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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地面に立設される支持部材と、
　前記支持部材の上端部から延設された梁と、
　前記梁に固定される屋根部と、を備え、
　前記梁の先端部には、梁先端係止部が設けられ、
　前記屋根部の先端部には、前記梁先端係止部と係止する屋根先端係止部が設けられ、
　前記屋根先端係止部は、前記屋根部との固定部から前記屋根部の基端部に向かって延び
る先端フック部を有し、
　前記梁は前記先端部に開口が形成されており、
　前記先端フック部は、前記梁の前記開口に挿入されることにより、前記梁先端係止部と
前記屋根先端係止部とが前記梁の延設方向に係合され、且つ前記屋根部が前記梁の基端部
に固定されることにより、前記屋根部が前記梁を介して前記支持部材に支持されているこ
とを特徴とする屋外用構造物。
【請求項２】
　前記屋根先端係止部が前記屋根部の上面に設けられ、
　前記屋根部が前記梁に吊り下げられて支持可能に構成されている請求項１に記載の屋外
用構造物。
【請求項３】
　前記屋根部は、屋根材と、前記屋根材の側面を囲む枠体とを備え、
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　前記屋根先端係止部は前記枠体に設けられている
　請求項１または請求項２に記載の屋外用構造物。
【請求項４】
　前記屋根材は、二枚の薄板の間に発泡体で形成された芯材が配置されて構成されている
請求項３に記載の屋外用構造物。
【請求項５】
　前記屋根材は、二枚の薄板の間にハニカム構造体で構成された芯材が配置されて構成さ
れている請求項３に記載の屋外用構造物。
【請求項６】
　前記屋根部に固定され、前記先端フック部を覆うように前記梁の前記開口に内嵌されて
前記開口を塞ぐ梁キャップをさらに備える
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の屋外用構造物。
【請求項７】
　前記屋根部に雨樋が設けられている
　請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の屋外用構造物。
【請求項８】
　上端部に梁の基端部が固定された支持部材を立設する工程と、
　屋根部の先端部に設けられた屋根先端係止部と前記梁の先端部に設けられる梁先端係止
部とを係止させる工程であって、前記屋根先端係止部に設けられ、前記屋根部の基端部に
向かって延びる先端フック部を、前記梁の先端部に形成された開口に挿入して前記屋根先
端係止部と前記梁先端係止部とを前記梁の延設方向に係止する工程と、
　前記梁の基端部側に前記屋根部を固定する工程と、
　前記屋根先端係止部と前記梁先端係止部との係止部を固定することにより、前記屋根部
を前記梁に固定する工程と、
　を備えることを特徴とする屋外用構造物の施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、屋外用構造物及び屋外用構造物の施工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　バス停、駐車場、駐輪場や、屋外の通路等において、雨避け等の目的で屋根が設置され
る場合がある。例えば、屋根や支柱等を構成する所定の部品を工場で作製し、この部品を
設置現場で組み立てて施工する屋外用構造物が知られている（特許文献１）。従来、特許
文献１の簡易屋根等、屋根の一辺の側方のみに複数の柱を設けて屋根材を支持する片持ち
型の屋外用構造物がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－５９７１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の簡易屋根では、梁が支柱の上部から屋根材の上面側に向けて突設され、屋
根材の上面において、吊り部材を介して梁と、屋根材とが固定される。したがって、施工
時は、支柱を地面に固定した後に、梁と屋根材の上面とに吊り部材を固定する。そのため
、屋根材を現場で配置して、屋根材を支柱に取り付ける必要がある。このように、上記従
来の吊り下げ式の屋外用構造物では、柱を施工現場に設置して、梁と屋根の骨組みとを固
定した後に、屋根面を構成する屋根板を取り付ける必要がある。そのため、予め、工場に
て屋根枠や屋根板を組み立てたユニット部材を作製出来ず、施工現場で作業負担が大きか
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った。さらに、支柱を地面に固定した後に、梁と屋根材とを取り付ける作業及び屋根材を
組み立てる作業を行う。このとき、屋根を仮支持しながら固定するために、屋根を持って
支持する作業者と、梁と屋根の固定する作業者が必要となる。そのため、施工現場では、
長時間の高所作業が必要となる上に複数の作業者が必要となり、施工時の作業負担が大き
かった。
【０００５】
　上記事情を踏まえ、本発明は、屋外用構造物において、設置現場での作業効率を向上さ
せることができる屋外用構造物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る屋外用構造物は、地面に立設される支持部材と、前記支持部材の上端部か
ら延設された梁と、前記梁に固定される屋根部と、を備え、前記梁の先端部には、梁先端
係止部が設けられ、前記屋根部の先端部には、前記梁先端係止部と係止する屋根先端係止
部が設けられ、前記屋根先端係止部は、前記屋根部との固定部から前記屋根部の基端部に
向かって延びる先端フック部を有し、前記梁は前記先端部に開口が形成されており、前記
先端フック部は、前記梁の前記開口に挿入されることにより、前記梁先端係止部と前記屋
根先端係止部とが前記梁の延設方向に係合され、且つ前記屋根部が前記梁の基端部に固定
されることにより、前記屋根部が前記梁を介して前記支持部材に支持されていることを特
徴とする。
【０００７】
　この発明によれば、屋根部の先端部と基端部とが梁に取り付けられるという簡易な構成
により屋根部を支持することができる。したがって、施工現場での作業効率を向上させる
ことができる。また、施工現場での高所作業の時間を短縮できる。また、施工時に、屋根
材を梁に対して先端部側から基端部側に向かって移動させることにより、屋根部の先端部
が梁に係止される。したがって、簡単な作業で屋根部を梁に係止させることができ、施工
現場での高所作業の時間を大幅に短縮できる。また、先端フック部が開口縁部に挿入され
て支持されるので、屋根材を梁に固定する前に、屋根材と梁との係止状態が解除され難く
、梁に対して屋根材を安定して係止させることができる。さらに、先端フック部が開口縁
部内に収容されるので、屋根先端係止部が屋外用構造物の外部に露出することを抑え、意
匠性を高めることができる。
【０００８】
　本発明に係る屋外用構造物において、前記屋根部が前記梁に吊り下げられて支持可能に
構成されてもよい。
【０００９】
　この発明によれば、屋根部を梁に吊り下げて支持できるので、屋根部の下面（天井）を
平坦にすることができ、意匠性に優れた屋外用構造物を提供できる。また、施工時に屋根
部を梁に係止させる作業が容易に行える。
【００１０】
　前記屋根部は、屋根材と、前記屋根材の側面を囲む枠体とを備え、前記屋根先端係止部
は前記枠体に設けられていてもよい。
【００１１】
　この発明によれば、屋根先端係止部は枠体に設けられるため、梁の長手方向の端部と屋
根部の枠体とが係止され、屋根部を梁に容易に取り付けることができる。
【００１６】
　本発明に係る屋外用構造物において、前記屋根部に固定され、前記先端フック部を覆う
ように前記梁の前記開口に内嵌されて前記開口を塞ぐ梁キャップをさらに備えてもよい。
【００１７】
　この発明によれば、梁キャップにより屋根先端係止部と開口縁部との係止状態をより安
定させることができる。また、梁の先端部の開口を塞ぐとともに屋根先端係止部を覆うこ
とができるので、意匠性を高めることができる。
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【００１８】
　本発明に係る屋外用構造物において、前記屋根部に雨樋が設けられていてもよい。
【００１９】
　この発明によれば、屋根部に降った雨水が雨樋を経由して排水されるので、雨水が屋根
部の周囲から直接落下することを防ぐことができる。
【００２０】
　本発明に係る屋外用構造物において、前記屋根部は、二枚の薄板の間に発泡体で形成さ
れた芯材が配置された屋根材を備えてもよい。
【００２１】
　この発明によれば、屋根部が二枚の薄板の間に発泡体で形成された芯材が配置された屋
根材を備えるため、屋根材を軽量化することができ、且つ十分な強度が得られる。従来の
屋外用構造物で用いられているポリカーボネート製の屋根材に比べて強度を高くできるた
め、垂木や母屋等の屋根を構成する部品が不要となり、連結部材を介する簡単な構成によ
り、隣り合う屋根部同士を連結することができる。この結果、複数の屋根部が連結された
屋外用構造物を施工する施工現場での負担を軽減することができる。また、屋根材が軽量
化されることにより、施工現場での負担を軽減することができる。また、屋根材の下面（
天井）を平坦にすることができ、意匠性に優れた屋外用構造物を提供できる。さらに、屋
根が遮光性に優れる。
【００２２】
　本発明に係る屋外用構造物において、前記屋根部は、二枚の薄板の間にハニカム構造体
で構成された芯材が配置された屋根材を備えてもよい。　
【００２３】
　この発明によれば、屋根部が二枚の薄板の間にハニカム構造体で構成された芯材が配置
された屋根材を備えるため、屋根材を軽量化することができ、且つ十分な強度が得られる
。従来の屋外用構造物で用いられているポリカーボネート製の屋根材に比べて強度を高く
できるため、垂木や母屋等の屋根を構成する部品が不要となり、連結部材を介する簡単な
構成により、隣り合う屋根部同士を連結することができる。この結果、複数の屋根部が連
結された屋外用構造物を施工する施工現場での負担を軽減することができる。また、屋根
材が軽量化されることにより、施工現場での負担を軽減することができる。また、屋根材
の下面（天井）を平坦にすることができ、意匠性に優れた屋外用構造物を提供できる。さ
らに、屋根が遮光性に優れる。
【００２４】
　本発明に係る屋外用構造物の施工方法は、上端部に梁の基端部が固定された支持部材を
立設する工程と、屋根部の先端部に設けられた屋根先端係止部と前記梁の先端部に設けら
れる梁先端係止部とを係止させる工程であって、前記屋根先端係止部に設けられ、前記屋
根部の基端部に向かって延びる先端フック部を、前記梁の先端部に形成された開口に挿入
して前記屋根先端係止部と前記梁先端係止部とを前記梁の延設方向に係止する工程と、前
記梁の基端部側に前記屋根部を固定する工程と、前記屋根先端係止部と前記梁先端係止部
との係止部を固定することにより、前記屋根部を前記梁に固定する工程と、を備えること
を特徴とする。
【００２５】
　この発明によれば、屋根部を梁に容易に取り付けることができ、施工現場での作業者の
数を減らすことが可能となり、作業効率を向上させることができる。また、施工現場での
高所作業の時間を短縮できる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の屋外用構造物によれば、屋外用構造物において、施工現場での作業効率を向上
させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
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【図１】本発明の一実施形態に係る屋外用構造物の斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る屋外用構造物の側面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る屋根部の断面図である。
【図４】本発明の一実施形態の支柱及び梁の分解斜視図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る屋外用構造物の先端部を示す分解斜視図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る屋外用構造物の先端部を示す断面図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る屋外用構造物の施工方法を示す図である。
【図８】本発明の一実施形態の雨樋の排水部を示す分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明の一実施形態に係る屋外用構造物について説明する。本実施形態では駐輪場に設
けられる屋外用構造物１を例に説明する。図１は屋外用構造物１の斜視図である。図２は
屋外用構造物１の上部の側面図である。
【００２９】
　図１及び図２に示すように、本実施形態に係る屋外用構造物１は、屋根部２と、支柱（
支持部材）３と、梁７とを備える。屋根部２は、略長方形の平板形状を有する。図１に示
すように、屋外用構造物１は、屋根部２の長辺の一方側のみに２本の支柱３，３が立設さ
れて屋根部２を支持するように構成されている。以下の説明では、屋根部２において支柱
３，３が設けられている縁端部を屋根部２の基端部２１と称し、基端部２１と平行に延び
て支柱３が設けられていない縁端部を屋根部の先端部２２と称する。
【００３０】
　図３は、屋外用構造物１の屋根材４の短辺方向の断面図である。図３に示すように、屋
根部２は、屋根材４と、外装材４５とを備える。屋根材４は、芯材４１と、芯材４１の両
面に配置された薄板４２１、４２２とが積層されて構成されている。
【００３１】
　芯材４１は、押出発泡ポリスチレンからなる板材である。具体的には、ポリスチレン又
はポリスチレンの共重合体に発泡剤等を添加して溶融させた原料を押し出し発泡成形して
形成された厚さ３ｃｍの板材である。
　薄板は、上側薄板４２１と下側薄板４２２とで構成される。上側薄板４２１は、厚さ０
.５ｍｍのアルミニウム板からなる。下側薄板４２２は、厚さ３ｍｍのアルミニウム樹脂
複合板からなる。アルミニウム樹脂複合板は、例えば、ポリエチレン等の樹脂芯材の両面
にアルミニウム面材が積層されて構成されたものを使用できる。上側薄板４２１及び下側
薄板４２２は、芯材４１の上下面にそれぞれ接着剤で貼り付けられて屋根材４が形成され
ている。
【００３２】
　外装材４５は、屋根材４の少なくとも下面に接着材により貼り付けられるシートである
。外装材４５は、屋根材４の表面の保護及び意匠性を高めるために設けられる。本実施形
態では、外装材４５は、木目模様が印刷されたシートで構成されており、屋根材４の上下
面に貼り付けられている。この外装材４５を屋根材４に張り付けると、屋根材４が木製の
板屋根のような外観となる。なお、外装材４５は、色、模様等を適宜選択して設けること
ができる。また、外装材４５はシートに限らず、金属や樹脂製の建材や塗装、印刷等であ
ってもよい。
【００３３】
　屋根部２は、屋根材４の周囲に枠体６が設けられている。図３に示すように、枠体６は
、枠本体６１と、枠本体６１の外周面を覆うカバー６２とを備える。枠本体６１及びカバ
ー６２は、アルミニウム製の押し出し形材である。枠体６は、外装材４５と同じ柄のシー
トが貼られたラッピング形材である。
【００３４】
　枠本体６１は、略Ｈ字形の断面を有する長尺部材である。枠本体６１の一方の内側凹部
６１１に屋根材４の外縁部４３が内嵌される。枠本体６１の他方の外側凹部６１２の上下
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端部には、枠本体６１の長手方向に沿って係止部６１３、６１４が形成されている。枠本
体６１は、屋根部２の基端部２１及び先端部２２の両方に使用できる共通部品である。
【００３５】
　カバー６２は、長尺な略板状の部材であり、背面６２２の上部及び下部に係止爪６２３
、６２４が形成されている。カバー６２は、枠本体６１の外側凹部６１２を覆うように配
置されて枠本体６１の係止部６１３、６１４と、係止爪６２３、６２４とがそれぞれ係合
される。
【００３６】
　カバー６２に代えて、雨樋５が設けられていてもよい。例えば、図３に示すように屋根
部２の先端部２２にはカバー６２が設けられ、基端部２１には雨樋５が設けられる構成で
もよい。雨樋５は、雨樋として機能する雨樋本体５１と、枠本体６１に係止される係止部
とを有する。係止部は、雨樋本体５１の下端部から略水平方向に延出した下側係止爪５２
と、雨樋本体５１の上端部から水平方向に延びる上面部５３とを備える。雨樋本体５１の
上端部と上面部５３との間に段部５４が形成されている。
【００３７】
　枠体６は、屋根材４の側面にそれぞれ外嵌されている。枠体６と屋根材４の外嵌部分の
隙間は、シール材（不図示）により塞がれて防水処理が施されている。シール材は、例え
ば、フィルムにアクリル系感圧型粘着剤が設けられた接着テープが用いられる。なお、図
３には、屋根材４のみが外装材４５で被覆される構成を示すが、屋根材４及び枠体６が外
装材４５で被覆される構成でもよい。また、シール材として、コーキング材を塗布しても
よい。
【００３８】
　図４は、支柱３及び梁７の分解斜視図である。図４に示すように、支柱３及び梁７は、
例えば、アルミニウム形材からなり、略角柱形状を有する。支柱３の上端部３１及び梁７
の基端部７１にはそれぞれ中空部が形成されている。梁７の先端部７２は傾斜しており、
先端部７２に開口７５（梁先端係止部）が形成されている。
【００３９】
　支柱３と梁７とは連結部材９を介して連結されている。図４に示すように、連結部材９
は、上下方向に延びて支柱３に固定される支柱側連結部９２と、支柱側連結部９２から横
方向に延びる梁側連結部９１とでＬ字型に形成された角柱部材である。梁側連結部９１は
、水平方向に対する屋根部２の傾斜角度に対応して、支柱側連結部９２に固定される。例
えば、屋根部２が水平に設けられる場合は、梁側連結部９１は支柱側連結部９２に直交す
るように固定される。図２に示すように、本実施形態では、先端部２２が高くなるように
屋根部２が傾斜しているので、梁側連結部９１は、支柱側連結部９２に対して傾斜して固
定されている。
【００４０】
　連結部材９の梁側連結部９１が梁７の基端部７１の中空部に挿入されてビス７１３で固
定されている。連結部材９の支柱側連結部９２が支柱３の上端部３１の中空部に挿入され
てビス３１３で固定されている。連結部材９が固定された支柱３の上端部３１の開口は上
端キャップ３２で塞がれている。上端キャップ３２は、ビス３２３で連結部材９に固定さ
れている。
【００４１】
　図５は、屋根部２及び梁７の先端部を示す分解斜視図である。図６は、屋根部２の先端
部２２と、梁７の先端部７２との連結部分を示す断面図である。図２、図５及び図６に示
すように、屋根部２の先端部２２側の屋根先端係止部８は、枠本体６１の外側凹部６１２
の上面に載置され、外側凹部６１２の内面に配置された裏板６３で外側凹部６１２を挟ん
でネジ８５で固定されている。
【００４２】
　図６に示すように、屋根先端係止部８は、枠本体６１の上面に固定される固定部８１と
、固定部８１から屋根部２の基端部２１に向かって延びる先端フック部８２とを備える。
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先端フック部８２において、基端部２１側に位置する端部にはネジ固定部８３が形成され
ている。ネジ固定部８３は、枠本体６１に屋根先端係止部８が取り付けられた状態で枠本
体６１の長手方向と平行に延びる略円筒状であり、下端が開口した形状を有する。
【００４３】
　先端キャップ７４は、梁７の先端部７２の開口７５を塞ぐ部材である。先端キャップ７
４は、枠側固定部７４１と、蓋部７４２と、梁側固定部７４３とを備える。枠側固定部７
４１には、ビス孔７４５が形成されており、枠側固定部７４１において、先端キャップ７
４がネジ７４８ａで枠本体６１に固定される。蓋部７４２は、枠側固定部７４１から梁７
の開口７５の傾斜面と略等しい傾斜角度で傾斜して形成されている。蓋部７４２には梁７
の開口７５に挿入された状態で、開口７５の内面に当接する壁部７４６が形成されている
。梁側固定部７４３は、蓋部７４２の上端に設けられている。蓋部７４２には、ネジ孔７
４７が形成されており、梁側固定部７４３において、先端キャップ７４がネジ７４８ｂで
梁７の上部に固定される。
【００４４】
　なお、雨樋５を設ける場合の縦樋５０は支柱３に沿って設けられる。図８は、縦樋５０
の設置例を示す分解斜視図である。縦樋は公知のものが利用でき、雨樋５の底部に設けら
れた貫通孔（不図示）に取り付けられる雨樋アタッチメント５７に上端部が接続され、下
端部は排水部５８に接続される。
【００４５】
　縦樋５０は、図８に示す縦樋カバー５９で周囲が覆われる。縦樋カバー５９は三面の壁
部からなる矩形の縦樋カバー本体５９ａと、縦樋カバー本体５９ａの長手方向（上下方向
）に延びる開口に対向して配置され、縦樋カバー本体５９ａを塞ぐ蓋部５９ｂとを備える
。縦樋カバー本体５９ａは、支柱３にねじで固定され、縦樋カバー本体５９ａの上端部は
雨樋５に当接し、下端部は排水部５８に接続されている。縦樋カバー本体５９ａの三面の
壁部内に縦樋５０が配置され、蓋部５９ｂが縦樋カバー本体５９ａの開口縁部５９ｃと係
合されて縦樋５０が縦樋カバー５９で覆われる。縦樋カバー５９は、支柱３と同じ幅且つ
同じ材料で形成されており、縦樋カバー５９と支柱３とが一体的な外観が得られる。縦樋
カバー５９内に縦樋５０が収納されることにより、縦樋５０を隠すことができ、意匠性に
優れた屋外用構造物１にできる。
【００４６】
　次に、屋外用構造物１の支持構造について説明する。
　図２に示すように、梁７は、連結部材９を介して取り付けられている。梁７は、支柱３
に対して梁の先端部７２側が高くなるように傾斜している。屋根部２は梁７の下方に配置
されている。屋根部２は、梁７の先端部７２の開口縁部７５１（梁先端係止部）と屋根先
端係止部８とが係合し、且つ、屋根部２の基端部２１と梁７の基端部７１とがねじ７８で
固定されることにより、屋根部２が梁７を介して支柱３に支持されている。基端部２１と
梁７の基端部７１との固定部分には梁７の基端部７１の内側に裏板7３（図４参照）が設
けられており、ねじ７８が、枠本体６１の外側凹部６１２側から、梁７及び裏板７３まで
貫通して、屋根部２の基端部２１と梁７とが固定されている。
【００４７】
　屋根先端係止部８の先端フック部８２が梁７の開口７５に挿入されて、梁７の先端部７
２の両側面に形成されたネジ孔７６、７６（図４参照）に挿入されたネジ７７、７７（図
２、図６参照）がネジ固定部８３に挿入されている。梁７の開口縁部７５１の下部は先端
フック部８２の下面に当接している。このように、屋根先端係止部８が開口７５に挿入さ
れてネジ７７、７７により梁７と係合されている。
【００４８】
　先端キャップ７４は、梁側固定部７４３及び壁部７４６が梁７の開口７５に挿入されて
、枠側固定部７４１がネジ７４８ａで枠本体６１に固定され、梁側固定部７４３がネジ７
４８ｂで梁７の先端部７２の上部に固定されている。図６に示すように、屋根先端係止部
８の先端フック部８２の上面は先端キャップ７４の下面と当接している。また、図示は省
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略するが、ネジ８５のネジ頭は、梁キャップ７４の内部に下側に延びて形成された凸部と
当接している。したがって、屋根先端係止部８は、先端キャップ７４により上方から押さ
えられている。このため、屋外用構造物１が設置された後に、風雪等の外力によりネジ８
５が緩むことを防ぎ、梁７の先端部７２を屋根先端係止部８で安定して支持できる。
【００４９】
　図１及び図２に示すように、雨樋５は、屋根部２の基端部２１側に設けられている。屋
根部２の枠本体６１の外側凹部６１２を覆うように配置される。雨樋５の下側係止爪５２
は枠本体６１の係止部６１４に係止されている。上面部５３は、外側凹部６１２の上側の
内面と当接し、段部６５が枠本体６１の係止部６１３と当接することにより、枠本体６１
に雨樋５が係止され、ねじ５６で固定されている。雨樋５の下端は、屋根部２の下面と略
面一に設けられているので、雨樋５が屋根部２の意匠性を阻害することなく、雨樋５を設
けても意匠性に優れた屋根部２を形成できる。また、屋根部２の基端部２１と支柱３との
間に配置すると、外観上、雨樋５が目立たないように配置できる。また、縦樋５０を支柱
３に沿って配置し、且つ、縦樋カバー５９内に収容すると、縦樋５０を目立たないように
配置できる。
【００５０】
　次に、本実施形態の屋外用構造物１の施工方法を示す。
　屋外用構造物１の屋根部２及び支柱３は予め工場で作製されており、これらを施工現場
で組み立てることにより屋外用構造物１が得られる。まず、敷地に埋設または固定された
複数の土台部（不図示）にそれぞれ２本の支柱３が固定されて立設される（支持部材を立
設する工程）。
【００５１】
　次に、支柱３の上端部３１に梁７を固定する。支柱３と梁７とは連結部材９を介して連
結されている。図４に示すように、連結部材９の梁側連結部９１を梁７の基端部７１の中
空部に挿入して固定する。次に、支柱３の上端部３１の開口から中空部に連結部材９の支
柱側連結部９２を挿入して固定する。これにより連結部材９を介して梁７の基端部７１を
支柱３に固定する。その後、支柱３の上端部３１の開口を上端キャップ３２で塞ぐ。なお
、支柱３と梁７とは、支柱３を立設する前に連結させてもよい。
【００５２】
　次に、屋根部２を梁７に取り付ける。図７に示すように、屋根部２を梁７の下方に配置
して、梁７の先端部７２側から基端部７１側（図７に示す矢印Ａ方向）に移動させる。こ
のとき、屋根部２の先端部２２側の屋根先端係止部８を梁７の先端部７２の開口７５に挿
入する（屋根部２を梁７に支持させる工程）。このとき、本実施形態の屋根部２は、上述
の通り、軽量であるため、施工者は容易に屋根部２を梁７の近傍に配置して固定できる。
したがって、施工現場での負担が大幅に軽減される。
【００５３】
　図５に示すように、屋根先端係止部８は、梁７の開口７５の内側の寸法よりやや小さい
寸法を有するので、屋根先端係止部８が開口７５に挿入されると、屋根先端係止部８と梁
７とが係合し、屋根部２が長辺方向に移動することを防ぐことができる。したがって、屋
根部２が梁７に係止された状態で、屋根部２が長辺方向にずれて屋根部２の梁７に対する
係止状態が外れることを防ぐことができる。
【００５４】
　次に、屋根部２の基端部２１側の枠本体６１を梁７の基端部７１に近付けて、枠本体６
１の外側凹部６１２側から、ねじ７８を梁７及び裏板７３に貫通して、屋根部２の基端部
２１を梁７の基端部７１に固定する。
【００５５】
　次に、梁７の先端部７２の両側面のネジ孔７６、７６（図４参照）及び屋根先端係止部
８のネジ固定部８３にネジ７７、７７（図６参照）を挿入して屋根先端係止部８を梁７の
先端部７２にネジ７７、７７で固定して屋根部２を梁７に固定する（屋根部２を梁７に固
定する工程）。
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【００５６】
　次に、梁７の先端部７２の開口７５を梁キャップ７４で塞ぐ。梁キャップ７４の梁側固
定部７４３をネジ７４８ａ、７４８ａで枠本体６１に固定し、梁側固定部７４３をネジ７
４８ｂで梁７の先端部７２の上部に固定する。続いて、枠本体６１に、カバー６２を係合
させて固定し、屋外用構造物１が完成する。
【００５７】
　本実施形態に係る屋外用構造物１によれば、屋根部２の先端部２２と基端部２１とが梁
７に取り付けられるという簡易な構成により屋根部２を支持することができる。したがっ
て施工現場での作業効率を向上させることができる。また、施工現場での高所作業の時間
を短縮できる。
【００５８】
　本実施形態に係る屋外用構造物１によれば、屋根部２を梁７に吊り下げて支持できるの
で、屋根部２の下面（天井）を平坦にすることができ、意匠性に優れた屋外用構造物１を
提供できる。また、施工時に屋根部２を梁７に係止させる作業が容易に行える。
【００５９】
　本実施形態に係る屋外用構造物１によれば、屋根先端係止部８は枠本体６１に設けられ
るため、梁７の長手方向の端部と屋根材４の枠体６とが係止され、屋根部２を梁７に容易
に取り付けることができる。
【００６０】
　本実施形態に係る屋外用構造物１によれば、施工時に、屋根部２を梁７に対して先端部
７２側から基端部７１側に向かって移動させることにより、屋根部の先端部が梁７に係止
される。したがって、簡単な作業で屋根部２を梁７に係止させることができ、施工現場で
の高所作業の時間を大幅に短縮できる。
【００６１】
　本実施形態に係る屋外用構造物１によれば、梁７の先端部７２の開口縁部７５１と屋根
先端係止部８とを係止させるので、梁７に対して屋根部２を安定して係止させることがで
きる。また、先端フック部８２が開口縁部７５１に挿入されて支持されるので、屋根部２
を梁７に固定する前に、屋根部２と梁７との係止状態が解除され難い。さらに、先端フッ
ク部８２が開口縁部７５１内に収容されるので、屋根先端係止部８が屋外用構造物１の外
部に露出することを抑え、意匠性を高めることができる。
【００６２】
　本実施形態に係る屋外用構造物１によれば、梁キャップ７４により屋根先端係止部８と
開口縁部７５１との係止状態をより安定させることができる。また、梁７の先端部７２の
開口７５を塞ぐとともに屋根先端係止部８を覆うことができるので、意匠性を高めること
ができる。
【００６３】
　本実施形態に係る屋外用構造物１によれば、屋根部２に降った雨水が雨樋５を経由して
排水されるので、雨水が屋根部２の周囲から直接落下することを防ぐことができる。
【００６４】
　本実施形態の屋外用構造物１によれば、屋根材４が二枚の薄板４２１，４２２の間に発
泡体で形成された芯材４１が配置されて構成されているため、十分な強度が得られる。こ
の結果、従来の屋外用構造物で用いられているポリカーボネート製の屋根材に比べて強度
を高くできるため、垂木や母屋等の屋根を構成する部品が不要となり、工場及び施工現場
での製造効率が向上する。さらに、屋根部２の下面（天井）を平坦にすることができ、意
匠性に優れた屋外用構造物１を提供できる。また、屋根部２の遮光性に優れる。
【００６５】
　本実施形態に係る屋外用構造物１によれば、芯材は押出発泡ポリスチレンからなるため
、屋根材４の軽量化と、耐熱性、断熱性を向上させることができる。
【００６６】
　本実施形態に係る屋外用構造物１によれば、屋根材４の強度が高いので、梁が不要とな



(10) JP 6654441 B2 2020.2.26

10

20

30

40

50

り、枠体６に直接支柱３を連結することにより屋根部２が支持可能となる。したがって、
簡便な支持構造となり、屋外用構造物の施工時の作業性を向上させることができる。また
、従来の屋外用構造物１に比べて、連結部分の構造が露出しないため、意匠性に優れた屋
外用構造物を提供できる。
【００６７】
　本実施形態に係る屋外用構造物１によれば、発泡体で形成された芯材を軽量且つ耐久性
に優れた薄板４２１，４２２で挟む構成を備えるので、屋根材４を軽量化でき、且つ、屋
根材４の耐熱性、遮光性、及び耐久性を向上させることができる。
【００６８】
　本実施形態に係る屋外用構造物１によれば、片持ち支持構造の屋外用構造物を、簡易な
構成で実現できる。また、屋根部２に十分な強度を保持しながら軽量化できるため、屋根
材４の面積が大きい場合にも安定して屋根部２を支持できる。
【００６９】
　本実施形態に係る屋外用構造物の施工方法によれば、屋根部２を梁７に容易に係止させ
ることができる。施工現場での作業効率を向上させることができる。また、施工現場での
高所作業の時間を短縮できる。
【００７０】
　本実施形態に係る屋外用構造物の施工方法によれば、屋根部２を梁７に対して先端部７
２側から基端部７１側に向かって移動させることにより、屋根部２を梁７に係止させる作
業が容易に行える。したがって、簡単な作業で屋根部２を梁７に係止させることができ、
施工現場での高所作業の時間を大幅に短縮できる。
【００７１】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はこの実施
形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。
　また、上述の各実施形態及び各変形例において示した構成要素は適宜に組み合わせて構
成することが可能である。
【００７２】
　本変形例では、支柱３とは別の部材で梁７を構成して、支柱３に固定する例を示したが
、梁７と支柱３とが一部材として形成された構成でも良い。従来の屋外用構造物では、屋
根部が本実施形態の屋根部に比べて重いため、別の部材で構成した梁７を用いた強固な支
持構造が採用されていた。しかし、本発明に係る屋外用構造物は、屋根材を軽量化できる
ので、梁７と支柱３とを一部材で形成した構成でも屋根部２を安定して支持可能である。
【００７３】
　上記実施形態及び変形例では、支持部材として支柱３を例示したが、屋根部２を支持可
能なものであればよく、例えば、壁体であってもよい。また、上記変形例では、屋根部２
の基端部２１側のみに２本の支柱３，３を設け、屋根部２を片持ちで支持する例を示した
が、屋根部の支持構造はこれに限定されない。例えば、支持部材を屋根部の短辺に設ける
構成であってもよい。この他、３本以上の支柱で屋根部を支持する構成や、支柱と壁体と
を組み合わせて屋根部を支持する構成であってもよい。
【００７４】
　上記実施形態では、屋根部２が略長方形である例を示したが、屋根部２の平面形状はこ
れに限定されない。上述の通り、屋根材は、押出発泡ポリスチレン等の板材からなるので
形状の自由度が高い。例えば、屋根部２の形状が正方形や、三角形、多角形であってもよ
い。この他、屋根材が軽量であるため、多角形の屋根材であっても、支持部材をバランス
良く配置することにより、少ない支持部材で屋根部２を支持可能である。したがって、屋
外用構造物の立地条件や意匠性の自由度が高い。
【００７５】
　上記実施形態では、薄板は上側薄板４２１がアルミニウム板からなり、下側薄板４２２
がアルミニウム樹脂複合板からなる例を示したが、薄板はこれに限定されず、軽量且つ耐
久性に優れた板材若しくはシートであればよい。例えば、繊維強化プラスチック板、鋼板
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下側薄板が同じ材料からなる薄板であってもよい。この他、例えば、薄板として、木目模
様等を有するシートを直接発泡体に貼って屋根材を構成してもよい。
【００７６】
　上記実施形態では、屋根部２が水平方向に対して傾斜して支柱３に固定される例を示し
たが、屋根部２が水平に設けられていてもよい。
【００７７】
　上記実施形態及び変形例では、芯材として、押出発泡ポリスチレンからなる板材を例示
したが、芯材は発泡体で形成された軽量且つ屋根材として十分な強度を備えるものであれ
ばよく、例えば、発泡ポリエチレン、発泡スチロール等であってもよい。さらに、屋根材
は、発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、発泡スチロール、樹脂、金属等で形成された
ハニカム構造体で構成される芯材を薄板で挟んで構成されてもよい。
【００７８】
　本実施形態では、アルミニウム板（薄板）と枠体とが別の部材で構成される例を挙げた
が、２枚の薄板と基端部及び先端部の枠体とを一体に形成して、２枚の薄板と基端部側の
枠体と先端部側の枠体との間に芯材を収容する構成であってもよい。
【符号の説明】
【００７９】
　１　屋外用構造物
　２　屋根部
　３　支柱（支持部材）
　４　屋根材
　６　枠体
　７　梁
　８　屋根先端係止部
　８２　先端フック部
　７４　梁キャップ
　７５　開口（梁先端係止部）
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