
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
柱と床梁と天井梁を箱形に接合するとともに、少なくとも  1個の柱省略コーナー部を備え
てな 柱省略コーナー部に交差する天井梁と、この天井梁に相対する他の天井梁との間
に、補助梁を掛け渡し、補助梁の両端部のうち、柱省略コーナー部に交差する天井梁の側
の端部に相隣る建物ユニットとの接合継手を設けてな 省略建物ユニット

【請求項２】
前記補助梁が掛け渡された天井梁と、この天井梁に相対する床梁との間で、該補助梁との
近傍に、中間柱を設けてなる請求項１記載の 。
【請求項３】

【請求項４】
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り、

る柱 を隣接設置し
て構築されるユニット建物において、
　各柱省略建物ユニットに定めた柱省略コーナー部を柱省略接合部にて互いに突き合せ配
置し、
　柱省略接合部の一方側の柱省略建物ユニットの天井梁間に設けた補助梁と、柱省略接合
部の他方側の柱省略建物ユニットの天井梁間に設けた補助梁とを一直線上に配置し、それ
らの両補助梁をそれらの接合継手で剛接合してなることを特徴とするユニット建物。

ユニット建物

前記柱省略接合部の一方側の柱省略建物ユニットの天井梁端部と、他方側の柱省略建物ユ
ニットの天井梁端部とを剛接合してなる請求項１または２記載のユニット建物。

前記柱省略接合部の一方側の柱省略建物ユニットの天井梁側から、他方側の柱省略建物ユ



【請求項５】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明は ニット建物とその構築方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、柱省略した広い連続空間を備えたユニット建物を構築するため、柱と床梁と天井梁
を箱形に接合した建物ユニットを隣接設置して構築されるユニット建物において、複数の
建物ユニットそれぞれに定めた少なくとも  1個の柱省略コーナー部を柱省略接合部にて互
いに突き合せ配置してなるものがある。ところが、柱省略建物ユニットのユニットサイズ
が大きくなると、その柱省略コーナー部に交差する天井梁と鉛直方向の撓み、ひいては上
階床面の撓みが大きくなり、建物構造強度を維持できなくなる。
【０００３】
そこで、本出願人は、特開平 8-277580号公報に記載の如く、柱省略接合部の一方側の柱省
略建物ユニットの天井梁側から、他方側の柱省略建物ユニットの天井梁側に渡る補強梁を
設け、補強梁の両端部は、柱省略接合部の一方側の柱省略建物ユニットの柱回りと、柱省
略接合部の他方側の柱省略建物ユニットの柱回りのそれぞれに接続され、補強梁の中央部
には、複数の柱省略建物ユニットの各柱省略コーナー部が接続されてなるものを提案して
いる。この従来技術によれば、ユニット建物の天井構造強度が、建物ユニットの天井梁の
断面性能の和に、補強梁の断面性能をも加えたものとなるから、柱を省略した天井スパン
を大きく拡大し、柱を省略した広い連続空間を形成できる。
【０００４】
図９は、基礎１の上に、複数個の下階建物ユニット２を据付け、それら下階建物ユニット
２の上に複数個の上階建物ユニット３を搭載するに際し、  4個の下階建物ユニット２Ａ～
２Ｄを上述の柱省略建物ユニットとし、全柱省略建物ユニット４Ａ～４Ｄの柱省略コーナ
ー部を柱省略接合部４にて互いに突き合せ配置したものである。そして、このユニット建
物にあっては、柱省略建物ユニット２Ａ、２Ｃ天井梁側から、柱省略建物ユニット２Ｂ、
２Ｄの天井梁側に渡る補強梁５を設けてある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
然しながら、従来技術（図９）では、下記（１）、（２）の問題点がある。
（１）柱省略接合部の両側に位置する柱省略建物ユニットの天井梁に添設できる補強梁の
断面サイズに限界があることから、該補強梁による鉛直荷重の支持能力に限界があり、た
とえ補強梁を配置しても、柱を省略しない場合に比して、天井梁６の鉛直方向の撓みδ（
図９）、ひいては上階床面の撓みが未だ大きく、柱を省略した天井スパンの拡大に限界が
ある。
【０００６】
（２）補強梁が添設される天井梁は、補強梁の一端側もしくは他端側では柱に支持される
ものの、補強梁の中央部では柱に支持されない片持ち梁になっている。このため、補強梁
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ニットの天井梁側に渡る補強梁を設け、
　補強梁の両端部は、柱省略接合部の一方側の柱省略建物ユニットの柱回りと、柱省略接
合部の他方側の柱省略建物ユニットの柱回りのそれぞれに接続され、補強梁の中央部には
、複数の柱省略建物ユニットの各柱省略コーナー部が接続されてなる請求項１～３のいず
れかに記載のユニット建物。

請求項１～４のいずれかに記載のユニット建物の構築方法において、
　柱省略建物ユニットとして、柱省略コーナー部に仮柱を着脱自在としてなるものを用い
、
　相隣る柱省略建物ユニットの補助梁同士を剛接合するまでは仮柱を設けておき、補助梁
同士の剛接合完了後に仮柱を取外すことを特徴とするユニット建物の構築方法。

、ユ



に添設される天井梁は、該補強梁にぶら下がるように添設されるものとなり、該天井梁に
よる鉛直荷重の支持能力はほとんどないという程度である。
【０００７】
本発明の課題は、柱省略した広い連続空間を備えたユニット建物を構築するため、複数の
建物ユニットの柱省略コーナー部を柱省略接合部にて互いに突き合せ配置するに際し、該
ユニット建物の天井構造強度を強化することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
請求項１に記載の本発明は、　柱と床梁と天井梁を箱形に接合するとともに、少なくとも
 1個の柱省略コーナー部を備えてな 柱省略コーナー部に交差する天井梁と、この天井
梁に相対する他の天井梁との間に、補助梁を掛け渡し、補助梁の両端部のうち、柱省略コ
ーナー部に交差する天井梁の側の端部に相隣る建物ユニットとの接合継手を設けてな
省略建物ユニット

ようにしたものである。
【０００９】
請求項２に記載の本発明は、請求項１に記載の本発明において更に、前記補助梁が掛け渡
された天井梁と、この天井梁に相対する床梁との間で、該補助梁との近傍に、中間柱を設
けてなるようにしたものである。
【００１０】
請求項３に記載の本発明は、

ようにしたものである。
【００１１】
請求項４に記載の本発明は、 本発明において更に、

ようにしたものであ
る。
【００１２】
請求項５に記載の本発明は、

ようにしたものである。
【００１３】
【作用】
請求項 の本発明によれば下記（１）の作用がある。
（１）柱省略建物ユニットの天井面内に予め工場生産段階で補助梁を設けておき、現地据
付段階で相隣る柱省略建物ユニットの補助梁同士を剛接合した。従って、このユニット建
物の天井構造強度は、天井梁のみからなる天井構造強度に、両建物ユニットの補助梁を直
列  1本化した両持ち梁としての強度を加えたものに強化でき、天井梁の鉛直方向の撓みδ
（図２）、ひいては上階床面の撓みを小とし、柱を省略した天井スパンを大きく拡大し、
柱を省略した広い連続空間を形成できる。
【００１５】
請求項１、 の本発明によれば下記（２）の作用がある。
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り、

る柱
を隣接設置して構築されるユニット建物において、

　各柱省略建物ユニットに定めた柱省略コーナー部を柱省略接合部にて互いに突き合せ配
置し、
　柱省略接合部の一方側の柱省略建物ユニットの天井梁間に設けた補助梁と、柱省略接合
部の他方側の柱省略建物ユニットの天井梁間に設けた補助梁とを一直線上に配置し、それ
らの両補助梁をそれらの接合継手で剛接合してなる

請求項１または２記載の本発明において更に、前記柱省略接
合部の一方側の柱省略建物ユニットの天井梁端部と、他方側の柱省略建物ユニットの天井
梁端部とを剛接合してなる

請求項１～３のいずれかに記載の 前記
柱省略接合部の一方側の柱省略建物ユニットの天井梁側から、他方側の柱省略建物ユニッ
トの天井梁側に渡る補強梁を設け、
　補強梁の両端部は、柱省略接合部の一方側の柱省略建物ユニットの柱回りと、柱省略接
合部の他方側の柱省略建物ユニットの柱回りのそれぞれに接続され、補強梁の中央部には
、複数の柱省略建物ユニットの各柱省略コーナー部が接続されてなる

請求項１～４のいずれかに記載のユニット建物の構築方法に
おいて、柱省略建物ユニットとして、柱省略コーナー部に仮柱を着脱自在としてなるもの
を用い、相隣る柱省略建物ユニットの補助梁同士を剛接合するまでは仮柱を設けておき、
補助梁同士の剛接合完了後に仮柱を取外す

１

３



（２）相隣る柱省略建物ユニットの柱省略接合部を挟む両建物ユニットの天井梁同士を、
直列一本化するように剛接合し、これらの両天井梁をその両端部の柱で支持される両持ち
梁とした。従って、このユニット建物の天井構造強度は、両柱省略建物ユニットの天井梁
を直列  1本化した両持ち梁としての強度に強化できる。
【００１６】
請求項１、 の本発明によれば下記（３）の作用がある。
（３）補強梁の両端部は、柱省略接合部の一方側の柱省略建物ユニットの柱と、柱省略接
合部の他方側の柱省略建物ユニットの各柱のそれぞれに接続され、補強梁の中央部には、
複数の柱省略建物ユニットの各柱省略コーナー部が接続される。従って、ユニット建物の
天井構造強度が、建物ユニットの天井梁の断面性能の和に、補強梁の断面性能をも加えた
ものに強化できる。
【００１７】
請求項 の本発明によれば下記（４）の作用がある。
（４）補助梁が掛け渡された天井梁を、補助梁の近傍に設けた中間柱で支持することによ
り、大スパンの天井梁の撓みを低減できる。
【００１８】
請求項 の本発明によれば下記（５）の作用がある。
（５）柱省略建物ユニットの柱省略コーナー部に設けた仮柱は、該柱省略建物ユニットの
工場製造段階、輸送保管段階を経た現地据付け後、補強梁同士の剛接合完了まで取外され
ない。従って、補強梁同士の接合時の柱省略建物ユニットの強度を低下せしめることがな
く、施工段階の建物強度も十分に確保でき、施工性は良い。
【００１９】
【発明の実施の形態】
図１はユニット建物の要部を示す斜視図、図２はユニット建物の天井補強構造と天井撓み
を示す模式図であり、（Ａ）は要部斜視図、（Ｂ）は撓み線図、図３は相隣る柱省略建物
ユニットの天井補強構造を示す模式図であり、（Ａ）は縦断面図、（Ｂ）は要部斜視図、
図４は相隣る柱省略建物ユニットの天井補強構造の他の例を示す模式図、図５は相隣る柱
省略建物ユニットの天井補強構造の更に他の例を示す模式図、図６は補強梁接続構造を示
す模式図であり、（Ａ）は補強梁中央部を示す斜視図、（Ｂ）は補強梁端部を示す斜視図
、図７は天井梁接合構造を示す模式図であり、（Ａ）は側面図、（Ｂ）は平面図、図８は
建物ユニットを示す模式図であり、（Ａ）は標準建物ユニットを示す斜視図、（Ｂ）は柱
省略建物ユニットを示す斜視図、図９は従来のユニット建物の天井撓みを示す模式図であ
る。
【００２０】
（ユニット建物と建物ユニット）（図１、図８）
ユニット建物１０は、図１に示す如く、工場生産した複数の標準建物ユニット１１、柱省
略建物ユニット１２を建築現場に輸送し、予め設置してある基礎１３の上にて水平、鉛直
方向に隣接設置して下階部分１０Ａ、上階部分１０Ｂ（不図示）が構築される。
【００２１】
標準建物ユニット１１は、図８（Ａ）に示す如く、  4本の角鋼管製柱２１と、  4本の型鋼
製床梁２２と、  4本の型鋼製天井梁２３とを箱形に接合した骨組構造体である。建物ユニ
ット１１は、  4個のコーナー部で、相交差する床梁２２をジョイントピース２２Ａにより
柱２１の下端部に接続し、相交差する天井梁２３をジョイントピース２３Ａにより柱２１
の上端部に接合して構成される。
【００２２】
柱省略建物ユニット１２は、図８（Ｂ）に示す如く、標準建物ユニット１１の  4本の柱２
１のうちの  1本の柱２１を省略したものである。柱省略建物ユニット１２は、柱省略コー
ナー部以外の  3個のコーナー部では、相交差する床梁２２をジョイントピース２２Ａによ
り柱２１の下端部に接合し、相交差する天井梁２３をジョイントピース２３Ａにより柱２
１の上端部に接合するとともに、柱省略コーナー部では、相交差する床梁２２をジョイン
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トピース２２Ｂにより短柱２４に接合し、相交差する天井梁２３をジョイントピース２３
Ｂにより短柱２５に接合して構成される。そして、柱省略建物ユニット１２では、柱省略
コーナー部に仮柱２６を着脱自在としている。仮柱２６は、ボルト、ピン等の着脱手段に
より、上述の短柱２４と短柱２５とに着脱自在に結合される。
【００２３】
ここで、柱省略建物ユニット１２にあっては、柱省略コーナー部に交差する天井梁２３と
、この天井梁２３に相対する他の天井梁との間に、補助梁２７を掛け渡してある。補助梁
２７は、例えば角鋼管からなり、図３に示す如く、補助梁２７の一端に溶接したエンドプ
レート２７Ａが柱省略コーナー部に交差する天井梁２３のウエブに仮接合されて接合継手
２８を形成可能とするとともに、補助梁２７の他端に溶接したＬ型金物２７Ｂが他の天井
梁２３の上フランジに載置されてボルトによりピン結合される。
【００２４】
また、柱省略建物ユニット１２にあっては、所望により、補助梁２７が掛け渡された天井
梁２３と、この天井梁２３に相対する床梁２２との間で、補助梁２７との近傍に中間柱２
９を設けることができる。中間柱２９は、中間柱２９の上端に溶接したエンドプレート２
９Ａが天井梁２３の下フランジに突き合されてボルトによりピン結合されるとともに、中
間柱２９の下端に溶接したエンドプレート２９Ｂが床梁２２の上フランジに突き合されて
ボルトによりピン結合される。中間柱２９は、相隣る柱省略建物ユニット１２により構築
されるユニット建物１０に柱省略した広い連続空間を形成することとの関係で、柱省略建
物ユニット１２の柱省略コーナー部に交差する天井梁２３に相対する天井梁２３の側に設
けるのが良い。但し、中間柱２９は、柱省略建物ユニット１２の柱省略コーナー部に交差
する天井梁２３の側に設けても良い。尚、柱省略建物ユニット１２にあっては、中間柱２
９を設けることを必須としない。
【００２５】
また、柱省略建物ユニット１２にあっては、基本的に、相対する天井梁２３、２３と相対
する補助梁２７、天井梁２３とが区画する  2個の天井フレームのそれぞれにおいて、それ
ら天井フレームの対角線上に位置するコーナー部同士を水平ブレース１０１、１０２で連
結し、天井構造強度の補強を図ることが好ましい。
【００２６】
（ユニット建物補強構造）（図１～図４、図６、図７）
然るに、ユニット建物１０は、下階部分１０Ａの一部にて、図１に示す如く、  4個の柱省
略建物ユニット１２それぞれの柱省略コーナー部を柱省略接合部１４にて互いに突き合せ
配置し、それら  4個の柱省略建物ユニット１２によって柱２１に遮られることのない広く
連続した居室空間を形成するものとしている。以下、  4個の柱省略建物ユニット１２の接
合構造について説明する。
【００２７】
ユニット建物１０の下階部分１０Ａにおいて、  4個の柱省略建物ユニット１２は、下記 (A
) ～ (D) の補強構造、即ち (A) 補助梁連結構造、 (B) 中間柱設置構造、 (C) 天井梁連結構
造、 (D) 補強梁設置構造により補強される。本発明にあっては、 (A) を採用することを必
須とし、 (B) ～ (D) の  1以上を (A) に任意に組合わせて採用できる。
【００２８】
(A) 補助梁連結構造（図１～図４）
ユニット建物１０において、柱省略接合部１４を挟んで相隣る柱省略建物ユニット１２は
、補助梁連結部３０で連結されて補強される。補助梁連結部３０は、図３に示す如く、柱
省略接合部１４の一方側の柱省略建物ユニット１２の天井梁２３、２３間に設けた前述の
補助梁２７と、他方側の柱省略建物ユニット１２の天井梁２３、２３間に設けた前述の補
助梁２７とを一直線上に配置し、それら両補助梁２７、２７をそれらの接合継手２８で剛
接合する。即ち、一方の補助梁２７のエンドプレート２７Ａと、他方の補助梁２７のエン
ドプレート２７Ａとが、相隣る柱省略建物ユニット１２の天井梁２３、２３、それらの間
のスペーサ３１を挟んだ状態で、高力ボルト３２により高力ボルト接合（摩擦接合）（剛
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接合）される。尚、柱省略建物ユニット１２の天井梁２３において、補助梁２７のエンド
プレート２７Ａが接合されるウエブの両側にはスチフナ３３が溶接されている。
【００２９】
(B) 中間柱設置構造（図１、図４）
ユニット建物１０において、柱省略接合部１４を構成する柱省略建物ユニット１２にあっ
ては、前述の中間柱２９を備えて補強される。このとき、中間柱２９は、前述した如く、
相隣る柱省略建物ユニット１２により構築されるユニット建物１０に柱省略した広い連続
空間を形成することとの関係で、柱省略建物ユニット１２の柱省略コーナー部に交差する
天井梁２３に相対する天井梁２３の側に設けるのが良い。
【００３０】
(C) 天井梁連結構造（図２、図４、図６、図７）
ユニット建物１０において、柱省略接合部１４を挟んで相隣る柱省略建物ユニット１２は
、天井梁連結部４０で連結されて補強される。天井梁連結部４０は、図６、図７に示す如
く、柱省略接合部１４の左右の一方側の柱省略建物ユニット１２の天井梁２３の端部に接
合してある短柱２５と、柱省略接合部１４の左右の他方側の柱省略建物ユニット１２の天
井梁２３の端部に接合してある短柱２５との間の上下両端部に平板短冊状のスペーサ４１
、４２を介装し、それら両短柱２５、２５を  2本の高力ボルト４３とナット４４で高力ボ
ルト接合（摩擦接合）（剛接合）することにて接合される。
【００３１】
(D) 補強梁設置構造（図１、図２、図４、図６）
補強梁５０は、図１、図６に示す如く、長尺板材からなり、柱省略接合部１４の左右の一
方側にて相隣る  2個の柱省略建物ユニット１２の天井梁２３、２３の間から、左右の他方
側にて相隣る他の  2個の柱省略建物ユニット１２の天井梁２３、２３の間に渡って設けら
れる。
【００３２】
補強梁５０の両端部は、図６（Ｂ）に示す如く、柱省略接合部１４の左右の一方側にて相
隣る  2個の柱省略建物ユニット１２の各柱２１と、柱省略接合部１４の他方側にて相隣る
 2個の柱省略建物ユニット１２の各柱２１のそれぞれに接続される。このとき、補強梁５
０の両端部は、高力ボルト５１を用いた天井梁２３、ジョイントピース２３Ａとの高力ボ
ルト接合（摩擦接合）を介して柱２１に接続される。
【００３３】
補強梁５０の中央部には、図６（Ａ）に示す如く、  4個の柱省略建物ユニット１２の各柱
省略コーナー部が接続される。このとき、補強梁５０の中央部は、高力ボルト５２を用い
た天井梁２３、ジョイントピース２３Ｂとの接合を介して短柱２５に接続される。
【００３４】
尚、柱省略建物ユニット１２によりユニット建物１０を構築するに際し、上述 (A) の補助
梁連結部３０、 (C) の天井梁連結部４０、 (D) の補強梁５０が施工されるとき、各柱省略
建物ユニット１２の柱省略コーナー部には短柱２５に着脱自在の仮柱２６が未だ接合され
ている。そして、それらの補助梁連結部３０、天井梁連結部４０、補強梁５０の施工が完
了した後、仮柱２６は短柱２５から取外される。
【００３５】
また、柱省略接合部１４で互いに突き合わせ配置された  4個の柱省略建物ユニット１２は
、基本的には、前述の如く、それらの天井面に水平ブレース１０１、１０２を備える。但
し、  4個の柱省略建物ユニット１２のうち、少なくとも  3個の柱省略建物ユニット１２の
天井面にだけ水平ブレースを設け、残る  1個の柱省略建物ユニット１２の天井面は水平ブ
レースを備えない吹き抜け空間として用いるものであっても良い。
【００３６】
従って、本実施形態によれば、以下の作用がある。
（１）柱省略建物ユニット１２の天井面内に予め工場生産段階で補助梁２７を設けておき
、現地据付段階で相隣る柱省略建物ユニット１２の補助梁２７同士を補助梁連結部３０で
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剛接合した。従って、このユニット建物１０の天井構造強度は、天井梁２３のみからなる
天井構造強度に、両建物ユニットの補助梁２７を直列  1本化した両持ち梁としての強度を
加えたものに強化でき、天井梁２３の鉛直方向の撓みδ（図２）、ひいては上階床面の撓
みを小とし、柱２１を省略した天井スパンを大きく拡大し、柱２１を省略した広い連続空
間を形成できる。
【００３７】
（２）相隣る柱省略建物ユニット１２の柱省略接合部を挟む両建物ユニットの天井梁２３
同士を、直列一本化するように天井梁連結部４０で剛接合し、これらの両天井梁２３をそ
の両端部の柱２１で支持される両持ち梁とした。従って、このユニット建物１０の天井構
造強度は、両柱省略建物ユニット１２の天井梁２３を直列  1本化した両持ち梁としての強
度に強化できる。
【００３８】
（３）補強梁５０の両端部は、柱省略接合部１４の一方側の柱省略建物ユニット１２の柱
２１と、柱省略接合部１４の他方側の柱省略建物ユニット１２の各柱２１のそれぞれに接
続され、補強梁５０の中央部には、複数の柱省略建物ユニット１２の各柱省略コーナー部
が接続される。従って、ユニット建物１０の天井構造強度が、建物ユニットの天井梁２３
の断面性能の和に、補強梁５０の断面性能をも加えたものに強化できる。
【００３９】
（４）補助梁２７が掛け渡された天井梁２３を、補助梁２７の近傍に設けた中間柱２９で
支持することにより、大スパンの天井梁２３の撓みを低減できる。
【００４０】
（５）柱省略建物ユニット１２の柱省略コーナー部に設けた仮柱２６は、該柱省略建物ユ
ニット１２の工場製造段階、輸送保管段階を経た現地据付け後、補助梁２７同士を補助梁
連結部３０で剛接合し、天井梁２３同士を天井梁連結部４０で剛接合し、且つ補強梁５０
を接続完了するまで取外されない。従って、補助梁２７同士と天井梁２３同士の接合と補
強梁５０の接続時の柱省略建物ユニット１２の強度を低下せしめることがなく、施工段階
の建物強度も十分に確保でき、施工性が良い。
【００４１】
以上、本発明の実施の形態を図面により詳述したが、本発明の具体的な構成はこの実施の
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の変更等があっても
本発明に含まれる。例えば、本発明は以下の如くに変形できる。
【００４２】
(1) ユニット建物は、図５に示す如く、  2個の柱省略建物ユニット１２それぞれの柱省略
コーナー部を柱省略接合部１４にて互いに突き合せ配置し、それら  2個の柱省略建物ユニ
ット１２によって柱２１に遮られることのない広く連続した居室空間、広く連続した開口
部等を形成するものとしても良い。図５のユニット建物にあっても、前述した (A) 補助梁
連結構造、 (B) 中間柱設置構造を採用できる。また、図５のユニット建物において、前述
した (C) 天井梁連結構造、 (D) 補強梁設置構造を採用することもできる。
【００４３】
(2) 前述の図１のユニット建物における如く、  4個の柱省略建物ユニット１２を突き合せ
配置してなるユニット建物１０において、柱省略接合部の一方側に位置する  2個の柱省略
建物ユニット１２においてのみ、前述した (A) 補助梁連結構造、 (B) 中間柱設置構造を採
用するものとしても良い。このとき、前述した (A)補助梁連結構造、 (B) 中間柱設置構造
が採用されない他方側に位置する  2個の柱省略建物ユニット１２では、補助梁２７により
遮られない天井吹抜け空間を形成したり、中間柱２９により遮られない壁開口部を形成で
きる。
【００４４】
(3) ユニット建物１０は、下階部分１０Ａの一部を構成している複数個の柱省略建物ユニ
ット１２の一部もしくは全部の上に、他の柱省略建物ユニット１２もしくは標準建物ユニ
ット１１を搭載して上階部分１０Ｂを構成することができる。
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【００４５】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、柱省略した広い連続空間を備えたユニット建物を構築する
ため、複数の建物ユニットの柱省略コーナー部を柱省略接合部にて互いに突き合せ配置す
るに際し、該ユニット建物の天井構造強度を強化することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１はユニット建物の要部を示す斜視図である。
【図２】図２はユニット建物の天井補強構造と天井撓みを示す模式図であり、（Ａ）は要
部斜視図、（Ｂ）は撓み線図である。
【図３】図３は相隣る柱省略建物ユニットの天井補強構造を示す模式図であり、（Ａ）は
縦断面図、（Ｂ）は要部斜視図である。
【図４】図４は相隣る柱省略建物ユニットの天井補強構造の他の例を示す模式図である。
【図５】図５は相隣る柱省略建物ユニットの天井補強構造の更に他の例を示す模式図であ
る。
【図６】図６は補強梁接続構造を示す模式図であり、（Ａ）は補強梁中央部を示す斜視図
、（Ｂ）は補強梁端部を示す斜視図である。
【図７】図７は天井梁接合構造を示す模式図であり、（Ａ）は側面図、（Ｂ）は平面図で
ある。
【図８】図８は建物ユニットを示す模式図であり、（Ａ）は標準建物ユニットを示す斜視
図、（Ｂ）は柱省略建物ユニットを示す斜視図である。
【図９】図９は従来のユニット建物の天井撓みを示す模式図である。
【符号の説明】
１０　ユニット建物
１１　標準建物ユニット
１２　柱省略建物ユニット
１４　柱省略接合部
２１　柱
２２　床梁
２３　天井梁
２６　仮柱
２７　補助梁
２９　中間柱
３０　補強梁連結部
４０　天井梁連結部
５０　補強梁
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

(9) JP 3579596 B2 2004.10.20



【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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