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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上側コネクタと下側コネクタとを有する第１の構造柱と、
　上側コネクタと下側コネクタとを有する第２の構造柱であって、前記第１及び第２の構
造柱が直接接続され且つ垂直方向に整合するように、前記第１の構造柱の前記上側コネク
タが第２の構造柱の前記下側コネクタに直接接続される、第２の構造柱と、
　前記第１の構造柱に取り付けられる第１の構造トラスパネルと、
　前記第２の構造柱に取り付けられる第２の構造トラスパネルであって、前記第１及び第
２の構造トラスパネルによって、前記第１及び第２の構造トラスパネルに加わる垂直方向
の活荷重及び死荷重と横方向の荷重とが、横方向に前記第１及び第２の構造柱に伝達した
後に垂直方向に前記第１及び第２の構造柱を通るようになっており、前記第１及び第２の
構造トラスパネルの間、並びに前記第１及び第２の構造トラスパネルと前記第１及び第２
の構造トラスパネルに接続されるあらゆる床との間に隙間が存在することにより、荷重が
前記第１及び第２の構造トラスパネル間で伝達しないようになっている、第２の構造トラ
スパネルと、
を含む、建物区画。
【請求項２】
　前記第１及び第２の構造柱各々の前記下側コネクタが、該下側コネクタを貫通する少な
くとも１つの穴を有する下側コネクタ板を含み、前記第１及び第２の構造柱各々の前記上
側コネクタが、該上側コネクタから上方に突出する少なくとも１つのボルト又は螺を有す
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る上側コネクタ板を含み、前記第２の構造柱の前記下側コネクタ板の穴が、前記第１の構
造柱の前記上側コネクタ板の前記ボルト又は螺を受容することで、前記第１及び第２の構
造柱が垂直方向に互いに直接締結される、請求項１の建物区画。
【請求項３】
　構造柱を構造トラスパネルに接続するための第１及び第２のスタッド部分と第１及び第
２の取付板とを更に含み、前記第１のスタッド部分が前記第１の構造柱に取り付けられ、
前記第２のスタッド部分が前記第２の構造柱に取り付けられ、前記第１の取付板が前記第
１の構造トラスパネルの側部を前記第１のスタッド部分に締結することにより、前記第１
の構造トラスパネルに作用する垂直方向の活荷重及び死荷重と横方向の荷重とが前記第１
のスタッド部分を介して前記第１の構造柱に伝達し易くなり、前記第２の取付板が前記第
２の構造トラスパネルの側部を前記第２のスタッド部分に締結することにより、前記第２
の構造トラスパネルに作用する垂直方向の活荷重及び死荷重と横方向の荷重とが前記第２
のスタッド部分を介して前記第２の構造柱に伝達し易くなる、請求項２の建物区画。
【請求項４】
　前記第１及び第２のスタッド部分が各々、ウェブと、第１及び第２のフランジと、第１
及び第２のリップとを含み、前記第１及び第２のフランジが、前記ウェブの両側から同じ
方向に実質的に直角に延在し、前記第１及び第２のリップが、前記第１及び第２のリップ
が前記ウェブと平行になるように前記第１及び第２のフランジの端部から内方に延在する
、請求項３の建物区画。
【請求項５】
　前記第１の構造柱に取り付けられる第３の構造トラスパネルと、
　前記第２の構造柱に取り付けられる第４の構造トラスパネルであって、前記第３及び第
４の構造トラスパネルが垂直方向に整合し、前記第３及び第４の構造トラスパネル間に隙
間が存在することにより、垂直方向の活荷重及び死荷重と横方向の荷重とが、前記第３及
び第４の構造トラスパネル間で垂直方向に伝達されるのではなく、横方向に前記第３及び
第４の構造トラスパネルを介して前記第１及び第２の構造柱に伝達された後に垂直方向に
伝達される第４の構造トラスパネルと、
　構造柱を構造トラスパネルに接続するための第３及び第４のスタッド部分であって、該
第３のスタッド部分が前記第１の構造柱に取り付けられ、該第４のスタッド部分が前記第
２の構造柱に取り付けられ、前記第１の取付板が前記第３の構造トラスパネルの側部を前
記第１のスタッド部分に締結することにより、前記第３の構造トラスパネルに作用する垂
直方向の活荷重及び死荷重と横方向の荷重とが該第３のスタッド部分を介して前記第１の
構造柱に伝達し易くなり、前記第２の取付板が前記第４の構造トラスパネルの側部を前記
第２のスタッド部分に締結することにより、前記第４の構造トラスパネルに作用する垂直
方向の活荷重及び死荷重と横方向の荷重とが第４のスタッド部分を介して前記第２の構造
柱に伝達し易くなる、第３及び第４のスタッド部分と、
を更に含む、請求項３の建物区画。
【請求項６】
　第１の構造トラスパネルを第１の構造柱に締結するステップと、
　第２の構造柱を前記第１の構造柱に垂直方向に直接締結するステップと、
　第２の構造トラスパネルが垂直方向に前記第１の構造トラスパネルの上方に位置するよ
うに、且つ、前記第１及び第２の構造トラスパネル間に隙間が存在するように、且つ、垂
直方向の活荷重及び死荷重と横方向の荷重とが、構造トラスパネルから構造トラスパネル
へと垂直方向に伝達されるのではなく、横方向に前記第１及び第２の構造柱に伝達した後
に垂直方向に前記第１及び第２の構造柱間で伝達するように、前記第２の構造トラスパネ
ルを前記第２の構造柱に締結するステップと、
を含む建物の建設方法。
【請求項７】
　第３の構造トラスパネルを前記第１の構造柱に締結するステップと、
　第４の構造トラスパネルが垂直方向に前記第３の構造トラスパネルの上方に位置するよ
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うに、且つ、前記第３及び第４の構造トラスパネル間に隙間が存在するように、且つ、前
記第３及び第４の構造トラスパネルに加わる垂直方向の活荷重及び死荷重と横方向の荷重
とが、構造トラスパネルから構造トラスパネルに伝達するのではなく、横方向に前記第３
及び第４の構造トラスパネルを介して前記第１及び第２の構造柱に伝達するように、前記
第４の構造トラスパネルを前記第２の構造柱に締結するステップと、
を更に含む、請求項６の方法。
【請求項８】
　第１の床及び／又は天井トラスが、少なくとも部分的に前記第１の構造トラスパネルに
より画定される第１の空間の天井と少なくとも部分的に前記第２の構造トラスパネルによ
り画定される第２の空間の床とを構成する部材を支持するように、前記第１の床及び／又
は天井トラスを前記第１の構造トラスパネルの一体的トラス部分に締結するステップと、
　第２の床及び／又は天井トラスが前記第２の空間の天井と前記第２の空間の上方の第３
の空間の床とを構成する部材を支持するように、前記第２の床及び／又は天井トラスを前
記第２の構造トラスパネルの一体的トラス部分に締結するステップと、
を更に含む、請求項６の方法。
【請求項９】
　第３の構造柱を前記第２の構造柱に垂直方向に直接締結するステップと、
　第３の構造トラスパネルを前記第２の構造トラスパネルの上方で前記第３の構造柱に垂
直方向に締結するステップと、
　第４の構造柱を前記第３の構造柱に垂直方向に直接締結するステップと、
　第４の構造トラスパネルを前記第３の構造トラスパネルの上方で前記第４の構造柱に垂
直方向に締結するステップと、
　第５の構造柱を前記第４の構造柱に垂直方向に直接締結するステップと、
　第５の構造トラスパネルを前記第４の構造トラスパネルの上方で前記第５の構造柱に垂
直方向に締結するステップと、
　第６の構造柱を前記第５の構造柱に垂直方向に直接締結するステップと、
　第６の構造トラスパネルを前記第５の構造トラスパネルの上方で前記第６の構造柱に垂
直方向に締結するステップと、
を更に含み、
　前記第１、第２、第３、第４、第５、及び第６の構造トラスパネル間に隙間があること
により、前記第１、第２、第３、第４、第５、及び第６の構造トラスパネルに加わる垂直
力及び水平力が、垂直方向に前記第１、第２、第３、第４、第５、及び第６の構造トラス
パネル間で伝達されるのではなく、横方向に前記第１、第２、第３、第４、第５、及び第
６の構造トラスパネルから前記第１、第２、第３、第４、第５、及び第６の構造柱に伝達
した後に垂直方向に下方へと伝達する、請求項６の方法。
【請求項１０】
　前記構造トラスパネルの各々が、ウェブと第１及び第２のフランジと第１及び第２のリ
ップとを含み、前記第１及び第２のフランジが、前記ウェブの両側から同じ方向に実質的
に直角に延在し、前記第１及び第２のリップが前記ウェブと平行になるように、前記第１
及び第２のリップが前記第１及び第２のフランジの端部から内方に延在する、請求項９の
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願）
　本願は、２００９年１２月１８日に出願された仮出願第６１／２８８，０１１号の利益
を主張する。
【０００２】
　本開示は、建物の建設及び組立用の、パネル化及びモジュール化されたシステムに関す
る。
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【背景技術】
【０００３】
　建物の構造は、倒壊の危険を伴わずに、或いは耐用性又は機能を損うことなく、物理的
な力又は変位に耐えなければならない。建物に加わる応力を担っているのは、建物の構造
である。
【０００４】
　５層以下の高さの建物では、一般に「耐力壁」構造システムを用いて死荷重及び活荷重
の垂直力に対処している。構造の屋根、床、及び壁に加わる垂直力は、これらの荷重を壁
に均等に分散させることと、骨組又は骨組構造の大きさと密度を上層から下方向に下層へ
と層を追って漸増させることにより、垂直方向に屋根から壁を経て基礎へと伝達される。
天井及び床梁間には、トラスを用いることで、天井及び床に加わる荷重を支持すると共に
これらの荷重を壁と柱とに伝達する。
【０００５】
　垂直支持要素が無い場所、例えば窓及び扉の壁面開口には、梁を用いて荷重を柱又は壁
に伝達する。壁の垂直荷重支持能力が限られている、５層よりも高層の建物では、大型の
梁及び柱の形態のコンクリート及び／又は構造用鉄骨を用いて、構造を支持する。
【０００６】
　建物に作用する水平力（例えば風及び地震の力）に対処し、これを伝達するのが筋交い
である。（通常は５層以下の）建物の筋交い壁外郭線を構築する一般的な方法では、羽目
板構造を用いて、壁外郭線を成す筋交いパネルを創出する。更に従来的な方法では、壁外
郭線全体にわたって斜め嵌め込み筋交いを用いるが、この方法は、扉や窓等の多くの開口
部を有する建物には使用できない。５層よりも高層の建物の水平力に対処し、これを伝達
するのが、大型鋼材嵌め込み筋交い、又は大型鋼材、及び／又はコンクリートパネルや、
コンクリート又は石造の階段塔、及びエレベータ昇降路等の基本構造要素である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　コンクリート及び／又は構造用鉄骨と、大型鋼材嵌め込み筋交いと、大型鋼材及び／又
はコンクリートパネルに依存することなく、建物の建設及び組立を行える、パネル化及び
モジュール化されたシステムが必要である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本明細書に開示の一体化トラス建築システム（ＵＴＣＳ）は、標準化された構造パネル
を基本とする、１層及び多層建築用の独自且つ新規な革新的構造システムである。本シス
テムで用いるのは、僅かな形態の独自技術による軽量金属軸組み垂直壁パネル（水平トラ
スパネル）と、軽量金属床、及び天井トラスと、冷間圧延方形又は矩形鋼管（構造柱）と
、独自の接続板及びクリップである。
【０００９】
　多数の異なるアセンブリ（壁、柱、梁、筋交い、胴縁、及びこれらを互いに締結する締
結具）を用いて垂直方向の活荷重及び死荷重の力と水平力とに対処する、従来手法による
建物構造の設計及び構築とは違い、ＵＴＣＳは、構造柱及びトラスを用いて組み立てる、
僅かな数の独自設計による標準化水平トラスパネルにより、これらの力に対処する。この
独自の構成要素アセンブリでは、垂直力及び水平力を効果的に支持し、この力をＵＴＣＳ
の非常に多数の密な柱システムに、床、天井、及び屋根から伝達する。このように、柱が
これらの垂直力及び水平力を吸収するので、ＵＴＣＳは垂直耐力壁構造システムではなく
なり、建物の構造システムの一部分としての、「熱間成形」された構造用鋼（大型鋼材又
は「赤鉄（ｒｅｄ ｉｒｏｎ）」）とコンクリートが不要になる。
【００１０】
　ＵＴＣＳ骨組部材は、特殊設計のコンピュータ式ロール成形機により作製される。これ
らの機械で、一般に「コイル鋼」とよばれる冷間圧延鋼により骨組スタッド又は部材を製
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造する。各スタッドは、一定寸法に切断され、締結螺用の穴とアセンブリの螺頭部分の皿
穴とを予め設けられ、機械、電気、及び配管用（「ＭＥＰ」）アセンブリの敷設及び隠蔽
工事用に予め打抜き加工され、垂直方向及び横方向の筋交いを通すために予め打抜き加工
され、組立用にラベリングされる。これらの機械は、スタッドの仕様をＣＡＤファイルか
ら読み取る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】水平トラスパネルの骨組部材として用いるスタッドの図である。
【図２】水平トラスパネルの骨組部材として用いるトラックの図である。
【図３Ａ】Ｖ筋交い付き水平トラスパネルの図である。
【図３Ｂ】Ｖ筋交い付き水平トラスパネルの図である。
【図４Ａ】開口水平トラスパネルの図である。
【図４Ｂ】開口水平トラスパネルの図である。
【図４Ｃ】開口水平トラスパネルの図である。
【図５】水平トラスパネルに取り付けるトラスの図である。
【図６】水平トラスパネルを互いに取り付ける構造柱アセンブリの図である。
【図７】図３Ａ、３Ｂ、４Ａ、４Ｂ、及び４Ｃに示すような水平トラスパネルを図６の構
造柱アセンブリに取り付ける態様を示す図である。
【図８】図３Ａ、３Ｂ、４Ａ、４Ｂ、及び４Ｃに示すような水平トラスパネルを図６の構
造柱アセンブリに取り付ける態様を示す図である。
【図９】一体化トラス建築システム（ＵＴＣＳ）の壁外郭線を成す、開口及びＶ筋交い付
き水平トラスパネルを有する、一体化水平トラスパネル壁外郭線を示す図である。
【図１０】図５のトラスの図である。
【図１１】図６のトラス／スタッドハンガを示す図である。
【図１２】図６の構造柱アセンブリの部分図である。
【図１３】水平トラスパネルに接続されるトラスの図である。
【図１４】水平トラスパネルに接続され、壁外郭線を創出するＵＴＣＳ開口梁間アセンブ
リを形成するトラスの図である。
【図１５】複数層のＵＴＣＳ構造のアセンブリとして形成されるＵＴＣＳ建物部分の図で
ある。
【図１６】建物における図６の構造柱アセンブリの整合を示す図である。
【図１７】この建物の一部分の階間部の立体図及び平面図である。
【図１８】図６の構造柱アセンブリへの力の伝達を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　ＵＴＣＳで用いる水平トラスパネル及びトラスは、建物の高さ及び建築法規上の要件に
よって１８～１４ゲージ鋼等の軽量鋼からロール成形される骨組部材を用いて構成される
。水平トラスパネルに用いる骨組部材には、図１に示すスタッド１０と図２に示すトラッ
ク１２との２つの形状がある。スタッド１０及びトラック１２の各々は、１８～１４ゲー
ジ鋼等の軽量鋼から圧延される。
【００１３】
　スタッド１０及びトラック１２の各々は、図１に示すように形成されるウェブ１４とフ
ランジ１６とリップ１８とを含む。フランジ１６はウェブ１４の両側から同じ方向に実質
的に直角に延在し、リップ１８は、リップ１８がウェブ１４に平行になるようにフランジ
１６の端部から内方に延在する。スタッド１０とトラック１２とは、主にトラック１２の
フランジ１６がスタッド１０のフランジ１６よりも若干高く、トラック１２のウェブ１４
がスタッド１０のウェブ１４よりも若干幅広であるという点で相違する。これらの相対的
な寸法により、構造性能に影響を及ぼすスタッド１２のフランジ１６の圧縮を要さずに、
スタッド１０をトラック１２内へ又はトラック１２を通って摺動させることが可能になる
。
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【００１４】
　ＵＴＣＳは、例えば２つの限られた数の形態の水平トラスパネルを用いる。これらの水
平トラスパネルは、ＵＴＣＳの構造壁構成要素である。２つの形態のみを用いる場合、こ
れらは（ａ）「Ｖ」形の筋交い（「Ｖ」筋交い）を含む、図３Ａ又は図３Ｂに示すＶ筋交
い付き水平トラスパネル２０／２２と、（ｂ）Ｖ筋交いを含まない、図４Ａに示す開口水
平トラスパネル２４である。
【００１５】
　開口水平トラスパネル２４は一般に、ＵＴＣＳ構造において大きな開口部（窓、扉、壁
面開口等）を有する建物のあらゆる部分に用いられる。開口水平トラスパネル２４は、建
物内の各パネルに取り付けられるか又は近接する床及び天井アセンブリからの垂直方向の
活荷重（例えば人員負荷）及び死荷重（例えば乾式壁、ＭＥＰアセンブリ、断熱材等）の
力（「局所力」）を支持し、伝達するように設計される。Ｖ筋交い付き水平トラスパネル
２０／２２は、構造に作用する垂直方向の局所力及び水平力（例えば風及び地震の力）を
支持するように設計される。
【００１６】
　図３Ａに示すように、Ｖ筋交い付き水平トラスパネル２０は、上側トラック２６と下側
トラック２８とを有する。上側トラック２６の内側には、ボルト又は螺等の締結具３４に
よりＶ筋交い付き水平トラスパネル２０の側部の側部スタッド３６及び３８に固定される
背中合わせの（ウェブ同士を合わせた）トラック３０及び３２（二重水平筋交いと称する
）から成る連続水平筋交いがある。上側トラック２６及び下側トラック２８も締結具３４
により側部スタッド３６及び３８に固定される。トラック３０及び３２により形成される
連続水平筋交いと上側トラック２６との間の部分には、スタッドにより構成される垂直方
向の斜めウェブ材４０が含まれる。図３Ａの、この筋交いを有する部分は、Ｖ筋交い付き
水平トラスパネル２０内で、以下に述べるトラス１０６を取り付けるトラス取り付け部分
４２として機能すると共に、Ｖ筋交い付き水平トラスパネル２０に加わる力を支持し、且
つＶ筋交い付き水平トラスパネル２０の各々の側部スタッド３６及び３８に取り付けられ
る後述の構造柱に伝達する。
【００１７】
　Ｖ筋交い付き水平トラスパネル２０は更に、締結具３４により上側トラック２６及び下
側トラック２８とトラック３０及び３２とに固定される２つの内側スタッド４４及び４６
と中央スタッド４８とを有する。側部スタッド３６及び３８は、トラック３０及び３２の
ウェブ１４及びリップ１８の端部の末端切欠部５０を貫通し、スタッド３６及び３８のフ
ランジ１６がトラック２６、２８、３４、及び３６の端部においてフランジ１６に当接す
るようになっている。これらの末端切欠部５０を、図２に示す。締結具３４は、これらの
当接部分に配置される。同様に、内側スタッド４４及び４６と中央スタッド４８とは、ト
ラック３０及び３２のウェブ１４及びリップ１８の内部切欠部５２を貫通して、スタッド
３６及び３８と中央スタッド１００とのフランジ１６の外面がトラック２６、２８、３４
、及び３６のフランジ１６の内面に当接するようになっている。これらの内部切欠部５２
も図２に示す。締結具３４は、これらの当接部分に配置される。例えば、５つの垂直スタ
ッド３６、３８、４４、４６、及び４８を、心々で２４インチ離間してよい。内側スタッ
ド４４及び４６と中央スタッド４８とがトラック３０及び３２を貫通する点はヒンジ接合
部である（即ち、単一の締結具により回動可能となっている）。Ｖ筋交い付き水平トラス
パネル２０のスタッドは、乾式壁、導管、配線、配管アセンブリ等を支持する役割も果た
す。
【００１８】
　Ｖ筋交い付き水平トラスパネル２０は、連続Ｖ形筋交いも含む。このＶ筋交いは、その
設計と構成が独特である。Ｖ筋交いの２本の脚部は、図１に示すスタッド１０のようなＶ
筋交いスタッド５４及び５６である。Ｖ筋交いスタッド５４は、締結具３４により、トラ
ック３０及び３２のすぐ下で側部スタッド３６に固定され、下側トラック２８に固定され
ると共に、内側スタッド４４のウェブ１４内の内部切欠部５８を貫通する。この内部切欠
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部５８を、図１に示す。Ｖ筋交いスタッド５４のウェブ１４は、スタッド３６及び４４と
トラック２８との各々の一方のフランジ１６に当接する。これらの当接部分は、図示のよ
うに、締結具３４を受ける。
【００１９】
　同様に、Ｖ筋交いスタッド５６は、締結具３４により、トラック３０及び３２のすぐ下
で側部スタッド３８に固定され、下側トラック２８に固定されると共に、内側スタッド４
６の内部切欠部５８を貫通する。Ｖ筋交いスタッド５６のウェブ１４は、スタッド３８及
び４６とトラック２８との各々の一方のフランジ１６に当接する。これらの当接部分は図
示のように締結具３４を受ける。
【００２０】
　Ｖ筋交いスタッド５４及び５６をスタッド３６及び３８とトラック２８とに取り付ける
ためには、Ｖ筋交いスタッド５４及び５６の端部が図３Ａに示すように斜めになっている
ことが必要になる。これらの斜め端部によって、複数の締結具３４を用いてＶ筋交いスタ
ッド５４及び５６を対応する側部スタッド３６及び３８に固定することが可能になる。
【００２１】
　Ｖ筋交いスタッド５４及び５６は、自身のウェブをＶ筋交い付き水平トラスパネル２０
のスタッド３６、４４、４８、及び３８のウェブに対して垂直に配置される。更に、Ｖ筋
交いスタッド５４及び５６は、トラック３２及び３４のすぐ下から内側スタッド４４及び
４６を貫通して下側トラック２８の実質的に中間に位置する「Ｖ」の頂点まで連続的に延
在する。Ｖ筋交いの頂点における接合は、Ｖ筋交いスタッド５４及び５６と中央スタッド
４８とを相互接続する頂点板６０と追加の締結具３４により、容易になる。板６０と下側
トラック２８とスタッド４８とＶ筋交いスタッド５４及び５６は、図３Ａに示すように下
側の３つの締結具により相互に接続される。内側スタッド４６も締結具３４により上側ト
ラック２６に取り付けられると共に、内側スタッド４６がトラック３０及び３２の内部切
欠部５２を貫通する点でトラック３０及び３２に取り付けられる。１８～１４ゲージの冷
間圧延鋼等の材料により、頂点板６０を形成できる。
【００２２】
　Ｖ筋交いスタッド５４及び５６と側部スタッド３６及び３８、中央スタッド４８及びト
ラック２８との接合は、モーメント接合であり、これによって、Ｖ筋交い付き水平トラス
パネル２０の水平方向の構造性能が高まる。
【００２３】
　これらの接合によって、Ｖ筋交い付き水平トラスパネル２０に作用する水平力の殆どを
、システムの構造柱に伝達できる（以下に更に詳述する）。
【００２４】
　Ｖ筋交い付き水平トラスパネル２０は更に、水平筋交いとなるトラック６２を含む。ト
ラック６２は、例えばＶ筋交いスタッド５４及び５６により形成されるＶ筋交い部の中間
に配置される。トラック６２は、内側スタッド４４及び４６を収容する末端切欠部５０を
有すると共に、中央スタッド４８を収容する内部切欠部５２を有し、且つ締結具３４によ
り内側スタッド４４及び４６と中央スタッド４８とに固定される。トラック６２は、Ｖ筋
交い付き水平トラスパネル２０の水平力に関する構造性能に寄与する。
【００２５】
　Ｖ筋交い付き水平トラスパネル２０は、乾式壁、飾り棚、掴み棒等のようなアセンブリ
の構築に必要なその他の筋交い及び裏当てを含み得る。Ｖ筋交い付き水平トラスパネル２
０は、内部構造壁（界壁及び間仕切り壁）と外部構造壁とのいずれにも用いられる。Ｖ筋
交い付き水平トラスパネル２０／２２は、窓及び壁面開口にも対応できるが、図面からわ
かるようにその空間は制限される。
【００２６】
　図３ＢのＶ筋交い付き水平トラスパネル２２は、図３ＡのＶ筋交いの半分を形成するＶ
筋交いスタッド５４が互いに当接するリップ１８を有する２つのスタッド６４及び６６に
置き換えられることと、図３ＡのＶ筋交いの残りの半分を形成するＶ筋交いスタッド５６
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が互いに当接してもしなくてもよい２つのスタッド６８及び７０に置き換えられることを
除いて、図３ＡのＶ筋交い付き水平トラスパネル２０と同じ構造を有する。このように、
スタッド６４、６６、６８、及び７０は、図３ＢのＶ筋交い付き水平トラスパネル２２の
二重Ｖ筋交いを形成することにより、極めて高い強度をもたらす。
【００２７】
　図４Ａに示すように、開口水平トラスパネル２４は、上側トラック８０と下側トラック
８２とを有する。上側トラック８０の内側には、ボルト又は螺等の締結具３４により開口
水平トラスパネル２４の側部の側部スタッド８８及び９０に固定される背中合わせの（ウ
ェブ同士を合わせた）トラック８４及び８６（二重水平筋交いと称する）によって構成さ
れる、連続水平筋交いがある。上側トラック８０及び下側トラック８２は、締結具３４に
より側部スタッド８８及び９０にも固定される。トラック８４及び８６により形成される
連続水平筋交いと上側トラック８０との間の部分には、スタッドで作製される垂直方向の
斜めウェブ材９２が含まれる。図４Ａの、この筋交いを有する部分は、開口水平トラスパ
ネル２４の構造トラス９４として機能すると共に、開口水平トラスパネル２４に加わる力
を支持し、且つ開口水平トラスパネル２４の各々の側部スタッド８８及び９０に取り付け
られる後述の構造柱に伝達する。
【００２８】
　開口水平トラスパネル２４は更に、締結具３４により上側トラック８０及び下側トラッ
ク８２とトラック８４及び８６とに固定される２つの内側スタッド９６及び９８と中央ス
タッド１００とを有する。側部スタッド８８及び９０は、トラック８４及び８６のウェブ
１４及びリップ１８の端部の末端切欠部５０を貫通し、スタッド８８及び９０のフランジ
１６がトラック８０、８２、８４、及び８６の端部においてフランジ１６に当接するよう
になっている。これらの末端切欠部５０を、図２に示す。締結具３４は、これらの当接部
分に配置される。同様に、内側スタッド９６及び９８と中央スタッド１００とは、トラッ
ク８４及び８６のウェブ１４及びリップ１８の内部切欠部５２を貫通し、スタッド９６、
及び９８と中央スタッド１００とのフランジ１６がトラック８０、８２、８４、及び８６
のフランジ１６に当接するようになっている。これらの内部切欠部５２も、図２に示す。
締結具３４は、これらの当接部分に配置される。例えば、５つの垂直スタッド８８、９０
、９６、９８、及び１００は、心々で２４インチ離間してよい。内側スタッド９６及び９
８と中央スタッド１００とがトラック８４及び８６を貫通する点は、ヒンジ接合部である
（即ち、単一の締結具により回動可能となっている）。開口水平トラスパネル２４のスタ
ッドは、乾式壁、導管、配線、配管アセンブリ等を支持する役割も果たす。
【００２９】
　開口水平トラスパネル２４は、横方向の筋交いを行うトラック１０２も含む。トラック
１０２は、例えばトラック８２と８６の中間に配置される。水平筋交いトラック１０２は
、側部スタッド８８及び９０が貫通する末端切欠部５０を含むと共に、内側スタッド９６
及び９８と中央スタッド１００とが貫通する３つの内部切欠部５２を有し、且つ締結具３
４により側部スタッド８８及び９０と、内側スタッド４４及び４６と、中央スタッド４８
とに固定される。スタッド８８、９０、９６、９８、及び１００のフランジ１６は、トラ
ック１０２のフランジ１６に当接する。これらの当接部分には、締結具３４が取り付けら
れる。開口水平トラスパネル２４は、垂直方向の局所力に対処できるように構成される。
【００３０】
　開口水平トラスパネル２４は、窓、扉、及び壁面開口に対応できるように設計される。
開口水平トラスパネル２４は、例えば２０フィート以下の幅であってもよい。図４Ｂ及び
４Ｃに、窓、扉、及び壁面開口用の１つ以上の開口部を有する開口水平トラスパネルを示
す。図４Ｂには、ＭＥＰアセンブリを貫通させることができる一般的な敷設用開口部１０
４を示す。これらの敷設穴１０４は、Ｖ筋交い付き水平トラスパネル２０及び２２にも形
成可能である。図４Ｃは、扉用の開口部を有する幾つかの開口水平トラスパネルの図であ
る。
【００３１】
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　開口水平トラスパネル２４は、窓、扉、壁面開口、乾式壁、飾り棚、掴み棒等のような
、アセンブリの構築に必要なその他の筋交い及び裏当てを含み得る。開口水平トラスパネ
ル２４は、内部構造壁（界壁及び間仕切り壁）と外部構造壁とのいずれにも用いられる。
【００３２】
　上述の水平トラスパネルは、建物の床から天井部分まで対応でき、また、図５に示すト
ラス１０６等のトラスの取り付けに対応できるだけの十分な高さを有する。トラス１０６
は、トラス取付け部分４２に取り付けられ、斜めウェブ材１１２を締結具３４により上側
及び下側スタッド１０８及び１１０に取り付けるようにして、スタッドで作製される斜め
ウェブ材１１２により、相互接続される上側スタッド１０８と下側スタッド１１０とを含
む。トラス１０６は、トラス／スタッドハンガ１１６と締結具３４とを用いることにより
、水平トラスパネル１１４のトラス取付け部分４２に取り付けられる。水平トラスパネル
１１４は、Ｖ筋交い付き水平トラスパネル２０／２２として示されているが、水平トラス
パネル１１４は、本明細書に記載のいずれの水平トラスパネルであってもよい。トラス／
スタッドハンガ１１６については、図１１に関連して以下に更に詳述する。
【００３３】
　トラスハンガ１１６は、１８～１４ゲージの冷間圧延鋼等の材料から形成可能である。
【００３４】
　トラス１０６を、図１０にも示す。ＵＴＣＳに用いるトラスは、スタッド１０で作製さ
れている。これらのトラスは、上側スタッド１０８及び下側スタッド１１０と、内側斜め
ウェブ材１１２とを有する。トラス１０６は、自身の上側及び下側弦材１０８及び１１０
を接続する側部又は端部ウェブ材を有さない。トラス１０６は、１８～１４ゲージ鋼等の
軽量鋼から形成可能である。トラス１０６のゲージ及び長さは、用途と床梁間の幅に応じ
て異なる。
【００３５】
　図６に、上板１３４が構造柱１３２の頂部を覆い、下板１３６が構造柱の底部を覆うよ
うに構造柱１３２の頂部と底部とに溶接される、上板１３４と下板１３６とを有する構造
柱１３２を含む構造柱アセンブリ１３０を示す。構造柱１３２は、例えば４つの面を有す
るものであってもよく、中空であってもよく、且つ建物の高さ及び建築法規上の要件に応
じて壁厚さを変えることができる。上板１３４と下板１３６とは、図６では、横方向に線
状に示されており、２つの壁が共通の線状水平軸を共有するように横並びに接合される場
合に用いられる。しかし、上板１３４と下板１３６とは、２つの壁が隅で接合されて２つ
の壁の水平軸が互いに垂直な場合には「Ｌ」形の板であってもよい。
【００３６】
　１本以上のボルト１３８が上板１３４に適切に（溶接又は鋳造等により）取り付けられ
る。ボルト１３８は、上板１３４から離れる方向に直角に延在する。下板１３６の各端部
は、自身を貫通する穴１４０を有する。したがって、第２の構造柱１３２の上板１３４の
ボルト１３８が第１の構造柱１３２の下板１３６の穴１４０を貫通するように、第１の構
造柱１３２を第２の構造柱の上に垂直に積み重ねることができる。その後、ナットを第２
の構造柱１３２の上板のボルト１３８に取り付けて締めることで、第１及び第２の構造柱
１３２を垂直方向に互いに締結できる。
【００３７】
　上及び下板１３４及び１３６は、水平トラスパネル２０／２２／２４に用いられるトラ
ック１２よりも若干幅広であって、建物の高さ及び建築法規上の要件によって厚さが異な
る。ボルト１３８及び穴１４０により得られる通しボルト締めによって、構造柱１３２を
互いに垂直方向に接続し、構造柱１３２を建物内のその他のアセンブリ（屋根、基礎、車
庫等）と接続できる。
【００３８】
　構造柱１３２は、スタッド１０のスタッド部分１４２によって水平トラスパネル２０／
２２／２４に接続される。スタッド部分１４２は、構造柱１３２の頂部及び底部に溶接さ
れるか又は別の方法で適切に締結される。スタッド部分１４４は、自身のウェブ１４が外
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方に向くように、構造柱１３０の略中間に溶接又は適切な締結具により締結される。この
スタッド部分１４４は、「間隔維持（ｈｏｌｄ－ｏｆｆ）部」となって、水平トラスパネ
ルのスタッド３６、３８、８８、及び９０の撓みを防ぐ。１５４のような一体化板をこの
位置に用いても、用いなくてもよい。
【００３９】
　構造柱１３２の材料は、例えば冷間圧延鋼である。構造柱１３２は、中空であってもよ
く、用途及び建築法規に応じて異なる壁厚さを有するものでよい。板１３４及び１３６と
トラスハンガ１４４及び１４６との材料は、例えば１８～１４ゲージの冷間圧延鋼である
。
【００４０】
　図７及び８に、水平トラスパネル２０、２２、及び２４等の水平トラスパネルを構造柱
アセンブリ１３０に取り付ける態様を示す。一体化された水平トラスパネルは、以下に更
に詳述するトラス１０６取付け用スタッド挿入突起部を有する４つのトラスハンガ一体化
板１５０と２つの扁平な一体化板１５４とを用いて構造柱アセンブリ１３０を水平トラス
パネル２０／２２／２４に取り付けると創出され、これらの一体化板は全て、締結具３４
により水平トラスパネル２０／２２／２４の側部スタッド３６及び３８とスタッド部分１
４２とに取り付けられる。図７に示すスタッド部分１４４は、スタッド３６及び３８を「
間隔維持（ｈｏｌｄ－ｏｆｆ）」するように作用するので、これらのスタッドが側部スタ
ッド３６及び３８と構造柱１３２との間の空間を通って撓むことがなくなる。１５４等の
一体化板をこの位置に用いても、用いなくてもよい。
【００４１】
　ＵＴＣＳ構造では、構造柱アセンブリ１３０を用いて或る個数（壁長さによる）の水平
トラスパネルを互いに取り付けることによって、或る区画又は長さの壁を組み立てる。開
口水平トラスパネル２４は、窓、扉、及び壁面開口のような大き目の開口がある建物内の
壁区画として用いられる。Ｖ筋交い付き水平トラスパネル２２／２２を、概ね残りの構造
部分全体にわたって壁区画として用いて、構造を密に水平支持するようになっている。図
９に、ＵＴＣＳ壁外郭線において開口及びＶ筋交い付き水平トラスパネル２４及び２０／
２２を有する水平トラスパネル壁外郭線を示す。
【００４２】
　上述のように、トラス１０６は、内側スタッド４４及び４６と中央スタッド４８とに配
置されるトラス／スタッドハンガ１１６と締結具３４とによって水平トラスパネル２０／
２２／２４に取り付けられる。トラス／スタッドハンガ１１６は、図１１に示されており
、図５に示すようにトラス１０６の上側スタッド１０８内に受容されると共に、そして図
５及び８に示すように１８０度転位させるとトラス１０６の下側スタッド１１０内に受容
される、スタッド挿入突起部１５２を含む。トラス／スタッドハンガ１１６は更に、トラ
ス／スタッドハンガを上側トラック２６に締結すると共に、転位させて水平トラスパネル
の水平筋交い３０及び３２に締結するために用いられる、Ｌ形フランジ１７２を含む。
【００４３】
　トラス１０６と水平トラスパネル２０／２２／２４との接続は、トラス１０６の上側ス
タッド１０８の端部を挿入突起部１５２内に挿入すると共に締結具３４により締結し且つ
締結具３４によりＬ形フランジ１７２を上側トラック２６のウェブ１４とフランジ１６と
に接続すること、並びに、締結具３４によりトラスハンガ１１６の突起部タブ１７６をス
タッド１０８の上側フランジ１６に接続することにより行われる。トラス１０６の下側ス
タッド１１０の接続は、トラス／スタッドハンガ１１６を１８０度転位させて、トラス１
０６の下側スタッド１１０の端部を挿入突起部１５２内に挿入すると共に締結具３４によ
り締結し且つ締結具３４によりＬ形フランジ１７２をトラック３０及び３２のウェブ１４
に接続すること、並びに、締結具３４により突起部タブ１７６をスタッド１１０の下側フ
ランジ１６に接続することにより行われる。
【００４４】
　トラス１０６は、一体化板１５０上の挿入突起部１５２によって、各々の構造柱１３２
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にも取り付けられる。トラス１０６の上側スタッド１０８の端部は、一体化板１５０の挿
入突起部１５２に被さるように挿入され、スタッド１０８のウェブ１４に締結具３４を用
いて締結される。突起部タブ１７６は締結具によりスタッド１０８の上側フランジ１６に
締結される。トラス１０６の下側スタッド１１０の接続は、１８０度回転させた一体化板
１５０の挿入突起部１５２に被さるようにスタッド１１０の端部を挿入することによって
行われる。締結具３４を用いて、挿入突起部１５２がスタッド１１０のウェブ１４に接続
される。突起部タブ１７６は、締結具によってスタッド１１０の下側フランジ１６に取り
付けられる。
【００４５】
　図１３に、水平トラスパネル２０／２２／２４に接続されたトラス１０６を示す。
【００４６】
　図１４に、水平トラスパネル２０／２２／２４に接続されて、水平トラスパネル２０／
２２／２４がトラス１０６と組み合わさって壁外郭線を創出するＵＴＣＳ開口梁間アセン
ブリを形成するトラス１０６を示す。トラス１０６は床及び天井アセンブリを支持する。
【００４７】
　このようにトラス１０６を水平トラスパネルに取り付けることにより、トラス１０６を
水平トラスパネル２０／２２／２４と合体し、壁アセンブリが床上に着座する場所又は天
井アセンブリが壁の最上部に着座する場所に位置する「ヒンジポイント」を解消できる。
この接続により、トラス１０６と水平トラスパネル２０／２２／２４とを一体化させて、
実質的に壁及び床システム全体を一緒に「トラス」として機能させることが可能になる。
この構成により、床、天井、及び水平トラスパネル２０／２２／２４に加わる力が、これ
らが取り付けられている構造柱アセンブリ１３０に伝達し易くなる。したがって、垂直力
及び水平力が垂直方向に水平トラスパネルから水平トラスパネルへと伝達されなくなる。
建物に床下地と乾式壁とを取り入れる場合は、このシステム全体が「ダイヤフラム」とし
て機能する。
【００４８】
　図１５に、ＵＴＣＳ構造の複数階のアセンブリとして形成されたＵＴＣＳ建物部分を示
す。ＵＴＣＳ建物又は構造において、水平トラスパネル２０／２２／２４は、１つの階の
構造柱アセンブリ１３０がその下の階の構造柱アセンブリ１３０等から基礎に至るまで、
垂直方向に整列するように配置される。
【００４９】
　図１６は、こうした構造柱アセンブリの整合を示す図である。図１６には、ＵＴＣＳ構
造の構造柱アセンブリ１３０の密度も示す。
【００５０】
　図１７に、このアセンブリの階間連結部の立体図と平面図とを示す。水平トラスパネル
２０／２２／２４では、「耐力壁」及び鋼とコンクリートとの構造で本来ならよくある相
互の接触又は担持が起こらないことがわかる。ＵＴＣＳ構造の１つの階の水平トラスパネ
ルは、その上の階の荷重を担わない。その代わりに、この荷重は構造柱アセンブリ１３０
に伝達され、構造柱アセンブリ１３０がこれを担う。構造の各「階」又は層によって、自
身の垂直方向の活荷重及び死荷重の力が減少して、これが構造柱アセンブリ１３０に伝達
され、これらの力が減少し、垂直方向に建物の基礎に伝達される。
【００５１】
　Ｖ筋交い付き水平トラスパネル２０／２２によって、建物に作用する水平力が減少し、
構造の非常に多数の構造柱アセンブリ１３０に伝達される。この力の伝達を図１８に示す
。図１８の部分拡大図からもわかるように、パネルが互いに垂直方向に担持し合わず、力
（矢印）が垂直方向にパネルからパネルへと伝達されない。寧ろ、垂直力及び水平力は、
横方向に構造柱アセンブリ１３０に伝達される。この種の荷重伝達は、本システムの独自
の設計と組立によって容易になる。水平トラスパネル２０／２２／２４とトラス１０６と
の両方が、一体化トラスシステムとして機能する。
【００５２】
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　ＵＴＣＳでは２０フィート～２フィートの多様な幅の水平トラスパネルを用いることが
でき、最も一般的なものは８フィート及び４フィートの寸法のＶ筋交い付き水平トラスパ
ネル２０／２２である。これらのパネルにより、構造内の構造柱アセンブリ１３０が大幅
に増える。各開口水平トラスパネル２４は、自身に取り付けられる構造柱アセンブリ１３
０に近接する垂直方向の局所力のみを支持し軽減するように機能する。Ｖ筋交い付き水平
トラスパネル２０／２２は、構造に作用する垂直方向の局所力だけではなく水平力も支持
するように機能する。水平トラスパネル２０／２２／２４が垂直力及び水平力を伝達する
独自の態様と、システム内の構造柱アセンブリ１３０が非常に多数であることにより、階
毎にパネルの形態を異ならせる必要はない。トラック１２、スタッド１０、及びＶ筋交い
の幅及びゲージのみが、建物の高さ及び建築法規上の要件に応じて異なる。
【００５３】
　ＵＴＣＳ建物内の空間を分割する内部非構造仕切り壁は、軽量鋼（一般に２４～２８ゲ
ージ）から作製され、Ｉ種（Ｔｙｐｅ Ｉ）及びＩＩ種（Ｔｙｐｅ ＩＩ）の鉄骨造におい
て一般的である。
【００５４】
　ＵＴＣＳは、建物に加わる垂直力及び水平力に対処する上で極めて効率的である。ＵＴ
ＣＳを用いると、耐力壁構造又は重量構造コアを構築する必要がなくなり、従来の建築工
法よりもコストを大幅に削減できる。ＵＴＣＳでは、建物の構造を限られた個数の事前組
立パネルで組み立てるので、時間も節約できる。このことも更に、建物構造の構築コスト
を劇的に削減する。
【００５５】
　ＵＴＣＳは独自且つ革新的である。スラブ、立体駐車場、小売店舗、及び商業ビルを含
む、ほぼあらゆる基礎システム上に、これを建設できる。ＵＴＣＳは、組立をシステム化
した、パネル工法を基本とする骨組技術を用いている。ＵＴＣＳは、パネル建築技術と革
新的な工学技術とを用いて、建物の設計、材料、及び建設のコストを大幅に削減する。Ｕ
ＴＣＳの科学技術及び工学技術は、１層及び多層建築を組み立てる新規な構造システム及
び方法である。
【００５６】
　以上、本発明の一部の改変について論じた。例えば、本発明は、コンクリート及び／又
は構造用鉄骨と、大型鋼材嵌め込み筋交いと、大型鋼材及び／又はコンクリートパネルに
依存することなく、建物の建設及び組立を行うにあたり特に有用であるが、コンクリート
及び／又は構造用鉄骨と、大型鋼材嵌め込み筋交いと、大型鋼材及び／又はコンクリート
パネルを有する建物にも、適用可能である。当業者には、その他の改変も想到されよう。
したがって、本発明の記述は、あくまでも例証であって、当業者に本発明を実施するため
の最良の形態を教示することを目的とするものと解釈されるべきである。本発明の精神か
ら逸脱することなく細部を変更することが実質的に可能であり、添付の特許請求の範囲に
含まれる全ての改変の排他的使用権が保たれる。
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