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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】大地震時（極稀に起きる地震）でも、前記鉄骨
梁母材部が降伏しないようにし、柱梁接合部と共に全体
をほぼ無損傷状態に保つことを可能にする柱と梁の接合
方法を提供する。
【解決手段】コンクリート製柱１と鉄骨梁とからなる建
物構造において、梁端部に定着プレート１２と定着具１
０とが設けられ、または梁端部にエンドプレート１８と
梁端部から所要の間隔をおいて定着プレート１２と定着
具１０とが設けられ、もしくは梁端部にエンドプレート
１８と所要厚みの硬化した充填材１９と定着具とが設け
られた鉄骨梁の端部は、柱梁接合部との間に構造目地部
が設けられると共に、柱に設けたアゴに載せてあり、柱
梁接合部に水平に貫通した複数段のＰＣ鋼材が配置され
、ＰＣ鋼材に緊張導入力を与えて定着プレートに緊張定
着することによって、柱と梁とが一体的に接合されると
共に、鉄骨梁の上端に所定厚さのコンクリート製スラブ
が設けられる柱と梁の接合方法。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンクリート製柱と鉄骨梁とからなる建物構造において、柱梁接合部は予め前記柱に一
体的に形成され、梁端部に定着プレートと定着具とが設けられ、または梁端部にエンドプ
レートと梁端部から所要の間隔をおいて定着プレートと定着具とが設けられ、もしくは梁
端部にエンドプレートと所要厚みの硬化した充填材と定着具とが設けられた鉄骨梁の端部
は、前記柱梁接合部との間に構造目地部が設けられると共に、前記柱に設けたアゴに載せ
てあり、前記柱梁接合部に水平に貫通した複数段のＰＣ鋼材が配置され、該ＰＣ鋼材に緊
張導入力を与えて前記定着具を緊張定着することによって、前記柱と梁とが一体的に接合
されると共に、鉄骨梁の上端に所定厚さのコンクリート製スラブが設けられる柱と梁の接
合方法であって、
　前記構造目地部において、中地震時（稀に起きる地震）までは目地離間を許容しないと
し、大地震時（極稀に起きる地震）では、目地離間を許容して前記鉄骨梁が降伏しないよ
うに設定した目地離間制御条件を満たすことを特徴とする柱と梁の接合方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記梁をＨ形鋼とし、Ｈ形鋼の幅、フランジ板厚、降伏強度及び該梁の下端から前記ス
ラブの天端までの距離をそれぞれＢ、ｔ、σｙ及びｄｓとし、
　前記梁端部の断面において、ＰＣ鋼材の緊張導入力の合力をＰとし、該合力の作用する
位置から前記スラブの天端までの距離ｄｐｃとし、鉄骨梁の引張側のフランジの引張降伏
荷重をＴｓとした場合に、
　前記の設定した目地離間制御条件としては、前記合力Ｐとの関係は、
　　
　　Ｔｓ＝Ｂ×ｔ×σｙ

　
　上記算式を満たすようにしてあることを特徴とする柱と梁の接合方法。
【請求項３】
　請求項１または２において、ＰＣ鋼材はアンボンド方式で形成されることを特徴とする
柱と梁の接合方法。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれかにおいて、前記複数段のＰＣ鋼材の緊張導入力は、それぞれ
異なるものとすることを特徴とする柱と梁の接合方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンクリート製柱と鉄骨造梁（鉄骨梁）とからなる建物構造において、コン
クリート製柱と鉄骨梁の接合方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種のコンクリート製柱と鉄骨梁の接合方法については、本発明者が提案したものは
公知技術として開示されている。
　その公知に係る従来技術としては、建物構造におけるＰＣ柱と鉄骨梁とを接合する方法
であって、柱梁接合部は現場打ちコンクリートまたはＰＣ柱と一体的に形成され、端部に
定着プレートが設けられ、または端部にエンドプレートと端部から所要の間隔をおいて定
着プレートが設けられた鉄骨梁の端部はＰＣ柱に設けたアゴに載せてセットし、前記柱梁
接合部に水平に貫通したＰＣ鋼材で前記定着プレートを緊張定着して鉄骨梁を取り付け、
前記ＰＣ柱内に配設されたＰＣ鋼材は前記柱梁接合部に上下に貫通したＰＣ鋼材で上下層
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のＰＣ柱のＰＣ鋼材を連結して緊張定着し、これらのＰＣ柱と鉄骨梁とが前記柱梁接合部
に貫通させた前記ＰＣ鋼材により一体接合する柱と梁の接合方法である（特許文献１）。
【０００３】
　この柱と梁の接合方法によれば、梁を鉄骨梁として軽量化し、ＰＣ柱にアゴを一体的に
設けたことにより、大スパン（柱間隔）の広々とした空間が得られると共に、高層又は超
高層建物にも適用できる合理的な構造にし、柱梁接合部をＰＣ柱と一体的に形成し、アゴ
付のＰＣ柱と鉄骨梁とからなる構造としＰＣ鋼材で緊張定着して接合したので、巨大地震
時でも、鉄骨梁がＰＣ柱から外れて落下することなく安定して接合状態を維持するのであ
る。さらに、大スパンであっても施工性良く且つ合理的で安全な接合構造が得られるばか
りでなく、その施工においてもアゴに鉄骨梁の端部を載置するだけで、支保工などを使用
せずに自立状態で鉄骨梁を架設でき、施工の手間とコストを大幅に削減することができる
、というものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５５２１１０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献１では、ＰＣ柱内のＰＣ鋼材と鉄骨梁を取り付けるためのＰＣ鋼材
に付与される緊張導入力は、それぞれＰＣ鋼材の降伏荷重の４０～６０％とし、これらの
ＰＣ鋼材の伸びに適切な余裕を持たせてあることにより、巨大地震による繰り返しの揺れ
を受けても、ＰＣ鋼材が降伏せずに弾性領域で変形し、ＰＣ柱や鉄骨梁の端部が損傷しな
いので、地震後、ＰＣ鋼材の弾性復元力により、柱梁等構造物全体が元の位置に戻され、
使用上有害な残留変形が残らないのである、と記載している。
【０００６】
　しかしながら、現行の設計法としては、大地震時（極稀に起きる地震）では、フレーム
構造の各階の梁端部に降伏ヒンジを形成するメカニズムを基本として、いわゆる梁降伏先
行型として設計することになっているため、上記の特許文献１で本発明者が提案している
柱や鉄骨梁の端部が損傷しないように構成することはできなくなるという問題が生じる。
【０００７】
　そこで、本発明は、大地震時（極稀に起きる地震）でも、前記鉄骨梁母材部が降伏しな
いようにし、柱梁接合部と共に全体をほぼ無損傷状態に保つことを可能にする柱と梁の接
合方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するための具体的手段として、本発明に係る柱と梁の接合方法は、コン
クリート製柱と鉄骨梁とからなる建物構造において、柱梁接合部は予め前記柱に一体的に
形成され、梁端部に定着プレートと定着具とが設けられ、または梁端部にエンドプレート
と梁端部から所要の間隔をおいて定着プレートと定着具とが設けられ、もしくは梁端部に
エンドプレートと所要厚みの硬化した充填材と定着具とが設けられた鉄骨梁の端部は、前
記柱梁接合部との間に構造目地部が設けられると共に、前記柱に設けたアゴに載せてあり
、前記柱梁接合部に水平に貫通した複数段のＰＣ鋼材が配置され、該ＰＣ鋼材に緊張導入
力を与えて前記定着具を緊張定着することによって、前記柱と梁とが一体的に接合される
と共に、鉄骨梁の上端に所定厚さのコンクリート製スラブが設けられる柱と梁の接合方法
であって、前記構造目地部において、中地震時（稀に起きる地震）までは目地離間を許容
しないとし、大地震時（極稀に起きる地震）では、目地離間を許容して前記鉄骨梁が降伏
しないように設定した目地離間制御条件を満たすことを特徴とする柱と梁の接合方法を提
供するものである。　
【０００９】
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　この発明において、前記梁をＨ形鋼とし、Ｈ形鋼の幅、フランジ板厚、降伏強度及び該
梁の下端から前記スラブの天端までの距離をそれぞれＢ、ｔ、σｙ及びｄｓとし、前記梁
端部の断面において、ＰＣ鋼材の緊張導入力の合力をＰとし、該合力の作用する位置から
前記スラブの天端までの距離ｄｐｃとし、鉄骨梁の引張側のフランジの引張降伏荷重をＴ
ｓとした場合に、前記の設定した目地離間制御条件としては、前記合力Ｐとの関係は、
　　
　　Ｔｓ＝Ｂ×ｔ×σｙ

　
上記算式を満たすようにしてあること；ＰＣ鋼材はアンボンド方式で形成されること；及
び前記複数段のＰＣ鋼材の緊張導入力は、それぞれ異なるものとすること、を付加的な要
件として含むものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る接合方法によれば、以下に示す通りの効果を奏する。
　梁端部の構造目地部において、中地震時（稀に起きる地震）までは目地離間することな
く、柱と梁が剛接合状態になり柱梁とも弾性範囲内にあって耐震性能を発揮する。大地震
時（極稀に起きる地震）では、目地が弾性状態で離間し梁部材が回転変形することによっ
て鉄骨梁の応力負担を軽減し、梁が降伏せず無損傷状態に保つことが可能となる。それに
よって地震後、ＰＣ鋼材の弾性復元力により、離間した目地が閉じ、柱梁等構造物全体が
元の位置に戻され、残留変形が残らないのである。
　要するに、本発明の接合方法によって、構造目地部（柱梁ＰＣ圧着接合部）の弾性離間
による柱梁無損傷型構造物を提供することが実現できたのである。
【００１１】
　また、本発明の接合方法による柱梁接合構造の最大耐力は、現行の終局強度設計法によ
る設計値より大きく上回ることが実験で確認されたのである。そして、本発明の接合方法
を採用して構築された構造物については、耐力も変形対応能力も十分に発揮させることが
でき、震度７程度の巨大地震にも十分対応可能になるのである。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る接合方法による柱梁接合構造を示した要部の横
断平面図である。
【図２】同実施の形態に係る接合方法による柱梁接合構造を示した要部の縦断側面図であ
る。
【図３】本発明の第２の実施の形態に係る接合方法による柱梁接合構造を示した要部の横
断平面図である。
【図４】同実施の形態に係る接合方法による柱梁接合構造を示した要部の縦断側面図であ
る。
【図５】本発明の第３の実施の形態に係る接合方法による柱梁接合構造を示した要部の横
断平面図である。
【図６】同実施の形態に係る接合方法による柱梁接合構造を示した要部の縦断側面図であ
る。
【図７】本発明の第４の実施の形態に係る接合方法による柱梁接合構造を示した要部の縦
断側面図である。
【図８】本発明の複数の実施の形態を代表して前記第３の実施の形態に係る接合方法によ
る柱梁接合構造において、目地離間制御条件を説明するための説明図であって、（ａ）は
側面から見た図、（ｂ）は９０度回転して異なる方向から見た図である。
【図９】同実施の形態に係る接合方法による柱梁接合構造において、（ａ）は目地離間す
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る場合と、（ｂ）目地離間しない場合との鉄骨梁の曲げ変形のイメージを示した説明図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の柱梁の接合方法について図示の複数の実施の形態に基づいて詳しく説明する。
まず、図１、図２に示した第１の実施の形態について説明する。図１、図２において、建
造物の柱をプレキャストコンクリート製柱１（以下ＰＣ柱という）とし、該ＰＣ柱１の内
部には複数のＰＣ鋼材２をシース３ａを介して上下方向に配設し、鉄骨梁４を取付ける側
に柱面からアゴ５を突出させた状態で一体的に形成すると共に、該アゴ５から上方位置部
分を柱梁接合部（パネルゾーン）Ａとして予め柱と一体的に形成する。該柱梁接合部Ａに
は前記鉄骨梁４を連結するために複数段のシース３ｂを水平方向に設けてある。なお、前
記上下方向に設けたシース３ａは、ＰＣ柱１の下端部から柱梁接合部Ａの上端部まで貫通
して設けられる。また、鉄骨梁４の上端には、コンクリート製スラブ７と接合するために
、予めスッタトボルト８と共に鉄筋継手９を設けて置く。
【００１４】
　図示は省略するが、ＰＣ柱１は、建物構造の基礎上にＰＣ鋼材２の下端部を連結して所
要間隔をもって１層（１つの階）１節として建てられ、ＰＣ鋼材２とする各ＰＣ鋼棒２ａ
は各節目毎にＰＣ柱１の上部で支圧板とナットなどからなる定着具１０で締め付けること
によって緊張定着され、順次節目の上部で連結されたＰＣ柱１が立設状態に安定して維持
される。
【００１５】
　この場合のＰＣ柱１の連結については、１節目の柱に上に２節目の柱が建てられ、１節
目の柱内に配設されて１節目の上部で定着具１０によって緊張定着されたＰＣ鋼棒２ａの
上端部と２節目のＰＣ鋼棒２ａの下端部とをカプラー１１で連結して、１節目と同じよう
に２節目柱の上部で定着具１０で締め付けることによって立設状態に緊張定着される。以
後、同じ手順で繰り返して最上階までＰＣ柱１を建て込んでいく。なお、ＰＣ鋼棒２ａを
緊張定着した後に、ＰＣ鋼棒２ａとシース３ａとの間にグラウトを充填して防錆処理を兼
ねたボンドタイプとする。
【００１６】
　鉄骨梁４は、その端部には定着プレート１２を、例えば、溶接手段により一体的に接合
させて設け、該定着プレート１２を鉄骨梁４とさらに強固に接合させて一体化するために
、補強材１３を定着プレート１２と鉄骨梁４との間に溶接手段により連結させて設けるこ
とが望ましい。この鉄骨梁４も、１層毎に建て込まれたＰＣ柱１の上部に架設される。
【００１７】
　前記したように建てたＰＣ柱１のアゴ５に鉄骨梁４の端部を緩衝材１４を介して載せ、
柱梁接合部Ａとの間における所要の隙間の構造目地部１５を設け、各水平シース３ｂにそ
れぞれにＰＣ鋼材２、例えば、ＰＣ鋼棒２ｂを挿通してセットする。前記構造目地部１５
には、例えば、目地モルタルを充填し、該目地モルタルが硬化した後に、ＰＣ鋼棒２ｂを
前記と同様の支圧板とナットなどからなる定着具１０で締め付けることによって緊張定着
し、定着プレート１２と柱梁接合部Ａとの間に構造目地部１５を挟んでＰＣ柱１と鉄骨梁
４とを一体化する。なお、緩衝材１４とアゴ５との間に滑り材１６を設けることが望まし
い。さらに、ＰＣ鋼棒２ｂを緊張定着した後に、ＰＣ鋼棒２ｂとシース３ｂとの間にグラ
ウトを充填してボンドタイプにすると共に、防錆処理も兼ねるのである。
【００１８】
　その後に、予めスラブ位置に設けられた鉄筋継手９にトップ筋１７を繋ぎ、鉄骨梁４の
上端に所要厚さで形成されるコンクリート製スラブ７は、現場打ちコンクリートを打設し
て形成し、スタットボルト８とトップ筋１７とによって鉄骨梁４及びＰＣ柱１と一体化さ
れる。
【００１９】
　次に、図３と図４に示した本発明に係る第２の実施の形態について説明する。なお、前
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記第１の実施の形態と実質的に同一部分には同一符号を付して、詳しい説明は重複するの
で省略する。
　この実施の形態においては、鉄骨梁４の端部に溶接手段によりエンドプレート１８を一
体的に設けると共に、鉄骨梁４の端部から内側に所要の間隔をおいて定着プレート１２が
設けられ、該定着プレート１２と前記エンドプレート１８との間に補強材１３を配設し、
該補強材１３は、エンドプレート１８と定着プレート１２と鉄骨梁４との間で溶接手段に
より一体的に取り付けられたものである。なお、その他の構成部分については、前記第１
の実施の形態と実質的に同じである。
【００２０】
　このように鉄骨梁４の端部に二重プレート（１２，１８）を設けた構造とすることによ
って、前記第１の実施の形態で示した一重のプレート（定着プレート）構造より鉄骨梁端
部の曲げ剛性を大幅に向上させると共に、梁から柱への曲げ応力を円滑に伝達させること
が確保でき、スパンが長いものや積載荷重が大きな場合には好適である。つまり、第２の
実施の形態においては、両側の鉄骨梁４の各エンドプレート１８と柱梁接合部Ａとの間に
構造目地部１５を挟んで、両側の定着プレート１２間でＰＣ鋼棒２ｂの端部を緊張定着す
ることにより、ＰＣ柱１と鉄骨梁４とを一体化するので、鉄骨梁４の端部はそれぞれエン
ドプレート１８と定着プレート１２と補強材１３とで補強されており、しかも、ＰＣ鋼棒
２ｂの長さが少し長くなって伸び代が増えるので、構造目地部１５の開き（緩衝力）が増
えることになり、鉄骨梁４の端部が損傷せずに建造物全体として靭性に富んだ構造となる
のである。
【００２１】
　さらに、図５と図６に示した本発明に係る第３の実施の形態について説明する。この第
３の実施の形態に係る発明は、前記第１及び第２の実施の形態に係る基本的な構成部分は
実質的に採用しており、同一部分には同一符号を付して、詳しい説明は重複するので省略
する。
【００２２】
　この実施の形態においては、前記第２の実施形態に係る二重プレート（１２，１８）の
間に、適宜の充填材１９、例えば、コンクリートやモルタルなどを充填して、鉄骨梁端部
の曲げ剛性を更に向上させると共に、鉄骨梁４からＰＣ柱１への曲げ応力を円滑に伝達さ
せることが確保でき、スパンが長いものや積載荷重が大きな建造物の場合に靭性能力を発
揮する。なお、その他の構成部分は実質的に前記第２の実施の形態と同じである。
【００２３】
　鉄骨梁４の端部に設けたエンドプレート１８と定着プレート１２との間に充填材１９を
充填する際には、二重プレート（１２，１８）の間に側板２０を設けて、例えば、上面だ
けを開口して周囲を取り囲み、取り囲んだ二重プレートの内側に所要の鉄筋２１を配筋す
ると共に、該鉄筋２１の一部を上方位置（スラブ７の形成位置まで）に取り出し、トップ
筋１７と結束させて、スラブ７のコンクリートと一緒に打設しても良いのである。
【００２４】
　このように二重プレート（１２，１８）の間に充填材１９を充填することによって、定
着プレート１２にかかる応力が大幅に軽減され、エンドプレート１８と定着プレート１２
を比較的薄くすることができ、そして、これらプレート及び溶接部の応力も緩和され、溶
接部の破損等を防ぐことができる。
【００２５】
　さらにまた、図７に示した第４の実施の形態について説明する。
　この第４の実施の形態に係る柱梁の接合方法は、前記第３の実施の形態を簡素化した改
良型である。即ち、鉄骨梁４の端部にエンドプレート１８は設けるが、定着プレートは省
略して簡素化したものである。その他の構造部分については、前記第３の実施の形態と同
一であるので、同一符号を付して詳細な説明は重複するので省略する。要するに、硬化し
た充填材１９のブロックに配設してある複数の水平シース３ｂにそれぞれにＰＣ鋼材２ｂ
を挿通し、該ＰＣ鋼材２ｂの端部は、充填材１９のブロック面の外側において定着具１０
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を締め付けて緊張定着するのである。
　このように、前記第３の実施の形態とは異なる構成にしても、柱梁の接合強度には大差
はないのであり、特に、エンドプレート１８との間に充填材１９のブロックを形成するた
めには、木製の板材で箱形状に囲って形成し、複数の水平シース３ｂを配設するだけであ
るから作業性も良好であり、しかも、定着プレートを使用しないので安価になるのである
。面において定着具１０で締め付けて緊張定着するのであるい例えば、ＰＣ鋼棒２ｂを挿
通してセットする。　
【００２６】
　以上は、本発明の基本構成とする好ましい実施例を示したが、本発明の基本構成と関連
しない部分の配筋状況、例えば、柱内やスラブの配筋状況等については図示していない。
　また、柱については、プレキャストコンクリート製柱をＰＣ圧着して構築したものとし
、いわゆるプレキャストプレストレストコンクリート造とすることが好ましいが、これに
限定されることなく、場所打ちプレストレストコンクリート造としてもよい。また、プレ
キャスト鉄筋コンクリート造若しくは現場打ち鉄筋コンクリート造としてもよい。要する
に、鉄骨梁を架設する前にアゴ５付きで柱梁接合部Ａを有するコンクリート製柱を形成し
ておけばよいのである。
【００２７】
　また、実施例では四面に柱梁接合部Ａのある中柱を図示して説明し、建物構造の外周柱
（三面に柱梁接合部Ａのある柱）やコーナー柱（二面に柱梁接合部Ａのある柱）について
の図示は省略したが、略同様な構成要領で形成すればよい。要するに、鉄骨梁が柱の片側
だけにあって、対向する反対側の側面にはＰＣ鋼材の端部を定着する構成が示されていな
い点で、実施例と異なるが、そのＰＣ鋼材の端部は、適宜の定着具１０等により定着させ
ればよいし、他の構成は実施例と同様とすればよいのである。
【００２８】
　次に、図８（ａ）（ｂ）を用いて、本発明の接合方法の詳細について具体的に示す。
　なお、分かり易くするために、基本構成と関連しない部分、例えば、トップ筋やスッタ
トボルト等の図示は省略した。
　鉄骨梁４はＨ形鋼とし、Ｈ形鋼の幅をＢとし、フランジ板厚をｔとし、高さをＨとし、
降伏強度をσｙとし、鉄骨梁４の上端に現場打ちコンクリート製スラブ７を設けて鉄骨梁
４と一体化して合成梁とする。スラブの厚さをａとし、鉄骨梁４の下端からスラブの天端
までの距離をｄｓとする。
【００２９】
　鉄骨梁４の端部に二重プレート（１２，１８）構造を形成し、該二重プレートの間にコ
ンクリート等の充填材１９を充填し、柱梁接合部Ａを貫通して両側の鉄骨梁４を接合する
ＰＣ鋼材を４段とし、各段毎にＰＣ鋼棒２ａを２本とする。各段のＰＣ鋼棒２ａの緊張導
入力は、それぞれＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４とする。それらの合力をＰとし、Ｐ＝ΣＰｉ、
ｉ＝４とする。
　梁端部の断面において、ＰＣ鋼材の合力が作用する位置からスラブの天端までの距離を
ｄｐｃとする。
【００３０】
　一般に、地震時に柱左右の梁端に向きが逆で大きさが同じである曲げモーメントが作用
される。図示では、地震力による曲げモーメントを、左側にＭ（－）、右側にＭ（＋）と
して示し、並びにそれぞれの曲げモーメントによる梁端の断面応力度分布図を示している
。
　図（ａ）に示したように、Ｍ（－）による断面応力度分布図から分かるように、合成梁
（鉄骨梁とコンクリート製スラブと合成した梁）の断面応力度は、上端に引張、下端が圧
縮になり、引張側の縁応力度（最も大きな応力度）がコンクリートスラブの有効幅側に発
生し、鉄骨梁のフランジ天端がスラブの天端より中立軸に近いので、フランジの天端に発
生する引張応力度が幾分小さくなる。それに比べ、図（ｂ）に示したように、同じ大きさ
の曲げモーメントＭ（＋）が右側の梁端に作用すると、梁端の下端（Ｈ形鋼の下フランジ
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板）に引張縁応力度が生じるため、右側の鉄骨梁端が先に降伏することになる。
【００３１】
　それで、本発明では、右側の鉄骨梁を降伏させないことを解決する課題とし、目地離間
制御条件を定めて目地離間を制御することとする。
　ｄｓ＝Ｈ+ａ
　Ｔｓ＝Ｂ×ｔ×σｙ（鉄骨梁の引張側のフランジの引張降伏荷重）
　Ｐ＝ΣＰｉ　（ｉ＝１、・・・ｎ）　（図示ではｉ＝４）
　ｄｐｃ：梁端断面では、ＰＣ鋼材の合力の作用する位置からスラブの天端までの距離
　目地離間制御条件としては、Ｐとこれらの関係は、

　上記算式を満たすこととする。
【００３２】
　次に、図９（ａ）（ｂ）に示したイメージ図に基づいて、構造目地離間制御することに
よる作用・効果について説明する。
　大地震時（極稀に起きる地震）では、図（ａ）に示すように現行の設計法による目地離
間しない場合は、曲げモーメントを受けると、鉄骨梁４の下フランジ板に大きな引張応力
度が発生し、曲げ変形して降伏することになる。
　それに比べ、大地震時でも、図（ｂ）に示すように本発明の接合方法により、構造目地
離間を制御することで鉄骨梁４の下フランジ板が殆んど曲げ変形せずに、鉄骨梁４の応力
負担を大幅に軽減できる。
　なお、実際の目地離間は、僅かに口開く程度で十分に効果があるが、図示はあくまでも
イメージを表すものである。
【００３３】
　また、柱梁接合部に貫通して柱と梁を接合するＰＣ鋼材２は、アンボンド形式で緊張定
着させることとした場合は、大地震時に、アンボンド形式で緊張定着されたＰＣ鋼材２は
伸び易いため、及び滑り材１６の存在によっても目地離間がし易くなり、より効果的であ
る。
　アンボンドを形成する方法としては、たとえば、メッキやエポキシ樹脂塗装されたＰＣ
鋼棒を用いて、ＰＣ鋼棒とシースとの間にグラウトを充填しないようにすることができる
。また、通常のＰＥ被覆されたアンボンドＰＣ鋼より線を用いてもよい。この場合には、
グラウトを充填してもしなくてもよい。
【００３４】
　また、複数段のＰＣ鋼材の緊張導入力をそれぞれ異なるものとし、例えば、ＰＣ鋼材２
の合力として各段の緊張導入力が同じとする場合と変わらないとし、引張側に最も近いＰ
Ｃ鋼材の緊張導入力を最も小さくし、圧縮側に近づくにつれて順次に大きくすることによ
って、目地離間がし易くなり、しかも、ＰＣ鋼材の全体の合力が変化していないので、設
計上のプレストレス力は従来通りに導入することができる。
　従って、本発明では、鉄骨梁４の下端に最も近い段のＰＣ鋼材２の緊張導入力は、該Ｐ
Ｃ鋼材２の降伏荷重の３０％以下とし、スラブ側に最も近い段のＰＣ鋼材２の緊張導入力
は、該ＰＣ鋼材２の降伏荷重の６０％とし、中間の段のＰＣ鋼材２の緊張導入力は、該Ｐ
Ｃ鋼材２の降伏荷重の４０～５０％とすることが好ましい。
　以上説明した実施の形態は、本発明の構成要件（主旨）を限定するものではなく、本発
明の主旨に逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　本発明に係る柱と梁の接合方法は、コンクリート製柱と鉄骨梁とからなる建物構造にお
いて、柱梁接合部Ａは予め前記柱に一体的に形成され、梁端部に定着プレート１２と定着
具１０とが設けられ、または梁端部にエンドプレート１８と梁端部から所要の間隔をおい
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所要厚みの硬化した充填材１９と定着具１０とが設けられた鉄骨梁４の端部は、前記柱梁
接合部Ａとの間に構造目地部１５が設けられると共に、前記柱に設けたアゴ５に載せてあ
り、前記柱梁接合部Ａに水平に貫通した複数段のＰＣ鋼材２が配置され、該ＰＣ鋼材２に
緊張導入力を与えて前記定着具１０を緊張定着することによって、前記柱と梁とが一体的
に接合されると共に、鉄骨梁４の上端に所定厚さのコンクリート製スラブ７が設けられる
柱と梁の接合方法であって、前記構造目地部１５において、中地震時（稀に起きる地震）
までは目地離間を許容しないとし、大地震時（極稀に起きる地震）では、目地離間を許容
して前記鉄骨梁４が降伏しないように設定した目地離間制御条件を満たすようにしたもの
であり、梁端部の構造目地部において、中地震時（稀に起きる地震）までは目地離間する
ことなく、柱と梁が剛接合状態になり柱梁とも弾性範囲内にあって耐震性能を発揮する。
大地震時（極稀に起きる地震）では、目地が弾性状態で離間し梁部材が回転変形すること
によって鉄骨梁の応力負担を軽減し、梁が降伏せず無損傷状態に保つことが可能となる。
それによって地震後、ＰＣ鋼材の弾性復元力により、離間した目地が閉じ、柱梁等構造物
全体が元の位置に戻され、残留変形が残らないので、この種の建造物において広く適用ま
たは利用できるのである。
【符号の説明】
【００３６】
　１　ＰＣ柱
　２　ＰＣ鋼材
　２ａ、２ｂ　ＰＣ鋼棒　　
　３ａ、３ｂ　シース
　４　鉄骨梁
　５　アゴ
　７　コンクリート製スラブ
　８　スッタトボルト
　９　鉄筋継手
　１０　定着具
　１１　カプラー
　１２　定着プレート
　１３　補強材
　１４　緩衝材
　１５　構造目地部
　１６　滑り材
　１７　トップ筋
　１８　エンドプレート
　１９　充填材
　２０　側板
　２１　鉄筋
　Ａ　柱梁接合部
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【手続補正書】
【提出日】平成29年4月13日(2017.4.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記目的を達成するための具体的手段として、本発明に係る第１の発明として、コンク
リート製柱と鉄骨梁とからなる建物構造において、柱梁接合部は予め前記柱に一体的に形
成され、梁端部に定着プレートと定着具とが設けられ、または梁端部にエンドプレートと
梁端部から所要の間隔をおいて定着プレートと定着具とが設けられ、もしくは梁端部にエ
ンドプレートと所要厚みの硬化した充填材と定着具とが設けられた鉄骨梁の端部は、前記
柱梁接合部との間に構造目地部が設けられると共に、前記柱に設けたアゴに載せてあり、
前記柱梁接合部に水平に貫通した複数段のＰＣ鋼材が配置され、該ＰＣ鋼材に緊張導入力
を与えて前記定着具を緊張定着することによって、前記柱と梁とが一体的に接合されると
共に、鉄骨梁の上端に所定厚さのコンクリート製スラブが設けられる柱と梁の接合方法で
あって、前記構造目地部において、中地震時（稀に起きる地震）までは目地離間を許容し
ないとし、大地震時（極稀に起きる地震）では、目地離間を許容して前記鉄骨梁が降伏し
ないように設定した目地離間制御条件を満たすようにし、前記鉄骨梁をＨ形鋼とし、Ｈ形
鋼の幅、フランジ板厚、降伏強度及び該梁の下端から前記スラブの天端までの距離をそれ
ぞれＢ、ｔ、σｙ及びｄｓとし、前記梁端部の断面において、ＰＣ鋼材の緊張導入力の合
力をＰとし、該合力の作用する位置から前記スラブの天端までの距離をｄｐｃとし、鉄骨
梁の引張側のフランジの引張降伏荷重をＴｓとした場合に、
　前記の設定した目地離間制御条件として、前記合力Ｐとの関係は、
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　　Ｔｓ＝Ｂ×ｔ×σｙ

　
　上記算式を満たすようにしてあることを特徴とする柱と梁の接合方法を提供するもので
ある。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明に係る第２の発明として、コンクリート製柱と鉄骨梁とからなる建物構造におい
て、柱梁接合部は予め前記柱に一体的に形成され、梁端部に定着プレートと定着具とが設
けられ、または梁端部にエンドプレートと梁端部から所要の間隔をおいて定着プレートと
定着具とが設けられ、もしくは梁端部にエンドプレートと所要厚みの硬化した充填材と定
着具とが設けられた鉄骨梁の端部は、前記柱梁接合部との間に構造目地部が設けられると
共に、前記柱に設けたアゴに載せてあり、前記柱梁接合部に水平に貫通した複数段のＰＣ
鋼材が配置され、該ＰＣ鋼材に緊張導入力を与えて前記定着具を緊張定着することによっ
て、前記柱と梁とが一体的に接合されると共に、鉄骨梁の上端に所定厚さのコンクリート
製スラブが設けられる柱と梁の接合方法であって、前記構造目地部において、中地震時（
稀に起きる地震）までは目地離間を許容しないとし、大地震時（極稀に起きる地震）では
、目地離間を許容して前記鉄骨梁が降伏しないように、前記複数段のＰＣ鋼材の緊張導入
力は、それぞれ異なるものとすることを特徴とする柱と梁の接合方法を提供するものであ
る。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンクリート製柱と鉄骨梁とからなる建物構造において、柱梁接合部は予め前記柱に一
体的に形成され、梁端部に定着プレートと定着具とが設けられ、または梁端部にエンドプ
レートと梁端部から所要の間隔をおいて定着プレートと定着具とが設けられ、もしくは梁
端部にエンドプレートと所要厚みの硬化した充填材と定着具とが設けられた鉄骨梁の端部
は、前記柱梁接合部との間に構造目地部が設けられると共に、前記柱に設けたアゴに載せ
てあり、前記柱梁接合部に水平に貫通した複数段のＰＣ鋼材が配置され、該ＰＣ鋼材に緊
張導入力を与えて前記定着具を緊張定着することによって、前記柱と梁とが一体的に接合
されると共に、鉄骨梁の上端に所定厚さのコンクリート製スラブが設けられる柱と梁の接
合方法であって、
　前記構造目地部において、中地震時（稀に起きる地震）までは目地離間を許容しないと
し、大地震時（極稀に起きる地震）では、目地離間を許容して前記鉄骨梁が降伏しないよ
うに設定した目地離間制御条件を満たすようにし、
　前記鉄骨梁をＨ形鋼とし、Ｈ形鋼の幅、フランジ板厚、降伏強度及び該梁の下端から前
記スラブの天端までの距離をそれぞれＢ、ｔ、σｙ及びｄｓとし、
　前記梁端部の断面において、ＰＣ鋼材の緊張導入力の合力をＰとし、該合力の作用する
位置から前記スラブの天端までの距離をｄｐｃとし、鉄骨梁の引張側のフランジの引張降
伏荷重をＴｓとした場合に、
　前記の設定した目地離間制御条件として、前記合力Ｐとの関係は、
　　
　　Ｔｓ＝Ｂ×ｔ×σｙ

　
　上記算式を満たすようにしてあることを特徴とする柱と梁の接合方法。
【請求項２】
　コンクリート製柱と鉄骨梁とからなる建物構造において、柱梁接合部は予め前記柱に一
体的に形成され、梁端部に定着プレートと定着具とが設けられ、または梁端部にエンドプ
レートと梁端部から所要の間隔をおいて定着プレートと定着具とが設けられ、もしくは梁
端部にエンドプレートと所要厚みの硬化した充填材と定着具とが設けられた鉄骨梁の端部
は、前記柱梁接合部との間に構造目地部が設けられると共に、前記柱に設けたアゴに載せ
てあり、前記柱梁接合部に水平に貫通した複数段のＰＣ鋼材が配置され、該ＰＣ鋼材に緊
張導入力を与えて前記定着具を緊張定着することによって、前記柱と梁とが一体的に接合
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されると共に、鉄骨梁の上端に所定厚さのコンクリート製スラブが設けられる柱と梁の接
合方法であって、
　前記構造目地部において、中地震時（稀に起きる地震）までは目地離間を許容しないと
し、大地震時（極稀に起きる地震）では、目地離間を許容して前記鉄骨梁が降伏しないよ
うに、前記複数段のＰＣ鋼材の緊張導入力は、それぞれ異なるものとすることを特徴とす
る柱と梁の接合方法。
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