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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建築物の基礎部分において立ち上がりを構築するための方法であって、
平坦なマット基礎（Ｂ）の上面に立ち上がり鉄筋（Ｐ・Ｐ…）を並列的に埋設して上方に
突出させる一方、
上面および底面にそれぞれ開口部（11・12）を有し、かつ、両側面には側壁部（13・13）
を備えており、さらに、少なくとも一箇所の側壁部（13・13）間には側面開口部（14）を
形成して成る中空コンクリート製の立ち上がりブロック（１）を使用して、
前記複数の立ち上がりブロック（１・１…）を各底面開口部（12）を前記立ち上がり鉄筋
（Ｐ・Ｐ…）の配列に沿って、これら列立する鉄筋（Ｐ・Ｐ…）を被覆しつゝ載置してい
き、
これらの立ち上がりブロック（１）の上面開口部（11）から内部にコンクリートを充填す
ることにより硬化させて、前記マット基礎（Ｂ）と底面開口部（12）とを結合一体化せし
めるとともに、隣接する立ち上がりブロック（１・１）の側面開口部（14・14）同士を結
合一体化する一方、
前記立ち上がりブロック（１）の側壁部（13）の下縁に下縁切欠部（13ｂ）を設けて、隣
接する立ち上がりブロック（１）の下縁切欠部（13ｂ）にコンクリートを充填して硬化さ
せることによって立ち上がりブロック（１）と基礎部分（Ｂ）との結合面積を拡張するこ
とを特徴とする建築基礎工法。
【請求項２】
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　立ち上がりブロック（１）の側壁部（13）の端縁に端縁切欠部（13ａ）が設けられてお
り、隣接する立ち上がりブロック（１・１）同士の切欠部（13ａ・13ａ）にコンクリート
を充填して硬化させることによってこれら立ち上がりブロック（１・１）の切欠部（13ａ
・13ａ）同士を結合一体化することを特徴とする請求項１記載の建築基礎工法。
【請求項３】
　平坦なマット基礎（Ｂ）の上面に立ち上がり鉄筋（Ｐ・Ｐ…）が並列的に埋設して上方
に突出された建築物の基礎部分において、立ち上がりを構築するために用いる中空のプレ
キャストコンクリートブロックであって、
上面および底面にそれぞれ開口部（11・12）を有しており、かつ、両側面には側壁部（13
・13）が立設されているとともに、少なくとも一箇所の側壁部（13・13）間に側面開口部
（14）が形成されており、
これらの立ち上がりブロック（１）の上面開口部（11）から内部にコンクリートを充填す
ることにより硬化させて、前記マット基礎（Ｂ）と底面開口部（12）とを結合一体化可能
であるとともに、隣接する立ち上がりブロック（１・１）の側面開口部（14・14）同士を
結合一体化可能であり、
更に前記側壁部（13）の下縁には、下縁切欠部（13ｂ）が設けられて、隣接する立ち上が
りブロック（１）の下縁切欠部（13ｂ）にコンクリートを充填して硬化させることによっ
て立ち上がりブロック（１）と基礎部分（Ｂ）との結合面積を拡張可能であることを特徴
とする立ち上がりブロック。
【請求項４】
　立ち上がりブロック（１）の底面開口部（12）の形状が、一文字、Ｌ字型、十字型、Ｔ
字型の何れかであることを特徴とする請求項３記載の立ち上がりブロック。
【請求項５】
　側壁部（13）の端縁に端縁切欠部（13ａ）が設けられており、隣接する立ち上がりブロ
ック（１・１）同士の切欠部（13ａ・13ａ）にコンクリートを充填して硬化させることに
よってこれら立ち上がりブロック（１・１）同士を結合一体化できることを特徴とする請
求項３または４記載の立ち上がりブロック。
【請求項６】
　立ち上がりブロック（１）の側壁部（13）の外側面の少なくとも一部に化粧溝部（13ｃ
）が形成されていることを特徴とする請求項３～５の何れか一つに記載の立ち上がりブロ
ック。
【請求項７】
　立ち上がりブロック（１）の側壁部（13）の縁部に、合决り突起（13ｄ）が形成されて
おり、隣接する立ち上がりブロック（１・１）同士の合决り突起（13ｄ・13ｄ）を衝合可
能であることを特徴とする請求項３～６の何れか一つに記載の立ち上がりブロック。
【請求項８】
　立ち上がりブロック（１）の側壁部（13）の内側面に、アンカー凹凸（13ｅ）がラック
状に形成されていることを特徴とする請求項３～７の何れか一つに記載の立ち上がりブロ
ック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建築工法技術の改良、更に詳しくは、基礎構築のための型枠を組み立てる必
要がなくて施工が簡単であり、人力で運搬施工可能なサイズにすることができて現場での
作業負担を軽減して工期を大幅に短縮することができる建築基礎工法およびそれに用いる
立ち上がりブロックに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　周知のとおり、建築物を構築するためには、まず、布基礎やべた基礎などの基礎コンク
リートを打設して土台を形成し、この基礎コンクリートの上面に間取りに対応する立ち上
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がりを形成する。
【０００３】
　従来、かかる基礎工法として、所望の形状のコンクリート構造物を形成するためには、
型枠を組んでこの型枠内にコンクリートを流し込んで硬化させる必要があった（例えば、
特許文献１参照）。
【０００４】
　しかしながら、型枠を組むには大量の資材が必要であり、また、この作業は非常に手間
のかかる労働集約的な作業であり、クレーンなどの機械を使用すると工費も高くなるとい
う問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－７６４２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、従来の建築工法に上記のような問題があったことに鑑みて為されたものであ
り、その目的とするところは、基礎構築のための型枠を組み立てる必要がなくて施工が簡
単であり、人力で運搬施工可能なサイズにすることができて現場での作業負担を軽減して
工期を大幅に短縮することができる建築物の基礎工法およびそれに用いる立ち上がりブロ
ックを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者が上記技術的課題を解決するために採用した手段を、添付図面を参照して説明
すれば、次のとおりである。
【０００８】
　即ち、本発明は、建築物の基礎部分において立ち上がりを構築するための方法であって
、
平坦なマット基礎Ｂの上面に立ち上がり鉄筋Ｐ・Ｐ…を並列的に埋設して上方に突出させ
る一方、
上面および底面にそれぞれ開口部11・12を有し、かつ、両側面には側壁部13・13を備えて
おり、さらに、少なくとも一箇所の側壁部13・13間には側面開口部14を形成して成る中空
コンクリート製の立ち上がりブロック１を使用して、
前記複数の立ち上がりブロック１・１…を各底面開口部12を前記立ち上がり鉄筋Ｐ・Ｐ…
の配列に沿って、これら列立する立ち上がり鉄筋Ｐ・Ｐ…を被覆しつゝ載置していき、
これらの立ち上がりブロック１の上面開口部11から内部にコンクリートを充填することに
より硬化させて、前記マット基礎Ｂと底面開口部12とを結合一体化せしめるとともに、隣
接する立ち上がりブロック１・１の側面開口部14・14同士を結合一体化し、
更に前記立ち上がりブロック１の側壁部13の下縁に下縁切欠部13ｂを設けて、隣接する立
ち上がりブロック１の下縁切欠部13ｂにコンクリートを充填して硬化させることによって
立ち上がりブロック１と基礎部分Ｂとの結合面積を拡張するという技術的手段を採用した
ことによって、建築基礎工法を完成させた。
【０００９】
　また、本発明は、上記課題を解決するために、必要に応じて上記手段に加え、立ち上が
りブロック１の側壁部13の端縁に端縁切欠部13ａが設けられており、隣接する立ち上がり
ブロック１・１同士の切欠部13ａ・13ａにコンクリートを充填して硬化させることによっ
てこれら立ち上がりブロック１・１の切欠部13ａ・13ａ同士を結合一体化するという技術
的手段を採用することができる。
【００１１】
　また、本発明は、平坦なマット基礎Ｂの上面に立ち上がり鉄筋Ｐ・Ｐ…が並列的に埋設
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して上方に突出された建築物の基礎部分において、立ち上がりを構築するために用いる中
空のプレキャストコンクリートブロックであって、
上面および底面にそれぞれ開口部11・12を有しており、かつ、両側面には側壁部13・13を
立設するとともに、少なくとも一箇所の側壁部13・13間に側面開口部14を形成して、
これらの立ち上がりブロック１の上面開口部11から内部にコンクリートを充填することに
より硬化させて、前記マット基礎Ｂと底面開口部12とを結合一体化可能にするとともに、
隣接する立ち上がりブロック１・１の側面開口部14・14同士を結合一体化可能にし、
更に前記側壁部13の下縁には、下縁切欠部13ｂが設けられて、隣接する立ち上がりブロッ
ク１の下縁切欠部13ｂにコンクリートを充填して硬化させることによって立ち上がりブロ
ック１と基礎部分Ｂとの結合面積を拡張可能にするという技術的手段を採用することによ
って、建築基礎工法に用いる立ち上がりブロックを完成させた。
【００１２】
　また、本発明は、上記課題を解決するために、必要に応じて上記手段に加え、立ち上が
りブロック１の底面開口部12の形状を、一文字、Ｌ字型、十字型、Ｔ字型の何れかにする
という技術的手段を採用することができる。
【００１３】
　更にまた、本発明は、上記課題を解決するために、必要に応じて上記手段に加え、側壁
部13の端縁に端縁切欠部13ａを設けて、隣接する立ち上がりブロック１・１同士の切欠部
13ａ・13ａにコンクリートを充填して硬化させることによってこれら立ち上がりブロック
１・１同士を結合一体化できるようにするという技術的手段を採用することができる。
【００１５】
　更にまた、本発明は、上記課題を解決するために、必要に応じて上記手段に加え、立ち
上がりブロック１の側壁部13の外側面の少なくとも一部に化粧溝部13ｃを形成するという
技術的手段を採用することができる。
【００１６】
　更にまた、本発明は、上記課題を解決するために、必要に応じて上記手段に加え、立ち
上がりブロック１の側壁部13の縁部に、合决り突起13ｄを形成して、隣接する立ち上がり
ブロック１・１同士の合决り突起13ｄ・13ｄを衝合可能にするという技術的手段を採用す
ることができる。
【００１７】
　また、本発明は、上記課題を解決するために、必要に応じて上記手段に加え、立ち上が
りブロック１の側壁部13の内側面に、アンカー凹凸13ｅをラック状に形成するという技術
的手段を採用することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明にあっては、建築物の基礎部分において立ち上がりを構築するための方法であっ
て、平坦なマット基礎の上面に立ち上がり鉄筋を並列的に埋設して上方に突出させる一方
、上面および底面にそれぞれ開口部を有し、かつ、両側面には側壁部を備えており、さら
に、少なくとも一箇所の側壁部間には側面開口部を形成して成る中空コンクリート製の立
ち上がりブロックを使用して、前記複数の立ち上がりブロックを各底面開口部を前記立ち
上がり鉄筋の配列に沿って、これら列立する鉄筋を被覆しつゝ載置していき、これらの立
ち上がりブロックの上面開口部から内部にコンクリートを充填することにより硬化させて
、前記マット基礎と底面開口部とを結合一体化せしめるとともに、隣接する立ち上がりブ
ロックの側面開口部同士を結合一体化することができる。
【００１９】
　したがって、本発明の立ち上がりブロックを用いて建築物の基礎部分における立ち上が
りを構築することによって、基礎構築のための型枠を組み立てる必要がなくて施工が簡単
であり、通常の住宅建築であれば、クレーンなどの機械を使用せず人力で運搬施工可能な
サイズにすることができて現場での作業負担を軽減して工期を大幅に短縮することができ
ることから、産業上の利用価値は頗る大きいと云える。
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【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態の立ち上がりブロック（一文字）を表わす斜視図である。
【図２】本発明の実施形態の立ち上がりブロック（Ｌ字型）を表わす斜視図である。
【図３】本発明の実施形態の立ち上がりブロック（Ｔ字型）を表わす斜視図である。
【図４】本発明の実施形態の立ち上がりブロック（十字型）を表わす斜視図である。
【図５】本発明の実施形態の立ち上がりブロック（端用一文字）を表わす斜視図である。
【図６】本発明の実施形態の立ち上がりブロック（一文字）の変形例を表わす斜視図であ
る。
【図７】本発明の実施形態の立ち上がりブロック（一文字）の変形例を表わす上面図であ
る。
【図８】本発明の実施形態の立ち上がりブロック（Ｌ字型）の変形例を表わす斜視図であ
る。
【図９】本発明の実施形態の立ち上がりブロック（端用一文字）の変形例を表わす斜視図
である。
【図１０】本発明の実施形態の建築基礎工法を表わす斜視図である。
【図１１】本発明の実施形態の建築基礎工法を表わす斜視図である。
【図１２】本発明の実施形態の建築基礎工法を表わす上面図である。
【図１３】本発明の実施形態の建築基礎工法を表わす部分斜視図である。
【図１４】本発明の実施形態の建築基礎工法を表わす部分斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明を実施するための形態を、具体的に図示した図面に基づいて、更に詳細に説明す
ると、次のとおりである。
【００２２】
　本発明の実施形態を図１から図１２に基づいて説明する。図中、符号１で指示するもの
は立ち上がりブロックであり、この立ち上がりブロック１の構成について、以下に説明す
る。
【００２３】
　本実施形態の立ち上がりブロック１は、コンクリート成形工場で型を用いて予め作製し
てから建築現場に搬入するコンクリート二次製品であって、建築物の基礎部分において、
立ち上がりを構築するために用いる中空のプレキャストコンクリート（ＰＣ）ブロックで
ある。内部の芯材鉄筋は必要強度に応じて適宜配筋することができる。
【００２４】
　そして、上面および底面にそれぞれ開口部11・12を有しており、かつ、両側面には側壁
部13・13が立設されているとともに、少なくとも一箇所の側壁部13・13間に側面開口部14
が形成されている。
【００２５】
　本実施形態の立ち上がりブロック１の形状は、主として、一文字（図１）、Ｌ字型（図
２）、Ｔ字型（図３）、十字型（図４）、端用一文字（図５）からなり、これらの形状に
応じて、側壁部13の数量が２～４枚にしたり、形状を平板状や屈曲状にする。
【００２６】
　なお、例えば、建築物のデザインによって曲線状の立ち上がりになる場合には、曲面状
の側壁部13に成形しておくこともでき、種々の立ち上がり形状に対応することができる。
【００２７】
　また、本実施形態では、側壁部13の端縁に端縁切欠部13ａを設けることもできる（図１
～図５参照）。更にまた、本実施形態では、側壁部13の下縁に下縁切欠部13ｂを設けるこ
ともできる（図１～図５参照）。
【００２８】
　更にまた、本実施形態では、立ち上がりブロック１の側壁部13の外側面の少なくとも一
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部に化粧溝部13ｃを形成することができ（図６～図９参照）、建築物の外側に面する箇所
を装飾することができる。本実施形態では、縦溝形状に形成する。
【００２９】
　更にまた、本実施形態では、立ち上がりブロック１の側壁部13の縁部に、合决り突起13
ｄを形成して、隣接する立ち上がりブロック１・１同士の合决り突起13ｄ・13ｄを衝合可
能にすることができ（図７参照）、特に前記化粧溝部13ｃを設けた際の外側面における連
結部の仕舞いをスッキリと見せることができる。
【００３０】
　更にまた、本実施形態では、立ち上がりブロック１の側壁部13の内側面に、ラック（ra
ck）状のアンカー凹凸13ｅを形成することができ（図６および図７参照）、立ち上がりブ
ロック１と充填したコンクリートとの定着を良くすることができる。
【００３１】
　次に、本実施形態における建築物の基礎部分において立ち上がりを構築するための方法
について説明する。
【００３２】
　まず、図１０に示すように、平坦なマット基礎Ｂの上面に立ち上がり鉄筋Ｐ・Ｐ…を並
列的に埋設して上方に突出させる。これらの立ち上がり鉄筋Ｐは常法に従って組まれ、水
平方向にも連結する。
【００３３】
　次いで、図１１に示すように、複数の立ち上がりブロック１・１…を各底面開口部12を
前記立ち上がり鉄筋Ｐ・Ｐ…の配列に沿って、これら列立する立ち上がり鉄筋Ｐ・Ｐ…を
被覆しつゝ載置していく。本実施形態では、直線部分には一文字形状、角部にはＬ字型、
交差部分には十字型、分岐部分にはＴ字型、端部には端用一文字のものを適宜載置するこ
とができる（図１２参照）。
【００３４】
　なお、本実施形態では、立ち上がりブロック１の側壁部13の端縁に端縁切欠部13ａを設
けて、隣接する立ち上がりブロック１・１同士の切欠部13ａ・13ａにコンクリートを充填
して硬化させることによって、其処が両ブロックののり代となってこれら立ち上がりブロ
ック１・１の切欠部13ａ・13ａ同士を結合一体化することができる。この際、各立ち上が
りブロック１・１同士が隣接するように載置してできるだけ隙間を作らないようにして、
切欠部13ａ・13ａから外側にコンクリートが流出しないように適宜板材などを充行うこと
ができる。
【００３５】
　また、立ち上がりブロック１の側壁部13の端縁がフラットの場合にも、各立ち上がりブ
ロック１・１同士が隣接するように載置してできるだけ隙間を作らないようにすることが
できるが、図１４に示すように、若干の隙間を設けて載置してのり代を成形することがで
き、これらの立ち上がりブロック１・１間に跨がるように楔状のコッターＣを配設して、
コンクリートの流出を防止することができる。
【００３６】
　そして、これらの立ち上がりブロック１の上面開口部11から内部にコンクリートを充填
せしめて硬化させる。コンクリートの養生方法は公知手段を採用することができる。
【００３７】
　こうすることによって、前記マット基礎Ｂと底面開口部12とを結合一体化させるととも
に、隣接する立ち上がりブロック１・１の側面開口部14・14同士を結合一体化させること
ができる。
【００３８】
　また、本実施形態では、立ち上がりブロック１の側壁部13の下縁に下縁切欠部13ｂを設
けて、隣接する立ち上がりブロック１の下縁切欠部13ｂにコンクリートを充填して硬化さ
せることによって、立ち上がりブロック１と基礎部分Ｂとを結合面積を拡張することがで
き、より安定的に設置することができる。
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【００３９】
　本発明は、概ね上記のように構成されるが、図示の実施形態に限定されるものでは決し
てなく、「特許請求の範囲」の記載内において種々の変更が可能であって、例えば、立ち
上がりブロック１の底面開口部12や側壁部13の形状は建築物の設計に応じて変形させるこ
とができる。
【００４０】
　また、上面開口部11の形状は強度を損なわない程度に大きくすることもできるし、化粧
溝部13ｃも縦溝に限らず種々の模様を付与することでき、これら何れのものも本発明の技
術的範囲に属する。
【符号の説明】
【００４１】
　１　　立ち上がりブロック
　11　　上面開口部
　12　　底面開口部
　13　　側壁部
　13ａ　端縁切欠部
　13ｂ　下縁切欠部
　13ｃ　化粧溝部
　13ｄ　合决り突起
　13ｅ　アンカー凹凸
　14　　側面開口部
　Ｂ　　マット基礎
　Ｐ　　立ち上がり鉄筋
　Ｃ　　コッター

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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