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(57)【要約】
【課題】施工費用の低廉化と施工の容易化を図り得る基
礎構造とその施工方法の提供。
【解決手段】コンクリート製の基礎梁７で接続されるコ
ンクリート製のフーチング２が、上方に位置する高強度
コンクリート製の柱１からの鉛直荷重を下方に位置する
支持部６に伝達して支持させる基礎構造であって、フー
チング２が、フーチング底部３と、フーチング底部３と
柱１との間に位置する柱直下部４と、柱直下部４の外周
に位置するフーチング外周部５とに区分され、フーチン
グ底部３が高強度コンクリートで、柱直下部４が柱１と
同程度またはそれ以上の強度を有する高強度コンクリー
トで構成されている基礎構造とその施工方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンクリート製の基礎梁により互いに接続されるコンクリート製のフーチングが、各フ
ーチングの上方に位置する高強度コンクリート製の柱からの鉛直荷重を各フーチングの下
方に位置する支持部に伝達して支持させる基礎構造であって、
　前記フーチングが、フーチング底部と、そのフーチング底部と前記柱との間に位置する
柱直下部と、その柱直下部の外周に位置するフーチング外周部とに区分され、前記フーチ
ング底部が高強度コンクリートで構成され、前記柱直下部が前記柱と同程度またはそれ以
上の強度を有する高強度コンクリートで構成されている基礎構造。
【請求項２】
　前記フーチング外周部が、前記柱直下部およびフーチング底部よりも低強度のコンクリ
ートで、前記基礎梁と同じコンクリートで構成されている請求項１に記載の基礎構造。
【請求項３】
　前記支持部が免震装置である請求項１または２に記載の基礎構造。
【請求項４】
　前記柱直下部が、前記柱と一体的に構成されている請求項１～３のいずれか１項に記載
の基礎構造。
【請求項５】
　コンクリート製の基礎梁により互いに接続されるコンクリート製のフーチングが、各フ
ーチングの上方に位置する高強度コンクリート製の柱からの鉛直荷重を各フーチングの下
方に位置する支持部に伝達して支持させる基礎構造の施工方法であって、
　前記フーチングが、フーチング底部と、そのフーチング底部と前記柱との間に位置する
柱直下部と、その柱直下部の外周に位置するフーチング外周部とに区分され、前記フーチ
ング底部と柱直下部が、それぞれプレキャストコンクリート製で、それらフーチング底部
と柱直下部を据え付けた状態で、前記フーチング外周部と前記基礎梁を現場打ちコンクリ
ートの同時打設で施工する基礎構造の施工方法。
【請求項６】
　前記フーチング底部の上面を前記基礎梁の配筋の受け面にして施工する請求項５に記載
の基礎構造の施工方法。
【請求項７】
　前記柱直下部が、前記柱と一体的に構成されたプレキャストコンクリート製である請求
項５または６に記載の基礎構造の施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンクリート製の基礎梁により互いに接続されるコンクリート製のフーチン
グが、各フーチングの上方に位置する高強度コンクリート製の柱からの鉛直荷重を各フー
チングの下方に位置する支持部に伝達して支持させる基礎構造とその施工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このような基礎構造では、従来、コンクリート製のフーチングが、フーチング全体とし
て同じ強度のコンクリートで一体化されたブロック状に構成されていたのが一般的である
（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－２２０３１９号公報（特に図２参照）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　フーチングは、上方に位置する高強度コンクリート製の柱からの鉛直荷重を下方に位置
する免震装置などの支持部に伝達して支持させるものであるから、フーチング全体を同じ
強度のコンクリートでブロック状に構成する従来の基礎構造では、高強度コンクリートで
構成する必要があり、フーチングが高価なものとなる。
　そのため、基礎構造の施工費用がかなり高価になり、更に、フーチングが大きくて重く
なるため、フーチングをプレキャストコンクリート製にする場合には、現場へのフーチン
グの搬入に際し、クレーンなどによる揚重作業が困難になって基礎構造の施工に困難性を
伴うという問題もある。
【０００５】
　本発明は、このような従来の問題点に着目したもので、その目的は、施工費用の低廉化
と施工の容易化を図り得る基礎構造とそ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】
【０００６】
　本発明の第１特徴構成は、コンクリート製の基礎梁により互いに接続されるコンクリー
ト製のフーチングが、各フーチングの上方に位置する高強度コンクリート製の柱からの鉛
直荷重を各フーチングの下方に位置する支持部に伝達して支持させる基礎構造であって、
前記フーチングが、フーチング底部と、そのフーチング底部と前記柱との間に位置する柱
直下部と、その柱直下部の外周に位置するフーチング外周部とに区分され、前記フーチン
グ底部が高強度コンクリートで構成され、前記柱直下部が前記柱と同程度またはそれ以上
の強度を有する高強度コンクリートで構成されている点にある。
【０００７】
　本構成によれば、フーチングが、フーチング底部と、そのフーチング底部と柱との間に
位置する柱直下部と、その柱直下部の外周に位置するフーチング外周部とに区分され、フ
ーチング底部が高強度コンクリートで構成され、柱直下部が柱と同程度またはそれ以上の
強度を有する高強度コンクリートで構成されているので、高強度コンクリート製の柱から
の鉛直荷重をフーチングの柱直下部とフーチング底部を介して下方の支持部に確実に伝達
して支持させることができる。
　そして、フーチング底部を柱直下部よりも安価な高強度コンクリートで構成することが
可能であり、また、フーチング外周部をそのフーチング底部よりも更に安価な普通のコン
クリートで構成することも可能であるため、例えば、フーチング全体を柱と同程度または
それ以上の強度を有する高強度コンクリートで構成する従来の基礎構造に比して、フーチ
ングが安価となって施工費用の大幅な低廉化を図ることができる。
　更に、フーチングが、最終的に全体として大きくて重くなる場合であっても、例えば、
３つに区分されるフーチング底部、柱直下部、および、フーチング外周部を現場に別々に
搬入することが可能であり、クレーンなどによる揚重作業が容易で施工の容易化を図るこ
とができる。
【０００８】
　本発明の第２特徴構成は、前記フーチング外周部が、前記柱直下部およびフーチング底
部よりも低強度のコンクリートで、前記基礎梁と同じコンクリートで構成されている点に
ある。
【０００９】
　本構成によれば、フーチング外周部が、柱直下部およびフーチング底部よりも低強度の
コンクリートで構成されているので、フーチングが安価となり、施工費用の低廉化を図る
ことができる。
　それに加えて、そのフーチング外周部が、基礎梁と同じコンクリートで構成されている
ので、基礎梁と同時にコンクリートを現場打ちして施工することも可能となり、施工の容
易化と施工期間の短縮化を図ることができる。
【００１０】
　本発明の第３特徴構成は、支持部が免震装置である点にある。
【００１１】
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　本構成によれば、柱からの鉛直荷重を支持する支持部が免震装置であるから、その免震
装置に対して柱からの鉛直荷重を確実に伝達して支持させることができ、免震装置を備え
た建物を所望どおりに構築することができる。
【００１２】
　本発明の第４特徴構成は、前記柱直下部が、前記柱と一体的に構成されている点にある
。
【００１３】
　本構成によれば、柱直下部が、柱と一体的に構成されているので、現場での作業を簡略
にして施工期間の短縮化を図ることができる。
【００１４】
　本発明の第５特徴構成は、コンクリート製の基礎梁により互いに接続されるコンクリー
ト製のフーチングが、各フーチングの上方に位置する高強度コンクリート製の柱からの鉛
直荷重を各フーチングの下方に位置する支持部に伝達して支持させる基礎構造の施工方法
であって、前記フーチングが、フーチング底部と、そのフーチング底部と前記柱との間に
位置する柱直下部と、その柱直下部の外周に位置するフーチング外周部とに区分され、前
記フーチング底部と柱直下部が、それぞれプレキャストコンクリート製で、それらフーチ
ング底部と柱直下部を据え付けた状態で、前記フーチング外周部と前記基礎梁を現場打ち
コンクリートの同時打設で施工する点にある。
【００１５】
　本構成によれば、上記第１特徴構成において述べたように、柱からの鉛直荷重を支持部
に確実に伝達して支持させ得るにもかかわらず、施工費用の大幅な低廉化を図ることがで
きるのに加えて、フーチング底部と柱直下部が、それぞれプレキャストコンクリート製で
あるから、現場での作業が簡略化されて、施工の容易化と施工期間の短縮化を図ることが
できる。
　そして、それらフーチング底部と柱直下部を据え付けた状態で、フーチング外周部と基
礎梁を現場打ちコンクリートの同時打設で施工するので、更なる施工の容易化と施工期間
の短縮化を図ることができる。
【００１６】
　本発明の第６特徴構成は、前記フーチング底部の上面を前記基礎梁の配筋の受け面にし
て施工する点にある。
【００１７】
　本構成によれば、フーチング底部の上面を基礎梁の配筋の受け面にして施工するので、
基礎梁の配筋作業の容易化と施工期間の短縮化が可能となる。
【００１８】
　本発明の第７特徴構成は、前記柱直下部が、前記柱と一体的に構成されたプレキャスト
コンクリート製である点にある。
【００１９】
　本構成によれば、柱直下部が、柱と一体的に構成されたプレキャストコンクリート製で
あるから、施工の容易化と施工期間の短縮化がより一層顕著となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】基礎構造の要部の縦断正面図
【図２】基礎構造の施工方法を示す要部の縦断正面図
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明による基礎構造とその施工方法の実施形態を図面に基づいて説明する。
　本発明は、多数の柱を備えた建物において、図１に示すように、各柱１の下方に位置す
るフーチング２が、各柱１からの鉛直荷重を下方に位置する支持部としての免震装置６に
伝達して支持させる基礎構造に関し、免震装置６からの鉛直荷重は、最終的に、免震装置
６の下方に位置する下基礎部８や基礎杭９により支持される。
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　柱１は、例えば、設計基準強度が８０Ｎ／ｍｍ２の高強度コンクリートで構成されるプ
レキャストコンクリート製であり、フーチング２も、後述するようにコンクリート製であ
って、隣接するフーチング２どうしは、例えば、設計基準強度が３６Ｎ／ｍｍ２の普通の
コンクリートで構成される基礎梁７により互いに接続される。
【００２２】
　フーチング２は、基礎梁７より下方に位置するフーチング底部３と、そのフーチング底
部３と柱１との間に位置する柱直下部４と、フーチング底部３の上方で柱直下部４の外周
に位置するフーチング外周部５とに区分され、フーチング２の全体形状は、例えば、直方
体に構成される
　フーチング底部３は、例えば、設計基準強度が６０Ｎ／ｍｍ２の高強度コンクリートで
構成されるプレキャストコンクリート製であり、フーチング外周部５は、設計基準強度が
３６Ｎ／ｍｍ２、つまり、基礎梁７と同じ強度の普通のコンクリートで構成される。
　柱直下部４は、例えば、設計基準強度が８０Ｎ／ｍｍ２またはそれ以上、つまり、フー
チング底部３よりも高強度で、柱１と同程度またはそれ以上の強度を有する高強度コンク
リートで構成されるプレキャストコンクリート製である。
【００２３】
　このような構成の基礎構造によれば、フーチング２の柱直下部４が柱１と同程度または
それ以上の強度を有する高強度コンクリートで構成されているので、たとえフーチング外
周部５が基礎梁７と同じ強度の普通のコンクリートで構成されていても、柱１からの鉛直
荷重は、柱直下部４を介して下方のフーチング底部３に確実に伝達される。
　そのフーチング底部３においては、柱直下部４からの鉛直荷重に起因する圧縮応力場が
、仮想線１１で示すように、下方の免震装置６に向けて末広がり状となる。そのため、フ
ーチング底部３が、たとえ柱直下部４よりも低強度のコンクリートであっても、高強度コ
ンクリートである限り、柱直下部４からの鉛直荷重を下方の免震装置６に確実に伝達する
ことができ、その結果、柱１からの鉛直荷重をフーチング２の柱直下部４とフーチング底
部３を介して下方の免震装置６に確実に伝達して支持させることが可能となる。
【００２４】
　つぎに、上述した基礎構造の施工方法について説明する。
　まず、基礎杭９や下基礎部８を施工した後、図２（ａ）に示すように、その下基礎部８
の上に免震装置６を固定し、その後、免震装置６の上にプレキャストコンクリート製のフ
ーチング底部３を据え付け固定し、そのフーチング底部３の上にプレキャストコンクリー
ト製の柱直下部４を載置し、フーチング底部３と柱直下部４の間にグラウトを注入して、
柱直下部４を鉛直に据え付ける。
　更に、その柱直下部４の上にプレキャストコンクリート製の柱１を載置し、柱直下部４
と柱１の間にグラウトを注入して、柱１を鉛直に据え付ける。
【００２５】
　その後、図２（ｂ）に示すように、基礎梁７の配筋１０およびフーチング外周部５の配
筋（図示せず）を行うのであり、その配筋作業に際し、フーチング底部３の上面を基礎梁
７の配筋１０およびフーチング外周部５の配筋の受け面にして施工する。そして、フーチ
ング外周部５と基礎梁７のコンクリート用型枠（図示せず）を配置し、現場打ちコンクリ
ートの同時打設によって、図２（ｂ）中に仮想線で示すように、フーチング外周部５と基
礎梁７を一体的に構築する。
　すなわち、免震装置６の上にプレキャストコンクリート製のフーチング底部３と柱直下
部４を据え付け、更には、プレキャストコンクリート製の柱１をも据え付けた状態で、フ
ーチング外周部５と基礎梁７を現場打ちコンクリートの同時打設で施工して構築するので
ある。
【００２６】
　　〔別実施形態〕
（１）先の実施形態では、柱１、フーチング底部３、柱直下部４、フーチング外周部５、
および、基礎梁７に関し、その設計基準強度を具体的な数値で示したが、それらの数値は
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コンクリート製であり、フーチング底部３が高強度コンクリート製、柱直下部４が柱１と
同程度またはそれ以上の強度を有する高強度コンクリート製、フーチング外周部５と基礎
梁７がコンクリート製であればよい。
　また、フーチング底部３は、必ずしも柱直下部４よりも低強度のコンクリートである必
要はなく、同様に、フーチング外周部５と基礎梁７は、必ずしも柱直下部４およびフーチ
ング底部３よりも低強度のコンクリートである必要はない。そして、そのフーチング外周
部５と基礎梁７を同時打設ではなく、別々に打設して施工することも可能であり、また、
フーチング底部３の上面を基礎梁７の配筋１０の受け面とせずに施工することも可能であ
る。
【００２７】
（２）先の実施形態では、柱１と柱直下部４が互いに別体に構成されたプレキャストコン
クリート製からなる例を示したが、柱１と柱直下部４を互いに一体的に構成されたプレキ
ャストコンクリート製にして実施することもできる。更に、フーチング底部３も加えて、
柱１、柱直下部４、および、フーチング底部３を一体化されたプレキャストコンクリート
製にすることも可能であり、柱直下部４とフーチング底部３を一体化されたプレキャスト
コンクリート製にして実施することも可能である。
　また、柱１、フーチング底部３、および、柱直下部４が、それぞれプレキャストコンク
リート製からなる例を示したが、これら柱１、フーチング底部３、および、柱直下部４の
一部または全部を現場打ちコンクリートにより構築することもできる。
　そして、柱１からの鉛直荷重を支持する支持部の一例として免震装置６を示したが、例
えば、柱１からの鉛直荷重を基礎杭などにより直接支持する構成の基礎構造に適用するこ
とも可能である。
【符号の説明】
【００２８】
　１　　　　柱
　２　　　　フーチング
　３　　　　フーチング底部
　４　　　　柱直下部
　５　　　　フーチング外周部
　６　　　　支持部としての免震装置
　７　　　　基礎梁
　１０　　　基礎梁の配筋
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【図１】 【図２】
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