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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　柱及び梁から略直方体状の骨組みが形成された建物ユニットを左右に複数並べて施工さ
れるとともに隣り合う建物ユニットの互いに近接する梁の少なくとも一部が欠損されたユ
ニット式建物であって、
　前記隣り合う建物ユニットの前記少なくとも一部が欠損された欠損部と交差する交差梁
の裏面側に当該欠損部を跨いで補強梁を配置し、前記補強梁は、上面が前記交差梁の上面
と同じあるいは低く形成された梁本体を有し、この梁本体は内部に中空部を有する断面矩
形とされ、前記梁本体の上面には接合プレートの一端縁が接合され、この接合プレートの
他端縁は前記交差梁の上面に接合され、前記梁本体は、その両端部が前記隣合う建物ユニ
ットの前記交差梁と交差する梁の内側に接合されることを特徴とするユニット式建物。
【請求項２】
　請求項１に記載されたユニット式建物において、
　前記梁本体の下部を支持する支持ブラケットが前記建物ユニットの柱に設けられている
ことを特徴とするユニット式建物。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載されたユニット式建物において、
　前記梁本体は互いに開口部を対向させて接合した一対の断面コ字形の梁部材から形成さ
れることを特徴とするユニット式建物。
【請求項４】
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　柱及び梁から略直方体状の骨組みが形成されるとともに梁の少なくとも一部が欠損され
た欠損部を有する建物ユニットを左右に並べて配置し、
　その後、前記隣り合う建物ユニットの欠損部と交差する交差梁の裏面側に当該欠損部を
跨いで内部に中空部を有する断面矩形の梁本体を備えた補強梁で覆うとともに、この補強
梁の上面が前記交差梁の上面と同じあるいは低くなるようにし、かつ、前記梁本体の上面
に一端縁が接合された接合プレートの他端縁を前記交差梁の上面に接合し、前記梁本体の
両端部を前記隣合う建物ユニットの前記交差梁と交差する梁の内側に接合したことを特徴
とするユニット式建物の施工方法。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、隣り合う建物ユニットの互いに近接する梁の少なくとも一部が欠損されたユ
ニット式建物の補強に用いられる補強梁を備えたユニット式建物、並びにユニット式建物
の施工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　柱及び梁から略直方体状の骨組みが形成された建物ユニットを複数並べてユニット式建
物が施工される。このユニット式建物には、隣り合う建物ユニットの互いに近接する梁を
欠損して吹き抜け等の空間を形成するユニット式建物がある。
　この建物では、梁が欠損された建物ユニットを補強する補強梁が設けられている。
　補強梁の従来例として、建物ユニットの天井梁に接合される水平部と、この水平部に直
交して形成された鉛直部とを有するものがある（特許文献１）。
【０００３】
　この特許文献１で示される従来例では、補強梁は、それぞれ梁が欠損された複数の建物
ユニットと、これらの建物ユニットに隣接されるとともに梁が欠損されていない標準的な
建物ユニットとの間に配置される。
　補強梁の水平部は建物ユニットの天井梁と固定され、鉛直部は、その下部が建物ユニッ
トの間に位置するとともに、上部が建物ユニットの天井梁より上方に位置するように延び
て形成されている。
【０００４】
【特許文献１】特開2005-240359号公報（図１，７)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１で示される従来例では、補強梁が断面十字状に形成され、かつ、その水平部
が建物ユニットの天井梁に接合される。
　そのため、その鉛直部の上部が建物ユニットの上面より上方に位置するため、建物ユニ
ットの上で作業を行う場合には、補強梁が邪魔になるという課題がある。
　この場合、鉛直部の上部側を単に欠損するという手段も考えられるが、鉛直部の上部を
欠損するだけでは補強梁の強度が低いものとなる。
【０００６】
　本発明の目的は、建物ユニットの上方に突出することがなく建物ユニットの上方での作
業が容易に行えるユニット式建物及びユニット式建物の施工方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のユニット式建物１は、図面を参照して説明すると、柱１０及び梁１２Ａ，１２
Ｂ，１３Ａ，１３Ｂから略直方体状の骨組み１４が形成された建物ユニット３１～３４を
左右に複数並べて施工されるとともに隣り合う建物ユニット３１～３４の互いに近接する
梁の少なくとも一部が欠損されたユニット式建物１であって、前記隣り合う建物ユニット
３１～３４の前記少なくとも一部が欠損された欠損部３Ａと交差する交差梁３１０，３２
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０，３３０，３４０の裏面側に当該欠損部３Ａを跨いで補強梁６を配置し、この補強梁は
、上面が前記交差梁３１０，３２０，３３０，３４０の上面と同じあるいは低く形成され
た梁本体６１を有し、この梁本体６１は内部に中空部を有する断面矩形とされ、前記梁本
体の上面には接合プレート６４の一端縁が接合され、この接合プレートの他端縁は前記交
差梁の上面に接合され、前記梁本体は、その両端部が前記隣合う建物ユニットの前記交差
梁と交差する梁１２Ａの内側に接合されることを特徴とする。
【０００９】
　本発明のユニット式建物の施工方法は、柱及び梁から略直方体状の骨組みが形成される
とともに梁の少なくとも一部が欠損された欠損部を有する建物ユニットを左右に並べて配
置し、その後、前記隣り合う建物ユニットの欠損部と交差する交差梁の裏面側に当該欠損
部を跨いで内部に中空部を有する断面矩形の梁本体を備えた補強梁で覆うとともに、この
補強梁の上面が前記交差梁の上面と同じあるいは低くなるようにし、かつ、前記梁本体の
上面に一端縁が接合された接合プレートの他端縁を前記交差梁の上面に接合し、前記梁本
体の両端部を前記隣合う建物ユニットの前記交差梁と交差する梁の内側に接合したことを
特徴とする。
【００１０】
　本発明によれば、補強梁は隣り合う建物ユニットの略直線上に配置された複数の交差梁
の長手方向に沿って配置されており、かつ、その形状は内部に中空部を有する断面矩形と
されているため、欠損部を有する複数の建物ユニットの補強を強固かつ確実に行うことが
できる。
　その上、補強梁は、その上面が交差梁の上面と同じあるいは低く形成されているので、
補強梁の高さが建物ユニットの上面を超えることがない。そのため、建物ユニットを並べ
て配置した後、これらの建物ユニットの上に上階の建物ユニットや屋根を施工する等の作
業を行う際に、補強梁が邪魔となることがない。
【００１１】
　しかも、本発明では、梁本体と建物ユニットの交差梁とが接合プレートを介して互いに
接合されるので、梁本体と交差梁とを近接配置させることができ、その結果、両者の連結
を強固なものにできる。
　その上、接合プレートの取付位置は天井梁に交差する交差梁と梁本体との上面であるた
め、接合プレートを取り付ける作業を行う際に接合プレートの上面が開放される状態とな
るので、接合プレートの取付作業を容易に行うことができる。
【００１２】
　さらに、補強梁は、前記梁本体の下部を支持する支持ブラケット６８が前記建物ユニッ
トの柱に設けられている構成が好ましい。
　この構成の発明では、補強梁を支持ブラケット及び柱の双方で確実に支持できるので、
補強梁が誤って建物ユニットから外れることがない。さらに、補強梁にかかる力が支持ブ
ラケットを介して柱に伝達される。そのため、補強梁の補強効果をより向上させることが
できる。
【００１３】
　そして、補強梁にかかる発明では、前記梁本体は互いに開口部を対向させて接合した一
対の断面コ字形の梁部材６２，６３から形成される構成が好ましい。
　この構成の発明では、中空部を有する断面矩形の梁本体を簡易な方法で実現することが
できるから、補強梁の製造を容易なものにすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　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には本実施形態にかかるユニット式建物の概略構成が示されている。
　図１において、ユニット式建物１は、基礎２の上に設けられた異形の建物ユニット３１
～３４と、標準の建物ユニット４と、これらの建物ユニット３１～３４，４の上に配置さ
れた屋根５と、を備えた２階建ての建物である。これらの建物ユニット３１～３４，４か
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ら建物本体が構成され、この建物本体の上に屋根５が設けられている。
　これらの建物ユニット３１～３４，４は図示しない連結手段、例えば、プレートやボル
ト及びナットを介して互いに連結されている。
　屋根５は、屋根パネルを束で支持する構造を採用してもよく、あるいは、複数の屋根ユ
ニットからなる構造を採用してもよい。
【００１５】
　標準の建物ユニット４の構成が図２に示されている。図２は、標準の建物ユニットの骨
組みを示す概略斜視図である。
　図２において、標準の建物ユニット４は、四隅に立設された４本の柱１０と、これらの
柱１０の上端間同士を結合する各２本の長辺天井梁１２Ａ及び短辺天井梁１２Ｂを含む天
井梁１２と、前記柱１０の下端間同士を結合する各２本の長辺床梁１３Ａ及び短辺床梁１
３Ｂを含む床梁１３とを有する骨組み１４を備えて構成されている。これらの梁の端部同
士は仕口１１を介して互いに連結されている。ここで、長辺天井梁１２Ａ、短辺天井梁１
２Ｂ、長辺床梁１３Ａ及び短辺床梁１３Ｂは、それぞれ断面コ字状の鋼材から形成されて
いる。建物ユニット４は居室等として利用される。
【００１６】
　天井梁１２の長辺天井梁１２Ａ間には、所定間隔で複数本の天井小梁１５が架けわたさ
れ、床梁１３の長辺床梁１３Ａ間には、所定間隔で複数本の根太１６が架けわたされてい
る。そして、建物ユニット４等の骨組み１４には、予め工場で、内壁や外壁（図示せず）
、天井面材１８や床面材１９、その他の艤装部材等が取り付けられている。
　なお、図１では、長辺長さが異なる建物ユニット４が２種類図示されているが、これら
の基本構造は同じである。
【００１７】
　図１において、建物の１階部分には異形の建物ユニット３１，３２が左右に並んで配置
され、２階部分には異形の建物ユニット３３，３４が建物ユニット３１，３２の上に左右
に並んで配置されている。建物ユニット３１，３３は建物の角部に配置されている。
　建物ユニット３１は天井梁の一部が欠損された建物ユニットであり、その具体的な構成
が図３に示されている。図３は天井梁の一部が欠損された建物ユニット３１の骨組みを示
す斜視図である。
　図３において、建物ユニット３１は、４本の柱１０と、これらの柱１０の下端部同士を
連結する４本の床梁１３Ａ，１３Ｂと、長辺方向に沿って配置された２本の柱１０の略中
間位置に配置された中間柱１０Ａと、２本の柱１０及び２本の中間柱１０Ａの中間位置に
設けられた中間床３０と、柱１０の上端部同士を連結する３本の天井梁１２Ａ，１２Ｂと
、長辺天井梁１２Ａが配置されていない短辺の中間柱１０Ａと柱１０との上端部を連結す
る連結梁３０Ｃと、中間柱１０Ａの上端部同士を連結する連結梁３０Ｄとを有する構成で
ある。長辺天井梁が設けられていない柱１０と中間柱１０Ａとの上端間の空間は天井梁の
一部が欠損された欠損部３Ａとされている。この欠損部３Ａは長尺状に形成されており、
かつ、建物ユニット３１と隣り合う建物ユニット３２の長辺に対向される。
【００１８】
　ここで、欠損部３Ａと略直交する短辺天井梁１２Ｂには、その開口部分に対向して補強
材３５が設けられている。この補強材３５と短辺天井梁１２Ｂとを備えて交差梁３１０が
構成されている。この交差梁３１０の厚み寸法は仕口１１の厚み寸法と略等しい。
　補強材３５は、断面コ字状の鋼材から形成されており、その開口部が短辺天井梁１２Ｂ
の開口部と対向するようにされている。そして、補強材３５は、その両端が仕口１１から
所定寸法離れるような長さ寸法を有する。
　中間床３０は、４本の梁部材に図示しない根太が設けられ、これらの根太の上に面材が
設けられた構成であり、中間床３０の下方空間は収納スペースとされる。
　２本の柱１０及び２本の中間柱１０Ａで区画されるスペースは、隣り合う建物ユニット
４と連続した大きな居室空間が形成される。
【００１９】
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　建物ユニット３２は天井梁の一部が欠損された建物ユニットであり、その具体的な構成
が図４に示されている。図４は天井梁の一部が欠損された建物ユニット３２の骨組みを示
す斜視図である。
　図４で示される建物ユニット３２は、建物ユニット３１とは左右が対称に形成されてい
る点を除いては建物ユニット３１と同様の構成である。
　長辺天井梁が設けられていない柱１０と中間柱１０Ａとの上端間の空間は天井梁の一部
が欠損された欠損部３Ａとされている。この欠損部３Ａは長尺状に形成されている。
　ここで、欠損部３Ａと略直交する短辺天井梁１２Ｂには、その開口部分に対向して補強
材３５が設けられている。この補強材３５と短辺天井梁１２Ｂとを備えて交差梁３２０が
構成されている。
【００２０】
　建物ユニット３３は天井梁及び床梁のそれぞれ一部が欠損された建物ユニットであり、
その具体的な構成が図５に示されている。図５は天井梁及び床梁のそれぞれ一部が欠損さ
れた建物ユニット３３の骨組みを示す斜視図である。
　図５において、建物ユニット３３は、４本の柱１０と、これらの柱１０の下端部同士を
連結する３本の床梁１３Ａ，１３Ｂと、２本の中間柱１０Ａと、２本の柱１０及び２本の
中間柱１０Ａの中間位置に設けられた中間床３０と、柱１０の上端部同士を連結する３本
の天井梁１２Ａ，１２Ｂと、長辺天井梁１２Ａが配置されていない短辺の中間柱１０Ａと
柱１０との上端部を連結する連結梁３０Ｃと、長辺床梁１３Ａが配置されていない短辺の
中間柱１０Ａと柱１０との下端部を連結する連結梁３０Ｃと、隣り合う中間柱１０Ａの上
下端部同士を連結する連結梁３０Ｄと、を有する。
　長辺天井梁が設けられていない柱１０と中間柱１０Ａとの上端間の空間は天井梁の一部
が欠損された欠損部３Ａとされている。長辺床梁が設けられていない柱１０と中間柱１０
Ａとの下端間の空間は天井梁の一部が欠損された欠損部３Ｂとされている。
【００２１】
　ここで、欠損部３Ａと略直交する短辺天井梁１２Ｂには、その開口部分に対向して補強
材３５が設けられている。この補強材３５と短辺天井梁１２Ｂとを備えて交差梁３３０が
構成されている。同様に、欠損部３Ｂと略直交する短辺床梁１３Ｂには、その開口部分に
対向して補強材３５が設けられている。補強材３５と短辺床梁１３Ｂとを備えて交差梁３
３０が構成されている。この交差梁３３０の厚み寸法は仕口１１の厚み寸法と略等しい。
　２本の柱１０及び２本の中間柱１０Ａで区画されるスペースは、隣り合う建物ユニット
４と連続した大きな居室空間が形成される。
　中間床３０の下方空間は建物ユニット３１の中間床３０の上方空間と連続した居室空間
とされ、建物ユニット３３の中間床３０の上方空間は小屋裏と連続した居室空間とされる
。
【００２２】
　建物ユニット３４は天井梁と床梁のそれぞれ一部が欠損された建物ユニットであり、そ
の具体的な構成が図６に示されている。図６は天井梁と床梁のそれぞれ一部が欠損された
建物ユニット３４の骨組みを示す斜視図である。
　図６で示される建物ユニット３４は、建物ユニット３３とは左右が対称に形成されてい
る点を除いては建物ユニット３３と同様の構成である。
　長辺天井梁が設けられていない柱１０と中間柱１０Ａとの上端間の空間は天井梁の一部
が欠損された欠損部３Ａとされている。この欠損部３Ａと略直交する短辺天井梁１２Ｂに
は、その開口部分に対向して補強材３５が設けられている。この補強材３５と短辺天井梁
１２Ｂとを備えて交差梁３４０が構成される。
　同様に、長辺床梁が設けられていない柱１０と中間柱１０Ａとの下端間の空間は床梁の
一部が欠損された欠損部３Ｂとされている。この欠損部３Ｂと略直交する短辺床梁１３Ｂ
には、その開口部分に対向して補強材３５が設けられている。この補強材３５と短辺床梁
１３Ｂとを備えて交差梁３４０が構成される。
【００２３】
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　図１において、隣り合う建物ユニット３１，３２の交差梁３１０，３２０，３３０，３
４０の裏面側には補強梁６がそれぞれ設けられている。
　この補強梁６の具体的な構造が図７から図１２に示されている。
　図７は、隣り合う建物ユニット３１，３２の交差梁３１０，３２０に補強梁６を取り付
けた構成を示す分解斜視図である。
　図７において、補強梁６は、交差梁３１０，３２０の裏面側に欠損部３Ａを跨いで（遮
るように）配置されており、その両端が建物ユニット３１，３２の長辺天井梁１２Ａの近
傍まで達する長さを有する。
【００２４】
　補強梁６は、内部に中空部を有する断面矩形とされた梁本体６１を備え、この梁本体６
１は、互いに開口部を対向させて接合した一対の断面コ字形の梁部材６２，６３から形成
されている。
　梁部材６２，６３はそれぞれ鋼材から形成されており、梁部材６２が交差梁３１０，３
２０と背中合わせとなるように配置され、梁部材６３は交差梁３１０，３２０から離れた
位置に配置される。
　梁部材６３の開口寸法が梁部材６２の開口寸法より大きく形成されており、梁部材６３
の開口部に梁部材６２が入り込むように配置されている。これらの梁部材６２，６３の互
いに当接する部分は溶接等で固定されている。
【００２５】
　図８から図１１には補強梁６の建物ユニット３１，３２への取付構造の詳細が示されて
いる。
　図８は補強梁６が建物ユニット３１，３２に取り付けられた状態を示す平面図、図９は
図８のIX－IX線に沿う矢視図、図１０は図８のＸ－Ｘ線に沿う矢視断面図、図１１は図８
のXI－XI線に沿う矢視断面図である。なお、図８では、建物ユニット３１，３２の上に配
置される建物ユニット３３，３４の図示は省略されている。
　図８において、梁本体６１は、その中央部分が接合プレート６４で建物ユニット３１，
３２に連結され、その両端部分がアングル材からなる接合金具６５を介して建物ユニット
３１，３２にそれぞれ連結されている。
【００２６】
　接合プレート６４は、建物ユニット３１，３２の短辺天井梁１２Ｂの上面と梁本体６１
の梁部材６３の上面とにボルト６６及びナット６７で接合されている。そのため、梁本体
６１の上面が交差梁３１０，３２０の上面と略等しい高さとされる。なお、本実施形態で
は、梁本体６１の上面が交差梁３１０，３２０の上面より低く形成されるものであっても
よい。
　接合プレート６４は、２本の柱１０にそれぞれ設けられた仕口１１の上面よりやや大き
な幅方向の寸法を有し、かつ、この幅方向と直交する奥行きは仕口１１の上面と梁本体６
１の上面とを覆うに十分な長さ寸法を有する。
【００２７】
　接合プレート６４は建物ユニット３１，３２と建物ユニット３３，３４との間に配置さ
れており、これらの建物ユニット３１，３２の上部の仕口１１、接合プレート６４及び建
物ユニット３３，３４の下部の仕口１１がボルト６６及びナット６７で互いに接合されて
いる（図１０参照）。なお、本実施形態では、建物ユニット３１，３２の上部の仕口１１
には接合プレート６４が配置され、これらがボルト６６及びナット６７で接合され、その
上に建物ユニット３３，３４が配置される構成としてもよい。
【００２８】
　接合プレート６４の梁本体６１を挟んだ反対側には梁本体６１の下部を支持する支持ブ
ラケット６８が建物ユニット３１，３２の柱１０にそれぞれ設けられている。
　これらの支持ブラケット６８は、梁本体６１の梁部材６３の下面を支持するプレート部
６８Ａと、このプレート部６８Ａの両側に接合され柱１０の側面に固定された略三角形の
支持片部６８Ｂと、柱１０の側面に溶接等で取り付けられ支持片部６８Ｂが両側に固定さ
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れた背板部６８Ｃとを備えた構成である。
　プレート部６８Ａと梁部材６３とはボルト６６及びナット６７で固定されている。
【００２９】
　図１２は、隣り合う建物ユニット３３，３４の交差梁３３０，３４０に補強梁６を取り
付けた構成を示す分解斜視図である。
　図１２において、補強梁６は、交差梁３３０，３４０の裏面側に欠損部３Ａを跨いで配
置されており、その両端が建物ユニット３３，３４の長辺天井梁１２Ａの近傍まで達する
長さを有する。この補強梁６の両端は、図８で示される接合金具６５で建物ユニット３３
，３４に連結されている。
　建物ユニット３３，３４の上部の仕口１１には接合プレート６４が配置され、これらが
ボルト６６及びナット６７で接合されている。
【００３０】
　次に、本実施形態にかかるユニット式建物１の施工方法について説明する。
　まず、工場において、建物ユニット３１～３４，４や補強梁６を製造する。建物ユニッ
ト３１～３４には、予め、柱１０の上端部に支持ブラケット６８を取り付けておく。
　これらの建物ユニット３１～３４，４や補強梁６を建設現場まで搬送する。
　そして、基礎２の上に建物ユニット３１，３２，４を配置して建物の１階部分を施工す
る。建物ユニット３１，３２は欠損部３Ａ同士を互いに対向させるように左右に並べて配
置する。
【００３１】
　その後、隣り合う建物ユニット３１，３２の交差梁３１０，３２０の裏面側に欠損部３
Ａを跨ぐように補強梁６を取り付ける。この際、補強梁６の上面が交差梁３１０，３２０
の上面と同じになるようにし、補強梁６の下部を支持ブラケット６８にボルト６６及びナ
ット６７で取り付ける。
　さらに、建物ユニット３１の上に建物ユニット３３を配置し、建物ユニット３２の上に
建物ユニット３４を配置し、建物ユニット４の上に建物ユニット４を配置して２階部分を
施工する。建物ユニット３３，３４は欠損部３Ａ同士を互いに対向させるように左右に並
べるとともに、互いに近接する柱１０の下端部にそれぞれ設けられた仕口１１が補強梁６
の接合プレート６４の上面に位置するように配置する。建物ユニット３１，３２と建物ユ
ニット３３，３４との間で接合プレート６４を挟持するとともに、これらをボルト６６及
びナット６７で連結固定する。
　そして、隣り合う建物ユニット３３，３４の交差梁３３０，３４０の裏面側に欠損部３
Ａを跨ぐように補強梁６を取り付ける。この際、補強梁６の上面が交差梁３３０，３４０
の上面と同じになるようにし、補強梁６の下部を支持ブラケット６８に取り付ける。
　２階部分が施工されたら、屋根５を施工する。
【００３２】
　以上のような本実施形態によれば以下の効果がある。
（１）柱１０及び梁１２Ａ，１２Ｂ，１３Ａ，１３Ｂから略直方体状の骨組み１４が形成
された建物ユニット３１～３４を左右に複数並べて施工されるとともに隣り合う建物ユニ
ット３１～３４の互いに近接する梁の少なくとも一部が欠損されたユニット式建物１の補
強に用いられる補強梁６を、隣り合う建物ユニット３１～３４の欠損部３Ａと交差する交
差梁３１０，３２０，３３０，３４０の裏面側に欠損部３Ａを跨いで配置される梁本体６
１を有する構成とし、この梁本体６１を内部に中空部を有する断面矩形とした。そのため
、補強梁６が隣り合う建物ユニット３１～３４の略直線上に配置された交差梁３１０，３
２０，３３０，３４０の長手方向に沿って配置されており、かつ、その形状が内部に中空
部を有する断面矩形とされているため、欠損部３Ａを有する複数の建物ユニット３１～３
４の補強を強固かつ確実に行うことができる。その上、補強梁６は、その上面が交差梁３
１０，３２０，３３０，３４０の上面と同じあるいは低く形成されているので、補強梁６
の高さが建物ユニット３１～３４の上面を超えることがないから、１階部分を構成する建
物ユニット３１，３２を並べて配置した後、これらの建物ユニット３１，３２の上に２階
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部分を構成する建物ユニット３３，３４を施工する際に、補強梁６が邪魔となることがな
い。従って、ユニット式建物１の施工を安全に行うことができる。
【００３３】
（２）接合プレート６４の他端縁は天井梁に設けられた欠損部３Ａと交差する交差梁３１
０，３２０，３３０，３４０の上面に接合されているから、梁本体６１と建物ユニット３
１～３４の交差梁３１０，３２０，３３０，３４０とが接合プレート６４を介して互いに
接合されることになる。そのため、梁本体６１と交差梁３１０，３２０，３３０，３４０
とを近接配置させることができ、その結果、梁本体６１と交差梁３１０，３２０，３３０
，３４０との連結を強固なものにできる。
（３）接合プレート６４の取付位置を天井梁に交差する交差梁３１０，３２０，３３０，
３４０と梁本体６１との上面としたので、接合プレート６４を取り付ける作業を行う際に
接合プレート６４の上面が開放される状態となるので、接合プレート６４の取付作業を容
易に行うことができる。
【００３４】
（４）梁本体６１の下部を支持する支持ブラケット６８が建物ユニット３１～３４の柱１
０に取り付けられているから、補強梁６を支持ブラケット６８及び柱１０の双方で確実に
支持できるので、補強梁６が誤って建物ユニット３１～３４から外れることがない。さら
に、補強梁６にかかる力が支持ブラケット６８を介して柱１０に伝達されるため、補強梁
６の補強効果をより向上させることができる。
【００３５】
（５）梁本体６１は互いに開口部を対向させて接合した一対の断面コ字形の梁部材６２，
６３から形成されるから、中空部を有する断面矩形の梁本体６１を簡易な方法で実現する
ことができ、そのため、補強梁６の製造を容易なものにすることができる。
【００３６】
（６）支持ブラケット６８は、梁本体６１の梁部材６３の下面を支持するプレート部６８
Ａと、このプレート部６８Ａの両側に接合され柱１０の側面に固定された略三角形の支持
片部６８Ｂと、柱１０の側面に溶接等で取り付けられ支持片部６８Ｂが両側に固定された
背板部６８Ｃとを備えた立体形状としたので、支持ブラケット６８の強度を大きなものに
できる。その結果、補強梁６に大きな力がかかっても、支持ブラケット６８で確実に筋す
ることができる。
【００３７】
（７）交差梁３１０，３２０，３３０，３４０を短辺天井梁１２Ｂや短辺床梁１３Ｂに補
強材３５を取り付けた構成としたので、建物ユニット３１～３４自体の強度を大きなもの
にすることができる。
【００３８】
　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
範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
　例えば、前記各実施形態では、長辺天井梁を欠損して欠損部３Ａとし、短辺天井梁１２
Ｂや短辺床梁１３Ｂを備えて交差梁３１０，３２０，３３０，３４０を構成したが、本発
明では、短辺天井梁を欠損して欠損部とし、長辺天井梁１２Ａや長辺床梁１３Ａを備えて
交差梁を構成するものでもよい。
　さらに、交差梁３１０，３２０，３３０，３４０は、補強材３５を除いて短辺天井梁１
２Ｂや短辺床梁１３Ｂのみから形成されるものであってもよい。
【００３９】
　さらに、本発明では、補強梁６を１本の鋼材から構成するものであってもよく、この場
合、鋼材の断面形状を矩形にするものに限らず、Ｉ型としてもよい。
　前記実施形態では、２階建ての建物であるが、本発明は３階以上の建物にも適用するこ
とができる。
【産業上の利用可能性】
【００４０】



(9) JP 5123602 B2 2013.1.23

10

20

30

　本発明は、住宅等の建物や、店舗等の建物に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の一実施形態に係るユニット式建物を示す斜視図。
【図２】標準の建物ユニットの骨組みを示す概略斜視図。
【図３】天井梁の一部が欠損された建物ユニットの骨組みを示す斜視図。
【図４】天井梁の一部が欠損された建物ユニットの骨組みを示す斜視図。
【図５】天井梁及び床梁のそれぞれ一部が欠損された建物ユニットの骨組みを示す斜視図
。
【図６】天井梁及び床梁のそれぞれ一部が欠損された建物ユニットの骨組みを示す斜視図
。
【図７】隣り合う１階の建物ユニットの交差梁に補強梁を取り付けた状態を示す分解斜視
図。
【図８】補強梁が建物ユニットに取り付けられた状態を示す平面図。
【図９】図８のIX－IX線に沿う矢視図。
【図１０】図８のＸ－Ｘ線に沿う矢視断面図。
【図１１】図８のXI－XI線に沿う矢視断面図。
【図１２】隣り合う２階の建物ユニットの交差梁に補強梁を取り付けた状態を示す分解斜
視図。
【符号の説明】
【００４２】
　１　ユニット式建物
　３１～３４　補強梁が設けられた建物ユニット
　４　　　　　標準の建物ユニット
　５　　　　　屋根
　６　　　　　補強梁
　１０　　　　柱
　１２，１２Ａ，１２Ｂ　天井梁
　１３，１３Ａ，１３Ｂ　床梁
　３０　　　　中間床
　３５　      補強材
　６１ 　　　　梁本体
　６２，６３  梁部材
　６４　      接合プレート
　６８　      支持ブラケット
　３１０，３２０，３３０，３４０   交差梁
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