
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数本の柱の上端間同士が天井梁で連結され、下端間同士が床梁で連結されたフレーム
を有し箱状に形成された複数の建物ユニットと、これらの建物ユニットの上方に配置され
る屋根とを備えて構成されるユニット式建物において、
　前記建物ユニットは吹抜け部を有し、この吹抜け部を有する建物ユニットは、前記屋根
の裏面に沿って設けられ前記屋根を支持する構面を備え、
　前記構面は、当該建物ユニットの上面に設けられるとともに上部に前記屋根の棟側を支
持する棟側支持部が設けられた屋根束、当該建物ユニットの上面に設けられるとともに上
部に前記屋根の軒側を支持する軒側支持部が設けられた屋根受け部材、および一端が前記
棟側支持部に連結され、他端が前記軒側支持部に連結されている少なくとも１本の屋根面
ブレースを含んで構成されていることを特徴とするユニット式建物。
【請求項２】
　請求項１に記載のユニット式建物において、
　前記屋根束および屋根受け部材はそれぞれ並列して３箇所に配置されるとともに、前記
屋根面ブレースは第１～第４のブレースで構成され、これら第１～第４のブレースは、そ
れぞれ２本 つが交叉して前記屋根束および に架けわたされていることを特
徴とするユニット式建物。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のユニット式建物において、前記屋根束または屋根受け
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部材が設けられる前記建物ユニットの前記対向する天井梁にはそれぞれ補強部材が設けら
れていることを特徴とするユニット式建物。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれかに記載のユニット式建物において、前記構面を有す
る建物ユニット以外の建物ユニットの上面と前記屋根との間には屋根裏空間が形成され、
この屋根裏空間と前記吹抜け部とは連通されて前記屋根裏空間がロフトとされていること
を特徴とするユニット式建物。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれかに記載のユニット式建物において、前記建物ユニッ
トの天井梁の上面には前記小屋裏を構成するための小屋パネルが載置され、この小屋パネ
ルの上面に前記屋根束、 および屋根面ブレースが設けられていることを特徴
とするユニット式建物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数の建物ユニットとこれらの建物ユニット上に設けられる屋根とを備えたユ
ニット式建物に関する。
【０００２】
【背景技術】
柱、天井梁および床梁を含み形成されるフレームを備えた複数の箱形の建物ユニットと、
これらの建物ユニット上に設けられた屋根とを備えたユニット式建物がある。このような
ユニット式建物において、屋根直下の建物ユニットのうち、所定の建物ユニット上面に吹
抜け部を設けるとともに、屋根直下の他の建物ユニットとの空間部を、吹抜け部に連通す
る小屋裏を、例えばロフトとすることがある。（特開平７－２４３２６６号公報参照）
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、ユニット式建物における屋根は、屋根の棟側寄りを複数本の屋根束で支持され
、屋根の軒先寄りを複数の屋根受け部材で支持されている。屋根束は所定間隔で立設され
ており、強度上の問題から主に柱の上端に設けられるが、屋根束は必要に応じて建物ユニ
ットの天井梁上、あるいは天井梁間に中間梁等を設け、この中間梁上にも設けられること
がある。
しかし、屋根と所定の建物ユニットとの間の小屋裏が、例えばロフトとされている場合、
ロフトを形成する建物ユニット上には屋根を支持するための屋根束を必要なだけ設けるこ
とはできるが、吹抜け部を有する建物ユニットには、吹抜け部があるため、必要に応じて
中間梁等を設けることができず、屋根の支持が充分に行えないという問題がある。
【０００４】
本発明の目的は、屋根直下の建物ユニットに吹抜け部が形成されていても、屋根の支持を
充分に行えるユニット式建物を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の発明は、図面を参照して説明すると、図５に示すように、複数本の柱
１０の上端間同士が天井梁１１で連結され、下端間同士が床梁で連結されたフレームを有
し箱状に形成された複数の建物ユニット３Ａ、３Ｂ、３Ｅ、３Ｆと、これらの建物ユニッ
ト３Ａ、３Ｂ、３Ｅ、３Ｆの上方に配置される屋根４とを備えて構成されるユニット式建
物において、前記建物ユニット３Ａは吹抜け部８を有し、この吹抜け部８を有する建物ユ
ニット３Ａは、前記屋根４の裏面に沿って設けられ前記屋根４を支持する構面１８を備え
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、前記構面１８は、当該建物ユニット３Ａ、３Ｂ、３Ｅ、３Ｆの上面に設けられるととも
に上部に前記屋根４の棟側を支持する棟側支持部２１Ｃ～２３Ｃが設けられた屋根束２１
～２３、当該建物ユニット３Ａ、３Ｂ、３Ｅ、３Ｆの上面に設けられるとともに上部に前
記屋根４の軒側を支持する軒側支持部３１Ｃ～３３Ｃが設けられた屋根受け部材３１～３



ことを特徴とするユニット式建物である。
【０００６】
　このような本発明によれば、建物ユニット３Ａに構面１８が設けられ、この構面１８で
屋根４を支持することができるので、建物ユニット３Ａに吹抜け部８が設けられていても
、吹抜け部８の上方の屋根４の支持を充分に行うことができる。
　

【０００８】
　請求項 に記載の発明は、図５に示すように、請求項 に記載のユニット式建物におい
て、前記屋根束２０および屋根受け部材３０はそれぞれ並列して３箇所に配置されるとと
もに、前記屋根面ブレース４０は第１～第４のブレース４１～４４で構成され、これら第
１～第４のブレース４１～４４は、それぞれ２本 つが交叉して前記屋根束２１～２３お
よび屋根受け部材３１～３３に架けわたされていることを特徴とするものである。
　このような本発明によれば、各２本ずつのブレースが２箇所で交叉して設けられている
ので、強度が大きくなり、安定した屋根の支持が可能となる。
【００１０】
　請求項 に記載の発明は、図５に示すように、 に記載のユニッ
ト式建物において、前記屋根束２０または屋根受け部材３０が設けられる前記建物ユニッ
トの対向する天井梁１１Ａにはそれぞれ補強部材２５が設けられていることを特徴とする
ものである。
　このような本発明によれば、補強部材により天井梁が補強され強度が大きくなるので、
屋根束または屋根受け部材が天井梁に設けられても、天井梁の強度を確保することができ
る。
【００１１】
　　請求項 に記載の発明は、図４に示すように、請求項１ないし請求項 のいずれかに
記載のユニット式建物において、前記構面１８を有する建物ユニット３Ａ以外の建物ユニ
ット３の上面と前記屋根４との間には屋根裏空間が形成され、この屋根裏空間と前記吹抜
け部８とは連通されて前記屋根裏空間がロフト９とされていることを特徴とするものであ
る。
　このような本発明によれば、建物ユニットの室内から吹抜け部を利用して、梯子等を用
いてロフトに入ることができるので、ロフトをいろいろな用途に使用することができ、利
用価値の高いユニット式建物とすることができる。
【００１２】
　請求項 に記載の発明は、図７に示すように、請求項 ないし請求項 のいずれかに記
載のユニット式建物において、前記建物ユニット３の天井梁１１の上面には前記小屋裏を
構成するための小屋パネル７０が載置され、前記屋根束２０および屋根受け部材３０は、
前記小屋パネル７０の上面に設けられていることを特徴とするものである。
　このような本発明によれば、小屋パネルの上に屋根束、屋根受け部材および屋根面ブレ
ースを設けて構面を形成することができるので、小屋パネルのあるユニット式建物でも、
吹抜け部の上方の屋根の充分な支持が可能となる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。
図１には、ユニット式建物１の全体が示されており、このユニット式建物１は、複数の下
階建物ユニット２と、この下階建物ユニット２上に載置される複数の上階建物ユニット３
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３、および一端が前記棟側支持部２１Ｃ～２３Ｃに連結され、他端が前記軒側支持部３１
Ｃ～３３Ｃに連結されている少なくとも１本の屋根面ブレース４０を含んで構成されてい
る

屋根面ブレースが屋根束に設けられた棟側支持部、および軒側支持部に連結されている
ので、屋根束に屋根面ブレースを連結するための部材を別個に設けなくてもよく、これに
より省部材化を図ることができる。また、建物ユニットの構造を変えることなく、建物ユ
ニットに構面を容易に設けることができる。そのうえ、屋根面ブレースは張りの程度を調
整できるので、最適の強さに張ることにより、安定した屋根の支持が可能となる。

２ １

ず

３ 請求項１または請求項２

４ ３

５ １ ４



と、これらの上階建物ユニット３上に載置される屋根４とを備えて構成され、屋根４は、
複数枚の屋根パネル（図略）を組み合わせることにより構成されている。
【００１４】
下階建物ユニット２および上階建物ユニット３は、図２に示すように、箱状に形成されて
いる。
すなわち、各建物ユニット２，３は、四隅に立設される４本の柱１０と、これらの柱１０
の上端間同士および下端間同士を、仕口６を介して結合する各４本の天井梁１１、床梁１
２とで構成されるフレーム（骨組み）１３を備えている。天井梁１１は、各２本ずつの長
辺天井梁１１Ａ、短辺天井梁１１Ｂで形成され、長辺天井梁１１Ａ間には、多数本の天井
小梁１４が架けわたされ、これらの天井小梁１４に所定の天井材を取り付けて天井が形成
されるようになっている。また、床梁１２は、各２本ずつの長辺床梁１２Ａ、短辺床梁１
２Ｂで形成され、長辺床梁１２Ａには多数本の根太１５が架けわたされ、これらの根太１
５に所定の床材を取り付けて床が形成されるようになっている。
【００１５】
図３には、屋根４が仮想線で示された状態のユニット式建物１における上階建物ユニット
３の平面が示されている。上階建物ユニット３は、６つの上階建物ユニット３Ａ～３Ｆで
構成され、これらのうちの１つの上階建物ユニット３Ａは、図４にも示すように、その天
井面が取り除かれて吹抜け部８が形成されている。そして、吹抜け部８が形成された建物
ユニット３Ａ以外の上階建物ユニット３Ｂ～３Ｆと屋根４との間には、屋根裏空間が構成
され、この屋根裏空間は吹抜け部８と連通する例えばロフト９とされている。
【００１６】
図５には、構面１８を有する建物ユニット３Ａと屋根４との関係が示されている。
吹抜け部８の上方の屋根４の裏面は、建物ユニット３Ａの構面１８と連結され、構面１８
により支持されている。そして、この構面１８は、屋根束２０と、吹抜け部８を挟んで屋
根束２０と対向配置される屋根受け部材である屋根パネル受けブラケット３０と、屋根束
２０と屋根パネル受けブラケット３０とにわたって架けわたされる屋根面ブレース４０と
により支持されている。
【００１７】
屋根束２０は、第１～第３の屋根束２１，２２，２３で構成され、各屋根束２１～２３は
、それぞれベースプレート部２１Ａ、２２Ａ、２３Ａと、これらのベースプレート部２１
Ａ、２２Ａ、２３Ａ上に設けられる角筒状部材からなる本体部２１Ｂ、２２Ｂ、２３Ｂと
、これらの本体部２１Ｂ、２２Ｂ、２３Ｂの上部に設けられる棟側支持部２１Ｃ、２２Ｃ
、２３Ｃとを備えて形成されている。
【００１８】
第１の屋根束２１のベースプレート部２１Ａは建物ユニット３Ａ、３Ｂの２つの仕口６に
わたる大きさ、第２の屋根束２２のベースプレート部２２Ａは建物ユニット３Ａ、３Ｂの
対向する長辺天井梁１１Ａにわたる大きさ、第３の屋根束２３のベースプレート部２３Ａ
は建物ユニット３Ａ、３Ｂ、３Ｅ、３Ｆの４つの仕口６にわたる大きさにそれぞれ形成さ
れている。
【００１９】
図６には、棟側支持部２１Ｃ～２３Ｃのうち、棟側支持部２３Ｃの詳細が示されている。
棟側支持部２３Ｃは、略ホームベース状のプレートで形成され、取り付け部材２４によっ
て本体部２３Ｂに取り付けられている。棟側支持部２３Ｃには、幅広部の両端にブレース
取り付け穴２３Ｄがあけられ、さらに、このブレース取り付け穴２３Ｄの中央寄りには、
屋根４を構成する屋根パネルを取り付けるための複数のボルト穴２３Ｅがあけられている
。このような棟側支持部２３Ｃは、ブレース取り付け穴２３Ｄ側が低く、取り付け部材２
４側が屋根棟側に向いて高くなった傾斜状に設けられ、この傾斜は屋根４の傾斜とほぼ同
じとなっている。なお、第３の屋根束２３における棟側支持部２３Ｃのブレース取り付け
穴２３Ｄは、１つしか使用されていない。
【００２０】
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図５に戻って、第２の屋根束２２の棟側支持部２２Ｃは、上記棟側支持部２３Ｃと同じ構
成である。従って、詳細な説明は省略する。ただし、第２の屋根束２２では、棟側支持部
２２Ｃのブレース取り付け穴２３Ｄが２つとも使用されている。また、第１の屋根束２１
の棟側支持部２１Ｃは、上記棟側支持部２３Ｃを、２つのブレース取り付け穴２３Ｄ間の
中心で切断し、図６における右半分と同じ形状のものが使用されている。従って、この棟
側支持部２１Ｃには、１つのブレース取り付け穴２３Ｅと、棟側支持部２３Ｃのボルト穴
２３Ｅのうち、半分の数のボルト穴があけられている。
【００２１】
前記屋根パネル受けブラケット３０は、第１～第３のブラケット３１，３２，３３で構成
され、各ブラケット３１、３２、３３は、それぞれベースプレート部３１Ａ、３２Ａ、３
３Ａと、これらのベースプレート部３１Ａ、３２Ａ、３３Ａ上に設けられる支柱部３１Ｂ
、３２Ｂ、３３Ｂと、これらの支柱部３１Ｂ、３２Ｂ、３３Ｂの上部に設けられる軒側支
持部材３１Ｃ、３２Ｃ、３３Ｃとを備えている。
第１のブラケット３１のベースプレート部３１Ａは建物ユニット３Ａの仕口６を覆う大き
さ、第２のブラケット３２のベースプレート部３２Ａは長辺天井梁１１Ａに載る大きさ、
第３のブラケット３３のベースプレート部３３Ａは建物ユニット３Ａ、３Ｆの２つの仕口
６にわたる大きさにそれぞれ形成されている。
【００２２】
図６には、第２ブラケット３２の詳細も示されている。この第２ブラケット３２のベース
プレート部３２Ａは、長辺天井梁１１Ａに載る部分と、補強梁２５側に延出する部分とで
、ほぼＴ字形に形成されており、このベースプレート部３２Ａ上に支柱部３２Ｂが立設さ
れている。支柱部３２Ｂは、プレート部材を適宜折り曲げて形成されている。また、Ｔ字
の突出した部位は、補強梁２５との間に設けられたブラケット２６により支持されている
。
【００２３】
第２ブラケット３２の軒側支持部材３２Ｃは、略ホームベース状のプレートで形成され、
支柱部３２Ｂの上端に設けられている。軒側支持部材３２Ｃには、幅広部の両端にブレー
ス取り付け穴３２Ｄがあけられ、さらに、このブレース取り付け穴３２Ｄの中央寄り、か
つ、軒側寄りには、屋根パネルを取り付けるための例えば２つのボルト穴３２Ｅと、屋根
パネルを取り付ける際の位置決めとなる２本の位置決めピン３５が設けられている。この
ような軒側支持部材３２Ｃは、位置決めピン３５側が低く、ブレース取り付け穴３２Ｄ側
が高くなった傾斜状に設けられ、この傾斜は屋根４の傾斜とほぼ同じとなっている。すな
わち、軒側支持部３２Ｃと棟側支持部材２３Ｃとは、ほぼ同一延長線上に位置しているこ
とになる。
【００２４】
図５に戻って、第３のブラケット３３は、ベースプレート部３３Ａの形状が異なるのみで
、上記第２のブラケット３２のブレース取り付け穴３２Ｄ、ボルト穴３２Ｅおよび位置決
めピン３５等とほぼ同じブレース取り付け穴、ボルト穴および位置決めピンを有している
。ただし、軒側支持部材３３Ｃの一つのブレース取り付け穴３３Ｄは使用されない状態で
ある。
第１のブラケット３１のベースプレート部３１Ａは、建物ユニット３Ａの１つの仕口６の
上面を覆う大きさに形成されており、軒側支持部３１Ｃは、上記軒側支持部３３Ｃを、２
つのブレース取り付け穴３３Ｄ間の中心で切断した右半分と同じような形状のものが使用
されている。従って、この軒側支持部３１Ｃには、１つのブレース取り付け穴３３Ｄと、
軒側支持部３３Ｃのボルト穴３３Ｅのうち、半分の数のボルト穴があけられていることに
なる。
【００２５】
なお、第１～第３の屋根束２１～２３が設けられる建物ユニット３Ａの一方の天井梁１１
Ａ、および第１～第３のブラケット３１～３３が設けられる建物ユニット３Ａの他方の天
井梁１１Ａには、それぞれ補強梁２５が設けられている。補強梁２５は、例えば、チャン
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ネル部材で形成され、その開口部を各天井梁１１Ａの開口部と向き合わせて取り付けられ
ている。
【００２６】
図５に示すように、前記屋根面ブレース４０は、第１～第４のブレース４１～４４の４本
で構成されており、第１、第２のブレース４１，４２と、第３、第４のブレース４３，４
４とがそれぞれ一対となって交叉状に設けられている。
すなわち、第１のブレース４１が第１の屋根束２１と第２のブラケット３２とにわたって
架けわたされ、第２のブレース４２が第２の屋根束２２と第１のブラケット３１とにわた
って架けわたされている。また、第３のブレース４３が第２の屋根束２２と第３のブラケ
ット３３とにわたって架けわたされ、第４のブレース４４が第３の屋根束２３と第２のブ
ラケット３２とにわたって架けわたされている。
【００２７】
図６に詳細を示すように、各ブレース４１～４４は、両端の取り付けプレート５０と、こ
れらの取り付けプレート５０のそれぞれに固着されたねじ棒部材５１，５２と、これらの
ねじ棒部材５１，５２のねじ部５１Ａ、５２Ａと螺合されるターンバックル５３とを含ん
で形成されている。各取り付けプレート５０には、取り付け穴５０Ａがあけられ、各ねじ
棒部材５１，５２の前記ねじ部５１Ａ、５２Ａは、互いに逆ねじとなっている。ターンバ
ックル５３は、上記ねじ部５１Ａ、５２Ａに対応するねじ部を有し、このターンバックル
５３を所定方向に回すことにより、ねじ部５１Ａ、５２Ａ同士が互いに近づく方向、ある
いは遠ざかる方向に移動し、これにより、各ブレース４１～４４の張力を調整することが
できるようになっている。
【００２８】
そして、屋根面ブレース４０は、一方の取り付けプレート５０の取り付け穴５０Ａを、前
記棟側支持部２３Ｃのブレース取り付け穴２３Ｄ位置に合わせるとともに、棟側支持部２
３Ｃの例えば上方からワッシャ６０を介してボルト６１を差し込み、取り付けプレート５
０の裏面でワッシャ６０を介してナット６２と螺合させることにより棟側支持部２３Ｃ、
ひいては第３の屋根束２３に取り付けられるようになっている。他方の取り付けプレート
５０の取り付けも上述の取り付けとほぼ同じである。
なお、図６には、第４のブレース４４の取り付けが示されているが、他のブレース４１～
４３の取り付けも上記とほぼ同じである。
【００２９】
次に、本実施形態の作用を説明する。
予め工場で生産した複数の下階建物ユニット２および複数の上階建物ユニット３をトラッ
クで建設現場に搬送し、基礎上に複数の下階建物ユニット２を順次載置、固定するととも
に、複数の下階建物ユニット２の上に、複数の上階建物ユニット３を載置し、連結板等で
下階建物ユニット２同士および下階建物ユニット２と上階建物ユニット３とを連結する。
この際、吹抜け部８が形成された上階建物ユニット３Ａを、吹抜け部８を有しない他の上
階建物ユニット３Ｂ等に隣り合わせて設け、上階建物ユニット３Ｂ等にロフト９を形成す
る。
【００３０】
次いで、上階建物ユニット３Ａ～３Ｄ上の所定の位置に適宜屋根束２０および屋根パネル
受けブラケット３０を設ける。また、吹抜け部８が形成された上階建物ユニット３Ａの所
定の位置に、第１～第３の屋根束２１～２３、および第１～第３のブラケット３１～３３
を設けるとともに、これらの屋根束２１～２３、およびブラケット３１～３３間に第１～
第４のブレース４１～４４を架けわたして構面１８を構成し、さらに、ブレース４１～４
４の張力を調整する。そして、第１～第３の屋根束２１～２３の棟側支持部２１Ｃ～２３
Ｃ、第１～第３のブラケット３１～３３の軒側支持部３１Ａ～３３Ｃに屋根パネルを取り
付け、吹抜け部８の上方の屋根４を支持する。
【００３１】
このような実施形態によれば、次のような効果がある。
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(1) 建物ユニット３Ａに構面１８が設けられ、この構面１８で屋根４を支持することがで
きるので、建物ユニット３Ａに吹抜け部８が形成されていても、その上方の屋根４の支持
を充分に行うことができる。
【００３２】
(2) 建物ユニット３Ａの構面１８は、当該建物ユニット３Ａの上面に設けられる屋根束２
０、屋根受け部材３０およびこれらの屋根束２０、屋根受け部材３０間に架けわたされる
屋根面ブレース４０を含んで構成されているので、建物ユニット３Ａの構造を変えること
なく、建物ユニット３Ａに構面１８を容易に設けることができ、また、屋根面ブレース４
０は張りの程度を調整できるので、最適の強さに張ることにより、安定した屋根４の支持
が可能となる。
【００３３】
(3) 第１～第４のブレース４１～４４は、第１～第３の屋根束２１～２３と、第１～第３
のブラケット３１～３３との間の２箇所で、２本ずつが交叉して設けられているので、強
度が大きくなり、安定した屋根４の支持が可能となる。
(4) 第１～第４のブレース４１～４４が、第１～第３の屋根束２１～２３に設けられた棟
側支持部２１Ｃ～２３Ｃと、第１～第３のブラケット３１～３３に設けられた軒側支持部
３１Ｃ～３３Ｃとに連結されているので、屋根束２１～２３および各ブラケット３１～３
３に、第１～第４のブレース４１～４４を連結するための部材を別個に設けなくてもよく
なり、省部材化を図ることができる。
【００３４】
(5) 第１～第３の屋根束２１～２３が設けられる建物ユニット３Ａの一方の天井梁１１Ａ
と、第１～第３のブラケット３１～３３が設けられる建物ユニット３Ａの他方の天井梁１
１Ａとには、それぞれ補強部材２５が設けられており、補強部材２５により天井梁１１Ａ
が補強されて強度が大きくなるので、第１～第３の屋根束２１～２３、第１～第３のブラ
ケット３１～３３が天井梁１１Ａに設けられても、天井梁１１Ａの強度を確保することが
できる。
【００３５】
(6) 上階建物ユニット３Ｂ～３Ｆの上面と屋根４との間の屋根裏空間はロフト９とされ、
このロフト９に、建物ユニット３Ａの床面から梯子等を用いて入ることができるので、ロ
フト９をいろいろな用途に使用することができ、利用価値の高いユニット式建物とするこ
とができる。
【００３６】
次に、図７，８に基づいて本発明の第２実施形態を説明する。
この実施形態は、上階建物ユニット３Ａ～３Ｆ上に小屋パネル７０を載置するとともに、
上階建物ユニット３Ａの上方の屋根４を、前述のように屋根面ブレース４０で支持するも
のである。この実施形態では、各上階建物ユニット３Ａ～３Ｆの天井梁１１上に小屋パネ
ル７０を載置したことが前記第１実施形態と異なるのみなので、同じ部材等には同一符号
を付して説明は省略または簡略化し、小屋パネル７０の説明だけを行う。
【００３７】
小屋パネル７０は、前記建物ユニット２，３の天井梁１１と同じように、長辺梁７０Ａお
よび短辺梁７０Ｂを枠組みして形成されているが、仕口は設けられていない。このような
小屋パネル７０の所定の位置に、前記第１実施形態と同様に、第１～第３の屋根束２１～
２３、および第１～第３のブラケット３１～３３が設けられており、これらの屋根束２１
～２３、ブラケット３１～３３間に第１～第４のブレース４１～４４が架けわたされてい
る。
ただし、小屋パネル７０を設けたために、第２実施形態の支柱部３１Ｂ、３２Ｂ、３３Ｂ
の高さが、前記第１実施形態の支柱部３１Ｂ、３２Ｂ、３３Ｂの高さより低く形成されて
いる。
【００３８】
このような第２実施形態によれば、前記第１実施形態の (1) ～ (6) と同様の作用、効果を
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得ることができるとともに、
(7) 各建物ユニット３Ａ～３Ｆの天井梁１１の上方に小屋パネル７０が設けられ、かつ、
建物ユニット３Ａの上方に吹抜け部８が形成されていても、小屋パネル７０の上に第１～
第３の屋根束２１～２３、第１～第３のブラケット３１～３３を設けることができ、さら
に、これらの屋根束２１～２３、および第１～第３のブラケット３１～３３間に第１～第
４のブレース４１～４４が架けわたして構面１８を設けることができるので、小屋パネル
７０のあるユニット式建物１Ａでも、吹抜け８の上方の屋根４を安定して支持することが
できる。
【００３９】
なお、本発明は前記各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も
のであれば、次のような変形形態でもよいものである。
例えば、前記各実施形態では、屋根面ブレース４０は、４本のブレース４１～４４を含み
構成され、各２本づつを交叉させて設けたが、これに限らない。所定の強度を確保するこ
とができれば、例えば２本のブレースを建物ユニットの四隅に、屋根束と屋根パネル受け
ブラケットとを設けておいて、これらに交叉させて架けわたしてもよい。
【００４０】
また、前記各実施形態では、建物ユニット３Ａの天井梁１１Ａの補強梁２５は、チャンネ
ル部材を使用しているが、これに限らず、例えば扁平の角パイプを使用してもよく、ある
いは、所定の位置に複数枚の補強リブを並設してもよい。
さらに、前記各実施形態において、ロフト９の吹抜け部８に臨む縁部全周に、所定高さの
縁部材を設けてもよい。
【００４２】
【発明の効果】
　以上に説明したように、請求項１の発明によれば、建物ユニットに構面が設けられ、こ
の構面で屋根を支持することができるので、建物ユニットに吹抜け部が設けられていても
、吹抜け部の上方の屋根の支持を充分に行うことができる。
　

【００４４】
　請求項 の発明によれば、各２本ずつのブレースが２箇所で交叉して設けられているの
で、強度が大きくなり、安定した屋根の支持が可能となる。
【００４６】
　請求項 の発明によれば、補強部材により天井梁が補強され強度が大きくなるので、屋
根束または屋根受け部材が天井梁に設けられても、天井梁の強度を確保することができる
。
【００４７】
　請求項 の発明によれば、建物ユニットの室内から吹抜け部を利用して、梯子等を用い
てロフトに入ることができるので、ロフトをいろいろな用途に使用することができ、利用
価値の高いユニット式建物とすることができる。
【００４８】
　請求項 の発明によれば、小屋パネルの上に屋根束、屋根受け部材および屋根面ブレー
スを設けて構面を形成することができるので、小屋パネルのあるユニット式建物でも、吹
抜け部の上方の屋根を安定して支持することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るユニット式建物を示す全体斜視図である。
【図２】前記実施形態のユニット式建物を構成する建物ユニットの骨組みを示す全体斜視
図である。
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屋根面ブレースが屋根束に設けられた棟側支持部、および棟側支持部に連結されている
ので、屋根束に屋根面ブレースを連結するための部材を別個に設けなくてもよく、これに
より、省部材化を図ることができる。また、建物ユニットの構造を変えることなく建物ユ
ニットに構面を容易に設けることができる。屋根面ブレースは張りの程度を調整できるの
で、最適の強さに張ることにより、安定した屋根の支持が可能となる。

２

３

４

５



【図３】前記実施形態のユニット式建物の屋根を取り除いた上階建物ユニットを示す平面
図である。
【図４】図３における IV－ IV線に沿ったユニット式建物の縦断面図である。
【図５】前記実施形態の屋根束、屋根パネル受けブラケットおよび屋根面ブレースを示す
斜視図である。
【図６】前記実施形態の屋根束、屋根パネル受けブラケットおよび屋根面ブレースの詳細
を示す斜視図である。
【図７】本発明の第２実施形態を示す斜視図である。
【図８】前記第２実施形態の屋根束、屋根パネル受けブラケットおよび屋根面ブレースの
詳細を示す斜視図である。
【符号の説明】
１　ユニット式建物
２　下階建物ユニット
３　上階建物ユニット
４　屋根
８　吹抜け部
９　ロフト
１０　柱
１１　天井梁
１３　骨組み
１８　建物ユニットの構面
２０　屋根束
２１～２３　第１～第３の屋根束
３０　屋根受け部材である屋根パネル受けブラケット
３１～３３　第１～第３のブラケット
４０　屋根面支持部材である屋根面ブレース
４１～４４　第１～第４のブレース
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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