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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　柱と該柱の上端間又は下端間を接続する梁とを有する一対の建物ユニットを間隔をおい
て配置し、該一対の建物ユニットの同じ方向を向いた側面に付帯構造物を架け渡す建物ユ
ニットの連結構造であって、
　前記付帯構造物を構成する水平フレームの突出部は、前記一対の建物ユニットの向かい
合った柱間又は梁間に挟み込まれて固定されるものであって、
　前記水平フレームの前記突出部は、向かい合った前記梁に沿うように配設される一対の
第一枠材と、向かい合った前記柱又は前記梁に架け渡すように配設される第二枠材と、を
備え、
　前記一対の第一枠材のそれぞれの端部近傍は、向かい合った前記柱又は前記梁に連結治
具を介して固定されるものであって、
　前記連結治具は、向かい合った前記柱又は前記梁に取り付けられる建物側取付部と、前
記第一枠材に取り付けられる第一枠材取付部と、該建物側取付部と該第一枠材取付部との
間を繋ぐ連繋部とを一体に備えるとともに、
　前記第一枠材取付部は、前記第一枠材を取り付ける際にガイドとなるガイドピンと、前
記第一枠材を固定するボルト・ナットとを備え、
　前記水平フレームの前記建物ユニットとは反対側に配設される枠材は、前記突出部が設
けられる中央の枠を構成する部分と両端の枠を構成する部分とが一体の共通した部材によ
って形成されることを特徴とする建物ユニットの連結構造。
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【請求項２】
　前記中央の枠の前記第一枠材と前記両端の枠とは、間隔保持材を介して連結されること
を特徴とする請求項１に記載の建物ユニットの連結構造。
【請求項３】
　前記水平フレームは、前記一対の建物ユニットの同じ方向を向いた柱間又は梁間に架け
渡されて固定されることを特徴とする請求項１又は２に記載の建物ユニットの連結構造。
【請求項４】
　前記第二枠材は、前記一対の第一枠材の端部に架け渡して固定されることを特徴とする
請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の建物ユニットの連結構造。
【請求項５】
　前記一対の第一枠材のそれぞれの端部近傍は、向かい合った前記柱又は前記梁の端部近
傍に固定されることを特徴とする請求項４に記載の建物ユニットの連結構造。
【請求項６】
　前記付帯構造物は、前記水平フレームを支持する柱を備えることを特徴とする請求項１
乃至請求項５のいずれか一項に記載の建物ユニットの連結構造。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一項に記載の建物ユニットの連結構造を備えたユニッ
ト建物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、間隔をおいて配置された一対の建物ユニットを連結する建物ユニットの連結
構造と、この建物ユニットの連結構造を備えたユニット建物と、に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、柱と梁とを接合して形成される建物ユニットを、所定の間隔をおいて配置し、そ
の間に別の構造を配置することで１つのユニット建物を構成することが行われている。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、複数の住宅ユニットを間隔をおいて配置し、この住宅ユニッ
トの間に継ぎ梁を張り渡し、この継ぎ梁の上に床パネルを設置することが開示されている
。
【０００４】
　したがって、上記の構成によって、複数の住宅ユニットを所定の間隔に保ち、隔てられ
た住宅ユニット間の平面剛性が十分確保されたユニット住宅を提供することができる。
【０００５】
　また、特許文献２では、複数の建物ユニットを間隔をおいて配置した際に、離隔配置さ
れた建物ユニットの上梁間に床フレームを配設し、床フレームの両側辺のそれぞれの一端
部を対応する上梁の中間部に支持するとともに、床フレームの両側辺の他の部分を対応す
る柱の上端部に支持するように構成されたユニット建物が開示されている。
【０００６】
　したがって、隣り合う建物ユニットの柱や梁が互いに重なり合うことがなく、構造状の
無駄が排されたユニット建物を得ることができる。
【特許文献１】特開昭５９－１０６６４１号公報
【特許文献２】特公平７－１０９１０９号公報
【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、上記した特許文献１，２の構成は、いずれも建物ユニット間の荷重伝達
を考慮したものではなかった。
【０００８】
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　そこで、本発明は、建物ユニット間の荷重伝達が良好な建物ユニットの連結構造と、こ
の建物ユニットの連結構造を備えた建物ユニットと、を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記目的を達成するために、本発明の建物ユニットの連結構造は、柱と該柱の上端間又
は下端間を接続する梁とを有する一対の建物ユニットを間隔をおいて配置し、該一対の建
物ユニットの同じ方向を向いた側面に付帯構造物を架け渡す建物ユニットの連結構造であ
って、前記付帯構造物を構成する水平フレームの突出部は、前記一対の建物ユニットの向
かい合った柱間又は梁間に挟み込まれて固定されることを特徴とする。
【００１０】
　また、前記水平フレームは、前記一対の建物ユニットの同じ方向を向いた柱間又は梁間
に架け渡して固定することができる。
【００１１】
　さらに、前記水平フレームの前記突出部は、向かい合った前記梁に沿うように配設され
る一対の第一枠材と、向かい合った前記柱又は前記梁に架け渡すように配設される第二枠
材と、を備え、前記一対の第一枠材のそれぞれの端部近傍は、向かい合った前記柱又は前
記梁に連結治具を介して固定されるとともに、前記第二枠材は、前記一対の第一枠材の端
部に架け渡して固定される構成とすることができる。
【００１２】
　そして、前記一対の第一枠材のそれぞれの端部近傍は、向かい合った前記柱又は前記梁
の端部近傍に固定されることが好ましい。
【００１３】
　また、前記連結治具は、向かい合った前記柱又は前記梁に取り付けられる建物側取付部
と、前記第一枠材に取り付けられる第一枠材取付部と、該建物側取付部と該第一枠材取付
部との間を繋ぐ連繋部と、を一体に備える構成とすることができる。
【００１４】
　さらに、前記付帯構造物は、前記水平フレームを支持する柱を備えることが好ましい。
【００１５】
　そして、本発明のユニット建物は、上記のいずれかの建物ユニットの連結構造を備えた
ユニット建物とすることができる。
【発明の効果】
【００１６】
　このように、本発明の建物ユニットの連結構造は、付帯構造物を構成する水平フレーム
の突出部が、一対の建物ユニットの向かい合った柱間又は梁間に挟み込まれて固定されて
いる。
【００１７】
　したがって、柱又は梁の側面から突出部の側面へと面に直交する方向に水平荷重を伝達
できるため、水平荷重を効率よく伝達することができる。
【００１８】
　さらに、水平フレームを、一対の建物ユニットの同じ方向を向いた柱間又は梁間に架け
渡して固定することで、突出部の両側と水平フレームの両側とを通じて建物ユニットと付
帯構造物とを前後左右に複数箇所で連結するため、付帯構造物を構成する水平フレーム全
体の剛性を利用して建物ユニットどうしを連結することができる。
【００１９】
　また、突出部は一対の第一枠材と第二枠材とを備え、一対の第一枠材のそれぞれの端部
近傍は向かい合った柱又は梁に連結治具を介して固定されるとともに、第二枠材は一対の
第一枠材の端部に架け渡して固定される。
【００２０】
　このように構成すれば、柱又は梁から第一枠材の端部近傍に伝達された水平荷重を、第
一枠材の端部に架け渡された第二枠材に対する軸力として作用させるため、荷重の伝達効
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率が良好となる。
【００２１】
　さらに、一対の第一枠材のそれぞれの端部近傍は、向かい合った柱又は梁の端部近傍に
固定されることで、剛性の大きい隅角部どうしを連結することになるため、建物ユニット
と水平フレームとの一体性を高めることができる。
【００２２】
　そして、連結治具は、建物側取付部と第一枠材取付部と連繋部とを一体に備えているた
め、建物ユニットの構造を変えることなく、建物ユニット柱又は梁と水平フレームの第一
枠材とを強固に連結することで、建物ユニットどうしを強固に連結することができる。
【００２３】
　また、付帯構造物は水平フレームを支持する柱を備えることで、建物ユニットが斜めに
倒れるような変形を防止することができる。
【００２４】
　さらに、上記のいずれかの建物ユニットの連結構造を備えたユニット建物は、ユニット
建物全体の一体性が高く、荷重伝達が良好なユニット建物となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明の最良の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００２６】
　まず、図２を用いて本発明の建物ユニットの連結構造Ｃを備えるユニット建物Ｓの全体
構成を説明する。
【００２７】
　このユニット建物Ｓは、図１，２に示すように、１階の一方の建物ユニット１，・・・
と、１階の他方の建物ユニット２，・・・と、２階の一方の建物ユニット１Ａ，・・・と
、２階の他方の建物ユニット２Ａ，・・・と、１階の一方の建物ユニット１と１階の他方
の建物ユニット２とにおける同じ方向を向いた側面１１，２１に架け渡された付帯構造物
としての廊下３と、この廊下３に取り付けられた階段９と、を備えている。
【００２８】
　この１階の一方の建物ユニット１は、図３に示すように、４本の柱１３，・・・と、こ
の柱１３，・・・の下端間を接続する梁としての４本の床梁１７，・・・と、この柱１３
，・・・の上端間を接続する梁としての４本の天井梁１４１，１４２，１４３，１４４と
、これらを連結するための継手材としてのジョイントプレート１５，・・・と、によって
構成される骨組み構造体を備えている。
【００２９】
　ここで、上記の骨組み構造体において、柱１３，・・・としては角形鋼管などを使用す
ることができる。また、床梁１７，・・・及び天井梁１４１，１４２，１４３，１４４と
しては、溝形鋼などを使用することができる。
【００３０】
　また、継手材としてのジョイントプレート１５，・・・は、金属などによって、上記の
床梁１７や天井梁１４１，１４２，１４３，１４４の外形と略同一の内形を有するコ字状
断面に形成されて、柱１３の上端近傍及び下端近傍の側面に突設されている。さらに、こ
のジョイントプレート１５の内側に、上記の床梁１７や天井梁１４１，１４２，１４３，
１４４などが溶接によって固定されている。
【００３１】
　そして、この骨格となる骨組み構造体に内壁面材（不図示）や外壁面材（不図示）や床
板（不図示）や天井板（不図示）などを取り付けることによって建物ユニット１が完成す
る。
【００３２】
　なお、上記した構成については、１階の他方の建物ユニット２や、２階の建物ユニット
１Ａ，２Ａについても略同様であるから説明を省略する。
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【００３３】
　また、付帯構造物としての廊下３は、図２，３に示すように、水平フレーム３０と、こ
の水平フレーム３０の端縁に立設される手摺３８と、この水平フレーム３０を支持する柱
３３，・・・と、を備えている。
【００３４】
　この水平フレーム３０は、図３に示すように、第一枠材３１，３１と第二枠材３２と第
五枠材３７とによって形成される中央の枠と、第三枠材３５，３５と第四枠材３６と第五
枠材３７とによって形成される両端の枠と、が間隔保持材３４，３４及び柱３３，３３の
上端部を介して連結されて構成されている。
【００３５】
　この中央の枠を構成する第一枠材３１は、溝形鋼などによって形成されるもので（図５
参照）、一方の端部近傍の側面が建物ユニット１，２の向かい合った天井梁１４２，２４
２の継手材１５，２５の側面に、後述する連結治具４を介して取り付けられている。
【００３６】
　また、中央の枠を構成する第二枠材３２は、溝形鋼などによって形成されるもので（図
５参照）、上記した第一枠材３１，３１の端部どうしに架け渡すように溶接などによって
固定されて、向かい合った天井梁１４２，２４２に架け渡す方向に配設されている。
【００３７】
　このように、この第一枠材３１，３１の端部近傍と、第二枠材３２と、によって構成さ
れる突出部３０ａが、建物ユニット１，２の向かい合った天井梁１４２，２４２の間に挟
みこまれることとなる。
【００３８】
　また、この第二枠材３２には、図４(a)に示すように、階段９を構成する階段フレーム
９１，９１が取り付けられている。
【００３９】
　さらに、両端の枠を構成する第三枠材３５や第四枠材３６や第五枠材３７は、溝形鋼な
どによって形成されるもので、第四枠材３６，３６の側面は後述する連結治具４によって
建物ユニット１，２の同じ方向を向いた天井梁１４１，２４１の側面に固定されている。
【００４０】
　加えて、建物ユニット１，２とは反対側に配設される第五枠材３７は、中央の枠と両端
の枠とで共通して用いられており、水平フレーム３０全体としての一体性を高めている。
【００４１】
　そして、本実施の形態の建物ユニットの連結構造Ｃは、図４に示すように、建物ユニッ
ト１，２の向かい合った梁としての天井梁１４２，２４２と、付帯構造物としての廊下３
の第一枠材３１，３１と、が連結治具４によって連結されている。
【００４２】
　この連結治具４は、図６に示すように、向かい合った天井梁１４２，２４２に取り付け
られる建物側取付部４１と、第一枠材３１に取り付けられる第一枠材取付部４２と、建物
側取付部４１と第一枠材取付部４２との間を繋ぐ一対の連繋部４３，４３と、を一体に備
えている。
【００４３】
　建物側取付部４１は、図６に示すように、金属などによって板状に形成されるもので、
板面の中央上部及び中央下部にボルト孔４１ａ，４１ａが形成されている（図６（ｃ）参
照）。
【００４４】
　そして、図５（ａ）（ｃ）に示すように、建物側取付部４１の板面をジョイントプレー
ト１５の側面に沿うように合わせて、ボルト・ナット５１，５１によって、天井梁１４、
ジョイントプレート１５、建物側取付部４１をこの順に挿通させて締め付けることで、連
結治具４を天井梁１４２に固定している。
【００４５】
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　また、第一枠材取付部４２は、図６に示すように、金属板などを折り曲げて略Ｌ字断面
状に形成されるもので、Ｌ字の垂直面を構成する垂直板４２１と、Ｌ字の水平面を構成す
る水平板４２２と、を備えている。
【００４６】
　この垂直板４２１は、中央に形成されるシノ孔４２１ａと中央上部に形成されるボルト
孔４２１ｂとを備えており、板面が上記した建物側取付部４１の板面と平行になるように
形成されている。
【００４７】
　また、水平板４２２は、上記の垂直板４２１の下縁を略垂直に折り曲げるようにして形
成されるもので、第一枠材３１を取り付ける際にガイドとなるガイドピン４４とシノ孔４
２２ａとボルト孔４２２ｂとを備えている。
【００４８】
　なお、図６において、ガイドピン４４は、円錐が２つ重ねられてキノコ状に形成されて
いるが、円孔が設けられた板に挿入されて抜けにくいものであれば、どのような形状であ
ってもよい。
【００４９】
　そして、図５に示すように、このガイドピン４４は上記した第一枠材３１の端部近傍の
フランジに設けられたガイド孔（不図示）に挿入されるとともに、水平板４２２に設けた
ボルト孔４２２ｂを通じて第一枠材３１の端部近傍のフランジをボルト・ナット５３によ
って挿通させて締め付けることで、第一枠材３１のフランジと連結治具４とを固定してい
る。
【００５０】
　さらに、図５に示すように、垂直板４２１に設けたボルト孔４２１ｂを通じて第一枠材
３１の端部近傍のウェブをボルト・ナット５２によって挿通させ、抑え板４５を介して締
め付けることで、第一枠材３１のウェブと連結治具４とを固定している。
【００５１】
　また、一対の連繋部４３，４３は、図６に示すように、金属などによって板状に形成さ
れるもので、上記した建物側取付部４１の面と第一枠材取付部４２の垂直板４２１の面と
の両方に略垂直になるように、２枚が平行に嵌め込まれて溶接などによって固定されてい
る。
【００５２】
　したがって、図５に示すように、この一対の連繋部４３，４３は、向かい合った天井梁
１４２，２４２に架け渡す方向に板面を平行にして配設されることとなり、一方の建物ユ
ニット１からの水平荷重を他方の建物ユニット２へ軸力として伝達できるように形成され
ている。
【００５３】
　次に、本実施の形態の建物ユニットの連結構造Ｃを備えるユニット建物Ｓの設置作業に
ついて、図２，３を参照しながら説明する。
【００５４】
　まず、あらかじめ工場において、柱１３，・・・や天井梁１４１，１４２，１４３，１
４４や床梁１７，・・・などをジョイントプレート１５の内面に溶接によって固定して骨
組構造体を形成する。
【００５５】
　続いて、この骨組構造体に内壁面材などを取付けることで、建物ユニット１，２，１Ａ
，２Ａを製造する。この際、廊下３を取付ける側の１階の建物ユニット１，２の外壁面材
１６（図５参照）には、連結治具４を取付けるための取付孔１６ａを設けておく。
【００５６】
　次に、完成した１階の建物ユニット１，２を、トレーラなどに載せて施工現場まで運搬
し、現場に構築した基礎７に載置し、アンカーボルトによって固定する。この状態では、
一方の１階の建物ユニット１と他方の１階の建物ユニット２とは互いに連結されていない
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。
【００５７】
　これとは別工程において、中央の枠と両端の枠とに分けて運搬された水平フレーム３０
を、間隔保持材３４，３４と柱３３，・・・とを介して互いに接合し、一体構造としてお
く。
【００５８】
　一方、建物ユニット１，２には、上記した外壁面材１６に設けた取付孔１６ａを通じて
、向かい合った天井梁１４２，２４２に連結治具４，４を取り付けておく。具体的には、
図５に示すように、ボルト・ナット５１，５１によって、天井梁１４とジョイントプレー
ト１５と連結治具４とを連通して締め付けて固定する。
【００５９】
　同様に、同じ方向を向いた天井梁１４１，２４１に連結治具４，４を取り付けておく。
【００６０】
　次に、組み立てられた水平フレーム３０を有する廊下３を、クレーンなどによって吊り
上げながら慎重に移動させ、水平フレーム３０の突出部３０ａが建物ユニット１，２の向
かい合った天井梁１４２，２４２の間に挟み込まれるようにさせて固定する。
【００６１】
　具体的には、図５に示すように、まず、水平フレーム３０の第一枠材３１の端部近傍に
設けられたガイド孔（不図示）の位置を連結治具４のガイドピン４４の位置に合わせ、ガ
イドピン４４をガイド孔に挿入させてやることで位置を決める。
【００６２】
　そして、位置が決められたら、連結治具４の第一枠材取付部４２の垂直板４２１に設け
たボルト孔４２１ｂを通じて第一枠材３１のウェブを抑え板４５を介してボルト・ナット
５２によって締め付けて固定するとともに、水平板４２２に設けたボルト孔４２２ｂを通
じて第一枠材３１のフランジをボルト・ナット５３によって締め付けて固定する。
【００６３】
　同様に、水平フレーム３０の両端の枠の第四枠材３６，３６を、これと平行な建物ユニ
ット１，２の天井梁１４１，２４１に連結治具４を介して固定する。
【００６４】
　最後に、２階の建物ユニット１Ａ，・・・，２Ａ，・・・を１階の建物ユニット１，・
・・，２，・・・の上に載置して固定し、さらに屋根ユニット８を載置して固定すること
で、ユニット建物Ｓの設置作業が完了する。
【００６５】
　次に、本実施の形態の建物ユニットの連結構造Ｃの作用について説明する。
【００６６】
　このように、本発明の建物ユニットの連結構造Ｃは、付帯構造物としての廊下３を構成
する水平フレーム３０の突出部３０ａが、一対の建物ユニット１，２の向かい合った天井
梁１４２，２４２間に挟み込まれて固定されている。
【００６７】
　したがって、天井梁１４２，２４２の側面から突出部３０ａの側面へと面に直交する方
向に水平荷重を伝達できるため、荷重の伝達効率が良好である。
【００６８】
　つまり、建物ユニット１，２どうしの間隔が狭くなる方向に作用する水平荷重に対して
は、天井梁１４２，２４２や突出部３０ａの側面に直交する方向に荷重を伝達することで
、ボルトのせん断力などによって荷重を伝達する必要がなくなり、水平フレーム３０で突
っ張るようにして伝達できる。
【００６９】
　さらに、水平フレーム３０を、一対の建物ユニット１，２の同じ方向を向いた天井梁１
４１，２４１に架け渡して固定することで、突出部３０ａの取付箇所と水平フレーム３０
の取付け箇所とを通じて建物ユニット１，２と付帯構造物としての廊下３とを前後左右に
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複数箇所で連結するため、付帯構造物としての廊下３を構成する水平フレーム３０全体の
剛性を利用して建物ユニット１，２どうしを連結することができる。
【００７０】
　つまり、一般に、廊下やバルコニー（不図示）や庇（不図示）などの付帯構造物は、鉛
直荷重を支持するために、所定の剛性を有する水平フレームを備えている。従来、この水
平フレームは、建物ユニットの同じ方向を向いた外壁に架け渡されて固定されるだけであ
り、向かい合った外壁に挟み込まれることはなかった。
【００７１】
　しかしながら、このように、水平フレームが建物ユニットの同じ方向を向いた外壁に架
け渡されて固定されるだけでは、この同じ方向を向いた外壁に沿う方向の水平荷重を効率
よく伝達することは困難であった。
【００７２】
　すなわち、水平フレームの側面を、外壁に架け渡すように固定したとしても、地震荷重
などの大きい荷重が作用した場合には、水平フレームの外壁側に位置する部材のみによっ
て水平荷重を負担することとなるため、効率よく水平荷重を伝達することはできなかった
。
【００７３】
　これに対して、本実施の形態の水平フレーム３０は、水平フレーム３０を同じ方向を向
いた天井梁１４１，２４１に架け渡して固定されることに加えて、水平フレーム３０の突
出部３０ａが一対の建物ユニット１，２の向かい合った天井梁１４２，２４２間に挟み込
まれて固定されている。
【００７４】
　したがって、地震荷重などの大きい荷重が作用した場合でも、水平フレーム３０におけ
る建物ユニット１，２の側面１１，２１側に位置する第二枠材３２や第四枠材３６，３６
だけではなく、水平フレーム３０の全体で水平荷重を伝達することができる。
【００７５】
　つまり、第一枠材３１，３１の端部が向かい合った天井梁１４２，２４２の間に挟み込
まれることで、この第一枠材３１，３１を介して側面１１，２１とは反対側に位置する第
五枠材３７や、隣接する第三枠材３５，３５などに荷重を分散することで、水平フレーム
３０の全体で水平荷重を伝達することができる。
【００７６】
　また、本実施の形態の建物ユニットの連結構造Ｃは、一対の建物ユニット１，２の同じ
方向を向いた天井梁１４１，２４１と、向かい合った天井梁１４２，２４２と、の２つの
辺を水平フレーム３０によって固定している。したがって、ユニット建物Ｓの全体が水平
面内で捩れるような変形を防止することができる。
【００７７】
　そして、本実施の形態の付帯構造物としての廊下３は、水平フレーム３０の端縁に手摺
３８が立設され、上下方向にも剛性を有しているため、建物ユニット１，２の上下方向の
相対変位を抑えることもできる。
【００７８】
　また、水平フレーム３０には柱３３，・・・が取り付けられて下方から支持されている
ため、建物ユニット１，２が斜めに倒れるような変形に対しても、この柱３３，・・・に
よって変形を防止することができる。
【００７９】
　つまり、柱３３，・・・は水平フレーム３０に固定されていることで、水平フレーム３
０の上下移動を拘束することができるため、結果としてこの水平フレーム３０が固定され
た建物ユニット１，２の上下移動を拘束することができる。
【００８０】
　このように上下移動を拘束すれば、建物ユニット１，２が斜めに倒れるように変形する
ことを防止できる。
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【００８１】
　そして、上記したように、間隔をおいて配置された建物ユニット１，２の間に水平荷重
を効率よく伝達することができれば、互いに他方を支えることができるため、建物ユニッ
ト１，２のそれぞれの水平荷重に対する安定性を高くすることができる。
【００８２】
　また、突出部３０ａは一対の第一枠材３１，３１と第二枠材３２とを備え、一対の第一
枠材３１，３１のそれぞれの端部近傍は向かい合った天井梁１４２，２４２に連結治具４
，４を介して固定されるとともに、第二枠材３２は一対の第一枠材３１，３１の端部に架
け渡して固定される。
【００８３】
　このように構成すれば、天井梁１４２，２４２から第一枠材３１，３１の端部近傍に伝
達された水平荷重を、第一枠材３１，３１の端部に架け渡された第二枠材３２に対する軸
力として作用させるため、荷重の伝達効率が良好となる。
【００８４】
　さらに、一対の第一枠材３１，３１のそれぞれの端部近傍は、向かい合った天井梁１４
２，２４２の端部近傍に固定されることで、剛性の大きい隅角部どうしを連結することに
なるため、建物ユニット１，２と水平フレーム３０との一体性を高めることができる。
【００８５】
　すなわち、隅角部では面内で建物ユニット１の柱１３と天井梁１４２とが直交している
ことに加えて、面外方向にも天井梁１４１が連結されている。同様に、水平フレーム３０
でも、第一枠材３１と第二枠材３２とが連結されている。このように剛性が高い隅角部ど
うしを連結し、面外方向の天井梁１４１と第二枠材３２とが直線状に並ぶことで、荷重が
作用した際にも隅角部近傍の連結箇所が変形してしまうことがなくなり、ユニット建物Ｓ
全体としての一体性が高くなる。
【００８６】
　そして、連結治具４は、建物側取付部４１と第一枠材取付部４２と連繋部４３，４３と
を一体に備えているため、建物ユニット１，２の構造を変えることなく、建物ユニット１
，２の天井梁１４２，２４２と水平フレーム３０の第一枠材３１，３１とを強固に連結す
ることで、建物ユニット１，２どうしを強固に連結することができる。
【００８７】
　このように、建物ユニット１，２の構造を変えないということは、工場の生産ラインに
おいて建物ユニット１，２を生産するユニット工法においては、略同一の生産ラインを使
用できるという点で特に効果が大きいといえる。
【００８８】
　加えて、この連結治具４は、第一枠材取付部４２の垂直板４２１に設けたボルト孔４２
１ｂを通じて第一枠材３１のウェブをボルト・ナット５２によって固定するとともに、水
平板４２２に設けたボルト孔４２２ｂを通じて第一枠材３１のフランジをボルト・ナット
５３によって固定している。
【００８９】
　このように、第一枠材３１のウェブとフランジとを固定することで、第一枠材３１を上
下方向に２箇所で固定することとなるため、第一枠材３１が断面方向に倒れるような変形
に対しても強い構造となっている。
【００９０】
　加えて、連結治具４は、建物側取付部４１と第一枠材取付部４２と連繋部４３，４３と
を一体に備えているため、現場施工の手間を省いて、工期を短縮することができる。
【００９１】
　つまり、建物ユニット１と水平フレーム３０を連結する際に、まず建物ユニット１に連
結治具４を取り付け、次に連結治具４に水平フレーム３０を取り付けるという、２段階の
作業によって建物ユニット１と水平フレーム３０とを連結することができる。この際、上
記したように建物ユニット１の構造を変える必要もない。
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【００９２】
　さらに、連結治具４の第一枠材取付部４２は水平板４２２を有しており、この水平板４
２２に設けたガイドピン４４に水平フレーム３０の第一枠材３１の位置を合わせ、ボルト
・ナット５３によって固定することで、水平フレーム３０の取り付けを容易にしている。
【００９３】
　すなわち、水平フレーム３０の取り付け作業を、位置あわせの作業と固定の作業とに分
割することで、取り付け作業全体を容易にすることができる。
【００９４】
　そして、上記したような建物ユニットの連結構造Ｃを備えたユニット建物Ｓは、ユニッ
ト建物Ｓ全体の一体性が高く、荷重伝達が良好で安定性の高いユニット建物Ｓとすること
ができる。
【００９５】
　つまり、間隔をおいて配置された建物ユニット１，２の間に水平荷重を効率よく伝達す
ることができれば、一方の建物ユニット１に水平荷重が作用した際には他方の建物ユニッ
ト２によって支持できるうえに、他方の建物ユニット２に水平荷重が作用した際には一方
の建物ユニット１によって支持することができる。
【００９６】
　さらに、地震によってユニット建物Ｓ全体に水平荷重が作用した際にも、建物ユニット
１，２を相互に連結することで、ユニット建物Ｓの全体としての剛性を高めることで、全
体の変形などを抑えることができる。
【００９７】
　以上、図面を参照して、本発明の最良の実施の形態を詳述してきたが、具体的な構成は
、この実施の形態に限らず、本発明の要旨を逸脱しない程度の設計的変更は、本発明に含
まれる。
【００９８】
　例えば、本実施の形態では、付帯構造物としての廊下３の突出部３０ａを、向かい合っ
た梁としての天井梁１４２，２４２の間に挟み込む場合について説明したが、これに限定
されるものではなく、梁としての向かい合った床梁間に挟み込むものでもよいし、向かい
合った柱間に挟み込むものでもよい。
【００９９】
　そして、本実施の形態では、付帯構造物として廊下３を用いる場合について説明したが
、これに限定されるものではなく、バルコニーや庇など、建物ユニットの同じ方向を向い
た側面に架け渡されるものであれば、どのようなものであっても適用できる。
【０１００】
　また、本実施の形態では、水平フレーム３０が建物ユニット１，２の天井梁１４２，２
４２に取り付けられる構造について説明したが、これに限定されるものではなく、隅角部
近傍の剛性が高い部材であれば、どの部材に取り付けるものであってもよい。
【０１０１】
　さらに、本実施の形態では、連結治具４を用いて建物ユニット１，２と水平フレーム３
０とを連結する構造について説明したが、これに限定さえるものではなく、連結治具４を
用いずに建物ユニット１，２と水平フレーム３０との部材どうしを直接連結するものであ
ってもよい。
【０１０２】
　そして、本実施の形態では、付帯構造物としての廊下３を１階の建物ユニット１，２に
連結する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、３階建ての建物など
の場合に２階の建物ユニットに連結するものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】本発明の最良の実施の形態の建物ユニットの連結構造を備えるユニット建物の概
略構成を説明する平面図である。
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【図２】本発明の最良の実施の形態の建物ユニットの連結構造を備えるユニット建物の構
成を説明する斜視図である。
【図３】本発明の最良の実施の形態の建物ユニットの連結構造の構成を分解して説明する
分解斜視図である。
【図４】本発明の最良の実施の形態の建物ユニットの連結構造の構成を説明する説明図で
ある。（ａ）は水平方向に切断して上から見た断面図であり、（ｂ）は（ａ）においてＡ
－Ａ矢視方向に見た断面図である。
【図５】本発明の最良の実施の形態の建物ユニットの連結構造の構成を拡大して説明する
拡大説明図である。（ａ）は水平方向に切断して上から見た断面図であり、（ｂ）は鉛直
方向に切断して正面から見た断面図であり、（ｃ）は鉛直方向に切断して側面から見た断
面図である。
【図６】連結治具の構成を説明する説明図である。（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図、（
ｃ）は側面図である。
【符号の説明】
【０１０４】
Ｓ　　　　　ユニット建物
Ｃ　　　　　建物ユニットの連結構造
１，２　　　建物ユニット
１１，２１　側面
１３，２３　柱
１４１，２４１　同じ方向を向いた天井梁（梁）
１４２，２４２　向かい合った天井梁（梁）
３　　　　　廊下（付帯構造物）
３０　　　　水平フレーム
３０ａ　　　突出部
３１　　　　第一枠材
３２　　　　第二枠材
３３　　　　柱
４　　　　　連結治具
４１　　　　建物側取付部
４２　　　　第一枠材取付部
４２１　　　垂直板
４２２　　　水平板
４３　　　　連繋部
５１，５２，５３　ボルト・ナット



(12) JP 5400283 B2 2014.1.29

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(13) JP 5400283 B2 2014.1.29

【図６】



(14) JP 5400283 B2 2014.1.29

10

フロントページの続き

(56)参考文献  実開昭５９－１０２８０３（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開昭６３－２９３２４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－１２１５８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０４－０９７０３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－３４６５１７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０４Ｂ　　　１／３４８　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

