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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機電機器を組み込んだ鉄骨フレーム構造の矩形状ルームモジュールを工場にて製作し、
該ルームモジュールを工場から建屋建設現場に搬送して据え付けることにより建屋を建設
する建屋の建設工法において、
　前記ルームモジュールを碁盤目状に据え付け、隣接する４基のルームモジュールの内側
隅に立設されている４本の柱材を、建屋の躯体柱として利用し、
　前記ルームモジュールの前記柱材と梁材との間の鋼材は型鋼であり、該型鋼によって天
井及び壁面と同一面を構成し、前記機電機器を支持するサポート材を溶接で固定するため
の埋込み金物として前記型鋼を使用することを特徴とする建屋の建設工法。
【請求項２】
　前記４本の柱材を鉄板で連結して囲まれる縦長直方体形状の空間にコンクリートを打設
して建屋の躯体柱を鋼板コンクリート構造とする請求項１に記載の建屋の建設工法。
【請求項３】
　前記４本の柱を鉄板で連結して囲まれる縦長直方体形状の空間に鉄筋を埋設してコンク
リートを打設することにより建屋の躯体柱を鉄筋コンクリート構造とする請求項１に記載
の建屋の建設工法。
【請求項４】
　前記ルームモジュールの天井及び壁部分は、該ルームモジュールの柱・梁間を鋼材の横
梁、縦柱材で連結し、その間をデッキプレート又は鋼板で塞いでコンクリート型枠とし、
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天井及び隣接するルームモジュールの壁との間を鋼板コンクリート構造壁、又は鉄筋コン
クリート構造壁とすることを特徴とする請求項１、２又は３に記載の建屋の建設工法。
【請求項５】
　下階に据え付けられた複数のルームモジュールからなる建屋の下階層に、同一構成のル
ームモジュールを据え付けて上階層を構築する際には、上階層のルームモジュールの柱材
の下部と、下階層のルームモジュールの柱材の上部とを溶接接合する請求項１、２、又は
４に記載の建屋の建設工法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の建屋の建設工法に用いられることを特徴とするルーム
モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は建屋の建設工法及びルームモジュールに係り、特に原子力発電所等の建屋の建
設工法及びルームモジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　原子力発電所等の大規模建屋建設工法は、堅牢な基礎上にプラント維持と放射線の遮蔽
及び耐震性を目的とした鉄筋コンクリートを主体にした建物を構築し、その中に機器、配
管、ダクト、ケーブル等の発電所に必要な機電機器設備を据え付けていく。
【０００３】
　しかしこの工法では、建物の建築並びに機電機器の現地据付に多大の工数と工期を必要
とするため、これを改善するために鉄筋コンクリート構造・鉄骨鉄筋コンクリート構造と
調和した鉄骨構造のルームモジュールを導入して、工場製作範囲拡大と現地作業量削減を
図ることが特許文献１、２に提案されている。これは、建設合理化の一環として建築・機
電併進化を図るためのものである。
【０００４】
　特許文献１の建屋の建設工法は、鉄骨架構の内側に鉄板を配置してなるプレファブユニ
ットに原子力発電所建屋の室に設置される機械要素を据え付けてモジュール化したものを
ビルディングモジュールとして予め工場で製作しておく。そして、このビルディングモジ
ュールを、大型揚重機器を用いて現地に据え付け、鉄骨架構の内側に配置した鉄板をコン
クリートの型枠に兼用してコンクリートを打設するものである。また、このビルディング
モジュールは、建屋の躯体柱とは別に製造されたものである。
【０００５】
　特許文献２の建屋の建設工法は、まず、鉄筋コンクリート構造、鋼板コンクリート構造
等を適用して縦壁を主体とする壁構造の建屋基部を構築する。次に、一定階層分の建屋基
部の壁が構築された段階で前記壁によって仕切られた空間内に、建屋基部と異なる個所で
予め製作した、床及び支柱もしくは壁からなる建屋躯体とそれに一体に組み込んだ機器類
とを含む複合モジュールを搬入する。次いで、これら建屋基部と複合モジュールとを接合
して一体化するものである。また、特許文献２の工法では、複合モジュールの床、支柱も
しくは壁からなる建屋躯体として、その少なくとも一部に鋼板コンクリート用鋼板等を使
用するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平４－２９３８６４号公報
【特許文献２】特開２００３－４１６６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　しかしながら、特許文献１の建屋の建設工法は、建屋の躯体柱とは別にビルディングモ
ジュールを製造し、このモジュールを建屋に据え付ける工法なので、建築側の現地作業量
低減、建設工期短縮を大幅に図ることは困難であった。
【０００８】
　また、特許文献２の建屋の建設工法は、鉄筋コンクリート製の躯体柱、梁、床、壁で構
成された建屋基部内に前記複合モジュールを配置する構造のため、機電機器設備のブロッ
ク化、モジュール化には制約があり、当該全体物量の組み込みには限界がある。すなわち
、特許文献２の建設工法でも、特許文献１と同様に現地作業量低減、建設工期短縮を大幅
に図ることは困難であった。
【０００９】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、ルームモジュール化範囲を更に拡
大することにより現地作業量低減の他、建設工期短縮を図ることができ、更には技術力全
般の維持集約化、なおかつ、コスト低減を図ることができる建屋の建設工法及びルームモ
ジュール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】
【００１０】
　本発明は、前記目的を達成するために、機電機器を組み込んだ鉄骨フレーム構造の矩形
状ルームモジュールを工場にて製作し、該ルームモジュールを工場から建屋建設現場に搬
送して据え付けることにより建屋を建設する建屋の建設工法において、前記ルームモジュ
ールを碁盤目状に据え付け、隣接する４基のルームモジュールの内側隅に立設されている
４本の柱材を、建屋の躯体柱として利用し、前記ルームモジュールの前記柱材と梁材との
間の鋼材は型鋼であり、該型鋼によって天井及び壁面と同一面を構成し、前記機電機器を
支持するサポート材を溶接で固定するための埋込み金物として前記型鋼を使用することを
特徴とする建屋の建設工法を提供する。
【００１１】
　本発明は、前記目的を達成するために、本発明の建屋の建設工法に使用されることを特
徴とするルームモジュールを提供する。
【００１２】
　本願の発明者は、特許文献１、２が有する問題を解決する改善策を鋭意検討した結果、
次の知見を得た。すなわち、ルームモジュールが有する鉄骨フレームの柱材を建屋の躯体
柱として利用する知見である。これにより、現場では、躯体柱を構築する必要はなく、ル
ームモジュールを現場で据え付けながら、ルームモジュールの柱材を利用して躯体柱を構
築していくことができる。
【００１３】
　このように、ルームモジュールの据え付けとともに建屋の躯体柱を構築する本願発明で
は、鉄骨フレームを建屋の躯体柱として利用する構成により、ルームモジュールのモジュ
ール化の範囲が更に拡大するため、現地作業量低減による作業者数削減、建設工期短縮を
図ることができる。また、工場作業量確保による高効率化・品質維持を図ることができる
。
【００１４】
　本発明は、前記４本の柱材を鉄板で連結して囲まれる縦長直方体形状の空間にコンクリ
ートを打設して建屋の躯体柱を鋼板コンクリート構造とすることが好ましい。
【００１５】
　また、本発明は、前記４本の柱材を鉄板で連結して囲まれる縦長直方体形状の空間に鉄
筋を埋設してコンクリートを打設することにより建屋の躯体柱を鉄筋コンクリート構造と
することが好ましい。
【００１６】
　本発明によれば、前記ルームモジュールの天井及び壁部分は、該ルームモジュールの柱
材と梁との間を鋼材の横梁、縦柱材で連結し、その間をデッキプレート又は鋼板で塞いで
コンクリート型枠とし、天井及び隣接するルームモジュールの壁との間を鋼板コンクリー
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ト構造壁、又は鉄筋コンクリート構造壁とすることが好ましい。
【００１７】
　コンクリートが打設されたルームモジュールの天井は、該ルームモジュールの上階に据
え付けられるルームモジュールの床を構成する。
【００１８】
　本発明によれば、前記ルームモジュールの前記柱材と梁材との間の鋼材はＨ型鋼等の型
鋼であり、該Ｈ型鋼等によって天井及び壁面と同一面を構成し、前記機電機器を支持する
サポート材を溶接で固定するための埋込み金物として前記Ｈ型鋼等を使用することが好ま
しい。
【００１９】
　本発明は、Ｈ型鋼等を埋込み金具として兼用できるので、前記機電機器を支持するサポ
ート材を工場にて溶接で固定することができる。
【００２０】
　本発明によれば、下階に据え付けられた複数のルームモジュールからなる建屋の下階層
に、同一構成のルームモジュールを据え付けて上階層を構築する際には、上階層のルーム
モジュールの柱材の下部と、下階層のルームモジュールの柱材の上部とを溶接接合するこ
とが好ましい。
【００２１】
　また、鋼板コンクリート構造の天井、壁として機器類を据え付けたルームモジュールと
してもよい。これらはルームモジュール内の間仕切り壁や中間天井部では工場でコンクリ
ートを打設充填することもできる。
【００２２】
　ルームモジュールを構成する部材は、ルームモジュール内に設置する機電機器の自重と
工場から現地までの輸送に掛かる荷重に十分耐える強度を持たせることにより、従来の機
器モジュールで多用した仮設鋼材を大幅に削減できる。上記を構成する部材には仮設継梁
、吊り金具、輸送用資材を取り付ける穴、ラグ等を工場にて設置していくものとする。
【００２３】
　ルームモジュールは、建屋通り心と階高寸法を基準とすることにより、構造の標準化、
製作方法の標準化が容易である。
【００２４】
　ルームモジュールのフレームを工場で製作する際は、可変の製作治具を使用することに
より、製作効率と精度の向上が図れる。例えば、天井部製作では治具又はクレーンによる
転地・反転によりほとんど常に下向き作業が可能となる。
【００２５】
　天井部に設置される機器、配管類等の機電機器を支持するサポート材等の取り付けにお
いても、ほとんど下向き取り付けが可能となり、従来の現地での天井部作業での上向き溶
接、足場設置等を低減することができ、作業の高効率化、品質維持が図れる。
【００２６】
　ルームモジュールのフレーム工場製作では、床面間は主要溶接完了後に仕上げ代と高さ
調整代を含めて機械仕上げ加工を行い、現地ではルームモジュールを、ガイドを使用して
心出し後柱端部を溶接する。このため、従来の建築公差と比較してはるかに高い精度の躯
体を提供することができる。
【００２７】
　ルームモジュールのフレームは精度良くできているため、機電機器を支持するサポート
部材を設計通りに取り付けていくことができる。これに対して、従来の機器モジュールで
は、据付時の躯体寸法誤差、又は仕上がり誤差、機器据付位置誤差を考慮して仮設定のも
のが多いため、サポート部材を設計通りに取り付けていくことができなかった。したがっ
て、従来の現地における建築施工躯体、機電機器の据え付け方法と比較して品質確保、高
効率生産ができる。
【００２８】
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　ルームモジュールでは、主要機器の基礎部は、床レベルに合わせ必要強度の梁又はアン
カー等を矩形状鉄骨に取り付け、工場にて鉄筋、アンカーボルト、型枠を設定していく。
また、小型の基礎については工場にてコンクリートを打設充填することもできる。
【００２９】
　工場製作されたルームモジュールに、現地で施工する部品を同梱して発送することによ
り、現地保管スペース、保管管理業務を大幅に削減することができる。
【００３０】
　長尺機器、配管のあるエリアにおいては、複数のルームモジュールを連結してルームモ
ジュールを構成することも可能である。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明の建屋の建設工法、ルームモジュール、及び設備の標準化設計によれば、以下の
効果をさらに得ることができる。
【００３２】
　ａ）ルームモジュールの拡大・高度化が実現でき、モジュール化率を向上できる。
【００３３】
　ｂ）コンクリート躯体に比べて高精度のため設計通りのタイトなモジュールとなる。
【００３４】
　ｃ）現地作業量低減による作業者数削減、及び建設期間短縮が図れる。
【００３５】
　ｄ）現地作業量低減により海外ではインフラ及び現地業者のマネジメントの簡素化が図
れる。
【００３６】
　ｅ）精度向上により、現地調整業務が大幅に削減できる。
【００３７】
　ｆ）現地製品管理においては部品荷受、保管、出庫、及び構内運搬等の管理業務が大幅
に削減できる。工場作業量確保による高効率化・品質維持が図れる。
【００３８】
　ｇ）工場内作化による高効率生産・品質維持が可能となり、コア技術の継承ができる。
【００３９】
　ｈ）コンクリート建屋仕上がり寸法誤差に影響を受けずに機器設備の設計が可能となり
設計費の低減が図れる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】実施の形態のルームモジュールを示した全体斜視図
【図２】ルームモジュールの平面図であり躯体柱との関係を示した説明図
【図３】ルームモジュールの側面図
【図４】ルームモジュールの組立手順を示した説明図
【図５】ルームモジュールの天井枠構造を示した天井枠の平面図
【図６】ルームモジュールの天井枠のデッキプレートを示した平面図
【図７】原子力発電所建屋の１階部分の構築例を示した斜視図
【図８】躯体柱を構成するルームモジュールの配置関係を示した斜視図
【図９】躯体柱の構造の第１の形態を示した水平方向断面図
【図１０】躯体柱の構造の第２の形態を示した水平方向断面図
【図１１】躯体柱の構造の第３の形態を示した水平方向断面図
【図１２】Ｈ型鋼材を埋込み金具として兼用した構造の説明図
【図１３】下層階と上層階の躯体柱の連結構造を示した斜視図
【図１４】下層階と上層階の柱材の連結構造を示した要部拡大側面図
【図１５】図１４のＡ－Ａ線に沿う柱材の断面図
【図１６】ルームモジュールの製造から据え付けまでのフローチャート
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【図１７】建屋の床面を示した斜視図
【図１８】建屋の基礎構造を示した側面図
【図１９】原子力発電所建屋の３階部分を構築する例を示した斜視図
【図２０】原子力発電所建屋の運転階を構築する例を示した斜視図
【図２１】完成した原子力発電所建屋の全体斜視図
【図２２】柱断面が異なる下層階と上層階の柱材の連結構造を示した平面図
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　以下、添付図面に従って本発明に係る建屋の建設工法及びルームモジュールの好ましい
実施の形態について説明する。
【００４２】
　図１は、実施の形態の矩形状ルームモジュール１０を示した全体斜視図である。このル
ームモジュール１０は、原子力発電所建屋を構築するためのモジュールとして構成されて
いるが、対象とする建屋は原子力発電所に限定されるものではなく、火力発電所等の大規
模建屋であれば、このルームモジュール１０を適用できる。なお、同図には、ルームモジ
ュール１０に組み込まれる機電設備を省略している。
【００４３】
　同図に示すルームモジュール１０は、ルームモジュールの製作工場にて組み立てられて
製造されるものであり、前提として従来の建屋寸法、機器レイアウト等の変更は必要最小
限として、柱材、梁を鉄骨組としてルームモジュール化を容易にしている。
【００４４】
　このルームモジュール１０は、図２の平面図に示すように、現状の建屋通り心寸法Ｌ１
、Ｌ２から建屋の躯体柱１２の外形寸法の１／２を引いた寸法を矩形状鉄骨組内法寸法と
している。また、ルームモジュール１０の高さＨは、図３に示すように床面間寸法として
いる。そして、機電機器を含むルームモジュール１０の最大質量は工場製作、輸送、据付
を考慮して決定されている。
【００４５】
　ルームモジュール１０は、図４（Ａ）～（Ｅ）に示す組立手順に示すように、４本の柱
材１４、１４…、複数本の梁１６、１６…、及び仮設継梁１９、１９…類ともに角型鋼管
等が使用される。また、横梁１７、縦柱材１５として使用する補助材としてＨ型鋼、Ｌ型
鋼が揃えられている。これらの鋼材は外形寸法が建屋寸法に揃えられており、荷重、径間
、高さ等により寸法が選定されている。すなわち、素材の歩留りが図られている。
【００４６】
　また、鉄骨構成時には、可変標準治具を使用し、製作効率と精度の向上を図る。床面間
は、機械加工を主要溶接完了後に実施する。
【００４７】
　ルームモジュール１０を構成する柱材１４、梁１６は矩形状鉄骨組とすることで、天井
に配設される鉄筋１８の使用量が最少限とされている。天井、壁に使用する鉄筋１８は、
場所に合わせてプレハブ化して天井、壁に配されたデッキプレート２０等の型枠、及び壁
に配された鋼板２２等の型枠に固定される。天井、壁はデッキプレート２０又は鋼板２２
とし型枠を使用しない。なお、ルームモジュール１０の天井にコンクリートを打設するこ
とにより、その上階に据え付けられるルームモジュール１０の床面が構成される。
【００４８】
　図４（Ｂ）、（Ｃ）では、まず、ルームモジュール１０の天井を構成する梁１６、１６
…が組み立てられる。また、梁１６、１６…によって構成された天井枠に図５の平面図の
如く、複数本の横梁１７と複数本の小梁２６、２６…が適宜溶接されて天井が補強される
。次に、この天井枠の四隅に４本の柱材１４が組み立てられ、この後、図４（Ｃ）の如く
複数本の縦柱材１５と鋼板２２が柱材１４、１４の間に組み立てられ、また、建設過程に
おけるルームモジュール１０の強度を確保するための仮設継梁１９を設置する。次いで、
このルームモジュールを図４（Ｄ）の如く天地逆さまにして通常の状態に戻し、図６の平
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面図の如く天井枠にデッキプレート２０、及び図４（Ｄ）の如く鉄筋１８が組み付けられ
、この後、図４（Ｅ）の如く配管２４等の機電機器がルームモジュール１０に組み付けら
れる。これによって、ルームモジュール１０が完成する。
【００４９】
　実施の形態のルームモジュール１０では、配管２４等を支持するサポート材専用の埋込
み金物を使用せず、柱材１４、壁、天井、床を構成する矩形状鉄骨組が埋込み金物として
利用されている。これについては後述する。なお、従来のルームモジュールでは、専用の
埋込み金物をルームモジュール１０の同一面に通して使用しているが、実施の形態のルー
ムモジュール１０では、専用の埋込み金物を極力使用しない。また、フロアードレン、フ
ァンネル等埋設部材は、天井のデッキプレート２０、鉄筋１８上に工場で組み込みする。
なお、仮設継梁１９は、配管２４等によるルームモジュール１０の変形を防止するための
ものであり、必要に応じて取り付けるとよい。
【００５０】
　実施の形態の建屋の建設工法は、図４（Ｅ）に示した、機電機器を組み込んだ鉄骨フレ
ーム構造の矩形状のルームモジュール１０を工場にて製作し、このルームモジュール１０
を工場から建屋建設現場に搬送して据え付けることにより建屋を建設する工法である。そ
して、主たる特徴は、図７の如く複数基のルームモジュール１０、１０…を建屋の床面（
基礎面）２８上に碁盤目状に据え付ける際に、図８の斜視図の如く、隣接する４基のルー
ムモジュール１０、１０…（図８では隣接する３基のルームモジュール１０を図示）の内
側隅に立設されている４本の柱材１４、１４…を、建屋の躯体柱１２（図２等参照）とし
て利用することにある。
【００５１】
　すなわち、実施の形態の建屋の建設工法は、ルームモジュール１０が有する角型鋼管の
柱材１４を建屋の躯体柱１２として利用することにある。これにより、現場では、躯体柱
１２を予め構築する必要はなく、ルームモジュール１０を現場で据え付けながら、ルーム
モジュール１０の柱材１４、１４…を利用して躯体柱１２を構築していくことができる。
【００５２】
　このように、ルームモジュール１０の据え付けとともに建屋の躯体柱１２を構築する実
施の形態の建屋建設工法では、角型鋼管の柱材１４を建屋の躯体柱１２として利用する構
成により、ルームモジュール１０のモジュール化の範囲が従来のモジュールと比較してよ
り拡大する。このため、現地作業量低減による作業者数削減、建設工期短縮を図ることが
できる。また、工場作業量確保による高効率化・品質維持を図ることができる。なお、仮
設継梁１９は、ルームモジュール１０が所定の位置に配置された段階で取り外される。
【００５３】
　ルームモジュール１０を構成する建築関係部材としては、柱材１４・梁１６間の鋼材（
型鋼）１５、１７、デッキプレート２０、又は鋼板２２による型枠材、鉄筋１８、及びス
タッドジベル等がある。また、ルームモジュール１０に取り付けられる機電機器としては
、配管２４、弁、ダクト、ケーブルトレイ、及び支持構造物（サポート材）等がある。ま
た、ルームモジュールの側壁、天井壁に設置される部材としては、床貫通スリーブ、埋込
み金物、機器アンカーボルト、電線管、ジャンクションボックス、照明機器、操作架台、
モノレール等がある。これらの部材によってルームモジュール１０の質量が決まるため、
工場製作、輸送、据付を考慮してルームモジュールの最大質量が決定される。
【００５４】
　なお、電線管、エアー配管等の埋設配管類は、ジャンクションボックスを含めデッキプ
レート２０の内側に取り付けることが好ましい。また、配管２４、空調ダクト、電線ダク
ト等のスリーブを埋設するための壁貫通部は、矩形状鉄骨組内側面から同部壁厚の１／２
から－５０ｍｍ程度の長さのスリーブをデッキプレート２０又は鋼板２２に固定すること
が好ましい。この際、スリーブ先端の振れ止め部材と接続用の外筒を取り付けておくこと
が好ましい。天井貫通部は、矩形状鉄骨組内上面から同床相当長さスリーブをデッキプレ
ート２０に固定することが好ましい。
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【００５５】
　ところで、躯体柱１２を完成させるための第１の形態は、図９に示す躯体柱１２の水平
断面図の如く、４本の柱材１４、１４…をデッキプレート等の鉄板３０、３０…によって
連結し、これによって囲まれる縦長直方体形状の空間に鉄筋３６、３６…を埋設した後、
コンクリート３２を打設して建屋の躯体柱１２を構築するものである。すなわち、躯体柱
１２を、柱材１４を有する鉄筋コンクリート構造（ＲＣ造）とするものである。この場合
、各通り心のコンクリート３２で充填される面の柱材１４、梁１６にはコンクリート３２
との当接面に孔を開けて鉄筋３６、３６…を通す。
【００５６】
　また、躯体柱１２を完成させるための第２の形態は、図１０に示す躯体柱１２の水平断
面図の如く、４本の柱材１４、１４を、その内側にスタッドジベル４４が設けられた鉄板
３４、３４…によって連結し、これによって囲まれる縦長直方体形状の空間にコンクリー
ト３２を打設することにより建屋の躯体柱１２を構築するものである。すなわち、躯体柱
１２を、柱材１４を有する鋼板コンクリート構造（ＳＣ造）とするものである。
【００５７】
　つまり、実施の形態は、鉄筋コンクリート構造、鋼板コンクリート構造の柱材、梁内に
埋め込まれる鋼材（型鋼）をフレームとした建屋通り心に囲まれた中に機電機器設備を取
り付けたルームモジュール１０を工場で製作し、輸送・現地据付後コンクリート３２を打
設充填して建屋を建設する工法である。
【００５８】
　なお、躯体柱１２の構造は、前述した第１、第２の形態に限定されるものではない。例
えば、図１１の如く、４本の柱材１４、１４をデッキプレート４６と鋼材４８とで連結し
、それによって囲まれる空間にコンクリート３２を打設した構造でもよい。すなわち、４
本の柱材１４、１４…を躯体柱１２として利用する構造であればよい。また、柱材１４は
断面Ｌ字状の鋼材であってもよい。つまり、躯体柱１２全体として必要強度を得られるも
のであれば、柱材１４の形状は限定されるものではない。
【００５９】
　一方、このルームモジュール１０を使用した建屋の建設工法によれば、図４の如く、ル
ームモジュール１０の天井及び壁部分において、ルームモジュール１０の柱材１４と梁１
６との間を鋼材の横梁１７、縦柱材１５で連結し、その間をデッキプレート２０又は鋼板
２２で塞いでコンクリート型枠とし、天井及び隣接するルームモジュールの壁との間を鋼
板コンクリート構造壁、又は鉄筋コンクリート構造壁とすることが好ましい。
【００６０】
　コンクリートが打設されたルームモジュール１０の天井は、このルームモジュール１０
の上階に据え付けられるルームモジュール１０の床を構成する。ルームモジュール１０の
床である主要機器基礎部の設定は、床レベルに合わせ必要強度の梁又はアンカー等をルー
ムモジュール１０に取り付けることにより行うことが好ましい。
【００６１】
　また、実施の形態の建屋の建設工法によれば、ルームモジュール１０の柱材１４と梁材
１６との間の鋼材（横梁１７、縦柱材１５）は型鋼であり、この型鋼によって天井及び壁
面と同一面を構成し、機電機器を支持するサポート材を溶接で固定するための埋込み金物
として前記型鋼を使用することが好ましい。
【００６２】
　図１２には、この工法の一例が示されている。同図によれば、縦柱材１５を埋込み金物
として利用して、この縦柱材１５にケーブルサポート部材５０が鉄板５２を介して固定さ
れ、配管サポート部材５４、５６、５８、６０が鉄板６２、６４、６６、６８を介して固
定され、弁吊サポート部材７０が鉄板７２を介して固定されている。鉄板５２、６２、６
４、６６、６８、７２は、ボルト等の固定部材を使用して縦柱材１５に固定してもよく、
溶接で固定してもよい。また、モノレール７４のサポート部材７６が天井の横梁１７に鉄
板７８を介して固定されている。
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【００６３】
　この工法によれば、強度の高いＨ型鋼等を埋込み金具として兼用できるので、ルームモ
ジュール１０の埋込み金物の本数を削減することができる。また、鋼板コンクリート構造
の天井、壁として機器類を据え付けたルームモジュールとしてもよい。これらはルームモ
ジュール内の間仕切り壁や中間天井部では工場でコンクリートを打設充填することもでき
る。
【００６４】
　更に、実施の形態の建屋の建設工法によれば、図１３に示すように、下階に据え付けら
れた複数基のルームモジュール１０、１０…からなる建屋の下層階８０に、同一構成のル
ームモジュール１０を据え付けて上層階８２を構築する際には、上層階８２のルームモジ
ュール１０の柱材１４の下部と、下層階８０のルームモジュール１０の柱材１４の上部と
を溶接接合することが好ましい。
【００６５】
　この場合、図１４の要部拡大図に示すように、下層階８０のルームモジュール１０の柱
材１４の上部に矩形状のフランジ８４を溶接し、このフランジ８４の四隅の一箇所に図１
５の如く、ガイドロッド８６を取り付ける。そして、上層階８２のルームモジュール１０
の柱材１４の下部の四辺に４枚の荷重支持板８８を鉛直方向に固着しておき、ガイドロッ
ド８６を案内として上層階８２の柱材１４と下層階８０の柱材１４とを同一軸上に位置決
めする。この後、フランジ８４と上層階８２の柱材１４とを溶接することが好ましい。こ
れにより、現地での据え付けが容易にできる。
【００６６】
　次に、実施の形態の建屋の建設工法及びルームモジュール１０の特徴について説明する
。
【００６７】
　まず、実施の形態のルームモジュール１０は、工場内で可変標準治具を使用して、建築
施工よりも遥かに良い精度で製作できるため、従来モジュールでは不可能だった完成度の
高いモジュールの製作が可能となる。
【００６８】
　そして、ルームモジュール１０の最大質量は工場製作、輸送、据付を考慮して決定し、
大型ドーリ、バージ及び大型クレーン等を使用して工場から現場に輸送して据え付ける。
【００６９】
　すなわち、ルームモジュール１０は、図１６のフローチャートに示すように、ルームモ
ジュール１０の製作工場において、まず、矩形鉄骨を製作する（Ｓ（Step）１）。次に、
矩形鉄骨を組み立てるとともに機械加工を実施して寸法精度を出す（Ｓ２）。次いで、機
電機器を矩形鉄骨に組み付けてルームモジュール１０を製作し（Ｓ３）、この後、検査を
実施してルームモジュール１０を完成する（Ｓ４）。また、塗装についても工場にて実施
するのも好ましい。
【００７０】
　次に、工場から現場にルームモジュール１０を出荷搬送する方法は、まず、工場から船
積みまではドーリを使用し（Ｓ５）、船積みはクレーンを使用し（Ｓ６）、海上輸送には
本船又はバージを使用する（Ｓ７）。そして、水切りをクレーンで実施し（Ｓ８）、この
後、ドーリを使用して陸送し（Ｓ９）、クレーン等を使用してルームモジュール１０を現
場に据え付ける（Ｓ１０）。
【００７１】
　現場では、図１７に示すようにルームモジュール１０が据え付けられる床面２８が人口
岩盤として造成されており、その床面２８には、ルームモジュール１０の柱材１４が設置
されるベース板９２、９２…が設けられている。このベース板９２は、図１８に示す基礎
構造の側面図において、複数本のアンカーボルト９４、９４…によって支持されるととも
に、振れ止め用のサポートフレーム９６によって支持されている。ベース板９２上に載置
されたルームモジュール１０の柱材１４は、柱材１４の下部に固定されたフランジ１００
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がベース板９２に突き合わされてナット１０２によってベース板９２に固定される。これ
によって、床面２８にルームモジュール１０、１０…が据え付けられていき、建屋の１階
部分（下層階８０）が図７に示したように構築されていく。また、これと同時に１階部分
の躯体柱１２も前述した工法にて構築されていく。更に、各ルームモジュール１０に設置
されている機電機器を、隣接するルームモジュール１０の機電機器に接続する作業を行い
、この後、ルームモジュール１０の天井にコンクリートを打設する。これによって、建屋
の１階部分の工事が完了する。
【００７２】
　また、現場でのルームモジュール１０、１０間の接続は横梁１６、柱材１４及び鋼板２
２等を溶接等で固定する。更に、ルームモジュール１０の据え付け後、角型鋼管の各柱材
１４、梁１６の空間には、コンクリートを充填する。この際、デッキプレート２０、鉄筋
１８及び埋設物は工場でほとんど組み込まれているので工期短縮が図れる。なお、一部は
工場でコンクリートを充填してもよい。更にまた、壁間のスリーブの接続はコンクリート
を充填前に接続用の外筒により実施する。
【００７３】
　建屋の１階部分の工事が完了すると、図１３に示すようにルームモジュール１０を使用
して２階部分を構築する。この場合も１階部分と同様の作業を実施する。
【００７４】
　２階部分の工事が完了すると、図１９に示すように、やはり同様のルームモジュール１
０を使用して３階部分を構築する。長尺機器、長尺大径配管２４を有するエリアにおいて
は、その場所のルームモジュール１０の鉄骨構成は、上部床梁下柱と下部壁立ち上がり上
面柱との間に継ぎ手を設けることが好ましい。また、長尺機器、長尺大径配管２４が収ま
り、かつ、高さが通常より低い柱材１４を用いて複数のブロックに跨がるルームモジュー
ル１０を製作し、そのルームモジュール１０の上に継ぎ足すように通常のスパンのルーム
モジュール１０を載置することによって、長尺機器、長尺大径配管２４を配設するように
してもよい。
【００７５】
　３階部分の工事が完了すると、図２０に示すように運転階１０４である４階部分を鉄骨
天井トラス構造で構築する。この後、図２１に示すように建屋外壁工事と運転階１０４の
機電工事を行う。これにより、原子力発電所建屋１０６が完成する。
【００７６】
　なお、柱材１４が単独になる場合は、柱材１４相互を取り外し容易な仮設梁で繋ぎ矩形
状鉄骨組構成とすることが好ましい。この梁は工場製作時に取り付けられて、ルームモジ
ュール１０を現地に据え付けた後、取り外される。
【００７７】
　また、上層階に行くに従って柱断面が縮小していくので、下階層のルームモジュール１
０と上階層のルームモジュール１０の躯体柱１２、１２間の断面が異なる場合には、図２
２に示すように下階層のルームモジュール１０の柱材１４の上端部に異形フランジ１０８
を溶接し、この異形フランジ１０８の上面に上階層のルームモジュール１０の柱材１４Ａ
を溶接することで接合すればよい。
【００７８】
　以上により実施の形態の建屋の建設工法及びルームモジュール１０によれば、
　ａ）モジュール化範囲拡大が可能となり、現地作業量低減による作業者削減、建設期間
短縮が図れる。特に海外ではインフラ及び現地業者のマネジメントの簡素化が図れる。
【００７９】
　ｂ）工場内作化による品質維持・高効率生産が可能となり、技術力全般の維持集約化、
品質向上、コスト低減を図ることができる。
【００８０】
　ｃ）鉄骨構造のためコンクリート建屋仕上がり寸法に影響を受けずに機器設備の設計が
可能になり、設計費が低減する。また、現地での調整業務が大幅に削減できる。
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【００８１】
　ｄ）現地製品管理においては部品荷受、保管、出庫等の管理業務が大幅に削減できる。
【００８２】
　ｅ）上記により建屋建設に関するトータルコストを削減することができる。
【００８３】
　という効果を得ることができる。
【符号の説明】
【００８４】
　１０…ルームモジュール、１２…躯体柱、１４、１４Ａ…柱材、１５…縦柱材、１６…
梁、１７…横梁、１８…鉄筋、１９…仮設継梁、２０…デッキプレート、２２…鋼板、２
４…配管、２６…小梁、２８…床面、３０…鉄板、３２…コンクリート、３４…鉄板、３
６…鉄筋、４４…スタッドジベル、４６…デッキプレート、４８…鋼材、５０…ケーブル
サポート部材、５２…鉄板、５４、５６、５８、６０…配管サポート部材、６２、６４、
６６、６８…鉄板、７０…弁吊サポート部材、７２…鉄板、７４…モノレール、７６…サ
ポート部材、７８…鉄板、８０…下層階、８２…上層階、８４…フランジ、８６…ガイド
ロッド、８８…荷重支持板、９２…ベース板、９４…アンカーボルト、９６…サポートフ
レーム、１００…フランジ、１０２…ナット、１０４…運転階、１０６…原子力発電所建
屋、１０８…異形フランジ

【図１】 【図２】
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【図１７】 【図１８】
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