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(57)【要約】
【課題】　建物ユニット等の建物構造体を構成する床パ
ネルと壁パネルを隙間なく連結するとともに、建物構造
体の床パネルが下部構造体に対して変位することを防止
し、更に下部構造体に対する建物全体の引抜き耐力を向
上すること。
【解決手段】　ユニット建物において、基礎１０から上
方に突出する固定ボルト１２を有し、床パネル４０の側
から延出して該床パネル４０の上方にまで延在する連結
具６０を壁パネル５０に連結してなり、連結具６０の連
結ボルト６２が螺着される長ナット６３を備えた下座金
６１が、床パネル４０の下端部の接合用枠材４４の下に
添設されるともに、基礎１０の上に載置され、基礎１０
から突出する固定ボルト１２が、上記下座金６１に備え
た筒状部材６４を貫通し、該筒状部材６４に締結され、
下座金６１に備えた長ナット６３と筒状部材６４とが互
いに密着して配置されてなるもの。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下部構造体の上に建物構造体を据付けて構築され、建物構造体が床パネルの上に壁パネ
ルを立設して形成されてなる建物の接合構造において、
　下部構造体から上方に突出する固定具を有し、
　床パネルの側から延出して該床パネルの上方にまで延在する連結具を壁パネルに連結し
てなり、
　連結具の連結ボルトが螺着されるナットを備えた下座金が、床パネルの下端部の接合用
枠材の下に添設されるともに、下部構造体の上に載置され、
　下部構造体から突出する固定具が、上記下座金に備えた筒状部材を貫通し、該筒状部材
に締結され、
　下座金に備えたナットと筒状部材とが互いに密着して配置されてなることを特徴とする
建物の接合構造。
【請求項２】
　前記下部構造体から上方に突出する接続具を有し、この接続具が接合用枠材を貫通し、
該接合用枠材に締結されてなる請求項１に記載の建物の接合構造。
【請求項３】
　前記壁パネルが上枠、下枠及び縦枠からなる壁枠組を有し、該壁パネルの隣り合う一対
の縦枠の間の下枠上に枠状金具が配設されてなり、
　前記連結具の上端部が壁パネルの内部の上記枠状金具を貫通し、該枠状金具に締結され
てなる請求項１又は２に記載の建物の接合構造。
【請求項４】
　前記連結具が、前記下座金の上面にナットを溶接されるとともに、このナットに連結ボ
ルトを螺着されてなり、
　上記連結ボルトの上端部が壁パネルの内部の前記枠状金具を貫通し、該枠状金具にセッ
トしたナットに螺着されてなる請求項３に記載の建物の接合構造。
【請求項５】
　前記連結具の下座金が、建物構造体における床パネルの下端部の接合用枠材に固定的に
取付けられる請求項１～４のいずれかに記載の建物の接合構造。
【請求項６】
　前記下部構造体が基礎であり、前記固定具が基礎に植設された固定ボルトである請求項
１～５のいずれかに記載の建物の接合構造。
【請求項７】
　前記建物構造体が建物ユニットである請求項１～６のいずれかに記載の建物の接合構造
。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載の建物の接合構造の施工方法であって、工場において前
記壁パネルと床パネルとを接合して建物ユニットを製造した後、該建物ユニットを建設現
場において下部構造体と接合することを特徴とする建物の接合構造の施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は建物の接合構造及びその施工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のユニット建物等の建物では、建物ユニット等の建物構造体を基礎や下階建物構造
体等の下部構造体の上に据付けて構築される。
【０００３】
　従来のユニット建物は、特許文献１に記載の如く、工場において壁パネルと床パネルと
を接合して建物ユニットを製造した後、該建物ユニットを建設現場において下部構造体と
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接合される。
【０００４】
　そして、建物ユニットの製造工程では、床パネルの下端部の接合用枠材（土台又は頭つ
なぎ）の側から該床パネルの上方にまで延在する連結ボルトが、壁パネルの壁枠組内に配
設された枠状金具のナットに螺着される。これにより、建物ユニットを構成する床パネル
と壁パネルを隙間なく連結し、建物ユニットの高さ寸法精度の向上を図っている。
【０００５】
　また、従来のユニット建物では、建物ユニットを基礎や下階建物ユニット等の下部構造
体の上に据付けるとき、特許文献２に記載の如く、下部構造体から突出する接続ボルト（
アンカーボルト又はジョイントボルト）を、建物ユニットにおける床パネルの下端部の接
合用枠材に設けたボルト挿通孔に通してその上方へ突出し、この接続ボルトの突出端にナ
ットを螺着している。これにより、建物ユニットの床パネルを下部構造体に締結し、建物
ユニットの床パネルが下部構造体に対して上方向及び水平方向へ変位することの防止を図
っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平9-125525号公報
【特許文献２】特許3739245号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に記載の建物ユニットを特許文献２に記載のユニット建物において採用する
ものとすれば、特許文献１に記載の連結ボルトによって建物ユニットを構成する床パネル
と壁パネルを隙間なく連結することができ、特許文献２に記載の接続ボルトによって建物
ユニットの床パネルが下部構造体に対して変位することを防止できる。
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に記載の建物ユニットを特許文献２に記載のユニット建物に
おいて採用したときには、下部構造体から突出して建物ユニットにおける床パネルに締結
される接続ボルトと、建物ユニットにおける床パネルの側から延在して壁パネルに連結さ
れる連結ボルトとが、互いに直に連結されていない。このため、建物ユニットの壁パネル
に作用する引抜き力は、当該建物ユニットの壁パネルから床パネルに上述の連結ボルトに
より伝達されるものの、下部構造体に設けられている接続ボルトに対しては当該建物ユニ
ットにおける床パネルの下端部の接合用枠材を介して間接的にのみ伝達されるものになり
、下部構造体に対する建物全体の引抜き耐力の向上に限界がある。
【０００９】
　本発明の課題は、建物ユニット等の建物構造体を構成する床パネルと壁パネルを隙間な
く連結するとともに、建物構造体の床パネルが下部構造体に対して変位することを防止し
、更に下部構造体に対する建物全体の引抜き耐力を向上することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１に係る発明は、下部構造体の上に建物構造体を据付けて構築され、建物構造体
が床パネルの上に壁パネルを立設して形成されてなる建物の接合構造において、下部構造
体から上方に突出する固定具を有し、床パネルの側から延出して該床パネルの上方にまで
延在する連結具を壁パネルに連結してなり、連結具の連結ボルトが螺着されるナットを備
えた下座金が、床パネルの下端部の接合用枠材の下に添設されるともに、下部構造体の上
に載置され、下部構造体から突出する固定具が、上記下座金に備えた筒状部材を貫通し、
該筒状部材に締結され、下座金に備えたナットと筒状部材とが互いに密着して配置されて
なるようにしたものである。
【００１１】
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　請求項２に係る発明は、請求項１に係る発明において更に、前記下部構造体から上方に
突出する接続具を有し、この接続具が接合用枠材を貫通し、該接合用枠材に締結されてな
るようにしたものである。
【００１２】
　請求項３に係る発明は、請求項１又は２に係る発明において更に、前記壁パネルが上枠
、下枠及び縦枠からなる壁枠組を有し、該壁パネルの隣り合う一対の縦枠の間の下枠上に
枠状金具が配設されてなり、前記連結具の上端部が壁パネルの内部の上記枠状金具を貫通
し、該枠状金具に締結されてなるようにしたものである。
【００１３】
　請求項４に係る発明は、請求項３に係る発明において更に、前記連結具が、前記下座金
の上面にナットを溶接されるとともに、このナットに連結ボルトを螺着されてなり、上記
連結ボルトの上端部が壁パネルの内部の前記枠状金具を貫通し、該枠状金具にセットした
ナットに螺着されてなるようにしたものである。
【００１４】
　請求項５に係る発明は、請求項１～４のいずれかに係る発明において更に、前記連結具
の下座金が、建物構造体における床パネルの下端部の接合用枠材に固定的に取付けられる
ようにしたものである。
【００１５】
　請求項６に係る発明は、請求項１～５のいずれかに係る発明において更に、前記下部構
造体が基礎であり、前記固定具が基礎に植設された固定ボルトであるようにしたものであ
る。
【００１６】
　請求項７に係る発明は、請求項１～６のいずれかに係る発明において更に、前記建物構
造体が建物ユニットであるようにしたものである。
【００１７】
　請求項８に係る発明は、請求項１～７のいずれかに記載の建物の接合構造の施工方法で
あって、工場において前記壁パネルと床パネルとを接合して建物ユニットを製造した後、
該建物ユニットを建設現場において下部構造体と接合するようにしたものである。
【発明の効果】
【００１８】
　（請求項１）
　(a)連結具により、建物構造体を構成する床パネルと壁パネルを隙間なく連結し、建物
構造体の高さ寸法精度を向上できる。
【００１９】
　(b)下部構造体から上方に突出する固定具が、上記連結具の連結ボルトと螺着されるナ
ットを備えた下座金の筒状部材に締結される。床パネルと壁パネルが連結具により連結さ
れてなる建物構造体の全体が、連結具の連結ボルト及び下座金並びに固定具により下部構
造体に固定されるものになり、建物構造体の床パネルが下部構造体に対して上方向及び水
平方向へ変位することを防止できる。
【００２０】
　(c)下部構造体から上方に突出する固定具が、上記連結具の連結ボルトと螺着されるナ
ットを備えた下座金の筒状部材に締結される。これにより、下部構造体から突出する固定
具と、建物構造体における床パネルの側から上方に延在して壁パネルに連結される連結具
とが、該連結具の下座金によって連結される。このため、建物構造体の壁パネルに作用す
る引抜き力は、当該建物構造体の壁パネルから上述の床パネルに連結具によって伝達され
た後、この連結具の下座金に連結されている固定具により、該固定具が設けられている下
部構造体に確実に伝達される。従って、下部構造体に対する建物全体の引抜き耐力を向上
することができる。
【００２１】
　(d)建物構造体の壁パネルに作用した引抜き力が連結具の連結ボルト及び下座金並びに
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固定具により下部構造体に伝達されるとき、その引抜き力に起因して固定具まわりに生ず
るモーメントＭ（Ｍ＝連結具に働く引抜き力Ｐ×連結具と固定具の軸間距離Ｌ）が、下座
金、及びこの下座金に添設されている接合用枠材に曲げ変形を生じさせようとする。この
とき、下座金に備えて連結具が螺着されるナットと、下座金に備えて固定具が締結される
筒状部材とが互いに密着して近接し、上述のＬを最小化し、ひいては上述のＭを最小化す
るものになり、結果として下座金及び接合用枠材の曲げ変形を抑制するものになる。従っ
て、下部構造体に対する建物全体の引抜き耐力を一層向上することができる。
【００２２】
　（請求項２）
　(e)下部構造体から上方に突出する接続具が、建物構造体における床パネルの下端部の
接合用枠材に締結される。これにより、建物構造体の床パネルが下部構造体に対して上方
向及び水平方向へ変位することを一層確実に防止できる。
【００２３】
　（請求項３）
　(f)床パネルの下端部の接合用枠材の側から延在させた連結具の上端部が、壁パネルの
壁枠組に配設した枠状金具に締結される。これにより、建物構造体を構成する床パネルと
壁パネルを隙間なく連結できる。
【００２４】
　（請求項４）
　(g)連結具が下座金の上面にナットを溶接されるとともに、このナットに連結ボルトが
螺着される。これにより、連結具を構成する連結ボルトの上端部を上述(f)の枠状金具に
確実に締結できる。
【００２５】
　（請求項５）
　(h)連結具の下座金が、建物構造体における床パネルの下端部の接合用枠材に固定的に
取付けられる。床パネルの下端部の接合用枠材の側から該床パネルの上方にまで延在する
連結具を該床パネルにセットするに際し、裏返しにした床パネルにおける接合用枠材の上
向き面に対して連結具の下座金を簡易に取付けて固定化でき、その後この床パネルの上に
壁パネルを立設するために該床パネルを裏返しの状態から反転させて正立させたとき、連
結具の下座金を床パネルの下端部の接合用枠材から落下させることなく固定的に維持でき
る。これにより、連結具の下座金が床パネルの下端部の接合用枠材に添設される建物構造
体の組立作業性を向上できる。
【００２６】
　（請求項６）
　(i)下部構造体が基礎であり、接続具が基礎に植設されたアンカーボルトである建物に
おいて、該アンカーボルトが連結具の下座金及び床パネルの下端部の接合用枠材を貫通し
、それらの下座金及び接合用枠材に締結される。
【００２７】
　（請求項７、８）
　(j)建物構造体が建物ユニットからなるとき、ユニット建物において上述(a)～(i)を実
現できる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は基礎の上に建物ユニットを据付けた構造を示す断面図である。
【図２】図２は図１のII-II線に沿う断面図である。
【図３】図３は図１のIII-III線に沿う断面図である。
【図４】図４は連結具の下座金を示す模式斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本発明のユニット建物１００は、基礎１０（下部構造体）上に複数の建物ユニット３０
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のそれぞれを図１～図３に示す如くに据付けて構築される。
【００３０】
　基礎１０は、図１、図２に示す如く、長手方向複数位置に植設されたアンカーボルト１
１（接続具）がその上面から上方に突出して設けられる。ユニット建物１００の外周に沿
う基礎１０の上面には、硬質ゴム、合成樹脂、セラミック等からなる基礎スペーサ１２（
基礎１０の上端部材）が連続状に設けられる。
【００３１】
　建物ユニット３０は、木質系であり、図１～図３に示す如く、床パネル４０の外縁部の
上に壁パネル５０を立設して形成される。
【００３２】
　床パネル４０は、木材からなる根太４１によって方形に組立てられた床枠組４２を有し
、床枠組４２の上面に床面材４３を張設している。床枠組４２の下部周縁部には接合用枠
材４４（下階建物ユニットでは土台といい、上階建物ユニットでは頭つなぎという）が設
けられている。即ち、床パネル４０の下端部には接合用枠材４４がある。尚、接合用枠材
４４の下面で、後述する連結具６０の下座金６１が添設される部分には、下座金６１が納
まる面積、深さのザグリ４５が形成されている。また、接合用枠材４４は前述のアンカー
ボルト１１が鉛直に挿通するボルト挿通孔４４Ｈを備える。また、接合用枠材４４におい
てザグリ４５が形成された範囲内には、後述する連結具６０の下座金６１に備えた長ナッ
ト６３及び筒状部材６４を受容する受容孔４４Ｋを備える。また、床面材４３は連結具６
０の連結ボルト６２が鉛直に挿通するボルト挿通孔４３Ｋを備える。
【００３３】
　壁パネル５０は、木材からなる上枠５１、下枠５２及び縦枠５３により形成される壁枠
組５４を有している。この壁枠組５４は、上枠５１と下枠５２の間に複数の縦枠５３を配
設して方形に組立てられ、その外面に壁面材５５を張設している。尚、壁パネル５０の下
枠５２は後述する連結具６０の連結ボルト６２が鉛直に挿通するボルト挿通孔５２Ｋを備
える。
【００３４】
　以下、(A)建物ユニット３０の生産工場における床パネル４０と壁パネル５０の連結構
造、(B)建築現場で基礎１０に対してなされる建物ユニット３０の連結構造について説明
する。これらの連結構造では、連結具６０が用いられる。
【００３５】
　連結具６０は、図４に示す如くの矩形板状の下座金６１を備える。下座金６１は床パネ
ル４０の下端部の接合用枠材４４に螺着される止ねじ（不図示）のためのねじ孔６１Ｈを
４隅に備える。また、下座金６１は長ナット６３と筒状部材６４を上面に溶接されて備え
る。尚、長ナット６３には、連結具６０の連結ボルト６２における下端ねじ部６２Ａが螺
着可能にされる。また、筒状部材６４には、基礎１０に植設されて基礎１０の上面から上
方に突出する固定ボルト１２（固定具）の下座金６１に挿通された挿通端が貫通されて締
結可能にされる。
【００３６】
　(A)建物ユニット３０の床パネル４０と壁パネル５０の連結構造
　建物ユニット３０における壁パネル５０の壁枠組５４内で、隣り合う一対の縦枠５３、
５３は不図示のスペーサにより一定の間隔を介しており、この間隔の下枠５２上に枠状金
具７０を配設している。枠状金具７０は、図１、図２に示す如く、方形枠状に形成され、
その下部内面にナット７１がセット可能にされ、下部にはナット７１と軸芯を一致するも
のとなるボルト挿通孔７０Ｈが形成されている。枠状金具７０は、一対の縦枠５３、５３
に挿通したピン７２が刺通されて保持される。枠状金具７０のナット７１には床パネル４
０の側に組込まれる連結具６０の連結ボルト６２における上端ねじ部６２Ｂが螺合するこ
とにより、床パネル４０と壁パネル５０が連結される。
【００３７】
　床パネル４０には連結具６０が以下の如くにして組込まれる。床パネル４０を接合用枠
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材４４の下面が上向き面となるように裏返しにし、接合用枠材４４、床面材４３に備えた
受容孔４４Ｋ、ボルト挿通孔４３Ｋに、連結具６０の下座金６１に設けた長ナット６３に
螺着された連結ボルト６２、長ナット６３、筒状部材６４が挿通される。更に、下座金６
１を接合用枠材４４の下面のザグリ４５に納める状態で、下座金６１の４隅のねじ孔６１
Ｈに挿通される止ねじで該下座金６１を接合用枠材４４に固定的に取付ける。連結ボルト
６２の上端ねじ部６２Ｂは床パネル４０の床面材４３に備えたボルト挿通孔４３Ｋを貫通
して外方に突出するものになる。
【００３８】
　床パネル４０における床面材４３の外縁部に壁パネル５０の下枠５２をセットする。こ
のとき、床面材４３から上方に突出している連結ボルト６２の上端ねじ部６２Ｂが、壁パ
ネル５０内の下枠５２上に配設済の枠状金具７０の下部のボルト挿通孔７０Ｈに挿入され
る。枠状金具７０のボルト挿通孔７０Ｈに挿入された連結ボルト６２の上端ねじ部６２Ｂ
まわりに矩形状の平座金７１Ａがセットされ、マグネット付ソケットにセットしたナット
７１が連結ボルト６２の上端ねじ部６２Ｂに螺着される。これにより、建物ユニット３０
における床パネル４０の下端部の接合用枠材４４の側から該床パネル４０における床面材
４３の上方にまで延在する連結具６０における連結ボルト６２の上端ねじ部６２Ｂが、壁
パネル５０の内部の枠状金具７０を貫通し、該枠状金具７０にセットしたナット７１に螺
着され、床パネル４０と壁パネル５０が連結されるものになる。
【００３９】
　(B)基礎１０に対する建物ユニット３０の連結構造(図１、図２)
　前述（A）により形成された建物ユニット３０が基礎１０の上面に設けた基礎スペーサ
１２の上に据付けられる。即ち、建物ユニット３０における床パネル４０に前述の如くに
組込まれている連結具６０が下端部に備える下座金６１は、図１、図２に示す如く、該床
パネル４０の下端部の接合用枠材４４に形成したザグリ４５に納められて該接合用枠材４
４に添設している状態で、基礎１０の基礎スペーサ１２の上に載置される。
【００４０】
　このとき、基礎１０の基礎スペーサ１２を通って上方に突出している固定ボルト１２は
、連結具６０の下座金６１及び筒状部材６４を貫通し、その貫通端まわりに座金１３がセ
ットされ、ナット１４がその貫通端に螺着される。これにより、固定ボルト１２が連結具
６０の下座金６１及び筒状部材６４に締結されるものになる。
【００４１】
　これと同時に、基礎１０の基礎スペーサ１２を通って上方に突出しているアンカーボル
ト１１が、床パネル４０における接合用枠材４４が備えるボルト挿通孔４４Ｈを貫通し、
その貫通端まわりに座金１５がセットされ、ナット１６がその貫通端に螺着される。これ
により、アンカーボルト１１が床パネル４０の下端部の接合用枠材４４に締結されるもの
になる。
【００４２】
　尚、床パネル４０において、接合用枠材４４のボルト挿通孔４４Ｈを貫通して上方に突
出したアンカーボルト１１の周辺に位置する根太４１の下端面側には、接合用枠材４４の
上面に臨んでアンカーボルト１１、座金１５、ナット１６を受容可能にする窓状開口４１
Ａが形成されている。
【００４３】
　本実施例によれば以下の作用効果を奏する。
　(a)連結具６０により、建物ユニット３０を構成する床パネル４０と壁パネル５０を隙
間なく連結し、建物ユニット３０の高さ寸法精度を向上できる。
【００４４】
　(b)基礎１０から上方に突出する固定ボルト１２が、上記連結具６０の連結ボルト６２
と螺着される長ナット６３を備えた下座金６１の筒状部材６４に締結される。床パネル４
０と壁パネル５０が連結具６０により連結されてなる建物ユニット３０の全体が、連結具
６０の連結ボルト６２及び下座金６１並びに固定ボルト１２により基礎１０に固定される
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ものになり、建物ユニット３０の床パネル４０が基礎１０に対して上方向及び水平方向へ
変位することを防止できる。
【００４５】
　(c)基礎１０から上方に突出する固定ボルト１２が、上記連結具６０の連結ボルト６２
と螺着される長ナット６３を備えた下座金６１の筒状部材６４に締結される。これにより
、基礎１０から突出する固定ボルト１２と、建物ユニット３０における床パネル４０の側
から上方に延在して壁パネル５０に連結される連結具６０とが、該連結具６０の下座金６
１によって連結される。このため、建物ユニット３０の壁パネル５０に作用する引抜き力
は、当該建物ユニット３０の壁パネル５０から上述の床パネル４０に連結具６０によって
伝達された後、この連結具６０の下座金６１に連結されている固定ボルト１２により、該
固定ボルト１２が設けられている基礎１０に確実に伝達される。従って、基礎１０に対す
る建物全体の引抜き耐力を向上することができる。
【００４６】
　(d)建物ユニット３０の壁パネル５０に作用した引抜き力が連結具６０の連結ボルト６
２及び下座金６１並びに固定ボルト１２により基礎１０に伝達されるとき、その引抜き力
に起因して固定ボルト１２まわりに生ずるモーメントＭ（Ｍ＝連結具６０に働く引抜き力
Ｐ×連結具６０と固定ボルト１２の軸間距離Ｌ）が、下座金６１、及びこの下座金に添設
されている接合用枠材４４に曲げ変形を生じさせようとする。このとき、下座金６１に備
えて連結具６０が螺着される長ナット６３と、下座金６１に備えて固定ボルト１２が締結
される筒状部材６４とが互いに密着して近接し、上述のＬを最小化し、ひいては上述のＭ
を最小化するものになり、結果として下座金６１及び接合用枠材４４の曲げ変形を抑制す
るものになる。従って、基礎１０に対する建物全体の引抜き耐力を一層向上することがで
きる。
【００４７】
　(e)基礎１０から上方に突出するアンカーボルト１１が、建物ユニット３０における床
パネル４０の下端部の接合用枠材４４に締結される。これにより、建物ユニット３０の床
パネル４０が基礎１０に対して上方向及び水平方向へ変位することを一層確実に防止でき
る。
【００４８】
　(f)床パネル４０の下端部の接合用枠材４４の側から延在させた連結具６０の上端部が
、壁パネル５０の壁枠組５４に配設した枠状金具７０に締結される。これにより、建物ユ
ニット３０を構成する床パネル４０と壁パネル５０を隙間なく連結できる。
【００４９】
　(g)連結具６０が下座金６１の上面に長ナット６３を溶接されるとともに、この長ナッ
ト６３に連結ボルト６２が螺着される。これにより、連結具６０を構成する連結ボルト６
２の上端部を上述(f)の枠状金具７０に確実に締結できる。
【００５０】
　(h)連結具６０の下座金６１が、建物ユニット３０における床パネル４０の下端部の接
合用枠材４４に固定的に取付けられる。床パネル４０の下端部の接合用枠材４４の側から
該床パネル４０の上方にまで延在する連結具６０を該床パネル４０にセットするに際し、
裏返しにした床パネル４０における接合用枠材４４の上向き面に対して連結具６０の下座
金６１を簡易に取付けて固定化でき、その後この床パネル４０の上に壁パネル５０を立設
するために該床パネル４０を裏返しの状態から反転させて正立させたとき、連結具６０の
下座金６１を床パネル４０の下端部の接合用枠材４４から落下させることなく固定的に維
持できる。これにより、連結具６０の下座金６１が床パネル４０の下端部の接合用枠材４
４に添設される建物ユニット３０の組立作業性を向上できる。
【００５１】
　(i)下部構造体が基礎１０であり、接続具が基礎１０に植設されたアンカーボルト１１
であるユニット建物１００において、該アンカーボルト１１が連結具６０の下座金６１及
び床パネル４０の下端部の接合用枠材４４を貫通し、それらの下座金６１及び接合用枠材
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【００５２】
　尚、本発明の連結具６０（下座金６１、連結ボルト６２、長ナット６３、筒状部材６４
）を用いる建物の接合構造は、下階建物ユニットに対する上階建物ユニットの連結構造に
も適用できる。このとき、連結具６０の下座金６１は下階建物ユニットの壁パネル５０に
おける上枠５１の上面に設けた壁上スペーサの上に載置される。
【００５３】
　以上、本発明の実施例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例に
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、本発明において、連結具の下座金が載置される下部構造体の上とは
、基礎スペーサ１２又は壁上スペーサ５６に限らず、下部構造体たる基礎１０そのもの、
又は下階建物ユニット３０における壁パネル５０の上枠５１そのものであっても良い。ま
た、連結具６０の下座金６１は、止ねじのためのねじ孔６１Ｈを備えることを必須としな
い。また、本発明はユニット建物に限らず、広く一般の建物に適用できる。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明によれば、ユニット建物において、建物ユニット等の建物構造体を構成する床パ
ネルと壁パネルを隙間なく連結するとともに、建物構造体の床パネルが下部構造体に対し
て変位することを防止し、更に下部構造体に対する建物全体の引抜き耐力を向上すること
ができる。
【符号の説明】
【００５５】
１０　基礎（下部構造体）
１１　アンカーボルト（接続具）
１２　固定ボルト（固定具）
３０　建物ユニット
４０　床パネル
４４　接合用枠材
５０　壁パネル
５１　上枠
５２　下枠
５３　縦枠
５４　壁枠組
６０　連結具
６１　下座金
６２　連結ボルト
６３　長ナット
６４　筒状部材
７０　枠状金具
７１　ナット
１００　ユニット建物（建物）
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