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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
布基礎の天端に載置された土台の上から鞍状に掛けられた繊維シートを前記布基礎の屋外
側側面、屋内側側面及び前記土台の天端にて接着してなることを特徴とする土台補強構造
。
【請求項２】
布基礎の天端に載置された土台と該土台の両側面に添着され前記土台と高さが同じで前記
布基礎の側面と面一となる厚みを有する一対の当接板の上から鞍状に掛けられた繊維シー
トを前記布基礎の屋内外両側面、前記土台の天端及び前記一対の当接板の屋内外両側面に
て接着してなることを特徴とする土台補強構造。
【請求項３】
布基礎の天端に載置された土台と該土台の側面と前記布基礎の上面とを二辺とする三角形
状断面空間に塗り込まれた一対の無収縮モルタル部の上から鞍状に掛けられた繊維シート
を前記布基礎の屋内外両側面、前記土台の天端及び前記一対の無収縮モルタル部の屋内外
両側面にて接着してなることを特徴とする土台補強構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主として住宅の土台を補強する際の土台補強構造に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　住宅の土台は、無筋コンクリート構造又は鉄筋コンクリート（以下、ＲＣ）構造の布基
礎の上に接合することにより、柱からの鉛直荷重を基礎ひいては地盤に伝達するとともに
、建物に作用する地震時水平力を同様に地盤に伝達するという重要な機能を担っており、
布基礎とともに住宅の構造要素として最重要な構造要素の一つであるといっても過言では
ない。
【０００３】
　かかる土台は、通常、布基礎に予め定着されたアンカーボルトを利用して布基礎に強固
に接合されるが、かかるアンカーボルトはあくまで新築時の柱位置を基準として配置され
ている。
【０００４】
　そのため、リフォーム工事の際においても、移設や増設によってあらたに柱を立設する
必要がある場合、該柱の位置を基準として土台を基礎にしっかりと接合しなければならな
いが、その箇所には当然ながらアンカーボルトは存在しない。
【０００５】
　したがって、例えば、土台を貫通させるようにしてアンカーボルトを挿通する穴を布基
礎に穿孔し、次いで、穿孔した布基礎の穴を清掃後、樹脂が充填されたケミカルアンカー
（登録商標）と呼ばれる樹脂カプセルを挿入し、しかる後、アンカーボルトを回転圧入あ
るいは揺動圧入しながら樹脂カプセルを壊すことで、アンカーボルトを樹脂で定着させる
ことにより、アンカーボルトを新設する必要があった。
【０００６】
【特許文献１】特開平11-131494
【特許文献２】登実-3095525
【特許文献３】登実-3087712
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、かかる方法では、布基礎を穿孔する際、穿孔作業のために一階の壁をほ
とんど撤去しなければならないとともに、穿孔の際に騒音や粉塵が発生するという問題や
、布基礎を穿孔したことによって該布基礎の強度が低下する、特に、ＲＣの布基礎の場合
、鉄筋まで切ってしまって曲げ強度が大きく低下する懸念があるという問題を生じていた
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上述した事情を考慮してなされたもので、布基礎を穿孔することなく十分な
引張抵抗力が発現されるように土台を基礎に接合することが可能な土台補強構造を提供す
ることを目的とする。
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明に係る土台補強構造は請求項１に記載したように、布
基礎の天端に載置された土台の上から鞍状に掛けられた繊維シートを前記布基礎の屋外側
側面、屋内側側面及び前記土台の天端にて接着してなるものである。
【００１０】
　また、本発明に係る土台補強構造は請求項２に記載したように、布基礎の天端に載置さ
れた土台と該土台の両側面に添着され前記土台と高さが同じで前記布基礎の側面と面一と
なる厚みを有する一対の当接板の上から鞍状に掛けられた繊維シートを前記布基礎の屋内
外両側面、前記土台の天端及び前記一対の当接板の屋内外両側面にて接着してなるもので
ある。
【００１１】
　また、本発明に係る土台補強構造は請求項３に記載したように、布基礎の天端に載置さ
れた土台と該土台の側面と前記布基礎の上面とを二辺とする三角形状断面空間に塗り込ま
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れた一対の無収縮モルタル部の上から鞍状に掛けられた繊維シートを前記布基礎の屋内外
両側面、前記土台の天端及び前記一対の無収縮モルタル部の屋内外両側面にて接着してな
るものである。
【００１２】
　本発明に係る土台補強構造においては、布基礎の天端に載置された土台の上から鞍状に
掛けられた繊維シートを布基礎の屋外側側面、屋内側側面及び土台の天端にて接着してな
る。
【００１３】
　かかる構成においては、繊維シート自体の引張抵抗力及び該繊維シートと布基礎等との
接着力によって、土台が布基礎に強く接合される。
【００１４】
　そのため、地震時において柱に引抜き力が作用しても、その引抜き力は布基礎に直接伝
達し、該布基礎全体で抵抗することとなり、建物の耐震性が大幅に向上する。
【００１５】
　本発明に係る土台補強構造を施工するにあたっては、壁の下方縁部を若干切除するだけ
で足りる。すなわち、土台の上には根太が一定の間隔で架け渡され、その上に一階床板が
敷設されているため、根太と根太の間には土台天端と一階床板の裏面との間に根太の高さ
分に相当する空間が空いている。
【００１６】
　したがって、補強を行う箇所の壁の下方縁部を若干切除した上、上述した空間に繊維シ
ートを差し込むようにして屋外側と屋内側で接着するようにすれば、一階床板を剥ぎ取る
必要もないし、壁の切除も最小限で済む。土台との接着は、作業性から考えて屋外側から
行うのが好ましい。
【００１７】
　また、本発明に係る土台補強構造においては、布基礎の天端に載置された土台と該土台
の両側面に添着され前記土台と高さが同じで前記布基礎の側面と面一（つらいち）となる
厚みを有する一対の当接板の上から鞍状に掛けられた繊維シートを布基礎の屋内外両側面
、土台の天端及び一対の当接板の屋内外両側面にて接着してなる。
【００１８】
　かかる構成においては、繊維シート自体の引張抵抗力及び該繊維シートと布基礎等との
接着力によって、土台が基礎に強く接合される。
【００１９】
　そのため、地震時において柱に引抜き力が作用しても、その引抜き力は布基礎に直接伝
達し、基礎全体で抵抗することとなり、建物の耐震性が大幅に向上する。
【００２０】
　特に、本発明では、布基礎と土台の幅の違いによって鞍状に掛けられた繊維シートが土
台側方との間で隙間を生じてしまう点を考慮し、耐久性や信頼性を高めるべく、布基礎の
幅と同じになるようにかつ土台の天端と同一になるように、一対の当接板を土台の両側面
に当接させるようにしたので、繊維シートは、布基礎の屋内外両側面及び土台の天端だけ
ではなく、一対の当接板の屋内外両側面とその天端にも接着されることとなり、繊維シー
トによる補強の耐久性と信頼性が向上する。
【００２１】
　本発明に係る土台補強構造を施工する方法については上述したとほぼ同様であるが、繊
維シートを鞍状に掛ける前に一対の当接板を土台の両側面に釘打ち等で予め添着する点が
異なる。その他については同様であるので、ここではその説明を省略する。
【００２２】
　また、本発明に係る土台補強構造においては、布基礎の天端に載置された土台と該土台
の側面と前記布基礎の上面とを二辺とする三角形状断面空間に塗り込まれた一対の無収縮
モルタル部の上から鞍状に掛けられた繊維シートを前記布基礎の屋内外両側面、前記土台
の天端及び前記一対の無収縮モルタル部の屋内外両側面にて接着してなる。
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【００２３】
　かかる構成においては、繊維シート自体の引張抵抗力及び該繊維シートと布基礎等との
接着力によって、土台が基礎に強く接合される。
【００２４】
　そのため、地震時において柱に引抜き力が作用しても、その引抜き力は布基礎に直接伝
達し、基礎全体で抵抗することとなり、建物の耐震性が大幅に向上する。
【００２５】
　特に、本発明では、土台の側面、布基礎の上面及び繊維シートで囲まれた箇所に三角形
状の隙間を生じてしまう点を考慮し、耐久性や信頼性を高めるべく、土台の側面と布基礎
の上面とを二辺とする三角形状断面空間に無収縮モルタル部を土台の両側方にそれぞれ塗
り込み、かかる一対の無収縮モルタル部の側面（表面）にも繊維シートを接着するように
したので、繊維シートによる補強の耐久性と信頼性が向上する。
【００２６】
　本発明に係る土台補強構造を施工する方法については上述したとほぼ同様であるが、繊
維シートを鞍状に掛ける前に、上述した三角形状断面空間に無収縮モルタル部を塗り込む
点が異なる。その他については同様であるので、ここではその説明を省略する。
【００２７】
　繊維シートは、アラミド繊維シートのほか、炭素繊維シートなど引張強度の高い繊維を
シート状に形成したものを使用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明に係る土台補強構造の実施の形態について、添付図面を参照して説明する
。なお、従来技術と実質的に同一の部品等については同一の符号を付してその説明を省略
する。
【００２９】
（第１実施形態）
【００３０】
　図１は、本実施形態に係る土台補強構造を示した図である。同図に示すように、本実施
形態に係る土台補強構造１は、布基礎２の天端に載置された土台３の上から鞍状に掛けら
れた繊維シートとしてのアラミド繊維シート４を布基礎２の屋外側側面５ａ、屋内側側面
５ｂ及び土台３の天端にて接着してなる。
【００３１】
　ここで、布基礎２は、無筋コンクリートからなる場合とＲＣからなる場合とがあるとと
もに、底版であるフーチングと一体のコンクリート構造又はＲＣ構造として該フーチング
に立設される場合と、フーチングはなく割栗石の上に直接設置されている場合とがあるが
、本実施形態では、フーチングを便宜上省略してある。
【００３２】
　アラミド繊維シート４は、増築や改築のためにあらたに土台３の上に立設されることと
なった柱６の近傍に接着するのが望ましく、同図に示すように、土台３、根太７，７及び
一階床板８に挟まれた空間に挿通するようにして、必要に応じて所望の数だけ配置するこ
とができる。同図では、柱６の両脇に二カ所ずつ配置してある。
【００３３】
　本実施形態に係る土台補強構造１を施工するにあたっては、まず、壁（図示せず）の下
方縁部を若干切除する。
【００３４】
　次に、土台３の上には根太７が一定の間隔で架け渡され、その上に一階床板８が敷設さ
れているため、根太７と根太７の間には土台３の天端と一階床板８の裏面との間に根太８
の高さ（成）分に相当する空間が空いているので、かかる空間にアラミド繊維シート４を
差し込み、次いで、布基礎２の屋外側側面５ａ、屋内側側面５ｂ及び土台３の天端にて接
着する。



(5) JP 4476782 B2 2010.6.9

10

20

30

40

50

【００３５】
　アラミド繊維シート４の具体的な接着手順は、布基礎２の屋外側側面５ａ、屋内側側面
５ｂ及び土台３の天端を清掃し、コンクリート表面については不陸調整などの下地処理を
必要に応じて行った後、プライマー、下塗り用接着剤を順次塗布する。
【００３６】
　次に、上述したようにアラミド繊維シート４を根太７，７間に挿通した後、アラミド繊
維シート４を布基礎２の屋外側側面５ａ、屋内側側面５ｂ及び土台３の天端に接着し、次
いで、再度、その上から上塗り用接着剤を塗布し、必要に応じて塗装等で仕上げを行う。
なお、屋内側においては、一階床下に入っての作業となるが、上述した根太７の成を利用
した施工により、床板８を剥がす必要はない。
【００３７】
　接着剤の種類やアラミド繊維シート４の詳細な接着方法については、公知の手段から適
宜選択すればよい。
【００３８】
　最後に、若干切除した壁を復旧して補強工事を完了する。
【００３９】
　以上説明したように、本実施形態に係る土台補強構造１によれば、布基礎２の天端に載
置された土台３の上からアラミド繊維シート４を鞍状に掛け、該アラミド繊維シートを布
基礎２の屋外側側面５ａ、屋内側側面５ｂ及び土台３の天端にて接着してあるので、アラ
ミド繊維シート４自体の引張抵抗力及び該繊維シートと布基礎２等との接着力によって、
土台３が布基礎２に強く接合される。
【００４０】
　そのため、地震時において柱６に引抜き力が作用しても、その引抜き力は布基礎２に直
接伝達し、該布基礎２全体で抵抗することとなり、建物の耐震性が大幅に向上する。
【００４１】
　また、本実施形態に係る土台補強構造１によれば、施工の際、補強を行う箇所の壁の下
方縁部を若干切除した上、上述した根太７の成を利用した空間にアラミド繊維シート４を
差し込むようにして屋外側と屋内側で接着することができるので、一階床板８を剥ぎ取る
必要もないし、壁の切除も最小限で済む。
【００４２】
　また、本実施形態に係る土台補強構造１によれば、土台３を布基礎２に接合するのにア
ンカーボルトを新設する必要がないため、穿孔のための騒音や粉塵が全く発生しない。そ
のため、環境面に配慮された発明として産業上きわめて有益なものと云える。
【００４３】
　また、本実施形態に係る土台補強構造１によれば、布基礎２にアンカーボルト用の穴を
穿孔する必要がないため、該布基礎の強度、特に曲げ強度を低下させる懸念もなくなる。
【００４４】
（第２実施形態）
【００４５】
　次に、第２実施形態について説明する。なお、第１実施形態と実質的に同一の部品等に
ついては同一の符号を付してその説明を省略する。
【００４６】
　図２は、第２実施形態に係る土台補強構造１１を示した図である。同図でわかるように
、本実施形態に係る土台補強構造１１は、布基礎２の天端に載置された土台３と該土台の
両側面に添着され土台３と高さが同じで布基礎２の側面と面一（つらいち）となる厚みを
有する一対の当接板１２，１２の上から鞍状に掛けられた繊維シートとしてのアラミド繊
維シート４を布基礎２の屋内外両側面５ａ，５ｂ、土台３の天端及び一対の当接板１２，
１２の屋内外両側面にて接着してなる。
【００４７】
　アラミド繊維シート４は、増築や改築のためにあらたに土台３の上に立設されることと
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なった柱６の近傍に接着するのが望ましく、同図に示すように、土台３、根太７，７及び
一階床板８に挟まれた空間に挿通するようにして、必要に応じて所望の数だけ配置するこ
とができる。同図では、柱６の両脇に二カ所ずつ配置してある。
【００４８】
　本実施形態に係る土台補強構造１１を施工するにあたっては、まず、壁（図示せず）の
下方縁部を若干切除する。
【００４９】
　次に、アラミド繊維シート４が鞍掛けされる箇所の土台３の両側方に一対の当接板１２
，１２を釘等で留め付ける。
【００５０】
　次に、土台３の上には根太７が一定の間隔で架け渡され、その上に一階床板８が敷設さ
れているため、根太７と根太７の間には土台３の天端と一階床板８の裏面との間に根太８
の高さ（成）分に相当する空間が空いているので、かかる空間にアラミド繊維シート４を
差し込み、布基礎２の屋内外両側面５ａ，５ｂ、土台３の天端及び一対の当接板１２，１
２の屋内外両側面にて接着する。
【００５１】
　アラミド繊維シート４の具体的な接着手順は、布基礎２の屋外側側面５ａ、屋内側側面
５ｂ、土台３の天端及び当接板１２，１２の側面を清掃するとともに、コンクリート表面
については不陸調整などの下地処理を必要に応じて行った後、プライマー、下塗り用接着
剤を順次塗布する。
【００５２】
　次に、上述したようにアラミド繊維シート４を根太７，７に挿通した後、アラミド繊維
シート４を布基礎２の屋外側側面５ａ、屋内側側面５ｂ、土台３の天端及び当接板１２，
１２の側面に接着し、次いで、再度、その上から上塗り用接着剤を塗布し、必要に応じて
塗装等で仕上げを行う。なお、屋内側においては、一階床下に入っての作業となるが、上
述した根太７の成を利用した施工により、床板８を剥がす必要はない。
【００５３】
　接着剤の種類やアラミド繊維シート４の詳細な接着方法については、公知の手段から適
宜選択すればよい。
【００５４】
　最後に、若干切除した壁を復旧して補強工事を完了する。
【００５５】
　以上説明したように、本実施形態に係る土台補強構造１１によれば、布基礎２の天端に
載置され当接板１２，１２が添着された土台３の上からアラミド繊維シート４を鞍状に掛
け、該アラミド繊維シートを布基礎２の屋外側側面５ａ、屋内側側面５ｂ、土台３の天端
及び当接板１２，１２の両側面にて接着してあるので、アラミド繊維シート４自体の引張
抵抗力及び該繊維シートと布基礎２等との接着力によって、土台３が布基礎２に強く接合
される。
【００５６】
　そのため、地震時において柱６に引抜き力が作用しても、その引抜き力は布基礎２に直
接伝達し、該布基礎２全体で抵抗することとなり、建物の耐震性が大幅に向上する。
【００５７】
　また、本実施形態に係る土台補強構造１１によれば、施工の際、補強を行う箇所の壁の
下方縁部を若干切除した上、上述した根太７の成を利用した空間にアラミド繊維シート４
を差し込むようにして屋外側と屋内側で接着することができるので、一階床板８を剥ぎ取
る必要もないし、壁の切除も最小限で済む。
【００５８】
　また、本実施形態に係る土台補強構造１１によれば、土台３を布基礎２に接合するのに
アンカーボルトを新設する必要がないため、穿孔のための騒音や粉塵が全く発生しない。
そのため、環境面に配慮された発明として産業上きわめて有益なものと云える。
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【００５９】
　また、本実施形態に係る土台補強構造１１によれば、布基礎２にアンカーボルト用の穴
を穿孔する必要がないため、該布基礎の強度、特に曲げ強度を低下させる懸念もなくなる
。
【００６０】
　また、本実施形態に係る土台補強構造１１によれば、布基礎２と土台３の幅の違いによ
って鞍状に掛けられたアラミド繊維シート４が土台３の側方との間で隙間を生じてしまう
点を考慮し、耐久性や信頼性を高めるべく、布基礎２の幅と同じになるようにかつ土台３
の天端と同一になるように、一対の当接板１２，１２を土台３の両側面に当接させるよう
にしたので、アラミド繊維シート４による補強の耐久性と信頼性が大幅に向上する。
【００６１】
（第３実施形態）
【００６２】
　次に、第３実施形態について説明する。なお、第３実施形態と実質的に同一の部品等に
ついては同一の符号を付してその説明を省略する。
【００６３】
　図３は、第３実施形態に係る土台補強構造２１を示した図である。同図でわかるように
、本実施形態に係る土台補強構造２１は、布基礎２の天端に載置された土台３と該土台の
側面と布基礎２の上面とを二辺とする三角形状断面空間に塗り込まれた一対の無収縮モル
タル部２２，２２の上から鞍状に掛けられた繊維シートとしてのアラミド繊維シート４を
布基礎２の屋内外両側面５ａ，５ｂ、土台２の天端及び一対の無収縮モルタル部２２，２
２の屋内外両側面にて接着してなる。
【００６４】
　アラミド繊維シート４は、増築や改築のためにあらたに土台３の上に立設されることと
なった柱６の近傍に接着するのが望ましく、同図に示すように、土台３、根太７，７及び
一階床板８に挟まれた空間に挿通するようにして、必要に応じて所望の数だけ配置するこ
とができる。同図では、柱６の両脇に二カ所ずつ配置してある。
【００６５】
　本実施形態に係る土台補強構造２１を施工するにあたっては、まず、壁（図示せず）の
下方縁部を若干切除する。
【００６６】
　次に、アラミド繊維シート４が鞍掛けされる箇所の土台３の両側方に上述した三角形断
面となるように無収縮モルタルを塗り込み、無収縮モルタル部２２，２２を形成する。
【００６７】
　次に、第１，２実施形態と同様、根太８の高さ（成）分に相当する空間にアラミド繊維
シート４を差し込み、該アラミド繊維シートを布基礎２の屋内外両側面５ａ，５ｂ、土台
３の天端及び一対の無収縮モルタル部２２，２２の屋内外両側面に接着する。
【００６８】
　アラミド繊維シート４の具体的な接着手順は、布基礎２の屋外側側面５ａ、屋内側側面
５ｂ、土台３の天端及び無収縮モルタル部２２，２２の両側面を清掃するとともに、コン
クリート表面については不陸調整などの下地処理を必要に応じて行った後、プライマー、
下塗り用接着剤を順次塗布する。
【００６９】
　次に、上述したようにアラミド繊維シート４を根太７，７間に挿通した後、アラミド繊
維シート４を布基礎２の屋内外両側面５ａ，５ｂ、土台２の天端及び一対の無収縮モルタ
ル部２２，２２の屋内外両側面に接着し、次いで、再度、その上から上塗り用接着剤を塗
布し、必要に応じて塗装等で仕上げを行う。なお、屋内側においては、一階床下に入って
の作業となるが、上述した根太７の成を利用した施工により、床板８を剥がす必要はない
。
【００７０】
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　接着剤の種類やアラミド繊維シート４の詳細な接着方法については、公知の手段から適
宜選択すればよい。
【００７１】
　最後に、若干切除した壁を復旧して補強工事を完了する。
【００７２】
　以上説明したように、本実施形態に係る土台補強構造２１によれば、布基礎２の天端に
載置され無収縮モルタル部２２，２２が両側方に三角形状断面形状に塗り込められた土台
３の上からアラミド繊維シート４を鞍状に掛け、該アラミド繊維シートを布基礎２の屋外
側側面５ａ、屋内側側面５ｂ、土台３の天端及び無収縮モルタル部２２，２２の両側面に
て接着してあるので、アラミド繊維シート４自体の引張抵抗力及び該繊維シートと布基礎
２等との接着力によって、土台３が布基礎２に強く接合される。
【００７３】
　そのため、地震時において柱６に引抜き力が作用しても、その引抜き力は布基礎２に直
接伝達し、該布基礎２全体で抵抗することとなり、建物の耐震性が大幅に向上する。
【００７４】
　また、本実施形態に係る土台補強構造２１によれば、施工の際、補強を行う箇所の壁の
下方縁部を若干切除した上、上述した根太７の成を利用した空間にアラミド繊維シート４
を差し込むようにして屋外側と屋内側で接着することができるので、一階床板８を剥ぎ取
る必要もないし、壁の切除も最小限で済む。
【００７５】
　また、本実施形態に係る土台補強構造２１によれば、土台３を布基礎２に接合するのに
アンカーボルトを新設する必要がないため、穿孔のための騒音や粉塵が全く発生しない。
そのため、環境面に配慮された発明として産業上きわめて有益なものと云える。
【００７６】
　また、本実施形態に係る土台補強構造２１によれば、布基礎２にアンカーボルト用の穴
を穿孔する必要がないため、該布基礎の強度、特に曲げ強度を低下させる懸念もなくなる
。
【００７７】
　また、本実施形態に係る土台補強構造２１によれば、布基礎２と土台３の幅の違いによ
って鞍状に掛けられたアラミド繊維シート４が土台３の側方との間で隙間を生じてしまう
点を考慮し、耐久性や信頼性を高めるべく、土台３の側面と布基礎２の上面とを二辺とす
る三角形状断面空間に無収縮モルタル部２２，２２を土台３の両側方にそれぞれ塗り込み
、かかる一対の無収縮モルタル部２２，２２の側面（表面）にもアラミド繊維シート４を
接着するようにしたので、アラミド繊維シート４による補強の耐久性と信頼性が大幅に向
上する。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】第１実施形態に係る土台補強構造の概略図。
【図２】第２実施形態に係る土台補強構造の概略図。
【図３】第３実施形態に係る土台補強構造の概略図。
【符号の説明】
【００７９】
１，１１，２１　　　　　　　　　　　土台補強構造
２　　　　　　　　　　　　　　　　　布基礎
３　　　　　　　　　　　　　　　　　土台
４　　　　　　　　　　　　　　　　　アラミド繊維シート（繊維シート）
５ａ，５ｂ                          布基礎の両側面
１２　　　　　　　　　　　　　　　　当接板
２２　　　　　　　　　　　　　　　　無収縮モルタル部
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