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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　梁材と柱材とによって骨組みが形成される建物ユニットを複数、隣接させて構成される
ユニット建物の連結構造であって、
　少なくとも一対の並設された建物ユニット間には間取り調整用の隙間が形成されて、そ
の隙間の対向する梁材間は、前記柱材との接合部の近傍となる両端で連結部材によって連
結される構造であって、
　前記連結部材は、前記梁材の長手方向に間隔を置いて配置される複数の支持材と、それ
らの支持材間に架け渡される連結面材とを備え、
　前記連結部材の配置箇所では前記建物ユニット間の剪断方向及び前記隙間の幅方向の変
形が拘束され、前記梁材の長手方向の前記連結部材間は前記剪断方向及び前記隙間の幅方
向の変形が許容されることを特徴とするユニット建物の連結構造。
【請求項２】
　前記連結部材は、前記支持材を前記梁材にそれぞれ固定させるために前記梁材の内側か
ら螺入される複数のボルトを備えていることを特徴とする請求項１に記載のユニット建物
の連結構造。
【請求項３】
　前記連結面材は、フック状に折り曲げられた両縁部を前記支持材にそれぞれ引掛けるこ
とによって前記支持材間に架け渡されることを特徴とする請求項１又は２に記載のユニッ
ト建物の連結構造。
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【請求項４】
　前記支持材は長さ調整手段によって調整された長さで前記梁材の側面側に固定されるこ
とを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載のユニット建物の連結構造。
【請求項５】
　前記柱材と前記梁材とはそれぞれの側面に当接させる当接面を備えた接合枠材を介して
接合されており、前記支持材は前記接合枠材を介して前記梁材に固定されることを特徴と
する請求項１乃至４のいずれか一項に記載のユニット建物の連結構造。
【請求項６】
　前記隙間は２０－３０ｃｍの幅であって、前記隙間の上方には、前記建物ユニットの床
梁となる梁材間に跨って床パネルが設置されることを特徴とする請求項１乃至５のいずれ
か一項に記載のユニット建物の連結構造を備えたユニット建物。
【請求項７】
　前記連結部材で連結される隙間が形成された前記建物ユニットの梁材間に管材を配設す
ることを特徴とする請求項６に記載のユニット建物。
【請求項８】
　前記連結部材で連結される隙間が形成された前記建物ユニットの梁材間に補強梁又は振
動減衰装置を配置することを特徴とする請求項６に記載のユニット建物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の建物ユニットを隣接させて構成するユニット建物の連結構造、及びそ
れを備えたユニット建物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、工場で製作された複数の建物ユニットを縦、横に積み重ねて構築するユニット建
物が知られている。一般に、これらの建物ユニット間には、誤差吸収を目的とするものを
除いて実質的な隙間を設けることなく近接させて連結をおこなっている。
【０００３】
　これに対して、特許文献１，２などには、建物ユニット間に隙間を設けて連結させるこ
とによって、建物ユニットの倍数の制限を越えて建築面積を広げることができるユニット
建物が開示されている。
【特許文献１】特開２００７－２４７３４３号公報
【特許文献２】特許第３７９６４９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に開示されたユニット建物では、建物ユニット間の隙間に渡
し梁が隙間無く配置されることでユニット建物の水平剛性が確保されるようになっている
ため、隙間全域に渡し梁を配置する材料費が嵩むおそれがある。
【０００５】
　また、特許文献２に開示されたユニット建物は、柱間が連結部材で連結されるだけでは
構造的に不安定であり、梁材間に構造用合板を架け渡すことによって水平面剛性が確保さ
れる。このため、この構造用合板には切欠きや穴を設けることができず、梁材間に配管や
振動減衰装置の配置などをおこなうことができない。
【０００６】
　さらに、梁材間の剛性を渡し梁などで長手方向の全長に亘って高め過ぎてしまうと、梁
材が撓みにくくなり、変形によってエネルギーを吸収するという骨組構造体本来の特性が
充分発揮できなくなるおそれがある。
【０００７】
　そこで、本発明は、骨組構造体本来の特性を維持したうえで簡素な構成で必要な強度が
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確保できるユニット建物の連結構造、及びそれを備えたユニット建物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】
【０００８】
　前記目的を達成するために、本発明のユニット建物の連結構造は、梁材と柱材とによっ
て骨組みが形成される建物ユニットを複数、隣接させて構成されるユニット建物の連結構
造であって、少なくとも一対の並設された建物ユニット間には間取り調整用の隙間が形成
されて、その隙間の対向する梁材間は、前記柱材との接合部の近傍となる両端で連結部材
によって連結されるとともに、前記連結部材の配置箇所では前記建物ユニット間の剪断方
向及び前記隙間の幅方向の変形が拘束され、前記梁材の長手方向の前記連結部材間は前記
剪断方向及び前記隙間の幅方向の変形が許容されることを特徴とする。
【０００９】
　ここで、前記連結部材は、前記梁材の長手方向に間隔を置いて配置される複数の支持材
と、それらの支持材間に架け渡される連結面材とを備えた構成とする。また、前記支持材
は長さ調整手段によって調整された長さで前記梁材の側面側に固定されるのが好ましい。
【００１０】
　さらに、前記柱材と前記梁材とはそれぞれの側面に当接させる当接面を備えた接合枠材
を介して接合されており、前記支持材は前記接合枠材を介して前記梁材に固定されるよう
に構成することができる。
【００１１】
　また、本発明のユニット建物は、上記ユニット建物の連結構造を備えるとともに、前記
隙間は２０－３０ｃｍの幅であって、前記隙間の上方には、前記建物ユニットの床梁とな
る梁材間に跨って床パネルが設置されることを特徴とする。
【００１２】
　さらに、前記連結部材で連結される隙間が形成された前記建物ユニットの梁材間に管材
を配設することができる。また、前記連結部材で連結される隙間が形成された前記建物ユ
ニットの梁材間に補強梁又は振動減衰装置を配置することもできる。
【発明の効果】
【００１３】
　このように構成された本発明のユニット建物の連結構造は、建物ユニット間の隙間の対
向する梁材間が、長手方向の両端で連結部材によって連結され、それらの連結部材の配置
箇所で建物ユニット間の剪断方向及び隙間の幅方向の変形が拘束される。他方、連結部材
間は前記剪断方向及び前記隙間の幅方向の変形が許容されている。
【００１４】
　このように梁材間の長手方向の両端において、建物ユニット間の剪断方向及び隙間の幅
方向の変形が拘束される構成であれば、それ以外の部分に構造部材を配置する必要がなく
簡素な構成にすることができる。
【００１５】
　また、連結部材の配置箇所以外では梁材を撓ませることができるので、大地震が起きた
ときなどに骨組構造体を変形させることで、地震のエネルギーを吸収させてユニット建物
の倒壊を防ぐことができる。
【００１６】
　例えば、前記梁材の長手方向に間隔を置いて配置される複数の支持材と、それらの支持
材間に架け渡される連結面材とによって連結部材を構成すれば、支持材によって相対的な
建物ユニット間の剪断方向の変形が拘束されるうえに、支持材間に架け渡される連結面材
によって隙間の幅方向の変形を拘束することができる。
【００１７】
　このように、複数の支持材間が連結面材で連結されていれば、梁材間の水平方向の連結
が面でおこなわれ、水平力が作用してもユニット建物にねじれが発生し難い。
【００１８】
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　また、長さ調整手段を備えた支持材であれば、建物ユニット間の隙間の幅に多少の誤差
が生じたとしても、長さ調整手段によって調整することで、容易に支持材を梁材に固定す
ることができる。
【００１９】
　また、連結部材を強度の大きな柱材と梁材の接合部の近傍に設けることで、連結部材を
介して伝達される水平力によって梁材などが変形することを防ぐことができる。
【００２０】
　特に、柱材と梁材とを接合枠材を介して接合することで接合部が補強されるうえに、そ
の接合枠材を介して連結部材を固定するようにすれば、より強固な連結構造とすることが
できる。
【００２１】
　また、隙間が２０－３０ｃｍの幅であれば、床パネルを補強して剛性を上げなくても床
梁間に跨って床パネルを設置することができる。
【００２２】
　さらに、隙間に管材や補強梁や振動減衰装置を配置するようにすれば、梁材間の隙間を
有効に活用できるうえに、梁材の上下の空間が管材等で占有されず、天井を高くしたり、
床を低くしたりして室内空間を広く確保することが可能になる。
【００２３】
　そして、隙間によってユニット建物の大きさを調整できるので、建物ユニットの倍数と
いう制限を離れて自由にユニット建物の形状や間取りを設計することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　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。
【００２５】
　図１は、本実施の形態のユニット建物の連結構造の構成を示した部分拡大平面図、図２
は図１のＡ－Ａ矢視方向の断面図、図３，４はこの連結構造を備えたユニット建物１０Ａ
，１０Ｂの概略構成を示した平面図である。
【００２６】
　まず、図３を参照しながらユニット建物１０Ａの構成から説明すると、このようなユニ
ット建物１０Ａは、工場で製作される複数の建物ユニット１Ａ－１Ｆを現場で接合するこ
とによって構築される。なお、ここではユニット建物１０Ａの２階の平面図については説
明しないが、図２に示すように１階の建物ユニット１Ａ－１Ｆの上には同様の構成の建物
ユニット１，・・・が載置される。
【００２７】
　また、このような建物ユニット１，１Ａ－１Ｅは、四隅に配置される柱材としての柱１
１，・・・と、その柱１１，・・・の下端間に架け渡される梁材としての床梁１２，・・
・と、柱１１，・・・の上端間に架け渡される梁材としての天井梁１３，１３Ａ，・・・
とによってボックス形のラーメン構造体（骨組構造体）に形成される。
【００２８】
　ここで、柱１１は角形鋼管、床梁１２及び天井梁１３は断面視コ字形の溝形鋼材によっ
て形成されており、柱１１と床梁１２及び天井梁１３（１３Ａ）は接合枠材１４を介して
接合される。
【００２９】
　この接合枠材１４は、図１，２に示すように、柱１１の側面に当接させる柱当接面１４
ａと、床梁１２又は天井梁１３の側面に当接させる梁当接面１４ｂとが略直交するように
形成されている。そして、接合枠材１４の柱当接面１４ａを柱１１の側面に当接させて溶
接接合し、柱１１から延出された梁当接面１４ｂに床梁１２又は天井梁１３の側面を当接
させて溶接接合する。
【００３０】
　また、図３に示したユニット建物１０Ａは、長辺側の梁材間にのみ隙間が形成された建
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物で、建物ユニット１Ａ，１Ｂ、１Ｂ，１Ｃ、１Ｄ，１Ｅ、１Ｅ，１Ｆ間に、２０－３０
ｃｍ程度の隙間１０１，・・・がそれぞれ形成されている。
【００３１】
　さらに、図４に示したユニット建物１０Ｂは、長辺側と短辺側との両方の梁材間に隙間
が形成された建物で、建物ユニット１Ａ，１Ｂ、１Ｂ，１Ｃ、１Ｄ，１Ｅ、１Ｅ，１Ｆ間
に、２０－３０ｃｍ程度の隙間１０１，・・・がそれぞれ形成されるとともに、建物ユニ
ット１Ａ，１Ｄ、１Ｂ，１Ｅ、１Ｃ，１Ｆ間に、２０－３０ｃｍ程度の隙間１０２，・・
・がそれぞれ形成されている。
【００３２】
　このようにして形成された隙間１０１（１０２）には、図１に示すように連結部材２が
配置される。この連結部材２は、柱１１と天井梁１３の接合部の近傍の対向する天井梁１
３，１３間に配置される。
【００３３】
　また、この連結部材２は、接合部の近傍にそれぞれ配置されるので、一対の並設された
建物ユニット間においては、天井梁１３の長手方向の両端付近の２箇所に連結部材２，２
が配置される。そして、連結部材２，２間には、天井梁１３の長手方向に沿って空間が形
成される。
【００３４】
　一方、この連結部材２の配置位置をさらに詳細に説明すると、柱１１と天井梁１３とを
接合する接合枠材１４が設けられている位置に配置される。
【００３５】
　この連結部材２は、天井梁１３の長手方向に間隔を置いて配置される複数の支持材２１
Ａ，２１Ｂと、それらの支持材２１Ａ，２１Ｂ間に架け渡される連結面材２４とを備えて
いる。
【００３６】
　この支持材２１Ａ，２１Ｂは、柱１１と天井梁１３とを接合する接合枠材１４の側面に
取り付けられるもので、一方の支持材２１Ａは柱１１に近接して取り付けられ、他方の支
持材２１Ｂは接合枠材１４の端縁付近に取り付けられる。
【００３７】
　これらの支持材２１Ａ，２１Ｂには、例えば六角柱状の本体部２１１の両端に雌ネジ穴
２１２，２１２が設けられており、その雌ネジ穴２１２に図１に示すように天井梁１３の
内側からボルト２２を螺入して、接合枠材１４を介して支持材２１Ａ，２１Ｂを天井梁１
３にそれぞれ固定する。すなわち、このボルト２２の螺入する長さによって支持材２１Ａ
，２１Ｂの長さが調整される。ここで、図１に示した一方の支持材２１Ａは、本体部２１
１の両端がそれぞれ接合枠材１４，１４の側面に当接しているので、ボルト２２，２２だ
けで固定されるが、他方の支持材２１Ｂは、本体部２１１と接合枠材１４との間にボルト
２２が露出しているので、その部分にナット２３を嵌めて接合枠材１４への固定をおこな
う。
【００３８】
　また、連結面材２４は、図１に示すように平面視略台形に成形されるとともに、台形の
上下辺となる両縁部が、図２に示すようフック状に折り曲げられて支持材２１Ａ，２１Ｂ
に引掛けられるようになっている。このため、地震などでユニット建物１０Ａが変形して
支持材２１Ａ，２１Ｂの間隔が広がる方向の力が作用しても、この連結面材２４の拘束に
よって支持材２１Ａ，２１Ｂの間隔の広がりは抑えられる。
【００３９】
　また、図１に示すように、平面視略台形の連結面材２４は、隙間１０１に配置し易く、
また、先細りの形状によって支持材２１Ｂの近傍で接合枠材１４，１４との間に間隙が生
じるので、容易にナット２３，２３の締付けをおこなうことができる。
【００４０】
　さらに、図５－７を参照しながら、連結部材２周辺の構成の詳細について説明する。
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【００４１】
　図５は１階と２階の境界付近の外壁パネル３１を含めた縦断面図であり、図６は建物ユ
ニット１Ａ，１Ｂ間の隙間１０１周辺の外壁パネル３１を含めた平面図である。
【００４２】
　図５に示したように、１階と２階の柱１１，１１の正面には外壁パネル３１，３１がそ
れぞれ取り付けられており、その内側にはグラスウールなどの断熱材３３１が配設され、
室内側には内壁板３３が取り付けられている。また、２階の床梁１２の上面には床パネル
３２が設置されるとともに、１階の天井梁１３の下面には天井板３４が貼り付けられてい
る。
【００４３】
　さらに、２階の外壁パネル３１と１階の外壁パネル３１との間隙に配設される水切りカ
バー３５の背面側には、防水シート３５１が敷設されており、その上端を取り付ける受け
金具３５２は、連結部材２に向けて延設されるアーム部３５４を介して連結面材２４の上
面にネジ３５３で固定される。
【００４４】
　また、図６に示したように、建物ユニット１Ａ，１Ｂには、それぞれ外壁パネル３１Ａ
，３１Ａが取り付けられており、建物ユニット１Ａ，１Ｂ間の隙間１０１には、外壁パネ
ル３１Ａ，３１Ａ間を埋めるように隙間用の外壁パネル３１が取り付けられる。
【００４５】
　そして、図７は、建物ユニット１，１間の隙間１０１を図５のＢ－Ｂ矢視方向で見た断
面図で、図７（ａ）は２階の上部に位置する屋根部、図７（ｂ）は２階の床部と１階の天
井部、図７（ｃ）は１階の床部の構成を示した図である。
【００４６】
　まず図７（ａ）から説明すると、２階の天井梁１３，１３の上方は、折板屋根３６で覆
われた屋根部となっており、天井梁１３，１３間の隙間１０１には、連結部材２が取り付
けられている。
【００４７】
　また、図７（ｂ）に示すように、１階の天井梁１３，１３の上面には、それぞれ２階の
床梁１２，１２が載置されており、それぞれの建物ユニット１内で床梁１２に差し渡され
る床小梁３２２の上には、根太３２３を介して床板３２Ａが載置される。
【００４８】
　さらに、建物ユニット１，１間の隙間１０１の上方には、床梁１２，１２間に跨って床
パネル３２が設置されている。この床パネル３２は、床梁１２，１２間に架け渡される渡
り根太３２１と、その上に張設されるパーチクルボードなどの板材によって構成される。
ここで、隙間１０１が２０－３０ｃｍ程度であれば、特別に補強しなくても、渡り根太３
２１（３０ｃｍ四方程度の角材）とパーチクルボード（厚さ１５－２０ｍｍ程度）で床パ
ネル３２を構成することができる。
【００４９】
　また、１階の天井梁１３，１３の側面１３１，１３１間は、連結部材２によって連結さ
れ、その下方は天井板３４によって塞がれる。ここで、この天井板３４は、天井梁１３に
架け渡された横木３４１の下面に貼り付けられている。
【００５０】
　さらに、図７（ｃ）に示すように、１階の床梁１２，１２間に跨って床パネル３２が架
け渡されて、建物ユニット１，１間の隙間１０１の上方が塞がれる。
【００５１】
　次に、本実施の形態のユニット建物の連結構造の作用について説明する。
【００５２】
　このように構成された本発明のユニット建物１０（１０Ａ，１０Ｂ）の連結構造は、建
物ユニット１，１間の隙間１０１（１０２）の対向する天井梁１３，１３間が、長手方向
の両端で連結部材２，２によって連結され、建物ユニット１，１間の剪断方向及び隙間１
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０１（１０２）の幅方向の変形が拘束される。ここで、建物ユニット１，１間の剪断方向
の変形とは、建物ユニット１，１間に相対的に上下方向や天井梁１３の長手方向の変位が
生じることをいう。また、隙間１０１（１０２）の幅方向の変形とは、建物ユニット１，
１間の距離が近づいたり離れたりする方向の変位が生じることをいう。
【００５３】
　他方、連結部材２，２間には、連結部材２のような剛性の高い構造部材が天井梁１３の
長手方向に沿って配置されていないので、剪断方向及び隙間１０１（１０２）の幅方向の
変形が許容される。
【００５４】
　このように天井梁１３，１３間の長手方向の両端において、建物ユニット１，１間の剪
断方向及び隙間１０１（１０２）の幅方向の変形が拘束される構成であれば、それ以外の
部分に構造部材を配置する必要がなく、材料費が抑えられた簡素な構成にすることができ
る。
【００５５】
　また、連結部材２，２の配置箇所以外では天井梁１３，１３を撓ませることができるの
で、大地震が起きるとラーメン構造体（骨組構造体）を構成する天井梁１３が連結部材２
，２間の非剛性部で撓んで、その変形によって地震のエネルギーが吸収され、ユニット建
物１０が倒壊するような被害を防ぐことができる。
【００５６】
　すなわち、天井梁１３の長手方向に間隔を置いて配置される複数の支持材２１Ａ，２１
Ｂと、それらの支持材２１Ａ，２１Ｂ間に架け渡される連結面材２４とによって連結部材
２を構成すれば、支持材２１Ａ，２１Ｂによって相対的な建物ユニット１，１間の剪断方
向の変形が拘束されるうえに、支持材２１Ａ，２１Ｂ間に架け渡される連結面材２４によ
って隙間１０１の幅方向の変形を拘束することができる。
【００５７】
　そして、このように複数の支持材２１Ａ，２１Ｂ間が連結面材２４で連結されていれば
、天井梁１３，１３間の水平方向の連結が面でおこなわれ、水平力が作用してもユニット
建物１０にねじれが発生し難い。
【００５８】
　また、長さ調整手段を備えた支持材２１Ａ，２１Ｂであれば、建物ユニット１，１間の
隙間１０１（１０２）の幅に多少の誤差が生じたとしても、長さ調整手段によって調整す
ることで、容易に支持材２１Ａ，２１Ｂを天井梁１３，１３間に固定することができる。
【００５９】
　特に、柱１１と天井梁１３とを接合枠材１４を介して接合することで接合部が補強され
るうえに、その接合枠材１４を介して連結部材２を固定するようにすることで、より強固
な連結構造とすることができる。
【００６０】
　そして、このように連結部材２を強度の大きな柱１１と天井梁１３の接合部の近傍に設
けることで、連結部材２を介して伝達される水平力によって天井梁１３が変形することを
防ぐことができる。
【００６１】
　また、隙間１０１が２０－３０ｃｍの幅であれば、床パネル３２の渡り根太３２１が３
０ｃｍ四方程度の角材であっても、床梁１２，１２間に跨って床パネル３２を設置するこ
とができる。
【００６２】
　さらに、隙間１０１，１０２によってユニット建物１０の大きさを調整できるので、建
物ユニット１の倍数という大きさの制限を離れて、自由にユニット建物１０の形状や間取
りを設計することができる。
【実施例】
【００６３】
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　以下、前記した実施の形態とは別の形態の実施例について説明する。なお、前記実施の
形態で説明した内容と同一乃至均等な部分の説明については同一符号を付して説明する。
【００６４】
　図８には、建物ユニット１，１間の隙間１０１に管材としての塩化ビニル管４が配設さ
れた断面図を示した。なお、この断面図は、柱１１から離れた天井梁１３の長手方向の中
央付近の断面図であり、図示はされていないが、天井梁１３，１３間は、前記実施の形態
と同様に、柱１１との接合部付近となる天井梁１３の長手方向の両端で連結部材２，２に
よってそれぞれ連結されている。
【００６５】
　この図８に示すように、床梁１２には建物ユニット１内に向けて床小梁３２２が差し渡
され、その上面には根太３２３が架け渡され、その根太３２３の上面には床板３２Ａの側
縁が載置されている。また、この根太３２３の上面には、床梁１２，１２間に跨って渡り
根太３２１を架け渡した床パネル３２の側縁も載置されて、床板３２Ａ，３２Ａと床パネ
ル３２とで面一の床面が形成されて隙間１０１の上方が塞がれている。
【００６６】
　また、天井梁１３には、建物ユニット１内に向けて横木３４１が架け渡され、その下面
には天井板３４Ａ，３４Ａが貼り付けられ、天井板３４Ａ，３４Ａ間には天井板３４が貼
り付けられることで隙間１０１の下方が塞がれている。
【００６７】
　このようにして構成される隙間１０１は、２階の室内側にも１階の室内側にも露出され
ない閉じられた空間となっている。また、この隙間１０１は、図３，４に示すように建物
ユニット１Ａ－１Ｆの長辺側に沿って延伸される。
【００６８】
　すなわち、この隙間１０１は、連続した長い溝状の閉じた空間になり、この隙間１０１
に何かを配置したとしても外観を損ねたり、室内側の空間が侵食されたりすることがない
。
【００６９】
　そこで、例えば、図８に示すように、隙間１０１に沿って塩化ビニル管４を配設して給
排水に利用する。この塩化ビニル管４は、周囲がロックウールなどの耐火材で被覆されて
いる。また、隙間１０１には、給排水用の管材だけでなく、給排気用や冷暖房用の管材を
配設することもできる。
【００７０】
　また、このようにして隙間１０１に配管した場合は、床パネル３２や天井板３４を外す
だけで容易に配管の点検又は修理をおこなうことができる。すなわち、連結部材２，２間
であれば天井梁１３，１３間は上下方向に連通されているので、床パネル３２や天井板３
４を外すと配管を露出させることができる。さらに、連結部材２，２間であれば、配管を
上階側に立ち上げたり、下階側に下ろしたりしても、連結構造の連結強度を低下させるこ
とがない。
【００７１】
　一方、図９は、建物ユニット１，１間の隙間１０１に補強梁を配置した構成を説明する
図であって、図９（ａ）は２階の天井部の断面図、図９（ｂ）は２階の床部と１階の天井
部の断面図を示している。なお、これらの断面図は、柱１１から離れた天井梁１３の長手
方向の中央付近の断面図であり、図示はされていないが、天井梁１３，１３間は前記実施
の形態と同様に柱１１との接合部付近となる両端で連結部材２，２によってそれぞれ連結
されている。
【００７２】
　まず、図９（ａ）に示すように、２階の天井梁１３には、それよりも梁成の高い補強梁
５Ａが取り付けられている。この補強梁５Ａは、断面視略Ｃ字形に成形されており、天井
梁１３の側面１３１に薄板５３を介して補強梁５Ａのウエッブが当接されてボルト５１と
ナット５２で締結されている。
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【００７３】
　また、図９（ｂ）に示すように、２階の床梁１２と１階の天井梁１３には、その２つを
積み重ねた高さよりも梁成の高い補強梁５Ｂが取り付けられている。この補強梁５Ｂは、
断面視略Ｃ字形に成形されており、天井梁１３の側面１３１に薄板５３を介して補強梁５
Ｂのウエッブが当接されてボルト５１とナット５２で締結されている。
【００７４】
　このように建物ユニット１の骨組構造体を構成する天井梁１３や床梁１２の剛性が不足
する場合やキャンチレバー構造のバルコニーを設ける場合などには、この隙間１０１を利
用して補強梁５Ａ，５Ｂを配置して天井梁１３や床梁１２を補強することができる。
【００７５】
　そして、このように隙間１０１を利用した補強であれば、外観を損ねたり、室内側の空
間が侵食されたりすることがないうえに、ユニット建物１０を構築した後であっても、床
パネル３２や天井板３４を外すだけで容易に補強をおこなうことができる。
【００７６】
　すなわち、連結部材２，２間には、天井梁１３，１３間や床梁１２，１２間を塞ぐよう
な構造部材が配置されていないので、天井梁１３や床梁１２の長手方向に沿った補強を容
易におこなうことができる。
【００７７】
　また、同様にして、この隙間１０１を利用して、天井梁１３，１３間や床梁１２，１２
間に、床の振動を減衰させる振動減衰装置や地震時の建物の横揺れ振動を減衰させる振動
減衰装置を配置することができる。
【００７８】
　例えば、振動減衰装置が、天井梁１３に地震時に発生する撓みを増幅させて減衰材に作
用させ、それによってエネルギーを吸収させるような装置であれば、連結部材２，２間の
天井梁１３の変形が許容されていることによって、有効に振動減衰装置を機能させること
ができる。
【００７９】
　このように、隙間１０１に管材や補強梁や振動減衰装置を配置するようにすれば、天井
梁１３，１３間や床梁１２，１２間の隙間１０１（１０２）を有効に活用できるうえに、
天井梁１３の下方や床梁１２の上方の空間が管材や補強梁や振動減衰装置などで占有され
ず、天井を高くしたり、床を低くしたりして室内空間を広く確保することが可能になる。
【００８０】
　なお、他の構成及び作用効果については、前記実施の形態と略同様であるので説明を省
略する。
【００８１】
　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。
【００８２】
　例えば、前記実施の形態では、２本の支持材２１Ａ，２１Ｂとそれらに架け渡される連
結面材２４とによって連結部材２を構成したが、これに限定されるものではなく、建物ユ
ニット１，１間の剪断方向及び隙間１０１の幅方向の変形を拘束できる構成であればよい
。
【００８３】
　また、前記実施の形態では、支持材２１Ａ，２１Ｂを天井梁１３に固定するボルト２２
，２２を長さ調整手段として使用して、支持材２１Ａ，２１Ｂの長さを調整したが、これ
に限定されるものではなく、支持材の中央などに長さ調整手段を設けて長さを調整するよ
うにしてもよい。
【００８４】
　また、前記実施の形態及び実施例では、隙間１０１を例示しながら説明したが、これに
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間１０２においても同様の構成とすることができる。
【００８５】
　さらに、前記実施の形態では、梁材として天井梁１３，１３間を連結部材２で連結する
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、床梁１２，１２間を連結部材
２で連結してもよい。
【００８６】
　また、前記実施の形態では、２本の支持材２１Ａ，２１Ｂを配置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本以上の支持材を配置することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明の最良の実施の形態のユニット建物の連結構造の構成を説明する部分拡大
平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ矢視方向の断面図である。
【図３】一方向に隙間が形成されたユニット建物の構成を説明する平面図である。
【図４】二方向に隙間が形成されたユニット建物の構成を説明する平面図である。
【図５】建物ユニット間の隙間周辺の構成を説明する詳細断面図である。
【図６】建物ユニット間の隙間周辺の構成を説明する詳細平面図である。
【図７】図５のＢ－Ｂ矢視方向で見た図であって、（ａ）は２階の天井部周辺の構成を示
した断面図、（ｂ）は２階と１階の境界周辺の構成を示した断面図、（ｃ）は１階の床部
周辺の構成を示した断面図である。
【図８】実施例の隙間に配管をおこなった構成を説明する詳細断面図である。
【図９】実施例の隙間に補強梁を配置した構成を説明する詳細断面図であって、（ａ）は
２階の天井部周辺の構成を示した図、（ｂ）は２階と１階の境界周辺の構成を示した図で
ある。
【符号の説明】
【００８８】
１０Ａ，１０Ｂ　ユニット建物
１，１Ａ－１Ｆ　建物ユニット
１０１，１０２　隙間
１１　　　　　　柱（柱材）
１２　　　　　　床梁（梁材）
１３，１３Ａ　　天井梁（梁材）
１３１　　　　　側面
１４　　　　　　接合枠材
１４ａ　　　　　柱当接面（当接面）
１４ｂ　　　　　梁当接面（当接面）
２　　　　　　　連結部材
２１Ａ，２１Ｂ　支持材
２２　　　　　　ボルト（長さ調整手段）
２４　　　　　　連結面材
３２　　　　　　床パネル
４　　　　　　　塩化ビニル管（管材）
５Ａ，５Ｂ　　　補強梁
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