
JP 4871418 B1 2012.2.8

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地震による液状化や地盤沈下対策と沿岸部の巨大津波対策としてインフラ・社会基盤整
備を行なって防災機能と集落としての自治機能とを備えた集合住宅街区システムであって
、
　集落としての所要領域内に地下基礎構造体とＰＣ人工地盤とで形成された所要広さの高
床型人工地盤を複数形成し所要範囲内において所要間隔をもって配置し、
　該配置した複数の高床型人工地盤は、集落として必要とする居住用、商業用、医療用、
教育用、工場用施設の建造物毎に区分して設定され、
　該各高床型人工地盤上にそれぞれ設定された施設の低層または高層建造物を構築して集
落機能を付与し、職・住近接型街造りにしたこと
　を特徴とする防災機能と自治機能とを備えた集合住宅街区システム。
【請求項２】
　前記高床型人工地盤上や内部に、前記施設の他に、人工公園、緑地帯、駐車場、海産物
工場、青果・魚市場、商店や公共、給排水、教育施設等を配置されること
　を特徴とする請求項１に記載の集合住宅街区システム。
【請求項３】
　前記地下基礎構造体は、多数個のＰＣ床版または筐体を隣接状態で一体的に結合させて
所要高さで所要広さの略四角形状に形成したこと
を特徴とする請求項１乃至２に記載の集合住宅街区システム。
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【請求項４】
　前記地下基礎構造体には、上下水配管スペース、電気配管スペース、貯水槽または貯雪
槽が設けられていること
　を特徴とする請求項１乃至３に記載の集合住宅街区システム。
【請求項５】
　前記ＰＣ人工地盤は、少なくとも２層の重層人工地盤で形成されていること
　を特徴とする請求項１に記載の集合住宅街区システム。
【請求項６】
　前記ＰＣ人工地盤は、外周壁で囲われた城塞型または外周壁のない開放型のいずれかで
あり、外周壁の高さは少なくとも１２ｍ以上であること
を特徴とする請求項１または５に記載の集合住宅街区システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一つの集落または町としての自治機能を備えると共に、例えば、巨大地震に
よる地盤の液状化や津波などに対して長期に渡って耐えられるＰＣ人工地盤による防災機
能を備えた集合住宅街区システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の一般的な集合住宅で、第１の従来例としては、例えば、階段やエレベータ等の
共用施設が設けられる共用ゾーンを中央部に配置してその周囲に住戸を配置すると共に、
各住戸を台所、洗面所、浴室、便所等の水場を集中配置する設備ゾーンと居室を配置する
住居ゾーンとに区分し、各住戸の設備ゾーンを前記共有ゾーンに隣接する位置に配置する
とともにその外周側に各住戸の居室ゾーンを配置してなり、前記共有ゾーンおよび各住戸
の設備ゾーンを柱と梁とを主体とするラーメン構造とするとともに、前記居住ゾーンを外
周柱と外周梁及び無梁のフラットプレートからなるチューブ構造としたことを特徴とする
集合住宅である（特許文献１参照）。
【０００３】
　このように構成した集合住宅は、各住戸の居住ゾーンを無梁のフラットプレートを採用
したチューブ構造とし、共有ゾーンおよびそれに隣接する各住戸の設備ゾーンをラーメン
構造としたので、住戸の居住ゾーンにおける室内天井面に梁形が突出することがなく、し
たがって居住性が改善されるとともに間仕切りの位置やその変更に対する自由度が高まり
、しかも床厚の大きいフラットプレートにより居住ゾーンの遮音性が自ずと優れたものと
なるというものである。
【０００４】
　また、集合住宅の構造の一部において、共有ゾーンに耐震壁を設けたことによって、地
震時の剛性を確保できる、および耐震壁に地震時の振動を減衰させるための制震ダンパー
を設けたことによって、地震時の揺れを速やかに減衰させることができるというものであ
る。
【０００５】
　地盤の液状化防止については、第２の従来例として、例えば、地盤改良を必要とする地
盤中に、地表から所定の深さに達する鉛直固化壁を一方向または二方向に所定間隔に複数
列構築し、この鉛直固化へ期間にこれと一体をなす水平固化盤を所定間隔に複数層構築す
ることを特徴とする基礎地盤の改良工法がある（特許文献２参照）。
【０００６】
　この地盤改良においては、特に地下水および土の移動を確実に阻止できるとともに、下
方からの過剰間隙水圧の伝達も確実に遮断できて液状化地盤の安定化を図ることができる
というものである。
【０００７】
　住宅の敷地に砕石などの摩擦に富んだ基礎材料を層状に埋設して地盤を改良し、住宅の
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不同沈下防止する方法において、該敷地を水平に適当な深さで掘削してその掘削部分の表
面を透水性の不織布で覆ったのち、その不織布上に強度が大きく土中での耐久性の良い材
料で形成したメッシュの筐体を設置し、この筐体内に該基礎材料を突き固めた層を形成し
、該層の上面を筐体と同材料からなるメッシュで形成され且つ該筐体と一体の蓋で塞ぎ、
その上を覆土して転圧することを特徴とする住宅用地盤改良方法である(特許文献３参照)
。
【０００８】
　この住宅用地盤改良では、軟弱地盤の不同沈下を阻止でき、環境汚染もなく、振動の伝
達も小さくなり、地震による液状化にも耐えられて安全性が向上し、施工も容易になると
いうものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平８－１３８２０号公報
【特許文献２】特開平１０－３１１０２３号公報
【特許文献３】特開平１１－１８１７９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　前記いずれの従来技術においても、地震対策については建築基準法に基づいてＭ６級、
又は震度５強程度で構築されていると認められ、建造物が地震によって倒壊または損傷し
ない構成になっている。しかし、Ｍ７級、又は震度７を超える巨大地震によって発生する
建造物の損傷、軟弱地盤の液状化と巨大津波に対する安全性は確保されていないという問
題点を有している。
【００１１】
　また、巨大津波に襲われる沿岸部の地域においては、居住区域が広範囲に渡るため、個
別に津波対策をすることはできず、必然的に沿岸部から離れた山側の高台に住居を構える
ようにしなければならないのである。
【００１２】
　しかしながら、沿岸部に近い部分では平坦地が多いが、沿岸部から離れた山側では、平
坦地が少ないために、一定の範囲で集落を形成することが困難であって、地域の安全性と
地方自治の行政サービスとが欠落する虞があると共に、沿岸部に居住する人は漁業に携わ
る仕事により生計を立てていると認められるが、沿岸部から離れた場所に居住するという
ことは、実質的に漁業を放棄することになるのであり、生計が成り立たなくなるという問
題点を有している。
【００１３】
　したがって、従来技術においては、地震によって発生する軟弱地盤の液状化対策と巨大
津波に対する居住領域の安全性を確保すること、並びに、居住領域を沿岸部に設けて集落
を形成し、公的機関による地域の治安と地方自治による行政サービスが充実した街造りを
することに解決課題がある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、前述の従来例の課題を解決する具体的手段として、地震による液状化や地盤
沈下対策と沿岸部の巨大津波対策としてインフラ・社会基盤整備を行なって防災機能と集
落としての自治機能とを備えた集合住宅街区システムであって、集落としての所要領域内
に地下基礎構造体とＰＣ人工地盤とで形成された所要広さの高床型人工地盤を複数形成し
所要範囲内において所要間隔をもって配置し、該配置した複数の高床型人工地盤は、集落
として必要とする居住用、商業用、医療用、教育用、工場用施設の建造物毎に区分して設
定され、該各高床型人工地盤上にそれぞれ設定された施設の低層または高層建造物を構築
して集落機能を付与し、職・住近接型街造りにしたことを特徴とする防災機能と自治機能
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とを備えた集合住宅街区システムを提供するものである。
【００１５】
　この発明においては、前記高床型人工地盤上や内部に、前記施設の他に、人工公園、緑
地帯、駐車場、海産物工場、青果・魚市場、商店や公共、給排水、教育施設等を配置され
ること；前記地下基礎構造体は、多数個のＰＣ床版または筐体を隣接状態で一体的に結合
させて所要高さで所要広さの略四角形状に形成したこと；前記地下基礎構造体には、上下
水配管スペース、電気配管スペース、貯水槽または貯雪槽が設けられていること；前記Ｐ
Ｃ人工地盤は、少なくとも２層の重層人工地盤で形成されていること；および前記ＰＣ人
工地盤は、外周壁で囲われた城塞型または外周壁のない開放型のいずれかであり、外周壁
の高さは少なくとも１２ｍ以上であること、を付加的な要件として含むものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係るＭ７級を超える巨大地震と２０ｍを超える巨大津波に対応する防災機能と
自治機能とを備えた集合住宅街区システムによれば、埋立地のような軟弱地盤であっても
地下基礎構造体を構築することによって液状化が防げるし、また、沿岸部に集落を形成し
ても、集落として必要な自治や安全性が確保されており、また、職業として漁業を行なっ
て生計を立てることができるし、地震による巨大津波が襲ってきても、ＰＣ人工地盤が高
床型人工地盤であるので、津波による住居および集落としての全ての機能が失われないと
いう優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係る集合住宅街区システムの一部を構成する第１の実施の形態に係る防
災機能を備えた城塞型集合住宅を略示的に示した正面図である。
【図２】同実施の形態に係る集合住宅のＰＣ人工地盤を略示的に示した平面図である。
【図３】同実施の形態に係る集合住宅のＰＣ人工地盤と住居部とにおける要部を略示的に
示した断面図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態に係る防災機能を備えた集合住宅を略示的に示した正
面図である。
【図５】同実施の形態に係る集合住宅のＰＣ人工地盤と居住部とにおける要部を略示的に
示した断面図である。
【図６】本発明の第３の実施の形態に係る防災機能を備えた集合居住施設を略示的に示し
た斜視図である。
【図７】同実施の形態に係る集合住宅のＰＣ人工地盤と居住施設部とにおける要部を略示
的に示した断面図である。
【図８】同実施の形態に係る集合住宅の地下基礎構造体における基本的な構成を略示的に
示した平面図である。
【図９】本発明の第４の実施の形態に係る防災機能を備えた集合住宅の一部を略示的に示
した側面図である。
【図１０】同実施の形態に係る集合住宅のＰＣ人工地盤における最下階を略示的に示した
平面図である。
【図１１】同実施の形態に係るＰＣ人工地盤において２階部分を略示的に示した平面図で
ある。
【図１２】同実施の形態に係るＰＣ人工地盤における屋上階部分を略示的に示した平面図
である。
【図１３】本発明の第５の実施の形態に係る防災機能を備えた集合住宅を略示的に示した
平面図である。
【図１４】同実施の形態に係る集合住宅を略示的に示した側面図である。
【図１５】本発明に係る防災機能と集落としての自治機能とを備えた集合住宅街区システ
ムの構図に係る集落部分を大まかに示した平面図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１８】
　本発明を図示の実施の形態に基づいて詳しく説明する。まず、図１～４は、本発明に係
る第１の実施の形態に係る地震や津波に対する防災機能を有する集合住宅を略示的に示し
たものであり、地下基礎構造体１の上部に、ＰＣ人工地盤２を構築し、その上に高層集合
住宅３が構築されるのである。
【００１９】
　ＰＣ人工地盤の地下基礎構造体１は、地下に打ち込んだ複数本の杭１ａを含み、ＰＣ床
版のような四角形状のコンクリート板または筐体を多数個用いて重ね合わせると共に隣接
状態で一体的に結合させて所要高さ（３～４ｍ）で所要広さ（一辺の長さが１００～１５
０ｍ）の略四角形状に形成するものであり、そして、その内部には上水配管スペース４、
電気配管スペース５、下水配管スペース６および貯水槽または貯雪槽７が設けられている
。なお、軟弱地盤や地盤沈下し易い場合は、地下基礎構造体１の高さを５～８ｍとするこ
とが必要である（図３参照）。
【００２０】
　このように形成された地下基礎構造体１の上部に、円筒状のＰＣ人工地盤２が構築され
る。このＰＣ人工地盤２の直径は、前記地下基礎構造体１の略１辺の長さと同じであり、
その外周壁が三段階の高さに形成されている。まず、一段目の高さは少なくとも１２～２
０ｍの高さの外周壁８が形成され、その外周壁８の上部内側に重層人工地盤９が配設され
、多数本の支柱１０および梁１１により支持されている。
【００２１】
　次に、１段目の外周壁８から所要間隔をもって内側に且つ重層人工地盤９上に配設され
た二段目の外周壁８ａは、その高さが地上から少なくとも１５～２５ｍ程度であり、その
上部内側に二段目の重層人工地盤９ａが配設され、前記同様に多数本の支柱１０および梁
１１により支持されている。
【００２２】
　さらに、三段目の外周壁８ｂは、二段目の外周壁８ａから内側に所要間隔をもって且つ
高さとして地上から少なくとも２５ｍ超える高さに形成され、その内側に屋上階となる三
段目の重層人工地盤９ｂが配設され、前記同様に多数本の支柱１０および梁１１により支
持されている。そして、各階層毎に外周回廊１２、１３が形成され、地下基礎構造体１と
ＰＣ人工地盤２とによってインフラ・社会基盤整備された高床型人工地盤が形成される。
【００２３】
　このように形成されたＰＣ人工地盤２は城塞型のものであって、そのＰＣ人工地盤２の
上部、即ち、屋上階となる三段目の重層人工地盤９ｂの上部に免震装置１４を介して高層
集合住宅３が構築されるのである。この場合に、ＰＣ人工地盤２の支柱１０と高層集合住
宅３としての柱１５との間で、最下梁１６との間に免震装置１４を介在させて構築される
。
【００２４】
　なお、地下基礎構造体１とその上部に構築されるＰＣ人工地盤２とは、基本的には、四
角形状の地下基礎構造体１の上部に多数本の支柱１０を介して複数層の重層人工地盤９～
９ｂからなるＰＣ人口地盤構造体２が形成されるのであるが、第１の実施の形態の場合は
、各層の外周を全面的に囲う外周壁８～８ｂを設けて、例えば、津波の浸入を全面的に阻
止するように構成したものであって、ＰＣ人工地盤２の外周を外周壁で全面的に囲う場合
には、強度的に円形または円筒状に形成した方が良いのである。なお、一階部分に相当す
る外周壁８には、津波が押し寄せる方向ではない側面または背面側に、図示していないが
、荷物搬送用の車両が出入りできる複数の開口部が設けられ、通常は開放状態にあるが緊
急時には開閉できる重厚な扉を設けてある。
【００２５】
　そして、ＰＣ人工地盤２の一階部分は、例えば、一部において駐車場に使用する他に、
鮮魚や青果市場として利用され、二階部分は主として各種商店街として利用され、三階部
分の一部も商店街として利用する他に事務所や、市場や商店街で働く人のための診療所等



(6) JP 4871418 B1 2012.2.8

10

20

30

40

50

に利用されるのである。そして、当然のこととして、各階層には上下できるように複数箇
所に広い階段１７が設けられているが、地上から屋上階への階段１８も複数箇所に設けら
れている。
【００２６】
　次に、　図４～図５に第２の実施の形態に係る集合住宅を示してある。この集合住宅と
しては、前記第１の実施の形態と、地下基礎構造体１の構造とその上部に構築されるＰＣ
人工地盤２の一部の構造を除いて、略同一であって、説明が重複するので同一部分には同
一符号を付してその説明を省略する。即ち、ＰＣ人工地盤２は、１段目の外周壁８の高さ
を地上から少なくとも１８～２１ｍ程度にすると共に、全体を外側に傾斜させた波返しの
構造に形成したものである。そして、一段目と二段目の重層人工地盤９、９ａとに渡って
外周壁８を伸ばして形成し、三段目の重層人工地盤９ｂには、地上から少なくとも２５ｍ
超える高さ位置に外周壁８ｂが取り付けられるのである。
【００２７】
　そして、ＰＣ人工地盤２の一階部分に相当する位置の外周壁８には、外部との開放部１
９が複数箇所に渡って形成されており、津波の侵入があってもそのまま通過する、要する
に、開放高床型のＰＣ人工地盤２としたものである。なお、この開放高床型のＰＣ人工地
盤２の上部に構築される高層集合住宅３についても前記第１の実施の形態と略同一の構成
を有するものである。
【００２８】
　さらに、図６～図８に示した第３の実施の形態について説明する。この実施の形態にお
いては、高層住宅または、例えば、学校若しくは病院等の集合施設であって、これらの施
設における建築構造物も、第１の実施の形態とほぼ同様に、地下基礎構造体１とその上部
に構築されるＰＣ人工地盤２とが適用されるのである。そして、地下基礎構造体１の構造
についてはほぼ同一であり、説明が重複するので同一部分には同一符号を付してその説明
を省略する。但し、ＰＣ人工地盤２については円形または円筒状ではなく四角形状であっ
て一部の構成部材が異なるので、その異なる部分について説明する。
【００２９】
　四角形状の地下基礎構造体１の上部に構築されるＰＣ人工地盤２の複数の柱は、強度の
高い制振ＰＣ柱２０であって、該制振ＰＣ柱２０間にはアーチラーメンＰＣ構造のＰＣ梁
２１が一体的に架設される。このようにアーチラーメンＰＣ構造のＰＣ梁２１を使用する
ことによって、柱間隔を広く取ることができるし、一段目と二段目の重層人工地盤９、９
ａも地下基礎構造体１と略同じ広さに形成できるので、ＰＣ人工地盤２における一階部分
と二階部分の空間部を広くすることができる。因みに、制振ＰＣ柱２０の間隔は、図８に
示したように、例えば、８～３０ｍの範囲で設定され配設される。
【００３０】
　このように広く形成することによって、集合施設である２棟の学校や病院等、その他の
高層建築物３が構築される。そして、高層建築物が学校である場合には、幼稚園、小学校
、中学校までは、建築物の間の空間はグランドとして使用できるが、高等学校、専門学校
、大学の場合は、校舎のみ使用でグランドについては、別の高台において専用のグランド
を確保するようにすれば良い。そして、病院、介護施設、老人ホームその他の建築物であ
れば、建築物の間の空間は公園等として使用する。
【００３１】
　そして、ＰＣ人工地盤２で形成される一階部分と二階部分は、一部を商店街とし大半は
駐車場として使用するものであるが、津波の侵入する方向から抜ける方向は開放状態にし
たＰＣ構造の高床型人工地盤である。なお、二段目の重層人工地盤９ａまでの高さは２０
ｍ以上である。
【００３２】
　次に、図９～図１２に示した第４の実施の形態について説明する。この実施の形態にお
いても、前記実施の形態と同様に四角形の地下基礎構造体１とＰＣ人工地盤２とで開放型
のＰＣ構造の高床型人工地盤を構成し、この高床型人工地盤の上部（屋上階）に高層集合
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住宅３が構築されるのであり、この点においては前記実施例と同じである。
【００３３】
　そして、地下基礎構造体１の上部に所要間隔で配設した複数の支柱１０により一段目と
二段目の重層人工地盤９、９ａを強固に支持してＰＣ人工地盤２が構築される。これらの
重層人工地盤９、９ａは地下基礎構造体１と略同じ広さに形成されている。また、ＰＣ人
工地盤２の高さについては、概ね２０ｍを超えるものであって、好ましくは、２５ｍ以上
とするものである。但し、建造物の構築場所の海岸からの位置（高さ）などによって適宜
設定されるのであり、高さの数値についてはこだわるものではない。
【００３４】
　このように構築されたＰＣ人工地盤２の一段目の重層人工地盤９が実質的な２階部分と
なり、二段目の重層人工地盤９ａが３階（屋上階）となるのである。
　そして、図１０に示したように、地下基礎構造体１で形成される１階部分は主に住民用
の駐車場２２として区分して使用し、中央部には２階部分へ上がるためのスロープ２３が
設けられ、さらに２階および屋上階まで上がるための複数のエレベータ２４が設けられて
いる。
　また、図１１に示したように、２階部分については、中央部に下りのスロープ２５が設
けられると共に屋上階への階段２６が設けられ、両側の略半分のスペース２７、２８が事
務所または簡単な作業をする工場もしくは倉庫として使用できるように区分され、中央部
側に業務用の駐車場２９として区分されている。
【００３５】
　さらに、図１２で示したように、ＰＣ人工地盤２の屋上階（３階）には、前記したよう
に高層集合住宅３が向かい合わせて２棟構築されており、その中間部部分にはエントラン
スホール３０が両側の集合住宅３と繋げて設けられ、一部において屋上庭園３１や、生垣
用の植木３２を植えたり、周囲の空き地には芝生を植えたりするのであり、また、集合住
宅３の屋上やベランダ等の日当たりの良い位置には、ソーラーパネル３３を取り付けてエ
コ発電するようにする。このエコ発電は前記全ての実施例に係る集合住宅３でも同じであ
る。
【００３６】
　次に、図１３～図１４に示した第５の実施の形態について説明する。この実施の形態に
おいては、前記第１の実施の形態と同様に円形状のＰＣ人工地盤２の上に高層集合住宅３
や低層住宅３ａ等を構築するものであるが、ＰＣ人工地盤２についての概ねの構成は同じ
であるが、外周回廊１２，１３について改良したものである。即ち、外周回廊１２、１３
を螺旋状に形成して車両用の道路としたものであり、一方の回廊１２を登り用とし、他方
の回廊１３を下り用として形成したものである。
【００３７】
　このように外周回廊１２、１３を螺旋状に形成して、車両がＰＣ人工地盤２の屋上まで
登り降りできるようにすることで、高層集合住宅３の住人に緊急事態が生じたときに、救
急車が住宅３の直ぐ下まで乗り入れることができるのである。その他、住民にとって都合
よく利用できる道路となるのである。
【００３８】
　このように一つの集落を形成するために、図１５に示したように、集落として必要な各
種の領域、即ち、居住用の高層集合住宅３を構築する住宅領域４０と、病院や介護施設が
建築される医療領域４１、幼稚園から小・中学校までの低学年教育領域４２、高校以上の
高学年教育領域４３、機械工業等の工場領域４４、市場や海産物工場領域４５、地方自治
に係わる市町村の役所関係領域４６、および警察と消防などの安全対策領域４７などを区
分けして、沿岸部４８に近い平坦地に地下基礎構造体１とＰＣ人工地盤２とで形成される
高床型人工地盤を形成し、該高床型人工地盤の上部（屋上階）に必要な建造物を建築する
ことによって耐震性は勿論であるが、液状化対策も万全で且つ巨大津波が発生しても高床
型人工地盤によって被害を解消できるのである。
【００３９】
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　本願発明のシステムにおいて、Ｍ７級を超える耐震性能と、２０ｍ以上の耐津波性能と
を備え、全ての構造部材は少なくとも５００年以上の耐久性能とするために、全ての構造
部材を２時間以上の耐火性能を有するものとすること、及び人工地盤の耐荷重性能は、少
なくとも２ｔｆ／ｍ２以上とし、好ましくは３ｔｆ／ｍ２以上とする。ＰＣ人工地盤を含
むプレストレスコンクリート構造（ＰＣ構造）を主体として防錆技術を施すものとする。
例えば、ＰＣ構造柱の外郭は錆びない防錆を施した鋼管、または錆びない鋼管でカバーす
る。ＰＣ構造柱は、基礎、柱脚部から水が浸透し易く錆が発生して耐久年月を著しく低下
させることから、ＰＣ構造柱内の柱主筋、フープ筋、ＰＣ鋼材や地中梁、基礎、基礎スラ
ブ及び杭の鉄筋やスターラップに予め防錆を施した防錆鉄筋、防錆ＰＣストランドを使用
する。
　また、社会基礎整備として、例えば、集落に送電する電柱を不要とし、発電所・送電線
事故による停電を無くし自家発電装置を備える。給排水設備配管を地下筐体内に配置し、
地震、津波、地盤沈下などによる被害を受けないシステムを導入する。
　なお、集落規模としては、例えば、１ｈａ内に１００戸～２００戸程度の単位で、又は
、６００人から１０００人以上の街を形成し、安心と安全の生活環境と安定した職場とを
近接させて設け、職・住近接型街造りのシステムとする。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
  本発明に係るいずれの実施例においても、地下基礎構造体１とＰＣ人工地盤２とで形成
される高床型人工地盤を形成し、その上に集合住宅や学校または病院などの必要な建造物
を構築するのであり、沿岸部における津波対策のみならず、河川の氾濫が予測される地域
または領域においても適用できるのであり、津波や河川の氾濫などにおける水難対策とし
て広く利用できる。
　また、本発明の人工地盤の上部には、色々な施設、農業・漁業の市場、工業団地等を構
築して広く利用することができる。
　特に、本発明について前記各実施例において説明した種々の構成については、本発明の
主旨を逸脱しない範囲であれば、高床型人工地盤の上部に施設等の配置計画の変更が自在
であるので、実施例に記載の構成に限定されるものではない。
【符号の説明】
【００４１】
　１　地下基礎構造体
　２　ＰＣ人工地盤
　３  高層集合住宅（高層建築物）
　３ａ　低層住宅
　４　上水配管スペース
　５　電気配管スペース
  ６  下水配管スペース
　７　貯水槽または貯雪槽
　８　外周壁
　８ａ　二段目の外周壁
　８ｂ　三段目の外周壁　
　９　重層人工地盤
　９ａ　二段目の重層人工地盤
　９ｂ　三段目の重層人工地盤
　１０　支柱
　１１　梁
　１２、１３　外周回廊（車両用道路）
　１４　免震装置
　１５　柱
　１６　最下梁
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　１７　広い階段
　１８　屋上階への階段
　１９　開放部
　２０　制振ＰＣ柱
　２１　ＰＣ梁
　２２、２９　駐車場
　２３、２５　スロープ
　２４　エレベータ
　２６　階段
　２７、２８　スペース
　３０　エントランスホール　３１　
　３２　植木
　３３　ソーラーパネル
　４０　住宅領域
　４１　医療領域
　４２　低学年教育領域
　４３　高学年教育領域
　４４　工場領域
　４５　海産物工場領域
　４６　役所関係領域
　４７　警察と消防などの安全対策領域
　４８　沿岸部
【要約】　　　（修正有）
【課題】地震によって発生する軟弱地盤の液状化対策と巨大津波に対する居住領域の安全
性を確保する、並びに、居住領域を沿岸部に設けて集落を形成し地域の治安と地方自治に
よる行政サービスを十分受けられるようにする。
【解決手段】地震による液状化対策と沿岸部の巨大津波対策としてインフラ・社会基盤整
備を行ない防災機能と集落としての自治機能とを備えた集合住宅街区システムであって、
集落としての所要領域に地下基礎構造体１とＰＣ人工地盤２とで形成される高床型人工地
盤を形成し、該高床型人工地盤を集落として必要とする建造物毎に所要範囲内において所
要間隔をもって形成して配置し、該各高床型人工地盤上にそれぞれ設定された高層建造物
３を構築して集落機能を付与した防災機能と自治機能とを備えた集合住宅街区システムで
ある。
【選択図】図１
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