボルト７０による連結は、梁取付け部６４ａに設けられたボルト孔６８ａ，６８
ａおよびウェブ部１６にボルト孔６８ａ，６８ａと対応して穿設されているボルト孔を介
して行われている。
【００４７】
　また、取付け金物４０ｂは、ほぼ同様にして梁１０のベント梁１２０側の端部において
梁１０に取付けられているが、図１に示すように、梁連結部４０ｂはウェブ部１６の他方
の側面（図１において裏側）と当接している点で壁部１１０側端部とは異なる。
　したがって、取付け金物４０ａの梁端固定部６０ａと取付け金物４０ｂの梁端固定部６
０ｂとで、それぞれウェブ部１６を一方側および他方側から挟持して、取付け金物４０ａ
と取付け金物４０ｂは梁１０と連結固定されている。
【００４８】
　また、壁部１１０の梁１０の取付け位置には、梁受補強合板１６０が接着剤および釘等
により取付けられている。同様にベント梁１２０の梁１０の取付け位置にも、梁受補強合
板１７０が接着剤および釘等により取付けられている。
【００４９】
　取付け金物４０ａは、梁受け補強合板１６０の上端面１６２から垂直面１６４に、取付
け部５０ａを接触させて釘等により梁受け補強合板１６０に取付けられている。同様にし
て取付け金物４０ｂは、梁受補強合板１７０の上端面１７２から垂直面１７４に、取付け
部５０ｂを接触させて釘等により梁受け補強合板１７０に取付けられている。
【００５０】
　梁１０の上フランジ部１２上面には、結合部材２０が取付けられている。
【００５１】
　結合部材２０は、断面矩形状の木製部材であり、梁１０の長手方向に亘って連続的に設
けられている。また、結合部材２０の幅は、図２および図３に示すように、梁１０の幅よ
り若干狭く、上フランジ部１２のほぼ中央位置に設けられている。
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【００５２】
　結合部材２０は、図６に示すように、複数の鋼板用釘９０を結合部材２０の上面から打
ち込むことにより梁１０と接合されている。
　なお、結合部材２０と梁１０との接合には、接着剤を併用してもよい。
【００５３】
　結合部材２０の上面には、小屋パネル３０が取付けられている。
【００５４】
　図８は、梁１０と小屋パネル３０が構築している建物１００の小屋組構造を示す平面図
である。
　建物１００は、いわゆるパネル工法により構築される建物であり、梁１０は、立設され
た壁部１１０とベント梁１２０との間に架け渡されて、屋根部１３０を棟部において支持
する、いわゆる棟梁である。屋根部１３０は、図８に示すように、四方向の勾配屋根１３
２，１３４，１３６，１３８より構成され、かつ棟部１４０を有するいわゆる寄せ棟の屋
根である。
【００５５】
　図８に示すように、梁１０は、棟部１４０より勾配屋根１３８側へ延設されており、言
い換えれば、梁１０の中途部から勾配屋根１３８の棟頂部からの傾斜が始まる。
　このような小屋組構造においては、棟梁である梁１０は、勾配屋根１３８の傾斜に干渉
しないように、棟頂部より所定距離低い位置に設けられており、梁１０上に載置固定され
ている小屋パネル３０が、梁１０によって支持される屋根部１３０と梁１０との間に介在
している。
【００５６】
　図７は、小屋パネル３０を示す正面図である。小屋パネル３０は、図７に示すように、
略矩形状のパネル３２と略三角形状のパネル３６とが組み合わされて形成されている木製
の建築用パネルである。
【００５７】
　矩形状のパネル３２は、芯材を枠組みした枠体３４と枠体３４内に短手辺方向に沿って
架け渡された補強材３３とから形成されている。パネル３２のパネル３６側の端部には、
２本の芯材３１ａ，３１ｂが配設されていて、また、パネル３２のパネル３６側の上端部
は、載置される勾配屋根１３８（図８参照）の傾斜に対応して傾斜している。
【００５８】
　略三角形状のパネル３６は、芯材を枠組みした枠体３８の両面に面材３５を取付けて形
成されており、その上端面３７の傾斜は、上端面３７上に載置される勾配屋根１３８の傾
斜に対応している。また、パネル３６はそのベント梁１２０側の端部に、後述する結合桁
材１２６と当接する当接面３９を有する。
【００５９】
　上述した構成の小屋パネル３０は、図１に示すように、パネル３２側の端部を壁部１１
０と当接させ、かつパネル３６側の端部である当接面３９をベント梁１２０上の取付けら
れている結合桁材１２６と当接させて配設されている。すなわち、小屋パネル３０は、そ
の両端部が梁１０の両端部より延設されている。
【００６０】
　小屋パネル３０は、図６に示すように、その両方の側面側からスクリュー釘９４を結合
部材２０に対して斜めに打ち込むことにより、結合部材２０と接合されている。なお、結
合部材２０と小屋パネル３０との接合には、接着剤が併用されており、結合部材２０と小
屋パネル３０との当接部分には接着剤が塗布されている。
【００６１】
　上述したように、小屋パネル３０は、結合部材２０と接合されることにより梁１０と連
結されている。すなわち、梁１０と連結部材２０とが接合され、接合部材２０と小屋パネ
ル３０とが接合されることにより、梁１０、結合部材２０および小屋パネル３０とは相互
に連結しているものである。
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【００６２】
　なお、壁部１１０とベント梁１２０との間には、図８に示すように、梁１０以外にも梁
８０および梁８２が架設されて勾配屋根１３２の中間部において、勾配屋根１３２の下面
を支持している。
【００６３】
　梁８０および梁８２は、共にＨ型鋼よりなる鋼製梁であり、その両端がそれぞれ取付け
金物（図示略）を介して壁部１１０およびベント梁１２０に取付けられている。
【００６４】
　ここで、壁部１１０とは、立設された壁パネル１０２上に屋切りパネル１１２を立設し
て構築されている。
【００６５】
　壁パネル１０２は、方形状に枠組みした芯材１０４の両面に面材１０６，１０６を取付
けて形成されている。また、屋切りパネル１１２は、枠組みした芯材１１４の両面に面材
１１６，１１６を取付けて形成された略三角形状のパネルであり、その傾斜面は、支持す
る屋根部１３０の傾斜に合わせて形成されている。
【００６６】
　壁部１１０は、図２に示すように、立設された壁パネル１０２上に２枚の屋切りパネル
１１２ａ，１１２ｂが組み合わせて立設されて、棟頂部から両側に傾斜する傾斜面１１８
ａ，１１８ｂが形成されている。この傾斜面１１８ａ，１１８ｂは、棟頂部より両側に傾
斜する屋根面の傾斜に対応するものである。
【００６７】
　ベント梁１２０は、図３に示すように、水平梁部１２２と登り梁部１２４とが所定角度
で接合された梁であり、壁部１１０と直交して立設された、壁部１４２と壁部１４４との
間架設されている（図８参照）。水平梁部１２２と登り梁部１２４との接合部分には補強
板１２５が取付けられている。ベント梁１２０の一方の端部である水平梁部１２２の端部
は、図３に示すように、梁受け金物１５０を介して壁部１４２に取付けられている。
　梁受け金物１５０は、上端部が水平に屈曲して断面Ｌ字状に形成された取付け部１５２
と取付け部１５２の垂直面より突出形成された上向きコ字状型の梁受け部１５４とを有し
ている。梁受け金物１５０は、壁部１４２のベント梁１２０取付け面に取付けられた梁受
補強合板１４６の上端面から垂直面に、その取付け部１５２を接触させて取付けられてい
る。そして、梁受け部１５４により水平梁部１１２の下端部を受けて、梁受け部１５４と
水平梁部１２２とを連結固定することにより水平梁部１１２は壁部１４２に取付けられて
いる。同様にして、ベント梁１２０の他方の端部である登り梁部１２４の端部は梁受け金
物を介して壁部１４４に取付けられている。
【００６８】
　（施工方法）
　次に、上述した本実施の形態に係る小屋パネル３０の取付け構造の施工方法について述
べる。
【００６９】
　まず、取付け金物４０ａ、取付け金物４０ｂおよび結合部材２０を予め梁１０に取付け
ておく。
【００７０】
　詳述すると、梁１０の一方の端部（壁部１１０側）に取付け金物４０ａを取付け、他方
の端部に取付け金物４０ｂを取付ける。そして梁１０の上フランジ部１２の上面に、結合
部材２０を接合する。ここまでの工程は、予め工場等で行ってもよい。
【００７１】
　そして、取付け金物４０ａ，４０ｂおよび結合部材２０を備えた梁１０を、壁部１００
とベント梁１２０との間に吊り具も用いてクレーン等で吊り上げ移動する。なお、壁部１
１０の梁取付け位置には梁受補強合板１６０が取付けられており、ベント梁１２０の梁取
付け位置には梁受補強合板１７０が取付けられている。
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【００７２】
　また、梁受け補強合板１６０，１７０には、梁１０が正しく配置された状態で梁１０の
幅の中心の延長上となる位置に予め墨出しがされている（図示略）。
【００７３】
　梁１０を、取付け金物４０ａの被係止部である上面部５２ａが梁受補強合板１６０の上
端面１６２と当接し、取付け金物４０ｂの被係止部である上面部５２ｂが梁受補強合板１
７０の上端面１７２と当接するまで下降させて位置決めを行う。
【００７４】
　この際、梁受け補強合板１６０に設けられた墨出し位置と取付け金物４０ａの溝部５９
ａとを、かつ梁受け補強合板１７０に設けられた墨出し位置と取付け金物４０ｂの溝部５
９ｂとを合わせて、芯出しの位置を合わせる。
【００７５】
　それから、取付け金物４０ａの正面部５８ａに設けられた複数の釘孔５７ａを介して釘
打ちを行い、取付け金物４０ａと梁受補強合板１６０とを連結固定する。同様にして、取
付け金物４０ｂと梁受補強合板１７０との連結固定を行い、梁２０を壁部１１０とベント
梁１２０間に架設する。
【００７６】
　その次に、小屋パネル３０を吊り上げて、梁１０に取付けられた結合部材２０上に載置
し、複数のスクリュー釘９４を所定間隔ごとに斜めに打ち込んで、小屋パネル３０と結合
部材２０とを接合する。
　梁１０と結合部材２０、結合部材２０と小屋パネル３０とをそれぞれ接合することによ
り、梁１０、結合部材２０および小屋パネル３０が相互に連結されて小屋パネル３０の梁
１０への取付けが完了する。なお、小屋パネル３０と壁部１１０、小屋パネル３０とベン
ト梁１２０上に取付けられた結合桁材１２６も釘等により接合される。
【００７７】
　そしてその後、小屋パネル３０を構成するパネル３２の上端には結合棟木が取付けられ
、複数の屋根パネルが壁部１１０、小屋パネル３０、ベント梁１２０等が構築している小
屋組み上に敷込まれて屋根部１３０が構築される。
【００７８】
　このように、本実施の形態に係る小屋パネル３０の取付け構造であれば、鋼製の梁１０
の上面に木製である結合部材２０を接合し、さらに結合部材２０と木製の小屋パネル３０
とを接合することにより、梁１０、結合部材２０および小屋パネル３０を相互に連結する
ことができ、鋼製の梁１０上に小屋パネル３０を容易に、しかも確実に取付けることがで
きる構造が得られる。
【００７９】
　また、取付け金物４０ａ，４０ｂ、結合部材２０および梁１０を予め工場等で一体化形
成してあるので、現場においては、取付け金物４０ａと壁部１１０、取付け金物４０ｂと
ベント梁１２０との取付け、および小屋パネル３０と結合部材２０との取付けで足り、現
場作業が簡略化される。
【００８０】
　さらに、梁１０に取付けられた取付け金物４０ａは、被取付け部材である梁受補強合板
１６０の上端面１６２に係止されて位置決めを行う被係止部である上面部５２ａを有する
ので、クレーン等で吊り上げた梁１０を、上面部５２ａが梁受補強合板１６０の上端面１
６２に当接するまで下降させれば、容易に位置決めを行うことができる。
　取付け金物４０ｂについても同様に、上面部５２ｂが梁受け補強合板１７０の上端面１
７２と当接するまで梁１０を下降させて位置決めを行うことができる。
【００８１】
　このように、従来の梁の取付け作業と比して現場における施工工程数が削減でき、取付
け作業の簡略化が可能で、施工時間の短縮を図ることができる。
【００８２】
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　さらに、梁１０への取付け金物４０ａ，４０ｂの取付け、結合部材２０の取付けは、予
め工場等で行われるので、品質および精度の向上が可能で、工業化推進の要請に沿うもの
である。
【００８３】
　梁１０は鋼製梁であるので、部材の安定供給が可能で、コストの削減を図ることができ
る。また、強度的にも十分である。
　さらに、梁１０は、Ｈ型鋼を用いているので、組立梁を用いる場合と比して、製造が容
易であり、上下フランジ部１２，１４とウェブ部１６とからなる形状は、剛性および軽量
化の点で好ましい。
【００８４】
　取付け金物４０ａは、梁端固定部６０ａが梁１０側へ延設され、その上端で上フランジ
部１２下面を支持し、かつウェブ部１６側面と連結しているので、梁１０と強固に連結さ
れ、梁１０をより確実に支持することができる。
　また、梁支持部６２ａおよび梁取付け部６４ａは、それぞれ補強用リブを備えることに
より、取付け金物４０ａの強度をより高いものとできる。
　さらに、取付け金物４０ａは、梁本体２０の幅を２等分する中心位置を示す溝部５９ａ
を有することにより、梁１０を取付ける際の芯の位置合わせおよび結合部材３０を梁１０
に取付ける際の位置合わせが容易である。
【００８５】
　また、本実施の形態に係る小屋パネルの取付け構造によれば、建物１００のように、梁
１０が被支持部材である屋根部１３０の下面より所定距離低い位置に設けられている場合
でも、小屋パネル３０を梁１０上に連結固定することにより、小屋パネル３０を介在させ
て梁１０に屋根部１３０を支持させることができる。
【００８６】
　また、小屋パネル３０は、梁１０の長手方向に亘って載置されているので、梁１０に作
用する力を均一に分散させることができる。
【００８７】
　本発明は、上記実施の形態に限定されるものではなく、発明の要旨の範囲内で種々の変
形実施が可能である。
【００８８】
　例えば、本実施の形態においては、金属製の梁に取付けられる建築用面部として小屋パ
ネルについて説明したが、これに限定されず、例えば、床パネル等その他の建築用面部で
も本発明の適用は可能である。
【００８９】
　また、梁と結合部材の接合、結合部材と建築用面部との接合に用いる接合用の部材は、
確実に両部材の接合を行うことができればよく、鋼板用釘、スクリュー釘に限定されず種
々の接合用の部材の適用が可能である。
【００９０】
　結合部材、小屋パネルは共に木製に限定されないが、取付けの容易性を考慮すると、結
合部材は建築用面部と同質であることが好ましい。
【００９１】
　本実施の形態においては、結合部材が梁の長手方向に亘って連続的に設けられている場
合について説明したが、これに限定されず、結合部材は建築用面部を確実に接合すること
ができる領域に設けられていればよく、例えば、所定間隔ごとに設けられていてもよい。
また、取付け金物の形状は、本実施の形態の限定されず、梁が架け渡される場所等により
種々の変形が可能である。
【００９２】
　さらに、梁は必ずしも断面Ｈ型形状のものに限定されず、矩形状等種々の形状をとり得
る。
【００９３】
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　また、取付け金物が有する芯出し部は、本実施の形態に限定されず、例えば、取付け金
物の上面部（被係止部）に溝部を設けてもよいし、あるいは、被取付け部材側に案内部材
を設けて、芯出しを行う場合の考えられる。例えば、被取付け部材に突起状（例えば釘等
）の案内部材を設け、かつ取付け金物の上面部にＶ字状の溝部を設ける方法が考えられる
。この場合、溝部の案内部材を嵌め込むことにより芯出し位置を一義的に決めることがで
きる。
【００９４】
　さらに、取付け金物は、梁の端部に溶接等で連結されていてもよい。
【００９５】
　本実施の形態においては、梁と建築用面部が取付けられる建物としてパネル工法により
構築される建物を例にとって説明したが、これに限定されず、本発明は、ツーバイフォー
工法等種々の建物工法による建物に適用可能である。
【００９６】
【発明の効果】
　以上説明したように、請求項１記載の発明によれば、金属製の梁上に建築用面部を容易
に、しかも確実に取付けることができる。
　また、梁は断面Ｈ型形状をなすことにより、剛性および軽量化の点で好ましい梁を得る
ことができる。
　さらに、取付け金物が 取付け部を有することにより、取
付け金物を被取付け部材に取付ける際に、 係止させることにより容易に
取付けならびに位置決めを行うことができる。
　また、梁端固定部が梁側へ延設されていることにより、取付け金物と梁との連結固定を
より強固なものとすることができ、梁は、取付け金物によってより確実に支持される。
　さらに、梁端固定部が上フランジ部下面を支持することにより、梁は、取付け金物によ
ってより確実に支持される。また、上端が水平に屈曲されて支持面が形成されていること
により、梁と取付け金物とを取付ける際に、支持面を上フランジ部下面に当接させること
により容易に位置出しを行うことができる。さらに、支持面は補強用リブとして取付け金
物の強度を高めることができる。
【００９７】
　請求項２記載の発明によれば、設計上等の問題で、梁を被支持部材である屋根部の下面
より所定距離低い位置に設けなければならない場合でも、小屋面部を梁上に連結すること
により、小屋面部を介在させて梁に屋根部を支持させることができる。
【００９８】
　また、小屋面部は、梁の長手方向に亘って載置されているので、梁に作用する力を均一
に分散させることができる。
【００９９】
　請求項３記載の発明によれば、建築用面部と結合部材との接合を容易に行うことができ
る。
【０１００】
【０１０１】
【０１０２】
【０１０３】
【０１０４】
　請求項４記載の発明によれば、取付け金物が芯出し部を有することにより、取付け金物
を被取付け部材に取付ける際のセンタリングの位置合わせが容易である。さらに、梁に予
め取り付け金物を取付けておけば、梁上に結合部材を取付ける際の位置合わせを容易に行
うことができる。
【０１０５】
　請求項５記載の発明によれば、簡略な作業で容易に、梁を被取付け部材に取付けること
ができ、かつ建築用面部の取付けを行うことができるものである。
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、上端が屈曲した断面Ｌ字状の
取付け部の上端を



【図面の簡単な説明】
【図１】　本実施の形態に係る小屋パネルの取付け構造を示す断面図である。
【図２】　図１に示す小屋パネルの取付け構造の壁部方向を示す断面図である。
【図３】　図１に示す小屋パネルの取付け構造のベント梁方向を示す断面図である。
【図４】　取付け金物を示す斜視図である。
【図５】　同図（Ａ）は、図４に示す取付け金物の平面図であり、同図（Ｂ）は、正面図
である。
【図６】　梁、結合部材および小屋パネルの連結状態を示す断面図である。
【図７】　小屋パネルを示す正面図である。
【図８】　梁と小屋パネルが構築している建物の小屋組構造を示す平面図である。
【符号の説明】
　１０…梁、１２…上フランジ部、１４…下フランジ部、１６…ウェブ部、２０…結合部
材、３０…小屋パネル、４０ａ，４０ｂ…取付け金物、５０ａ，５０ｂ…取付け部、５２
ａ，５２ｂ…上面部（被係止部 ）、５８ａ，５８ｂ…正面部、５
９ａ，５９ｂ…溝部、６０ａ，６０ｂ…梁端固定部、６２ａ，６２ｂ…梁支持部、６４ａ
，６４ｂ…梁取付け部、９０…鋼板用釘、９４…スクリュー釘。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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