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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
地面が掘り下げられた部分に、略水平な中央部と、中央部の周縁から外側斜め上方向に傾
斜した周縁部と、周縁部から外側方向に略水平に延長された側縁部とが一体に連結された
基礎スラブが設けられ、この基礎スラブの側縁部の上に基礎が設けられ、この基礎の上に
建物が建てられて、この建物の床と基礎スラブとの間に床下空間が形成されていることを
特徴とする戸建住宅。
【請求項２】
地面が掘り下げられた部分に、略水平な中央部と、中央部の周縁から外側斜め上方向に傾
斜した周縁部と、周縁部から外側方向に略水平に延長された側縁部とが一体に連結された
基礎スラブが設けられ、この基礎スラブの相対する側縁部の上に略平行な平行布基礎また
は独立の基礎金具が設けられ、この平行布基礎または基礎金具の上に建物ユニットが跨が
った状態に据え付けられて、この建物ユニットの床と基礎スラブとの間に床下空間が形成
されていることを特徴とする戸建住宅。
【請求項３】
前記建物ユニットが平面視矩形状の四隅に立設した柱を備え、前記独立の基礎金具が建物
ユニットの柱の位置に設けられ、建物ユニットの柱が基礎金具の上に載置されて固定され
ていることを特徴とする請求項２に記載の戸建住宅。
【請求項４】
前記建物ユニットが平面視矩形状の四隅に立設した柱と、この柱の下端部を矩形状の辺に
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沿って連結した床梁とを備え、建物ユニットの柱が平行布基礎の上に載置されて固定され
、床梁が、平行布基礎、平行布基礎を連結する連結布基礎、支持金具、束のいずれかに支
持されていることを特徴とする請求項２に記載の戸建住宅。
【請求項５】
前記建物ユニットの平行布基礎または基礎金具の間に存在する床梁が補強されていること
を特徴とする請求項２～４のいずれかに記載の戸建住宅。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、住宅の戸建住宅に関する。
　特に、ユニット建物に好適な戸建住宅に関する。
【背景技術】
【０００２】
　地価が高価になった今日では、十分に広い敷地を確保し難い。特に、建ぺい率や容積率
の規制が厳しい場所では、希望通りの広い戸建住宅を建築しようとしても十分な広さの用
地の確保が困難である。その結果、狭い建物しか建てられないことが多い。
　そこで、この狭い建物を少しでも広く使用するために、床下を活用することが多くなっ
ている。
【０００３】
　例えば、多くの住宅では、床下に収納装置を設けている。しかし、この収納装置は床面
から地面との間に設けるために、収納装置を高くすることができず、大きな収納品や大量
の収納品を収納し難い。そこで、特許文献１に記載されているように、地面を掘り下げ、
この掘り下げた部分に大きな収納装置を設けることが知られている。
　また、特許文献２に記載されているように、地面を掘り下げて、ここに半地下の設備室
を設け、この設備室に設備を設けることが知られている。
【０００４】
　また、特許文献３には、半地下室を設け、１階の床の一部分を半地下室側に段状に低く
して、１階の部屋に床下拡張室を設けることが記載されている。
　更に、地面を掘り下げて、ここに掘り炬燵を設けることがあるし、地面を掘り下げた部
分に浴槽を据え付けて、洗い場から浴槽の上縁までの高さを低くし、老人、子供、傷病者
等の運動能力の低い人の入浴を安全にすることも行われている。
【０００５】
　一方、建物の一種であるユニット建物は、運搬可能な一定の大きさの箱形の、且つ、内
部、外部の仕上げられた建物ユニットを、予め、工場で製造し、この建物ユニットを施工
現場に運搬し、施工現場で組み立てて建物となすものであって、現場施工期間が短く、且
つ、寸法精度のよい標準化された建物となる特徴があるから、多く建てられている。
　このユニット建物に使用される建物ユニットとしては、種々知られている。
【０００６】
　例えば、特許文献４に記載あるように、平面視矩形状の四隅に立設した４本の柱と、こ
の４本の柱の上端部を矩形状の辺に沿って連結した天井梁と、この４本の柱の下端部を矩
形状の辺に沿って連結した床梁とからなる骨格を有する直方体状の建物ユニットが知られ
ている。
　かかるユニット建物においても、同様な問題があり、前記のようにして、床下に広い床
下空間を設けて、この床下空間を利用することが多い。
【０００７】
　更に、ユニット建物では、特許文献５や特許文献６に記載あるように、床下空間を広く
し、この床下空間をユニット建物の特徴を活かした種々な用途に利用することも知られて
いる。
　即ち、特許文献５には、建物ユニットを半分だけ地面より下方に据え付けて床下空間と
し、この床下空間を利用することが記載されている。
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　また、この特許文献６には、標準寸法の建物ユニットと、この建物ユニットより低い小
形建物ユニットと標準の建物ユニットとを組み立てたユニット建物であって、地面を掘り
下げ、ここに小形建物ユニットを据え付けて半地下空間とし、この半地下空間を種々な用
途に利用することが記載されている。例えば、この半地下空間を半地下室にしたり、半地
下空間と、この半地下空間の上の標準の建物ユニットの空間とを連続した空間とし、この
連続した空間の略中央に床を設けて２階建ての駐車空間にすること等が記載されている。
【０００８】
　このように、床下の地面を掘り下げ、この広くなった床下空間を種々な用途に使用する
ことが行われているが、このように地面を掘り下げ、ここに広い床下空間を設けるために
は、この掘り下げた部分に基礎スラブ等を設ける必要がある。
　この基礎スラブ等を設けるには、上記特許文献の図面に記載あるように、掘り下げた部
分の底面に基礎スラブを設け、周囲に略垂直な側壁を設けて、周囲の地面が崩れないよう
にしている。
　この際、略垂直な側壁と基礎スラブとを別々に設けることが多い。例えば、基礎スラブ
を設けた後に、この基礎スラブの周囲に内部に鉄骨を組み立てた縦型枠を設けて、この縦
型枠の中にコンクリートを打込んで側壁を設けている。
【０００９】
【特許文献１】特開平７－３０５４９１号公報
【特許文献２】特開平７－３０５５２２号公報
【特許文献３】特開平８－３５３４０号公報
【特許文献４】特公昭６１－４２０６１号公報
【特許文献５】特開平７－３０５３６３号公報
【特許文献６】特開平５－３４００００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、このような基礎スラブと略垂直な側壁を設けるためには、基礎スラブと
側壁のどちから一方を設けた後に、他方を設けるというように２度の工事を施工すること
が必要で、施工期間が長くなるし、作業量が多くなる。また、側壁を設けるためには、縦
型枠を仮設する必要があるし、垂直の側壁に土圧がかかり、崩れる心配があるために、こ
の側壁を頑丈にしたり、山止めを設ける必要があり、高価になるという問題がある。
【００１１】
　そこで、本発明の目的は、床下の地面を掘り下げ、ここに基礎スラブを容易に、しかも
、施工期間を短くして、安価に設けることのできる広い床下空間を有する戸建住宅を提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は上記目的を達成するためになされたものであって、請求項１に記載の発明は、
地面が掘り下げられた部分に、略水平な中央部と、中央部の周縁から外側斜め上方向に傾
斜した周縁部と、周縁部から外側方向に略水平に延長された側縁部とが一体に連結された
基礎スラブが設けられ、この基礎スラブの側縁部の上に基礎が設けられ、この基礎の上に
建物が建てられて、この建物の床と基礎スラブとの間に床下空間が形成されているもので
ある。
【００１３】
　請求項２に記載の発明は、地面が掘り下げられた部分に、略水平な中央部と、中央部の
周縁から外側斜め上方向に傾斜した周縁部と、周縁部から外側方向に略水平に延長された
側縁部とが一体に連結された基礎スラブが設けられ、この基礎スラブの相対する側縁部の
上に略平行な平行布基礎または独立の基礎金具が設けられ、この平行布基礎または基礎金
具の上に建物ユニットが跨がった状態に据え付けられて、この建物ユニットの床と基礎ス
ラブとの間に床下空間が形成されているものである。
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【００１４】
　一般に、床梁に断面係数の大きな大引き梁を使用すれば、広い床下空間を設けても、こ
の床下空間の上方やその他の場所の床梁が撓まない。
　建物ユニットでは、通常、撓まない機械的強度を有する床梁を使用しているが、建物ユ
ニットが大きく、床梁が長い場合には、床梁の中央部分を支持することが多い。
　更に詳細に説明すると、建物ユニットを工場で製造し、これをトラックに積んで運搬す
るために、ユニット建物の大きさに限界がある。通常、平面視矩形状の短辺方向の長さを
トラックで運ぶことのできる幅、例えば、略２．５ｍとし、長辺方向の長さを建物のモジ
ュール寸法の倍数、例えば、略３．６ｍ、略４．５ｍ、略５．４ｍ等としている。
【００１５】
　そして、施工現場では、予め、設けられている略平行な平行布基礎の上に跨がった状態
に据え付け、柱や床梁を平行布基礎に固定して使用する。
　この際、平行布基礎の数を少なくしたり、平行布基礎の間に広い床下空間を設けること
ができるように、通常、平面視矩形状の短辺方向の床梁を平行布基礎の上方にし、長辺方
向の床梁を平行布基礎の間に存在するように据え付ける。
【００１６】
　すると、長辺方向の床梁は、平行布基礎の間にあって、浮いた状態になっている。そこ
で、長辺方向の床梁が長い場合には、安全のために、平行布基礎の間に基礎や束を設けて
長辺方向の床梁を支持することが多い。
　また、短辺方向の床梁は、床梁が平行布基礎の上に直接当接している場合には、この短
辺方向の床梁が平行布基礎に固定されていて床梁が撓むことがないが、柱が下方に突出し
ていて、短辺方向の床梁と平行布基礎との間に隙間がある場合には、安全のために、短辺
方向の床梁は平行布基礎との間にスペーサー等を挟んで支持することがある。
【００１７】
　このようにして床梁を撓まないように支持しているが、大きな床下空間を設ける場合に
は、上記のようにして床梁を支持することができない場合がある。
　具体的には、床下空間が建物ユニットの平面視矩形状の大きさより小さいときには、１
個の建物ユニットの下方に床下空間を設けて、請求項４に記載されている発明のように、
平行布基礎や、この平行布基礎を連結する連結布基礎や、支持金具や、束等で床梁を支持
させて、床梁の撓みを防ぐことができるが、床下空間を建物ユニットの平面視矩形状の大
きさより大きい場合には、床下空間の上方に存在する床梁が必ずあり、この床梁を上記の
ようにして支持し難い。即ち、この床下空間の上方に存在する床梁を、床下空間の基礎ス
ラブから床梁までの長い束を設けて、床梁を支持してもよいが、束が長くなり支持し難い
し、床下空間の中に束があると、この束が邪魔になり、床下空間が使用し難い。
　従って、かかる場合には、請求項５に記載されている発明のように、床梁を補強して撓
まないようにすることが好ましい。
【００１８】
　最近では、請求項３に記載されている発明のように、平行布基礎の替わりに柱の位置に
独立の基礎金具を設け、この基礎金具に建物ユニットの柱を載置し固定し、床下の内部が
見えて不都合な場所等には、この基礎金具の間はプレキャストコンクリート板等の遮蔽板
で覆うことが行われている。
　この独立の基礎金具とは、建物を支えることのできる機械的強度の大きい金属製の支柱
体であって、通常、棒状体や、筒状体や、この棒状体や筒状体が倒れ難くするために斜め
下方向に支持棒を設けたものやその他特殊な形状の構造体等がある。
【００１９】
　通常、建物ユニットは、柱が床梁より突出しているものが多く、この建物ユニットを上
記のように、基礎の上に跨がった状態に据え付けるので、基礎としては、柱のみを支持す
ればよい。従って、この独立の基礎金具は建物ユニットの基礎に適した基礎である。
　かかる基礎金具を使用した基礎の上に据え付けた建物ユニットにおいても、床梁が撓む
心配があるときに、請求項４記載の発明のように、基礎金具の間に束や支持金具を設けて
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、この支持金具で床梁を支持したり、請求項５記載のように床梁を補強すればよい。
【００２０】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の発明に係り、前記建物ユニットが平面視矩
形状の四隅に立設した柱を備え、前記独立の基礎金具が建物ユニットの柱の位置に設けら
れ、建物ユニットの柱が基礎金具の上に載置されて固定されているものである。
　この請求項３に記載の発明においては、柱が基礎金具に固定されていることだけが要件
となっている。これは、建物ユニットには床梁がない場合があるからである。しかし、建
物ユニットに床梁がある場合には、この床梁を束や支持金具や補強材を設けて床梁を撓ま
ないようにするとよいし、かかる束や支持金具や補強材を設けなくてもよい。
【００２１】
　請求項４に記載の発明は、請求項２記載に記載の発明に係り、前記建物ユニットが平面
視矩形状の四隅に立設した柱と、この柱の下端部を矩形状の辺に沿って連結した床梁とを
備え、建物ユニットの柱が平行布基礎の上に載置されて固定され、床梁が、前記平行布基
礎、平行布基礎を連結する連結布基礎、支持金具、束のいずれかに支持されているもので
ある。
【００２２】
　請求項５に記載の発明は、請求項２～４のいずれかに記載の発明に係り、前記建物ユニ
ットの平行布基礎または基礎金具の間に存在する床梁が補強されているものである。
【００２３】
　この請求項５に記載されている発明では、床梁が補強されているが、この床梁を補強す
る補強構造としては種々ある。
　例えば、床梁に板状体の補強板を縦方向にして沿わせ、この補強板と床梁とを強固に固
定してもよい。
　また、建物ユニットが並んで据え付けられていて、隣接する建物ユニットの床梁が対峙
する場合には、この両方の床梁を高力ボルトで強固に固定して撓まないようにしてもよい
し、この両方の床梁の間に平板体やＴ字形の板体等の補強材を設けて補強して撓まないよ
うにしてもよい。
【００２４】
　また、柱を基礎に剛接合して、柱が傾かないようにして、床梁が撓まないように補強す
ることも効果的である。
　また、床梁が断面コ字形の鋼製長尺体である場合には、この断面コ字形の中にスティフ
ナーを設けて剛性を高めて撓まないようにしてもよい。
（作用）
【００２５】
　請求項１に記載の発明では、地面が掘り下げられた部分に、略水平な中央部と、中央部
の周縁から外側斜め上方向に傾斜した周縁部と、周縁部から外側方向に略水平に延長され
た側縁部とが一体に連結された基礎スラブが設けられているので、床下空間を設ける予定
の地面を周辺から斜め下方に皿状に掘り下げればよく、掘り下げ易いし、この掘り下げた
部分に、中央部から周縁部を経て側縁部に到る部分に鉄筋を組み、ここにコンクリートを
打ち込むというように、一度の工事で基礎スラブを設けることができ、従来の基礎スラブ
を設け、側壁を設けるというように２度の工事を行うに比べて、施工期間が短くなるし、
頑丈な側壁や土止めや、これ等を設けるために縦型枠を設けなくともよく、極めて作業し
易く、施工コストが安価になる。
【００２６】
　また、この請求項１に記載の発明では、この基礎スラブの側縁部の上に基礎が設けられ
、この基礎の上に建物が建てられて、この建物の床と基礎スラブとの間に床下空間が形成
されているので、建物の荷重によって基礎スラブ全体が押さえられていて、土圧によって
基礎スラブの浮き上がらないし、この基礎スラブは周縁部と水平部の断面が略アーチ形を
し、外圧に強い形状をしていて、土圧によって基礎スラブが変形し難いし壊れ難い。従っ
て、従来の側壁のように頑丈にする必要がなく、基礎スラブを安価に設けることができる
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。
　このようにして地面を掘り下げた部分に設ける床下空間を広くして種々な用途に使用す
ることができる。例えば、収納場所として使用すると、大量の収納品や大きな収納品を収
納することができる。
【００２７】
　請求項２に記載の発明では、地面が掘り下げられた部分に、略水平な中央部と、中央部
の周縁から外側斜め上方向に傾斜した周縁部と、周縁部から外側方向に略水平に延長され
た側縁部とが一体に連結された基礎スラブが設けられているので、請求項１に記載の発明
と同様に、床下空間を設ける予定の地面を周辺から斜め下方に皿状に掘り下げればよく、
掘り下げ易いし、この掘り下げた部分に、中央部から周縁部を経て側縁部に到る部分に鉄
筋を組み、ここにコンクリートを打ち込むというように、一度の工事で基礎スラブを設け
ることができ、従来の基礎スラブを設け、側壁を設けるというように２度の工事を行うに
比べて、施工期間が短くなるし、頑丈な側壁や土止めや、これ等を設けるために縦型枠を
設けなくともよく、極めて作業し易く、施工コストが安価になる。
【００２８】
　また、この請求項２に記載の発明では、この基礎スラブの相対する側縁部の上に略平行
な平行布基礎または独立の基礎金具が設けられ、この平行布基礎または基礎金具の上に建
物ユニットが跨がった状態に据え付けられて、この建物ユニットの床と基礎スラブとの間
に床下空間が形成されているので、建物の荷重によって基礎スラブ全体が押さえられてい
て、土圧によって基礎スラブの浮き上がらないし、この基礎スラブは周縁部と水平部の断
面が略アーチ形をし、外圧に強い形状をしていて、土圧によって基礎スラブが変形し難い
し壊れ難い。従って、従来の側壁のように頑丈にする必要がなく、基礎スラブを安価に設
けることができる。
【００２９】
　このようにして地面を掘り下げた部分に設ける床下空間を広くして種々な用途に使用す
ることができる。例えば、収納場所として使用すると、大量の収納品や大きな収納品を収
納することができる。
　更に、基礎を設ける前に、地面を掘り下げて布基礎の間に基礎スラブを設けるだけで、
その他は、従来と同様に、建物ユニットを工場で製造し、この建物ユニットを据え付ける
だけでよく、極めて簡単に広い床下空間を有するユニット建物を設けることができる。
【００３０】
　請求項３に記載の発明では、請求項２記載に記載の発明に係り、前記建物ユニットが平
面視矩形状の四隅に立設した柱を備え、前記独立の基礎金具が建物ユニットの柱の位置に
設けられ、建物ユニットの柱が基礎金具の上に載置されて固定されているので、この建物
は、建物ユニットと基礎金具とが一体になった状態に、据え付けられている。従って、風
圧や地震等に対する抵抗力が大きい。
　しかも、基礎スラブやベタ基礎の上に基礎金具を設けるだけで基礎を設けることができ
、従来のコンクリート基礎のように型枠を組み立てたりコンクリートを打ち込んで養生す
る必要がなく速く施工できる。
【００３１】
　請求項４記載の発明では、請求項２記載に記載の発明に係り、前記建物ユニットが平面
視矩形状の四隅に立設した柱と、この柱の下端部を矩形状の辺に沿って連結した床梁とを
備え、建物ユニットの柱が平行布基礎の上に載置されて固定され、床梁が、前記平行布基
礎、平行布基礎を連結する連結布基礎、支持金具、束のいずれかに支持されているので、
床梁が長くても撓まない。
【００３２】
　請求項５に記載の発明では、請求項２～４のいずれかに記載の発明に係り、前記建物ユ
ニットの平行布基礎または基礎金具の間に存在する床梁が補強されているので、この補強
した床梁が撓まない。
【００３３】
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　特に、床下空間が建物ユニットの平面視矩形状より広い場合には、床下空間の上方に設
ける床梁が必ず存在し、この床下空間の上方にある床梁は、平行布基礎、平行布基礎を連
結する連結基礎、支持金具、束等で支持し難いが、かかる場合に、この請求項４項に記載
されている発明のようにして床梁を補強して、床梁を撓まなくすることができる。
【発明の効果】
【００３４】
　以上説明したように、請求項１に記載の発明は、地面が掘り下げられた部分に、略水平
な中央部と、中央部の周縁から外側斜め上方向に傾斜した周縁部と、周縁部から外側方向
に略水平に延長された側縁部とが一体に連結された基礎スラブが設けられ、この基礎スラ
ブの側縁部の上に基礎が設けられ、この基礎の上に建物が建てられて、この建物の床と基
礎スラブとの間に床下空間が形成されているから、施工期間が短くなるし、頑丈な壁や土
止めや縦型枠等を設けなくともよく、極めて作業し易く、建物の荷重によって基礎スラブ
全体が押さえられていて、土圧によって基礎スラブの浮き上がらないし、この基礎スラブ
は周縁部と水平部の断面が外圧に強い略アーチ形をしていて、土圧による圧力によって基
礎スラブが変形し難いし壊れ難く、従来の側壁のように頑丈にする必要がなく、基礎スラ
ブや広い床下空間を安価に設けることができる。
【００３５】
　請求項２に記載の発明は、地面が掘り下げられた部分に、略水平な中央部と、中央部の
周縁から外側斜め上方向に傾斜した周縁部と、周縁部から外側方向に略水平に延長された
側縁部とが一体に連結された基礎スラブが設けられ、この基礎スラブの相対する側縁部の
上に略平行な平行布基礎または独立の基礎金具が設けられ、この平行布基礎または基礎金
具の上に建物ユニットが跨がった状態に据え付けられて、この建物ユニットの床と基礎ス
ラブとの間に床下空間が形成されているから、施工期間が短くなるし、極めて作業し易く
、建物ユニットの荷重によって基礎スラブ全体が押さえられていて、土圧によって基礎ス
ラブの浮き上がらないし、この基礎スラブは周縁部と水平部の断面が外圧に強い略アーチ
形をしていて、土圧による圧力によって基礎スラブが変形し難いし壊れ難く、従来の側壁
のように頑丈にする必要がなく、基礎スラブや広い床下空間を安価に設けることができる
。
【００３６】
　更に、基礎を設ける前に、地面を掘り下げて布基礎の間に基礎スラブを設けるだけで、
その他は、従来と同様に、建物ユニットを工場で製造し、この建物ユニットを据え付ける
だけでよく、極めて簡単に広い床下空間を有する建物にすることができ、ユニット建物に
適した構造をしている。
【００３７】
　請求項３に記載の発明は、請求項２記載に記載の発明に係り、前記建物ユニットが平面
視矩形状の四隅に立設した柱を備え、前記独立の基礎金具が建物ユニットの柱の位置に設
けられ、建物ユニットの柱が基礎金具の上に載置されて固定されているから、この建物は
、建物ユニットと基礎金具とが一体になった状態に、据え付けられ、風圧や地震等に対す
る抵抗力が大きく安心である。
　しかも、基礎スラブやベタ基礎の上に基礎金具を設けるだけでよく、速く基礎を設ける
ことができる。
【００３８】
　請求項４記載の発明は、請求項２記載に記載の発明に係り、前記建物ユニットが平面視
矩形状の四隅に立設した柱と、この柱の下端部を矩形状の辺に沿って連結した床梁とを備
え、建物ユニットの柱が平行布基礎の上に載置されて固定され、床梁が、前記平行布基礎
、平行布基礎を連結する連結布基礎、支持金具、束のいずれかに支持されているから、床
梁が長くても床梁が撓まず安心である。
【００３９】
　請求項５に記載の発明は、請求項２～４のいずれかに記載の発明に係り、前記建物ユニ
ットの平行布基礎または基礎金具の間に存在する床梁が補強されているから、この補強し
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た床梁が撓まず安心である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を実施例で説明する。
【実施例１】
【００４１】
  図１～図８は、本発明をユニット建物に適用した一実施例を示すものであって、図１は
ユニット建物を示す斜視図、図２は基礎を示す平面図、図３は基礎スラブを示す斜視図、
図４は基礎に建物ユニットを据え付けたときの柱や床梁と基礎との関係を示す平面図、図
５は図１や図４に示されるＡ－Ａ線における断面図、図６は建物ユニットを示す一部切欠
斜視図、図７は補強材を示す斜視図、図８は床梁を補強材で補強している状態を示すもの
で、（ａ）は相対する床梁を示す断面図、（ｂ）は床梁の間に補強材を挿入している状態
を示す断面図、（ｃ）は補強された床梁を示す断面図である。
【００４２】
　図１～図８において、Ｕはユニット建物であり、このユニット建物Ｕは、図１に示すよ
うに、基礎９の上に７個の建物ユニット１を据え付けて１階を構成し、この建物ユニット
１の上に７個の建物ユニット１を据え付けて２階を構成し、この建物ユニットの上に屋根
パネル２を取り付けたものである。
【００４３】
　なお、１階では、基礎スラブ３とベタ基礎３９の上に設けられた基礎９の上に、図４に
示すように、４個の建物ユニット１と３個の建物ユニットとがそれぞれ、平面視矩形状の
長辺同士を対峙させて据え付けられ、この４個の建物ユニット１の列と３個の建物ユニッ
ト１の列とが短辺同士を対峙させて並んだ状態に据え付けられていて、この４個の建物ユ
ニット１の下方の地面が掘り下げられ、ここに基礎スラブ３が設けられている。すると、
この床スラブ３と建物ユニット１との間に、図５に示すように、床下空間Ｋが形成される
。
【００４４】
　この基礎９の上に１階の建物ユニット１が据え付けられた状態を更に詳細に説明する。
　基礎９は、図２に示すように、３条の鉄筋コンクリート製の略平行な平行布基礎９１と
、この平行布基礎９１を連結する鉄筋コンクリート製の連結布基礎９２とからなる。
【００４５】
　基礎スラブ３は、図３に示すように、略水平な中央部３１と、この中央部３１の側縁か
ら外側斜め上方向に傾斜した周縁部３２と、この周縁部３２から外側方向に略水平に延長
された側縁部３３とが一体になった鉄筋コンクリート製のスラブであり、この基礎スラブ
の大きさは、建物ユニット１の４個を合計した大きさと略同じであり、中央部３１の表面
から周縁部３３の表面までの高さは略１．０５ｍである。従って、床下空間Ｋの高さは、
基礎９の高さ等を加えた高さ（略１．４ｍ）となっている。
　ベタ基礎３９は基礎スラブ３の周縁部３３を敷地全体に略水平に延長したものである。
【００４６】
　建物ユニット１は、短辺が略２．５ｍ、長辺が略５．４ｍの平面視矩形状の直方体状で
あって、図６に示すように、平面視矩形状の四隅に立設した４本の鋼製の四角筒状の柱１
１と、この柱の下端部を矩形状の辺に沿って連結した鋼製の断面コ字形長尺体の床梁１２
と、この柱１１の上端部を矩形状の辺に沿って連結した鋼製の断面コ字形長尺体の天井梁
１３とからなる骨格を有する。
【００４７】
　そして、この建物ユニット１は、この骨格の相対する長辺の床梁１２に鋼製の四角筒状
の床小梁１４を差し渡し、この床小梁１４の上に木製の床根太１５を取り付け、この床根
太１５の上にパーチクルボード製の床面材１６を取り付けて床を構成し、骨格の長辺の天
井梁１３に木製の天井野縁１７を差し渡し、この天井野縁１７の下面に石膏ボードの天井
面材１８を取り付けて天井を構成したものである。
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【００４８】
　なお、外壁を設ける場所には、床梁１２と天井梁１３に鋼製の断面コ字形長尺体の間柱
１９を差し渡し、この間柱１９の屋外側に図示しない外壁パネルを、また、間柱１９の屋
内側には図示しない内壁パネルをそれぞれ取り付け、この外壁パネルと内壁パネルの間に
図示しないガラスウールの断熱材を取り付けて外壁を構成する。
【００４９】
　そして、床下空間Ｋを設ける場所の地面が、周囲が傾斜し、中央部分が略水平になった
状態に、掘り下げられ、ここに基礎スラブ３が設けられ、その他の敷地全体にベタ基礎３
９が設けられ、基礎スラブ３の相対する側縁部３３の上に平行布基礎９１が設けられ、別
の相対する側縁部３３の上に連結布基礎９２が設けられている。また、ベタ基礎３９の上
にも平行布基礎９１や別の連結布基礎９２が設けられている。
【００５０】
　そして、建物ユニット１が、平行布基礎９１の上に跨がった状態に、据え付けられ、こ
の平行布基礎９１の上に据え付けられた建物ユニット１の柱１２が平行布基礎９に固定さ
れいる。
　そして、基礎スラブ３の側縁部３３の上に設けられている平行布基礎９１や連結布基礎
９２と床梁１２との間には、図５に示すように、所々にスペーサー８が挿入されたり、床
梁１２の下方に図示しない支持金具や束が設けられて床梁１２が支持されている。
【００５１】
　また、この建物ユニット１が４個並んで据え付けられている隣接する建物ユニット１の
対峙する３組の床梁１２、即ち、床下空間Ｋの上方に存在する床梁１２（図４の点線が付
加されている床梁１２）は、補強材４で補強されている。
　この補強構造を説明する。
　補強材４は、図７に示すように、脚４１とフランジ４２とが略Ｔ字形に連結された鋼製
の断面Ｔ字形長尺体であり、この補強材４の脚４１の両側には、スペーサー４３が溶接さ
れ、このフランジ４２とスペーサー４３を貫通する通孔４４が複数個設けられている。
【００５２】
　床梁１２は、前述のように、フランジ１２１とウエッブ１２２とがコ字形に連結された
鋼製の断面コ字形長尺体であり、この床梁１２のウエッブ１２２には、２個宛上下に対に
なった複数組の通孔１２３が設けられている。
　そして、建物ユニット１を隣接させて据え付けると、図８（ａ）に示すように、床梁１
２のウエッブ１２２が対峙する。この対峙している床梁１２のウエッブ１２２の間に、図
８（ｂ）に示すように、２個の補強材４をそれぞれ上下から挿入すると、補強材４の脚４
１に設けられている通孔４１１と両側の床梁１２の通孔１２３とが連通するようになって
いる。
【００５３】
　そして、ボルト５を、対峙する一方の床梁１２の通孔１２３から補強材４の通孔４４、
座金５２、他方の床梁１２の通孔１２３を貫通させ、貫通したボルト５の先端からナット
５１を螺入し、巻き締めると、図８（ｃ）に示すように、対峙する２個の床梁１２と補強
材４とが一体になって、この床梁１２が補強される。
　屋根パネル２は従来と略同じであるので、説明を省略する。
【００５４】
　次に、このユニット建物Ｕの施工方法および作用について説明する。
　まず、床下空間Ｋを設ける予定の地面を、周囲が傾斜し、中央部分が略水平になる状態
に、掘り下げ、この掘り下げた場所と、その他の敷地全体とに、図示しない鉄筋を組み立
て、コンクリートを流し込んで、中央部３１と周縁部３２と側縁部３３とからなる基礎ス
ラブ３と、ベタ基礎３９とを設け、この基礎スラブ３の相対する側縁部３３の上やベタ基
礎３９の上に平行布基礎９１を、また、基礎スラブ３の別の相対する側縁部３３やベタ基
礎３９に連結布基礎９２を設ける。
　更に、建物ユニット１の長辺の床梁１２の略中央に位置する場所に図示しない支持金具
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や束を設ける。
【００５５】
　一方、工場で建物ユニット１や屋根パネル２等を製造し、この建物ユニット１や屋根パ
ネル２を施工現場に運搬する。
　施工現場では、７個の建物ユニット１を平行布基礎９１の上に、跨がった状態にして、
据え付ける。すると、建物ユニット１の長辺の床梁１２の略中央が支持金具や束の上に載
置され、この床梁１２が支持金具や束で支持される。また、連結布基礎９２と建物ユニッ
ト１の長辺の床梁１２との間に、図５に示すように、スペーサー８を挿入して、床梁１２
を支持する。
【００５６】
　また、この建物ユニット１が４個並んで据え付けられている隣接する建物ユニット１の
対峙する３組の床梁１２、即ち、床下空間Ｋの上方に存在する床梁１２を補強材４で補強
する。
　このようにして、１階を構成し、この１階の建物ユニット１の上に７個の建物ユニット
１を据え付けて２階を構成し、この建物ユニットの上に屋根パネル２を取り付け、その他
し種々な仕上げを行うと、ユニット建物Ｕが完成する。
【００５７】
　このようにして完成したユニット建物Ｕでは、床下空間Ｋが地面が掘り下げられている
だけ広くなっていて、ここを種々な用途に利用することができる。
　また、この広い床下空間Ｋを設けるには、床下空間Ｋを設ける予定の地面を周辺から斜
め下方に皿状に掘り下げればよく、掘り下げ易いし、この掘り下げた部分に、中央部３１
から周縁部３２を経て側縁部３３に到る部分に鉄筋を組み立て、ここにコンクリートを打
ち込んで基礎スラブ３を設けるというように、一度の工事で基礎スラブを設けることがで
き、施工期間が短くなるし、頑丈な側壁や土止めや、この側壁や土止めを設けるための型
枠を設けなくともよく、極めて作業し易い。
【００５８】
　また、この基礎スラブ３の側縁部３３の上に基礎９を設け、この基礎９の上に建物ユニ
ット１を据え付けて、この建物ユニット１の床と基礎スラブ３との間に床下空間Ｋを形成
するので、基礎スラブ３全体がユニット建物Ｕの荷重によって押さえられていて、土圧に
よって基礎スラブ３の浮き上がらないし、この基礎スラブ３は中央部３１と周縁部３２の
断面が略アーチ形をし、外圧に強い形状をしている。従って、基礎スラブ３が変形し難い
し壊れ難く、従来の側壁のように頑丈にする必要がなく、基礎スラブを安価に設けること
ができる。
【００５９】
　また、平行布基礎９１の上に据え付けられた建物ユニット１の柱１２が平行布基礎９１
に固定され、床梁１２が、平行布基礎９１や連結布基礎９２や束や支持金具で支持されて
いるので、この支持されている床梁１２は撓まない。
　また、平行布基礎９１に跨がった状態に据え付けられた建物ユニット１における床下空
間Ｋの上方に存在する床梁１２は、補強材４で補強されているので、基礎等や束等で支持
できない床梁１２であっても、撓まない。
【実施例２】
【００６０】
  図９～図１１は、本発明の他の実施例を示すものであって、図９はユニット建物を示す
斜視図、図１０は建物ユニットと床下空間の配置を示す平面図、図１１は図９や図１０に
示されるＢ－Ｂ線における断面図である。
【００６１】
　この図９～図１１に示す実施例２を図１～図８に示す実施例１と比較すると、連結布基
礎がなく支持金具６ａが設けられていること、この支持金具６ａによって建物ユニット１
ａの長辺の床梁１２ａが支持されていること、基礎スラブ３ａの大きさ等が異なる。従っ
て、この異なるる部分を中心にして説明する。
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【００６２】
　基礎スラブ３ａは、略水平な中央部３１ａと、この中央部３１ａの側縁から外側斜め上
方向に傾斜した周縁部３２ａと、この周縁部３２ａから外側方向に略水平に延長された側
縁部３３ａとが一体になった鉄筋コンクリート製のスラブであることは実施例１と略同じ
であるが、水平方向の大きさは、図１０に示すように、建物ユニット１ａの２個を合計し
た大きさと略同じであり、中央部３１ａの表面から周縁部３３ａの表面までの高さは略０
．６５ｍとなっている。従って、床下空間Ｋａの高さは、基礎９ａの高さを加えた高さ（
略１．０ｍ）となっていることが異なる。
【００６３】
　また、周囲が傾斜し、中央部分が略水平の状態に、土地が掘り下げられ、ここに基礎ス
ラブ３ａが設けられ、基礎スラブ３ａの相対する側縁部３３ａの上に平行布基礎９１ａが
設けられていることは実施例１と略同じであるが、建物ユニット１ａの長辺の床梁１２ａ
の略中央の位置に、図１１に示すように、支持金具６ａが設けられている。なお、連結布
基礎が設けられてなくて、床下が見えて見苦しい場所には、プレキャストコンクリート板
等の図示しない遮蔽板が設けられている。
【００６４】
　また、この建物ユニット１ａが３個並んで据え付けられている隣接する建物ユニット１
ａの対峙する１組の床梁１２ａ、即ち、床下空間Ｋａの上方に存在する床梁１２ａと、支
持金具６ａで支持されている床梁１２ａ（図１０の点線が付加されている床梁１２ａ）の
ウエッブには、板状の補強材４ａが取り付けられて、床梁１２ａが補強されている。
【００６５】
　次に、このユニット建物Ｕａの施工方法および作用について説明する。
　まず、床下空間Ｋａを設ける予定の地面を、周囲が傾斜し、中央部分が略水平になる状
態に、掘り下げ、この掘り下げた場所と、その他の敷地全体とに、図示しない鉄筋を組み
立て、コンクリートを流し込んで、中央部３１ａと周縁部３２ａと側縁部３３ａとからな
る基礎スラブ３ａとベタ基礎３９ａを設け、この基礎スラブ３ａの相対する側縁部３３ａ
やベタ基礎３９ａの上に平行布基礎９１ａや支持金具６ａを設ける。
【００６６】
　一方、工場で建物ユニット１ａや屋根パネル２ａ等を製造し、この建物ユニット１ａや
屋根パネル２ａを施工現場に運搬する。
　施工現場では、７個の建物ユニット１ａを、平行布基礎９１ａに跨がった状態に、据え
付ける。すると、建物ユニット１ａの長辺の床梁１２ａが支持金具６ａの上に載置され、
この支持金具６ａで床梁１２ａが支持される。
　また、この建物ユニット１ａが４個並んで据え付けられている隣接する建物ユニット１
ａの対峙する１組の床梁１２ａ、即ち、床下空間Ｋａの上方に存在する床梁１２ａを補強
材４ａで補強する。
【００６７】
　このようにして、１階を構成し、この１階の建物ユニット１ａの上に７個の建物ユニッ
ト１ａを据え付けて２階を構成し、この建物ユニット１ａの上に屋根パネル２ａを取り付
け、その他し種々な仕上げを行うと、ユニット建物Ｕａが完成する。
　このようにして完成したユニット建物Ｕａでは、建物ユニット１ａの長辺の床梁１２ａ
が支持金具６ａで支持されたり、長辺の床梁１２ａが補強材４ａで補強されているので、
この床梁１２ａが撓まない。
　その他の作用は、実施例１と略同じであるので説明を省略する。
【実施例３】
【００６８】
  図１２～図１８は、本発明の別の実施例を示すものであって、図１２はユニット建物を
示す斜視図、図１３は基礎スラブに基礎金具を取り付けた状態を示す斜視図、図１４は出
隅部分に使用される基礎金具を示すものであって、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）のＣ
－Ｃ線における断面図、図１５は２個の建物ユニットが隣接して据え付けられる場所に使
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用される基礎金具を示すものであって、（ａ）は平面図、（ｂ）はＤ－Ｄ線における断面
図、図１６は２個の建物ユニットが隣接して据え付けられる場所であって、基礎スラブの
側縁部の上に使用される基礎金具を示すものであって、（ａ）は平面図、（ｂ）はＥ－Ｅ
線における断面図、図１７は４個の建物ユニットが角を突き合って据え付けられる場所で
あって、基礎スラブの側縁部の上に使用される基礎金具を示す平面図、図１８は図１２の
Ｆ－Ｆ線における断面図である。
【００６９】
　この図１２～図１８に示す実施例３を図１～図８に示す実施例１と比較すると、ユニッ
ト建物Ｕｂが１２個の建物ユニット１ｂで構成されていること、平行布基礎に替えて基礎
金具７ｂが設けられていること、建物ユニット１ｂの床梁１２ｂが機械的強度が大きく、
長辺の床梁１２ｂが支持金具や束や補強材で補強されていないこと、基礎スラブ３ｂの大
きさ等が異なり、その他は実施例１と略同じであるので、この異なる部分を中心にして説
明する。
　なお、この実施例３では長辺の床梁１２ｂが支持金具や束や補強材で撓まないようにし
ているが、実施例１や実施例２に示すように、長辺の床梁１２ｂ等を支持金具や束で支持
してもよいし、補強材で補強して撓まないようにしてもよい。
【００７０】
　Ｕｂはユニット建物であり、このユニット建物Ｕｂは、図１２や図１３に示すように、
基礎スラブ３ｂとベタ基礎３９ｂの上に取り付けられた基礎金具７ｂの上に６個の建物ユ
ニット１ｂが据え付けられて１階が構成され、この６個の建物ユニット１ｂの上に６個の
建物ユニット１ｂが据え付けられて２階が構成され、この建物ユニット１ｂの上に屋根パ
ネル２ｂが取り付けられたものである。
　建物ユニット１ｂや屋根パネル２ｂは実施例１と略同じであるので説明を省略する。
【００７１】
　基礎金具７ｂは鋼製の金具であって、図１３に示すように、出隅部分に使用される基礎
金具７ｂ－１と、２個の建物ユニット１ｂが隣接して据え付けられる場所に使用される基
礎金具７ｂ－２と、２個の建物ユニットが隣接して据え付けられる場所であって、基礎ス
ラブ３ｂの側縁部３３ｂの上に使用される基礎金具７ｂ－３と、４個の建物ユニットが角
を突き合って据え付けられる場所であって、側縁部３３ｂの上に使用される基礎金具７ｂ
－４の４種類ある。
【００７２】
　基礎金具７ｂ－１は、図１４に示すように、断面コ字形に形成された斜め材７１１ｂと
縦材７１２ｂと底材７１３ｂからなる本体７１ｂが平面視Ｌ字形に組み立てられたもので
あって、中央部分の上端には四角筒状の短尺体の連結金具７２ｂが取り付けられ、中央部
分と本体７１ｂの先端部の３箇所にはボルト固定プレート７３ｂが取り付けられている。
【００７３】
　そして、連結金具７２ｂには、４個の取付金具７２１ｂが取り付けられ、この取付金具
７２１ｂには、通孔７２２ｂが設けられているし、固定プレート７３ｂには通孔７３１ｂ
が設けられているし、両側の固定プレート７３ｂの通孔７３１ｂの上方に存在する斜め材
７１１ｂには通孔７１５ｂが設けられている。
　なお、斜め材７１１ｂと縦材７１２ｂと底材７１３ｂで囲まれている三角形状の隙間に
は遮蔽板７１４ｂが設けられて、床下が見えなくなっている。
【００７４】
　基礎金具７ｂ－２は、図１５に示すように、断面コ字形に形成された斜め材７１１ｂと
縦材７１２ｂと底材７１３ｂとからなる本体７１ｂが平面視Ｔ字形に組み立てられたもの
であって、中央部分の上端部には四角板状の連結金具７２ｂが取り付けられ、連結金具７
２ｂの略中央部分からＴ字形の脚方向に仕切り板７４ｂが取り付けられ、この仕切り板７
４ｂの両側には４個ずつ合計８個の通孔７２２ｂが設けられ、中央部の下端部と本体７１
ｂの先端部の３箇所の合計の４箇所に、ボルト固定プレート７３ｂが取り付けられている
。
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【００７５】
　なお、斜め材７１１ｂと縦材７１２ｂと底材７１３ｂで囲まれている三角形状の隙間に
は遮蔽板７１４ｂが設けられて、床下が見えなくなっている。
　そして、連結金具７２ｂには、仕切り板７４ｂを挟んで両側に４個ずつ通孔７２２ｂ、
合計８個の通孔７２２ｂが設けられているし、固定プレート７３ｂには通孔７３１ｂが設
けられているし、両側の固定プレート７３ｂの通孔７３１ｂの上方に存在する斜め材７１
１ｂには通孔７１５ｂが設けられている。
【００７６】
　基礎金具７ｂ－３は、基礎金具７ｂ－２のＴ字形の脚部分が存在しないものである。即
ち、図１６に示すように、断面コ字形に形成された斜め材７１１ｂと縦材７１２ｂと底材
７１３ｂとからなる本体７１ｂが平面視直線状に組み立てられたものであって、中央部分
の上端部には四角板状の連結金具７２ｂが取り付けられ、この連結金具７２ｂの略中央部
分に仕切り板７４ｂが取り付けられ、この仕切り板７４ｂの両側には４個ずつ合計８個の
通孔７２２ｂが設けられ、中央部の下端部と本体７１ｂの先端部の２箇所の合計の３箇所
に、ボルト固定プレート７３ｂが取り付けられている。
　なお、斜め材７１１ｂと縦材７１２ｂと底材７１３ｂで囲まれている三角形状の隙間に
は遮蔽板７１４ｂが設けられて、床下が見えなくなっている。
【００７７】
　基礎金具７ｂ－４は、図１７に示すように、断面コ字形に形成された斜め材７１１ｂと
縦材７１２ｂと底材７１３ｂからなる本体７１ｂが平面視Ｔ字形に組み立てられたもので
あって、中央部分の上端部には四角板状の連結金具７２ｂが取り付けられ、連結金具７２
ｂの略中央部分からＴ字形の中心線に沿って２枚の仕切り板７４ｂが取り付けられ、この
連結金具７２ｂの仕切り板で区切られた４箇所には、それぞれ４個ずつ合計１６個の通孔
７２２ｂが設けられ、中央部の下端部と本体７１ｂの先端部の３箇所の合計の４箇所に、
ボルト固定プレート７３ｂが取り付けられている。
【００７８】
　この基礎金具７ｂの使用方法を、出隅部分に使用される基礎金具７ｂを例に挙げて説明
すると、図１８に示すように、建物ユニット１ｂの柱１１ｂの下端には被取付金具１１５
ｂが設けられていて、後述の基礎スラブ３ｂの周縁部３３ｂやベタ基礎３９ｂに設けられ
ているアンカーボルト３８ｂを固定プレート７３ｂの通孔７３１ｂに通しながら、基礎金
具７ｂを据え付け、ナットをアンカーボルト３８ｂに螺入して、基礎金具７ｂを固定する
。
【００７９】
　次に、建物ユニット１ｂの柱１１ｂの下端に設けられている被取付金具１１５ｂの４個
のネジ孔にネジ棒７８ｂを螺入し、このネジ棒７８ｂを基礎金具７ｂの連結金具７２ｂの
通孔に挿入しながら、建物ユニット１ｂの４個の柱１１ｂがそれぞれ４個の基礎金具７ｂ
の上に載置される状態にして、据え付け、ネジ棒７８ｂにナット７９ｂを螺入すると、建
物ユニット１ｂが基礎金具７ｂに固定される。
【００８０】
　基礎スラブ３ｂは、略水平な中央部３１ｂと、この中央部３１ｂの側縁から外側斜め上
方向に傾斜した周縁部３２ｂと、この周縁部３２ｂから外側方向に略水平に延長された側
縁部３３ｂとが一体になった鉄筋コンクリート製のスラブであることは実施例１と略同じ
であるが、水平方向の大きさは、図１２に示すように、建物ユニット１ａの３個を合計し
た大きさと略同じであることが異なる。
　ベタ基礎３９ｂは、実施例１と略同じであるので説明を省略する。
【００８１】
　この基礎スラブ３ｂとベタ基礎３９ｂとは、周囲が傾斜し、中央部分が略水平の状態に
、土地を掘り下げ、この掘り下げた場所と、土地が掘り下げられてない敷地全体とに鉄筋
を組み、基礎金具７ｂや支持金具６ｂを設ける場所にはアンカーボルト３８ｂを取り付け
、ここにコンクリートを流し込んで形成されたものである。そして、この基礎スラブ３ｂ
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とベタ基礎には、図１３に示すように、基礎スラブ３ｂとベタ基礎３９ｂに設けられてい
るアンカーボルト３９ｂに基礎金具７ｂや支持金具６ｂが取り付けられている。
【００８２】
　次に、このユニット建物Ｕａの施工方法および作用について説明する。
　まず、床下空間Ｋａを設ける予定の地面を、周囲が傾斜し、中央部分が略水平になる状
態に、掘り下げ、この掘り下げた場所と、掘り下げてない場所の敷地全体とに、図示しな
い鉄筋を組み立て、コンクリートを流し込んで、基礎スラブ３ｂとベタ基礎３９ｂを設け
、この基礎スラブ３ｂとベタ基礎３９ｂに基礎金具７ｂを取り付ける。
【００８３】
　一方、工場で建物ユニット１ｂや屋根パネル２ｂ等を製造し、この建物ユニット１ｂや
屋根パネル２ｂを施工現場に運搬する。
　施工現場では、建物ユニット１ｂの柱１１ｂの下端部に設けられている被取付金具１１
５ｂにネジ棒７８ｂを螺入し、このネジ棒７８ｂを基礎金具７ｂの連結金具７２ｂの通孔
に挿入しながら、建物ユニット１ｂの４個の柱１１ｂがそれぞれ４個の基礎金具７ｂの上
に載置される状態にして、据え付け、ネジ棒７８ｂにナット７９ｂを螺入して、建物ユニ
ット１ｂを基礎金具７ｂに固定するというようにして、６個の建物ユニット１ｂを、基礎
金具７ｂに跨がった状態に、据え付ける。
【００８４】
　このようにして、１階を構成し、この１階の建物ユニット１ｂの上に６個の建物ユニッ
ト１ｂを据え付けて２階を構成し、この建物ユニット１ｂの上に屋根パネル２ｂを取り付
けたり、床下が見えて醜い場所にはプレキャストコンクリート製等の遮蔽板で塞いだり、
その他し種々な仕上げを行うと、ユニット建物Ｕｂが完成する。
　このようにして完成したユニット建物Ｕｂは、基礎金具７ｂが基礎スラブ３ｂやベタ基
礎３９ｂに固定され、この基礎金具７ｂに建物ユニット１ｂの柱１１ｂが固定されていて
、全体が略一体になっているので、風圧や地震等に対して抵抗力が大きい。
　また、基礎スラブ３ｂやベタ基礎３９ｂの上に基礎金具７ｂを据え付けるだけで基礎を
設けることができ、従来の鉄筋コンクリート製の基礎のように、型枠を組み立て、この中
に鉄筋を設けたり、コンクリート流し込んで養生する必要がなく速く施工できる。
　更に、基礎金具７ｂは小さく、場所を取らず、基礎スラブ３ｂとベタ基礎３９ｂとも略
フラットになっているので、床下での収納や物の移動が容易である。
　その他の作用は、実施例１と略同じであるので説明を省略する。
【産業上の利用可能性】
【００８５】
　以上、この発明の実施例を詳述したが、具体的な構成は、この実施例に限られるもので
なく、この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、この発明に含まれる
。
　例えば、この実施例では、鉄骨系のユニット建物の住宅について説明したが、その他の
ユニット建物の戸建住宅であってもよいし、木造の戸建住宅でもよいし、他の建築方法で
建てられた戸建住宅であってもよい。
【００８６】
　また、基礎スラブ以外の敷地全体にベタ基礎を設けているが、このベタ基礎はなくても
よい。
　更に、床下空間の上方にある床梁や支持金具で支持されている床梁だけを補強したが、
その他の床梁を補強してもよい。
　更に、この補強方法は、断面Ｔ字形長尺体の金具や板状の金具を使用したが、その他の
形状の金具で補強してもよいし、その他の方法で補強してもよい。
　更に、特殊な形状の支持金具や基礎金具を使用したが、この支持金具や基礎金具は別の
形状であってもよい。
　更に、実施例２では、支持金具で床梁を支持したが、この支持金具の替わりに束を設け
、この束で支持するようにしてもよい。
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【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】実施例１のユニット建物を示す斜視図である。
【図２】実施例１の基礎を示す平面図である。
【図３】実施例１の基礎スラブを示す斜視図である。
【図４】実施例１の基礎に建物ユニットを据え付けたときの柱や床梁と基礎との関係を示
す平面図である。
【図５】図１や図４に示されるＡ－Ａ線における断面図である。
【図６】実施例１の建物ユニットを示す一部切欠斜視図である。
【図７】実施例１の補強材を示す斜視図である。
【図８】実施例１の床梁を補強材で補強している状態を示すもので、（ａ）は相対する床
梁を示す断面図、（ｂ）は床梁の間に補強材を挿入している状態を示す断面図、（ｃ）は
補強された床梁を示す断面図であるユニット建物を示す斜視図である。
【図９】実施例２のユニット建物を示す斜視図である。
【図１０】実施例２の建物ユニットと床下空間の配置を示す平面図である。
【図１１】図９のＢ－Ｂ線における断面図である。
【図１２】実施例３のユニット建物を示す斜視図である。
【図１３】実施例３の基礎スラブに基礎金具を取り付けた状態を示す斜視図である。
【図１４】実施例３の出隅部分に使用される基礎金具を示すものであって、（ａ）は平面
図、（ｂ）は（ａ）のＣ－Ｃ線における断面図である。
【図１５】実施例３の２個の建物ユニットが隣接して据え付けられる場所に使用される基
礎金具を示すものであって、（ａ）は平面図、（ｂ）はＤ－Ｄ線における断面図である。
【図１６】実施例３の２個の建物ユニットが隣接して据え付けられる場所であって、基礎
スラブの側縁部の上に使用される基礎金具を示すものであって、（ａ）は平面図、（ｂ）
はＥ－Ｅ線における断面図である。
【図１７】実施例３の４個の建物ユニットが角を突き合って据え付けられる場所であって
、基礎スラブの側縁部の上に据え付けられる基礎金具を示す平面図である。
【図１８】図１２のＦ－Ｆ線における断面図である。
【符号の説明】
【００８８】
　Ｕ、Ｕａ、Ｕｂ　　　　建物（ユニット建物）
　Ｋ、Ｋａ、Ｋｂ　　　　床下空間
　１、１ａ、１ｂ　　　　建物ユニット
　１１、１１ｂ　　　　　柱
　１２、１２ａ、１２ｂ　床梁
　３、３ａ、３ｂ　　　　基礎スラブ
　３１、３１ａ、３１ｂ　中央部
　３２、３２ａ、３２ｂ　周縁部
　３３、３３ａ、３３ｂ　側縁部
　４、４ａ　　　　　　　補強材
　６ａ　　　　　　　　　支持金具
　７ｂ　　　　　　　　　基礎金具
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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