
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
鉄骨構造物を構成する鋼管柱と、該鋼管柱と梁とで囲まれる架構面内に配置されるブレー
ス部材との接合構造であって、前記鋼管柱の外側面の前記ブレース部材が接合される側の
ほぼ半周に前記架構面と直交する接合板を溶接し、該接合板に対し前記ブレース部材の端
部を接合してなることを特徴とする鋼管柱とブレース部材の接合構造。
【請求項２】
前記鋼管柱を挟む両側の架構面について、該鋼管柱のほぼ同一の高さに、それぞれ前記接
合板を別個に溶接し、それぞれの架構面内に配置されるブレース部材を接合してある請求
項１記載の鋼管柱とブレース部材の接合構造。
【請求項３】
前記鋼管柱は既存の鉄骨構造物の柱であり、前記接合板を後から溶接して新設のブレース
部材を接合してある請求項１又は２記載の鋼管柱とブレース部材の接合構造。
【請求項４】
前記ブレース部材が制震補強部材の機能を有するブレース部材である請求項１、２又は３
記載の鋼管柱とブレース部材の接合構造。
【請求項５】
前記接合板と前記ブレース部材を添接板を介してボルト接合してある請求項１、２、３又
は４記載の鋼管柱とブレース部材の接合構造。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本願発明は、鉄骨構造物における鋼管柱とブレース部材の接合構造に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
鉄骨構造物において、地震による水平力に抵抗するために、柱と梁からなる架構に対して
、斜材、すなわちブレース材（筋かい、方杖等）を配したブレース構造が一般的に用いら
れている。
【０００３】
図５は、鋼管柱２とＨ形鋼梁３からなる架構に対してブレース部材１を配した構造架構の
一例である。この構造では、ブレース部材１の両端を、各々、柱２及び梁３の中間部分で
接合することにより、梁下側の空間を有効に活用できる。
【０００４】
この構造が地震等の外力による水平力を受けた場合、架構のせん断変形によりブレース部
材１には軸方向の応力が生じ、その抵抗によりブレース部材がない架構に比べ、応答変位
及び柱梁架構の応力の低減が実現できる。
【０００５】
また、このような構造は、新しい知見を基に規定された耐震設計基準の条件に適合しない
、いわゆる既存不適格建築物を、制震補強部材の機能を有するブレース部材によって補強
する場合等に特に有効である。
【０００６】
ここで、制震補強部材とは、部材軸方向に応力を受けて有限変形を生じることによりエネ
ルギーを吸収する特性を持ち、具体的な例としては、鋼材等の弾塑性特性を利用した弾塑
性ダンパー、粘性体を利用した粘性ダンパー、材料どうしの摩擦力を利用した摩擦ダンパ
ー等が挙げられる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
以上のような鉄骨構造を実現するためには、ブレース部材から伝達される断面外の応力を
既存の柱部材及び梁部材に十分に伝達できる接合構造が不可欠である。
【０００８】
ブレース部材を接合しようとする架構の柱部材及び梁部材がＨ形鋼で構成されている場合
は、図６に示すように、Ｈ形鋼柱４の二つのフランジ２１間に補強用のリブプレート２２
を外側から挿入し、溶接で接合する構造が考えられる。この場合、ブレース部材１から伝
達される応力は、リブプレート２２を介して既存の柱４に伝達されるため、比較的簡単に
、応力伝達に十分な剛性と耐力を有する接合構造が実現し得る。
【０００９】
一方、建築物の柱においては、柱断面が円形や角形の鋼管で構成される場合も多い。この
ような閉断面の部材に対して面外からの応力を伝達する方法としては、従来、鋼管柱とＨ
形鋼梁の接合等に利用されている接合構造の応用が考えられる。
【００１０】
その一つは、図７に示すように、鋼管柱２の中間にブレース部材の端部１ａを接合するす
るための板材２３を貫通させる通しダイアフラム形式である。しかし、通しダイアフラム
形式の場合、板材２３を貫通させるためには、鋼管柱２を切断する必要があるため、鉄骨
加工に時間を要し、コストが高くつく。
【００１１】
特に、既存建築物に対してブレース部材を取り付ける場合、建築物を使用しながら、この
ような接合部を実現することは極めて難しい。
もう一つは、図８に示すように、ブレース部材の端部１ａを接合するための板材２４を鋼
管柱２の外側全周に、溶接により接合する外ダイアフラム形式である。
【００１２】
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外ダイアフラム形式は、通しダイアフラム形式のように鋼管柱２を切断することなく施工
でき、十分な応力伝達を期待できるが、板材２４を鋼管柱２の外側全周に溶接するために
は、板材量及び溶接長が増し、やはり鉄骨加工に時間を要し、コストが高くつく。
【００１３】
また、鋼管柱２を挟む両側の架構面にブレース部材を取り付ける場合、斜めに接合される
それぞれの構面の板材２４どうしが干渉し合うことになり、ブレース部材を同一高さに取
り付けることができない。
【００１４】
この他、特開平１１－４４００２号公報には、角形鋼管柱の架構面と平行な側面にそれぞ
れ接合用の板材を板面が当接するようにして隅肉溶接し、これらの板材にブレース部材の
端部を接合する構造が開示されている。
【００１５】
しかし、板材を当接させた板面の外周部分での隅肉溶接だけで接合する構造であり、また
ブレース部材からの応力が角形鋼管柱の側面の溶接部から伝達される構造であることから
、板材量が多くなり、かつ溶接長が長い割りには十分な強度が得にくい。また、円形断面
の鋼管柱には適用することができない。
【００１６】
また、上述した他の接合形式と同様、鋼管柱を挟む両側の架構面にブレース部材を取り付
けようとすると、板材どうしが干渉するため、同一高さにブレース部材を取り付けること
ができない。
【００１７】
本願発明は、上述のような従来技術における課題の解決を図ったものであり、ブレース部
材の端部を閉断面の鋼管柱に接合する場合において、短時間、低コストで容易に施工でき
、十分な強度と剛性を有する接合構造を提供することを目的としている。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
本願の請求項１に係る発明は、鉄骨構造物を構成する鋼管柱と、該鋼管柱と梁とで囲まれ
る架構面内に配置されるブレース部材との接合構造であって、前記鋼管柱の外側面の前記
ブレース部材が接合される側のほぼ半周に前記架構面と直交する接合板を溶接し、該接合
板に対し前記ブレース部材の端部を接合してなることを特徴とするものである。なお、こ
の場合の接合板の鋼管柱への溶接は、突き合わせ溶接、隅肉溶接のいずれでもよい。
【００１９】
上記構造では、柱部材である鋼管柱を中間で切断することなく、ブレース部材との接合部
を形成することができ、ブレース部材から鋼管柱への応力の伝達もスムーズとなる。
【００２０】
また、鋼管柱の外側面に突出する接合板の鋼管柱への溶接を、柱断面の全周について行う
必要がなく、鉄骨架構に要する時間を削減でき、コストの低減が可能となる。
【００２１】
請求項２は、請求項１に係る鋼管柱とブレース部材の接合構造において、前記鋼管柱を挟
む両側の架構面について、該鋼管柱のほぼ同一の高さに、それぞれ前記接合板を別個に溶
接し、それぞれの架構面内に配置されるブレース部材を接合してある場合である。
【００２２】
従来の柱梁接合部における外ダイアフラム形式の場合や、特開平１１－４４００２号公報
に記載された構造では、接合のための板材が干渉し合うため、両側の架構面のブレース部
材を同一高さに接合することができないが、本願発明の場合、接合板は鋼管柱の各ブレー
ス部材が接合される側のほぼ半周にのみ溶接される構造であるため、接合板どうしの干渉
がなく、同一高さでの接合が可能である。
【００２３】
なお、溶接部分が半周以下の場合には、ブレース部材を同一高さとすることについて、特
に問題はなく、特別の加工等を要しないが、溶接部分が半周をいくらか超える場合には、
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接合板どうしの干渉位置を折り曲げるなど何らかの加工を必要とするか、またはブレース
部材どうしの高さを若干ずらすなどの工夫が必要となる場合もある。
【００２４】
請求項３は、請求項１又は２に係る鋼管柱とブレース部材の接合構造において、前記鋼管
柱は既存の鉄骨構造物の柱であり、前記接合板を後から溶接して新設のブレース部材を接
合してある場合である。
【００２５】
従来の柱梁接合部における通しダイアフラム形式の場合は、使用中の構造物にいて、後か
らダイアフラムを取り付け、ブレース部材を接合することはほとんど不可能であるが、本
願発明の場合には、接合板を鋼管柱の外周に接合板を溶接するため、既存の構造物を使用
しながらの工事にも適している。
【００２６】
請求項４は、請求項１、２又は３に係る鋼管柱とブレース部材の接合構造において、前記
ブレース部材が制震補強部材の機能を有するブレース部材である場合である。
【００２７】
制震補強部材としては、前述した弾塑性ダンパー、粘性ダンパー、摩擦ダンパー等があり
、ブレース部材部材の途中にこれらを組み込む場合に限らず、ブレース部材全体が制震補
強部材である場合も含まれる。
【００２８】
請求項５は、請求項１、２、３又は４に係る鋼管柱とブレース部材の接合構造において、
前記接合板と前記ブレース部材を添接板（スプライスプレート）を介してボルト接合して
ある場合である。
【００２９】
添接板を介してボルト接合する場合、取付け時の接合作業が容易であるだけでなく、地震
等の被災を受けた部材の交換も容易である。
【００３０】
【発明の実施の形態】
図１は、本願発明の第１の実施形態における鋼管柱とブレース部材の接合構造を示したも
のである。
【００３１】
本実施形態では、角形鋼管柱２の架構面と平行な二側面１１、及び架構面と垂直な片側の
側面１２を含む片側半周部分に、ブレース部材１の取付角度と同一角度で、架構面と垂直
に突出する接合板１３を溶接部５により接合している。
【００３２】
また、ブレース部材１の端部１ａは、接合板１３の端部１３ａと同一平面上にあり、接合
板１３の端部１３ａ及びブレース部材１の端部１ａには複数のボルト孔が形成されており
、同じく複数のボルト孔を有する添接板１５を介してボルト１６により機械的に接合され
ている。
【００３３】
このような構造により、ブレース部材１の応力は、添接板１５を介して接合板１３の面内
から鋼管柱２の側面１１、１２に伝達される。
図２は、上記のように鋼管柱２の断面片側半周部分のみに接合板を溶接したときの応力伝
達を検証した荷重－変形関係の実験結果を示したものである。図中、実線が接合板を片側
半周のみ溶接した本願発明による接合部の場合、一点鎖線が外ダイアフラム形式に断面全
周を溶接した場合である。
【００３４】
図から明らかなように、両者の間に剛性、耐力での差はなく、片側半周のみで応力を十分
伝達できることが確認された。従って、少ない溶接量で接合できることから、より経済的
にかつ短時間で接合部の施工が可能となる。
【００３５】
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なお、ブレース部材１の端部１ａと接合板１３の端部１３ａの接合は、溶接によることも
可能であるが、本実施形態のように添接板１５を介したボルト接合としておけば、ブレー
ス部材２取付け時の接合作業、及びブレース部材２の交換が容易となる。
【００３６】
また、接合板１３と角形鋼管柱２の側面１１、１２の溶接部５による接合は、溶接部分で
破断が起きないよう十分な強度を有していれば、突き合わせ溶接、隅肉溶接のいずれでも
よい。
【００３７】
図３は、本願発明の第２の実施形態における鋼管柱とブレース部材の接合構造を示したも
のである。
本実施形態では、角形鋼管柱２の架構面と平行な二側面１１、及び架構面と垂直な片側の
側面１２を含む片側半周部分に対し、鋼管柱２の軸方向と直角方向の平面上にある接合板
１７を溶接部５により接合する。
【００３８】
この接合板１７には、ブレース部材１の取付角度と同一角度を有し、架構面に垂直な平面
上に突出する板材１７ａを突き合わせ溶接により接合する。さらに、この板材１７ａと直
交するように、架構面と同一平面上に位置する板材１８を角形鋼管柱２の側面１２上に設
ける。
【００３９】
また、ブレース部材１の端部１ａは、接合板１７に接合した板材１７ａ及びこれと直角な
板材１８に合わせて、十字断面に形成されており、これらの板材１７ａ、１８及びブレー
ス部材１の端部１ａには、それぞれ複数のボルト孔が形成されており、同じく複数のボル
ト孔を有する添接板１５を介してボルト１６により機械的に接合されている。
【００４０】
このような構造形態により、ブレース部材１の応力は、添接板１５を介して、板材１７ａ
の面内から接合板１７を通して、鋼管柱１の架構面と平行な二側面１１へ伝達される力と
、板材１８を通して架構面と直交する側面１２に伝達される力の二方向に分割されて、鋼
管柱１に伝達される。
【００４１】
このように応力を二方向に分割することにより、鋼管柱１の板厚方向に生ずる応力を減少
させることができ、接合部に生ずる局部的な変形を減少できる。
図４は、本願発明の第３の実施形態における鋼管柱とブレース部材の接合構造を示したも
のである。
【００４２】
本実施形態では、角形鋼管柱２を挟む両側の架構面からブレース部材１を鋼管柱２に接合
するものであり、鋼管柱２の中心線に対して線対称な形状となっている。その他の各部の
構成は、第１の実施形態と同様である。
【００４３】
このような構造形態により、鋼管柱２の両側からブレース部材１を取り付ける場合におい
ても、二方向の接合板１３が交差することなく、同じ取付け高さで接合できるため、施工
が容易となる。
【００４４】
なお、以上の各実施形態については、柱が角形鋼管の場合について示したが、他の閉鎖断
面の柱、例えば円形鋼管の柱についても、本願発明を同様に適用することができる。
【００４５】
【発明の効果】
▲１▼本願発明では、鋼管柱の外周面のほぼ半周部分のみに架構面と直交する接合板を溶
接し、この部分にブレース部材を接合しているので、柱部材を切断することなく、ブレー
ス部材と鋼管柱間での応力伝達がスムーズな接合構造が得られるとともに、工事に要する
時間の短縮及びコストの低減が可能となる。
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【００４６】
▲２▼請求項２に係る発明では、鋼管柱の両側からブレース部材を接合する場合において
、鋼管柱を挟んで両側の架構面から、各々、接合板を溶接しており、これらの接合板どう
しを交差させることなく、両側のブレース部材を同じ取り付け高さで容易に接合すること
ができる。
【００４７】
▲３▼また、柱部材の切断を必要としないため、請求項３に規定するような既存構造物を
使用しながらの工事、特に請求項４のように既存構造物を制震補強部材により補強する場
合等に適している。
【００４８】
▲４▼請求項５に係る発明では、柱に接合した接合板とブレース部材を添接板を介してボ
ルト接合するため、取付け時の接合作業、及び被災を受けたブレース部材の交換等が容易
である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本願発明の第１の実施形態における鋼管柱とブレース部材の接合構造を示した
もので、 (a) は側面図、 (b) はそのＡ－Ａ断面図である。
【図２】　本願発明による接合部と外ダイアフラム形式の接合部の荷重－変形関係の実験
結果を示すグラフである。
【図３】　本願発明の第２の実施形態における鋼管柱とブレース部材の接合構造を示した
もので、 (a) は側面図、 (b) はそのＢ－Ｂ断面図である。
【図４】　本願発明の第３の実施形態における鋼管柱とブレース部材の接合構造を示した
もので、 (a) は側面図、 (b) はそのＣ－Ｃ断面図である。
【図５】　鋼管柱とＨ形鋼梁からなる架構に対してブレース部材を接合した構造架構の一
例を示す側面図である。
【図６】　従来技術によりＨ形鋼柱とブレース部材を接合する場合の接合構造の一例を示
したもので、 (a) は側面図、 (b) はそのＤ－Ｄ断面図である。
【図７】　鋼管柱とブレース部材を通しダイアフラム形式で接合する場合の接合構造の一
例を示したもので、 (a) は側面図、 (b) はそのＥ－Ｅ断面図である。
【図８】　鋼管柱とブレース部材を外ダイアフラム形式で接合する場合の接合構造の一例
を示したもので、 (a) は側面図、 (b) はそのＦ－Ｆ断面図である。
【符号の説明】
１…ブレース部材、１ａ…ブレース部材端部、２…鋼管柱、３…Ｈ形鋼梁、４…Ｈ形鋼柱
、５…溶接部、１１、１２…角形鋼管柱の側面、１３、１４、１７…接合板、１５…添接
板、１６…ボルト、１８…板材、２１…Ｈ形鋼柱フランジ、２２…リブプレート、２３、
２４…板材（ダイアフラム）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

(8) JP 4030689 B2 2008.1.9



フロントページの続き

(72)発明者  高田　啓一
            大阪府大阪市中央区北浜４丁目５番３３号　住友金属工業株式会社内
(72)発明者  一戸　康生
            大阪府大阪市中央区北浜４丁目５番３３号　住友金属工業株式会社内
(72)発明者  福田　浩司
            大阪府大阪市中央区北浜４丁目５番３３号　住友金属工業株式会社内
(72)発明者  蓮田　常雄
            東京都国分寺市光町２丁目８番地３８　財団法人鉄道総合技術研究所内
(72)発明者  武居　泰
            東京都国分寺市光町２丁目８番地３８　財団法人鉄道総合技術研究所内

    審査官  渋谷　知子

(56)参考文献  実開昭５９－４４８０３（ＪＰ，Ｕ）
              実開昭５９－１０２８０８（ＪＰ，Ｕ）
              特開平１１－３０３２２３（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              E04B   1/58

(9) JP 4030689 B2 2008.1.9


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

