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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】連結された２つの柱に交差梁の曲げモーメント
を伝達できる架構式構造を提供すること。
【解決手段】架構式構造１００は、Ｈ形鋼である第１柱
１０と、Ｈ形鋼であり且つ第１柱の隣りに配置される第
２柱２０と、第１柱と第２柱とを連結する連結材５０と
、第１プレートと、第１プレートに面する第２プレート
と、Ｈ形鋼である交差梁７０と、を備える。第１柱のフ
ランジ１１及び第２柱のフランジ２１の厚さ方向は、第
１柱及び第２柱が並ぶ方向と平行である。交差梁は、第
１柱のウェブの厚さ方向に延びる。第１プレート及び第
２プレートは、第１柱のフランジと第２柱のフランジと
の間、第１柱の一対のフランジの間、及び第２柱の一対
のフランジの間の、少なくともいずれかの位置に設けら
れる。交差梁の一方のフランジである第１梁フランジ７
１は、第１プレートと接合される。交差梁の他方のフラ
ンジである第２梁フランジ７２は、第２プレートと接合
される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｈ形鋼である第１柱と、
　Ｈ形鋼であり且つ前記第１柱の隣りに配置される第２柱と、
　前記第１柱と前記第２柱とを連結する連結材と、
　第１プレートと、
　前記第１プレートに面する第２プレートと、
　Ｈ形鋼である交差梁と、
　を備え、
　前記第１柱のフランジ及び前記第２柱のフランジの厚さ方向は、前記第１柱及び前記第
２柱が並ぶ方向と平行であり、
　前記交差梁は、前記第１柱のウェブの厚さ方向に延び、
　前記第１プレート及び前記第２プレートは、前記第１柱のフランジと前記第２柱のフラ
ンジとの間、前記第１柱の一対のフランジの間、及び前記第２柱の一対のフランジの間の
、少なくともいずれかの位置に設けられ、
　前記交差梁の一方のフランジである第１梁フランジは、前記第１プレートと接合され、
　前記交差梁の他方のフランジである第２梁フランジは、前記第２プレートと接合される
　架構式構造。
【請求項２】
　前記連結材は、前記第１柱と前記第２柱との間に配置されるＨ形鋼であり、
　前記第１プレートは、前記連結材の一方のフランジであり、
　前記第２プレートは、前記連結材の他方のフランジである
　請求項１に記載の架構式構造。
【請求項３】
　前記第１柱の一端又は前記第２柱の一端と接合される第１ダイヤフラムと、
　前記第１柱の他端又は前記第２柱の他端と接合され、且つ前記第１ダイヤフラムに面す
る第２ダイヤフラムと、
　を備え、
　前記第１プレートは、前記第１ダイヤフラムであり、
　前記第２プレートは、前記第２ダイヤフラムである
　請求項１又は２に記載の架構式構造。
【請求項４】
　前記連結材は、前記第１柱の一端及び前記第２柱の一端に接合される第１ダイヤフラム
と、前記第１柱の他端及び前記第２柱の他端に接合される第２ダイヤフラムと、を備え、
　前記第１プレートは、前記第１ダイヤフラムであり、
　前記第２プレートは、前記第２ダイヤフラムである
　請求項１に記載の架構式構造。
【請求項５】
　前記第１梁フランジ及び前記第２梁フランジの少なくとも一方は、前記交差梁の厚さ方
向の幅が先端に向かって大きくなるハンチを備え、
　前記ハンチは、前記第１プレート又は前記第２プレートと接合される
　請求項３又は４に記載の架構式構造。
【請求項６】
　前記連結材と、前記第１梁フランジと、前記第２梁フランジと、に接合される第１補強
部材を備える
　請求項１から５のいずれか１項に記載の架構式構造。
【請求項７】
　前記第１柱のフランジ及び前記第２柱のフランジの一方と、前記第１梁フランジ及び前
記第２梁フランジの一方と、に接合される第２補強部材を備える
　請求項１から６のいずれか１項に記載の架構式構造。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、架構式構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建築物において、剛性を高めるために、大きい柱が用いられることがある。しかしこの
場合、柱のうち壁面から張り出す部分が大きくなるので、室内空間の利用に制約が生じる
可能性がある。例えば、柱の壁面からの張り出しを抑制するための技術として特許文献１
が挙げられる。特許文献１には、連結された一対のＨ形鋼を備える連結柱が記載されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－６９８３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、架構式構造においては、Ｈ形鋼である柱のウェブの厚さ方向に延びる梁（交
差梁）が、柱に連結されることがある。交差梁に作用する曲げモーメントは、連結された
２つの柱に伝達されることが望ましい。
【０００５】
　本開示は、上記の課題に鑑みてなされたものであって、連結された２つの柱に交差梁の
曲げモーメントを伝達できる架構式構造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】
【０００６】
　上記の目的を達成するため、本開示の一態様の架構式構造は、Ｈ形鋼である第１柱と、
Ｈ形鋼であり且つ前記第１柱の隣りに配置される第２柱と、前記第１柱と前記第２柱とを
連結する連結材と、第１プレートと、前記第１プレートに面する第２プレートと、Ｈ形鋼
である交差梁と、を備え、前記第１柱のフランジ及び前記第２柱のフランジの厚さ方向は
、前記第１柱及び前記第２柱が並ぶ方向と平行であり、前記交差梁は、前記第１柱のウェ
ブの厚さ方向に延び、前記第１プレート及び前記第２プレートは、前記第１柱のフランジ
と前記第２柱のフランジとの間、前記第１柱の一対のフランジの間、及び前記第２柱の一
対のフランジの間の、少なくともいずれかの位置に設けられ、前記交差梁の一方のフラン
ジである第１梁フランジは、前記第１プレートと接合され、前記交差梁の他方のフランジ
である第２梁フランジは、前記第２プレートと接合される。
【０００７】
　上記の架構式構造の望ましい態様として、前記連結材は、前記第１柱と前記第２柱との
間に配置されるＨ形鋼であり、前記第１プレートは、前記連結材の一方のフランジであり
、前記第２プレートは、前記連結材の他方のフランジである。
【０００８】
　上記の架構式構造の望ましい態様として、前記第１柱の一端又は前記第２柱の一端と接
合される第１ダイヤフラムと、前記第１柱の他端又は前記第２柱の他端と接合され、且つ
前記第１ダイヤフラムに面する第２ダイヤフラムと、を備え、前記第１プレートは、前記
第１ダイヤフラムであり、前記第２プレートは、前記第２ダイヤフラムである。
【０００９】
　上記の架構式構造の望ましい態様として、前記連結材は、前記第１柱の一端及び前記第
２柱の一端に接合される第１ダイヤフラムと、前記第１柱の他端及び前記第２柱の他端に
接合される第２ダイヤフラムと、を備え、前記第１プレートは、前記第１ダイヤフラムで
あり、前記第２プレートは、前記第２ダイヤフラムである。
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【００１０】
　上記の架構式構造の望ましい態様として、前記第１梁フランジ及び前記第２梁フランジ
の少なくとも一方は、前記交差梁の厚さ方向の幅が先端に向かって大きくなるハンチを備
え、前記ハンチは、前記第１プレート又は前記第２プレートと接合される。
【００１１】
　上記の架構式構造の望ましい態様として、前記連結材と、前記第１梁フランジと、前記
第２梁フランジと、に接合される第１補強部材を備える。
【００１２】
　上記の架構式構造の望ましい態様として、前記第１柱のフランジ及び前記第２柱のフラ
ンジの一方と、前記第１梁フランジ及び前記第２梁フランジの一方と、に接合される第２
補強部材を備える。
【発明の効果】
【００１３】
　本開示の架構式構造によれば、連結された２つの柱に交差梁の曲げモーメントを伝達で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、実施形態の架構式構造の斜視図である。
【図２】図２は、実施形態の架構式構造の正面図である。
【図３】図３は、実施形態の架構式構造の斜視図である。
【図４】図４は、図２におけるＡ－Ａ断面図である。
【図５】図５は、第１変形例の架構式構造の斜視図である。
【図６】図６は、第１変形例の架構式構造の正面図である。
【図７】図７は、図６におけるＢ－Ｂ断面図である。
【図８】図８は、第２変形例の架構式構造の斜視図である。
【図９】図９は、第３変形例の架構式構造の斜視図である。
【図１０】図１０は、第４変形例の架構式構造の斜視図である。
【図１１】図１１は、第５変形例の架構式構造の斜視図である。
【図１２】図１２は、第６変形例の架構式構造の斜視図である。
【図１３】図１３は、第７変形例の架構式構造の斜視図である。
【図１４】図１４は、第８変形例の架構式構造の斜視図である。
【図１５】図１５は、第９変形例の架構式構造の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明につき図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、本発明を実施するための
形態（以下、実施形態という）により本発明が限定されるものではない。また、下記実施
形態における構成要素には、当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のもの、いわ
ゆる均等の範囲のものが含まれる。さらに、下記実施形態で開示した構成要素は適宜組み
合わせることが可能である。
【００１６】
（実施形態）
　図１は、実施形態の架構式構造の斜視図である。図２は、実施形態の架構式構造の正面
図である。図３は、実施形態の架構式構造の斜視図である。図４は、図２におけるＡ－Ａ
断面図である。本実施形態の架構式構造１００は、建築物の構造として用いられる。架構
式構造１００は、柱及び梁によって床等を支持する構造である。
【００１７】
　図１及び図２に示すように、架構式構造１００は、第１柱１０と、第２柱２０と、梁４
０と、連結材５０と、中間連結材６０と、リブ１５と、リブ２５と、交差梁７０と、を備
える。第１柱１０及び第２柱２０の長手方向は、鉛直方向と平行である。第１柱１０及び
第２柱２０は、水平方向に並んで配置される。梁４０は、第１柱１０及び第２柱２０が並
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ぶ方向に沿って延びる。架構式構造１００は、連結された第１柱１０及び第２柱２０を備
える複数の柱と、柱同士を連結する複数の梁４０と、を備える構造である。なお、架構式
構造１００は、リブ１５及びリブ２５を備えていなくてもよい。
【００１８】
　以下の説明においては、ＸＹＺ直交座標軸が用いられる。Ｘ軸は、第１柱１０及び第２
柱２０が並ぶ方向と平行な軸である。Ｚ軸は、第１柱１０及び第２柱２０の長手方向と平
行な軸である。Ｙ軸は、Ｘ軸及びＺ軸に対して直交する軸である。Ｘ軸と平行な方向は、
Ｘ方向と記載される。Ｙ軸と平行な方向は、Ｙ方向と記載される。Ｚ軸と平行な方向は、
Ｚ方向と記載される。Ｘ方向のうち、第１柱１０から第２柱２０に向かう方向を＋Ｘ方向
とする。＋Ｘ方向を向いた場合の右方向を＋Ｙ方向とする。Ｚ方向のうち上方向を＋Ｚ方
向とする。
【００１９】
　図１に示すように、第１柱１０は、Ｚ方向に沿って延びる。第１柱１０の長手方向は、
Ｚ方向と平行である。第１柱１０は、Ｈ形鋼である。第１柱１０の水平断面は、Ｈ字状で
ある。第１柱１０は、フランジ１１と、フランジ１２と、ウェブ１３と、を備える。フラ
ンジ１１の厚さ方向（板厚方向）は、Ｘ方向と平行である。厚さ方向は、板状部材におい
て最も面積の大きい面に対する直交方向を意味し、以下の説明においても同様の意味で用
いられる。フランジ１２の厚さ方向は、Ｘ方向と平行である。フランジ１２は、フランジ
１１と平行である。ウェブ１３の厚さ方向は、Ｙ方向と平行である。ウェブ１３は、フラ
ンジ１１及びフランジ１２に対して直交する。
【００２０】
　図１に示すように、第２柱２０は、Ｚ方向に沿って延びる。第２柱２０の長手方向は、
Ｚ方向と平行である。第２柱２０は、Ｈ形鋼である。第２柱２０の水平断面は、Ｈ字状で
ある。第２柱２０は、Ｘ方向において第１柱１０の隣りに配置される。第２柱２０は、フ
ランジ２１と、フランジ２２と、ウェブ２３と、を備える。フランジ２１の厚さ方向は、
Ｘ方向と平行である。フランジ２１は、第１柱１０のフランジ１２に面する。フランジ２
２の厚さ方向は、Ｘ方向と平行である。フランジ２２は、フランジ２１と平行である。ウ
ェブ２３の厚さ方向は、Ｙ方向と平行である。ウェブ２３は、フランジ２１及びフランジ
２２に対して直交する。
【００２１】
　第１柱１０及び第２柱２０において、Ｙ軸周りの曲げモーメントに対する剛性は、Ｘ軸
周りの曲げモーメントに対する剛性よりも高い。第１柱１０及び第２柱２０において、Ｙ
軸周りの曲げモーメントは、強軸周りの曲げモーメントと呼ばれる。第１柱１０及び第２
柱２０において、Ｘ軸周りの曲げモーメントは、弱軸周りの曲げモーメントと呼ばれる。
【００２２】
　図１に示すように、梁４０は、Ｘ方向に沿って延びる。梁４０の長手方向は、Ｘ方向と
平行である。梁４０は、Ｈ形鋼である。梁４０の鉛直断面は、Ｈ字状である。梁４０は、
フランジ４１と、フランジ４２と、ウェブ４３と、を備える。フランジ４１の厚さ方向は
、Ｚ方向と平行である。フランジ４２の厚さ方向は、Ｚ方向と平行である。フランジ４２
は、フランジ４１と平行である。ウェブ４３の厚さ方向は、Ｙ方向と平行である。ウェブ
４３は、フランジ４１及びフランジ４２に対して直交する。梁４０は、例えば溶接によっ
て第１柱１０及び第２柱２０と接合される。梁４０の一端が第１柱１０と接合される。梁
４０の他端が第２柱２０と接合される。なお、梁４０の他端は、鋼管等の他の架構形式の
柱と接合されてもよい。
【００２３】
　架構式構造１００が適用される建築物において、壁は、第１柱１０、第２柱２０及び梁
４０によって形成される平面に沿うように設けられる。すなわち、建築物の壁は、ＸＺ平
面と平行である。建築物の壁の厚さ方向は、Ｙ方向と平行である。
【００２４】
　図４に示すように、連結材５０は、Ｈ形鋼である。連結材５０の鉛直断面は、Ｈ字状で
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ある。連結材５０は、フランジ５１と、フランジ５２と、ウェブ５３と、を備える。フラ
ンジ５１の厚さ方向は、Ｚ方向と平行である。フランジ５２の厚さ方向は、Ｚ方向と平行
である。フランジ５２は、フランジ５１と平行である。フランジ５２は、ＸＹ平面視でフ
ランジ５１と重なる。ウェブ５３の厚さ方向は、Ｙ方向と平行である。ウェブ５３は、フ
ランジ５１及びフランジ５２に対して直交する。ウェブ５３のＹ方向の位置は、ウェブ１
３、ウェブ２３及びウェブ４３のＹ方向の位置と同じである。ウェブ５３は、ＹＺ平面視
でウェブ１３、ウェブ２３及びウェブ４３と重なる。
【００２５】
　図１に示すように、連結材５０は、第１柱１０と第２柱２０との間に配置される。連結
材５０のＺ方向の位置は、梁４０のＺ方向の位置と同じである。連結材５０は、ＹＺ平面
視で梁４０と重なる。連結材５０のＸ方向の長さは、梁４０のＸ方向の長さよりも短い。
連結材５０は、例えば溶接によって第１柱１０及び第２柱２０と接合される。
【００２６】
　図１に示すように、中間連結材６０は、Ｈ形鋼である。中間連結材６０の鉛直断面は、
Ｈ字状である。中間連結材６０は、フランジ６１と、フランジ６２と、ウェブ６３と、を
備える。フランジ６１の厚さ方向は、Ｚ方向と平行である。フランジ６２の厚さ方向は、
Ｚ方向と平行である。フランジ６２は、フランジ６１と平行である。ウェブ６３の厚さ方
向は、Ｙ方向と平行である。ウェブ６３は、フランジ６１及びフランジ６２に対して直交
する。ウェブ６３のＹ方向の位置は、ウェブ１３及びウェブ２３のＹ方向の位置と同じで
ある。ウェブ６３は、ＹＺ平面視でウェブ１３及びウェブ２３と重なる。
【００２７】
　図１に示すように、中間連結材６０は、第１柱１０と第２柱２０との間に配置される。
中間連結材６０は、Ｚ方向に並ぶ２つの連結材５０の間に配置される。中間連結材６０の
Ｚ方向の位置は、梁４０のＺ方向の位置とは異なる。中間連結材６０は、梁４０とは異な
る高さで第１柱１０と第２柱２０とを連結する。中間連結材６０は、例えば溶接によって
第１柱１０及び第２柱２０と接合される。
【００２８】
　図１に示すように、リブ１５は、平板状の部材である。リブ１５の厚さ方向は、Ｚ方向
と平行である。リブ１５は、フランジ１１、フランジ１２及びウェブ１３のそれぞれに対
して直交する。リブ１５は、例えば溶接によって、フランジ１１、フランジ１２及びウェ
ブ１３と接合される。
【００２９】
　図２に示すように、複数のリブ１５のうちの１つのＺ方向の位置は、梁４０のフランジ
４１のＺ方向の位置と同じである。複数のリブ１５のうちの１つのＺ方向の位置は、梁４
０のフランジ４２のＺ方向の位置と同じである。複数のリブ１５のうちの１つのＺ方向の
位置は、中間連結材６０のフランジ６１のＺ方向の位置と同じである。複数のリブ１５の
うちの１つのＺ方向の位置は、中間連結材６０のフランジ６２のＺ方向の位置と同じであ
る。すなわち、複数のリブ１５のうちの１つは、ＹＺ平面視で、フランジ４１、フランジ
４２、フランジ６１、及びフランジ６２のいずれか１つと重なる。
【００３０】
　図１に示すように、リブ２５は、平板状の部材である。リブ２５の厚さ方向は、Ｚ方向
と平行である。リブ２５は、フランジ２１、フランジ２２及びウェブ２３のそれぞれに対
して直交する。リブ２５は、例えば溶接によって、フランジ２１、フランジ２２及びウェ
ブ２３と接合される。
【００３１】
　図２に示すように、複数のリブ２５のうちの１つのＺ方向の位置は、梁４０のフランジ
４１のＺ方向の位置と同じである。複数のリブ２５のうちの１つのＺ方向の位置は、梁４
０のフランジ４２のＺ方向の位置と同じである。複数のリブ２５のうちの１つのＺ方向の
位置は、中間連結材６０のフランジ６１のＺ方向の位置と同じである。複数のリブ２５の
うちの１つのＺ方向の位置は、中間連結材６０のフランジ６２のＺ方向の位置と同じであ
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る。すなわち、複数のリブ２５のうちの１つは、ＹＺ平面視で、フランジ４１、フランジ
４２、フランジ６１、及びフランジ６２のいずれか１つと重なる。
【００３２】
　図１に示すように、交差梁７０は、Ｙ方向に沿って延びる。交差梁７０の長手方向は、
Ｙ方向と平行である。交差梁７０は、Ｈ形鋼である。交差梁７０の鉛直断面は、Ｈ字状で
ある。交差梁７０は、第１梁フランジ７１と、第２梁フランジ７２と、ウェブ７３と、を
備える。第１梁フランジ７１の厚さ方向は、Ｚ方向と平行である。第１梁フランジ７１の
Ｚ方向の位置は、フランジ５１のＺ方向の位置と同じである。第１梁フランジ７１は、Ｘ
Ｚ平面視でフランジ５１と重なる。第２梁フランジ７２の厚さ方向は、Ｚ方向と平行であ
る。第２梁フランジ７２は、第１梁フランジ７１と平行である。第２梁フランジ７２のＺ
方向の位置は、フランジ５２のＺ方向の位置と同じである。第２梁フランジ７２は、ＸＺ
平面視でフランジ５２と重なる。第１梁フランジ７１及び第２梁フランジ７２のＸ方向の
幅は、連結材５０のＸ方向の長さ（フランジ１２からフランジ２１までの距離）以下であ
る。ウェブ７３の厚さ方向は、Ｘ方向と平行である。ウェブ７３は、第１梁フランジ７１
及び第２梁フランジ７２に対して直交する。
【００３３】
　図３及び図４に示すように、交差梁７０は、連結材５０と接合される。交差梁７０は、
例えば溶接によって連結材５０と接合される。図４に示すように、第１梁フランジ７１は
、溶接部７５によって、第１プレートとしてのフランジ５１と接合される。第１梁フラン
ジ７１は、例えば開先溶接によってフランジ５１と接合される。開先溶接は、突き合わせ
溶接とも呼ばれる。第２梁フランジ７２は、溶接部７６によって、第２プレートしてのフ
ランジ５２と接合される。第２梁フランジ７２は、例えば開先溶接によってフランジ５２
と接合される。ウェブ７３は、溶接部７７によってウェブ５３と接合される。ウェブ７３
は、例えば開先溶接によってウェブ５３と接合される。交差梁７０が上述したように連結
材５０と接合されることによって、交差梁７０は、連結材５０と剛接合される。なお、溶
接部７５、溶接部７６及び溶接部７７は、溶接ビードとも呼ばれる。
【００３４】
　例えば、建築現場において交差梁７０を連結材５０と接合する時、まずウェブ７３がボ
ルト及びナット等によってウェブ５３に取り付けられる。これにより、交差梁７０が連結
材５０に仮止めされる。そして、第１梁フランジ７１とフランジ５１とが溶接され、第２
梁フランジ７２とフランジ５２とが溶接される。その後、ウェブ７３とウェブ５３とが溶
接される。なお、ウェブ７３とウェブ５３とは、必ずしも溶接されなくてもよい。また、
交差梁７０は、工場等で予め溶接によって連結材５０と接合された状態で、建築現場に搬
入されてもよい。
【００３５】
　上述したように、架構式構造１００は、連結された第１柱１０及び第２柱２０を備える
。架構式構造１００は、大きな１本の柱を用いる場合と比較して、柱（第１柱１０及び第
２柱２０）の壁面からの張り出しを抑制できる。このため、架構式構造１００によれば、
室内空間をより自由に利用することが可能である。
【００３６】
　架構式構造１００においては、連結材５０及び中間連結材６０によって、第１柱１０及
び第２柱２０のＹ軸周り（強軸周り）の曲げ剛性が向上する。さらに、架構式構造１００
においては、リブ１５及びリブ２５が、ＹＺ平面視で梁４０及び連結材５０と重なる。こ
れにより、梁４０から第１柱１０及び第２柱２０にＸ方向の荷重が作用した場合のフラン
ジ１１、フランジ１２、フランジ２１及びフランジ２２の変形が抑制される。このため、
第１柱１０及び第２柱２０のＹ軸周り（強軸周り）の曲げ剛性が向上する。また、ＹＺ平
面視で第１柱１０のウェブ１３、第２柱２０のウェブ２３、連結材５０のウェブ５３、及
び梁４０のウェブ４３が重なる。これにより、第１柱１０及び第２柱２０のＹ軸周り（強
軸周り）の曲げ剛性がより向上する。さらに、架構式構造１００においては、第１柱１０
及び第２柱２０は、Ｚ方向で分断されずに連続する。これにより、第１柱１０及び第２柱
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２０の曲げ剛性が向上する。
【００３７】
　架構式構造１００は、上述した構造を有することによって、地震によって建築物に水平
力が作用した場合の第１柱１０及び第２柱２０の変形を抑制できる。架構式構造１００は
、層間変位（下階に対する上階の相対的な水平方向の変位）を低減できる。架構式構造１
００は、耐震性を向上させることができる。
【００３８】
　なお、フランジ５１は、交差梁７０の第１梁フランジ７１と接合される第１プレートの
一例である。第１プレートは、フランジ５１に限定されない。例えば、第１梁フランジ７
１は、リブ１５に接合されてもよい。すなわち、第１プレートは、リブ１５であってもよ
い。第１プレートは、第１柱１０のフランジ１２と第２柱２０のフランジ２１との間、第
１柱１０の一対のフランジ（フランジ１１及びフランジ１２）の間、及び第２柱２０の一
対のフランジ（フランジ２１及びフランジ２２）の間の、少なくともいずれかの位置に設
けられればよい。
【００３９】
　第１梁フランジ７１は、必ずしも開先溶接によって第１プレートと接合されなくてもよ
い。第１梁フランジ７１は、例えば隅肉溶接によって第１プレートと接合されてもよい。
また、第１梁フランジ７１は、例えばボルト等の固定部材によって第１プレートと接合さ
れてもよい。ただし、曲げモーメントが伝達されやすくなる点で、第１梁フランジ７１は
、開先溶接によって第１プレートと接合されることが望ましい。
【００４０】
　フランジ５２は、交差梁７０の第２梁フランジ７２と接合される第２プレートの一例で
ある。第２プレートは、フランジ５２に限定されない。例えば、第２梁フランジ７２は、
リブ２５に接合されてもよい。すなわち、第２プレートは、リブ２５であってもよい。第
２プレートは、第１柱１０のフランジ１２と第２柱２０のフランジ２１との間、第１柱１
０の一対のフランジ（フランジ１１及びフランジ１２）の間、及び第２柱２０の一対のフ
ランジ（フランジ２１及びフランジ２２）の間の、少なくともいずれかの位置に設けられ
ればよい。
【００４１】
　第２梁フランジ７２は、必ずしも開先溶接によって第２プレートと接合されなくてもよ
い。第２梁フランジ７２は、例えば隅肉溶接によって第２プレートと接合されてもよい。
また、第２梁フランジ７２は、必ずしも溶接によって第２プレートと接合されなくてもよ
い。第２梁フランジ７２は、例えばボルト等の固定部材によって第２プレートと接合され
てもよい。ただし、曲げモーメントが伝達されやすくなる点で、第２梁フランジ７２は、
開先溶接によって第２プレートと接合されることが望ましい。
【００４２】
　第１プレート及び第２プレートの厚さ方向は、必ずしもＺ方向と平行でなくてもよい。
第１プレート及び第２プレートは、水平面に対して傾斜していてもよい。交差梁７０の長
手方向は、必ずしもＹ方向と平行とは限らない。例えば、交差梁７０の長手方向が水平面
に対して傾斜している場合、第１プレート及び第２プレートの厚さ方向は、交差梁７０の
長手方向に対して直交することが望ましい。
【００４３】
　以上で説明したように、本実施形態の架構式構造１００は、第１柱１０と、第２柱２０
と、連結材５０と、第１プレート（フランジ５１）と、第２プレート（フランジ５２）と
、交差梁７０と、を備える。第１柱１０は、Ｈ形鋼である。第２柱２０は、Ｈ形鋼であり
且つ第１柱１０の隣りに配置される。連結材５０は、第１柱１０と第２柱２０とを連結す
る。第２プレートは、第１プレートに面する。交差梁７０は、Ｈ形鋼である。第１柱１０
のフランジ１１（フランジ１２）及び第２柱２０のフランジ２１（フランジ２２）の厚さ
方向は、第１柱１０及び第２柱２０が並ぶ方向と平行である。交差梁７０は、第１柱１０
のウェブ１３の厚さ方向に沿って延びる。第１プレート及び第２プレートは、第１柱１０
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のフランジ１２と第２柱２０のフランジ２１との間、第１柱１０の一対のフランジ（フラ
ンジ１１及びフランジ１２）の間、及び第２柱２０の一対のフランジ（フランジ２１及び
フランジ２２）の間の、少なくともいずれかの位置に設けられる。交差梁７０の一方のフ
ランジである第１梁フランジ７１は、第１プレートと接合される。交差梁７０の他方のフ
ランジである第２梁フランジ７２は、第２プレートと接合される。
【００４４】
　交差梁７０には曲げモーメントが作用する。交差梁７０に作用する曲げモーメントは、
第１柱１０及び第２柱２０に伝達した方がよい場合がある。これに対して、架構式構造１
００においては、第１梁フランジ７１が第１プレート（フランジ５１）に接合され、且つ
第２梁フランジ７２が第２プレート（フランジ５２）に接合される。これにより、交差梁
７０に作用する曲げモーメントは、第１プレート及び第２プレートを介して、第１柱１０
及び第２柱２０に伝達される。架構式構造１００は、連結された２つの柱に交差梁７０の
曲げモーメントを伝達できる。また、架構式構造１００は、連結された２つの柱に交差梁
７０の軸力及びせん断力も伝達できる。
【００４５】
　架構式構造１００においては、連結材５０は、第１柱１０と第２柱２０との間に配置さ
れるＨ形鋼である。第１プレートは、連結材５０の一方のフランジ５１である。第２プレ
ートは、連結材５０の他方のフランジである。
【００４６】
　これにより、交差梁７０に作用する曲げモーメントは、連結材５０を介して第１柱１０
及び第２柱２０に伝達される。このため、交差梁７０に作用する曲げモーメントは、第１
柱１０及び第２柱２０のそれぞれに均等に伝達されやすくなる。架構式構造１００は、連
結された２つの柱に交差梁７０の曲げモーメントをより均等に伝達できる。
【００４７】
（第１変形例）
　図５は、第１変形例の架構式構造の斜視図である。図６は、第１変形例の架構式構造の
正面図である。図７は、図６におけるＢ－Ｂ断面図である。なお、上述した実施形態で説
明したものと同じ構成要素には同一の符号を付して重複する説明は省略する。
【００４８】
　図５に示すように、第１変形例の架構式構造１００Ａは、連結材８０を備える。連結材
８０は、第１ダイヤフラム８１と、第２ダイヤフラム８２と、縦リブ８５と、縦リブ８６
と、横リブ８７と、縦リブ８８と、縦リブ８９と、を備える。
【００４９】
　図５から図７に示すように、第１ダイヤフラム８１は、平板状の部材である。第１ダイ
ヤフラム８１の厚さ方向は、Ｚ方向と平行である。第１ダイヤフラム８１は、ＸＹ平面視
で第１柱１０の全体及び第２柱２０の全体と重なる。第１ダイヤフラム８１は、第１柱１
０及び第２柱２０の一方の端面（－Ｚ方向の端面）と接合される。第１ダイヤフラム８１
は、例えば溶接によって、フランジ１１、フランジ１２、ウェブ１３、フランジ２１、フ
ランジ２２及びウェブ２３の端面と接合される。
【００５０】
　図５から図７に示すように、第２ダイヤフラム８２は、平板状の部材である。第２ダイ
ヤフラム８２の厚さ方向は、Ｚ方向と平行である。第２ダイヤフラム８２は、ＸＹ平面視
で第１ダイヤフラム８１と重なる。第２ダイヤフラム８２は、第１ダイヤフラム８１に面
する。第２ダイヤフラム８２は、ＸＹ平面視で第１柱１０の全体及び第２柱２０の全体と
重なる。第２ダイヤフラム８２は、第１柱１０及び第２柱２０の他方の端面（＋Ｚ方向の
端面）と接合される。第２ダイヤフラム８２は、例えば溶接によって、フランジ１１、フ
ランジ１２、ウェブ１３、フランジ２１、フランジ２２及びウェブ２３の端面と接合され
る。
【００５１】
　図５から図７に示すように、縦リブ８５は、平板状の部材である。縦リブ８５の厚さ方
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向は、Ｘ方向と平行である。縦リブ８５のＸ方向の位置は、フランジ１１のＸ方向の位置
と同じである。縦リブ８５は、ＸＹ平面視でフランジ１１と重なる。縦リブ８５は、例え
ば溶接によって、第１ダイヤフラム８１及び第２ダイヤフラム８２と接合される。
【００５２】
　図５から図７に示すように、縦リブ８６は、平板状の部材である。縦リブ８６の厚さ方
向は、Ｘ方向と平行である。縦リブ８６のＸ方向の位置は、フランジ２２のＸ方向の位置
と同じである。縦リブ８６は、ＸＹ平面視でフランジ２２と重なる。縦リブ８６は、例え
ば溶接によって、第１ダイヤフラム８１及び第２ダイヤフラム８２と接合される。
【００５３】
　図５から図７に示すように、横リブ８７は、平板状の部材である。横リブ８７の厚さ方
向は、Ｙ方向と平行である。横リブ８７のＹ方向の位置は、ウェブ１３、ウェブ２３及び
ウェブ４３のＹ方向の位置と同じである。横リブ８７は、ＹＺ平面視でウェブ１３、ウェ
ブ２３及びウェブ４３と重なる。横リブ８７は、縦リブ８５、縦リブ８６、縦リブ８８、
及び縦リブ８９に対して直交する。横リブ８７は、例えば溶接によって、第１ダイヤフラ
ム８１及び第２ダイヤフラム８２と接合される。
【００５４】
　図５から図７に示すように、縦リブ８８は、平板状の部材である。縦リブ８８の厚さ方
向は、Ｘ方向と平行である。縦リブ８８のＸ方向の位置は、フランジ１２のＸ方向の位置
と同じである。縦リブ８８は、ＸＹ平面視でフランジ１２と重なる。例えば、縦リブ８８
は、溶接によって、第１ダイヤフラム８１及び第２ダイヤフラム８２と接合される。
【００５５】
　図５から図７に示すように、縦リブ８９は、平板状の部材である。縦リブ８９の厚さ方
向は、Ｘ方向と平行である。縦リブ８９のＸ方向の位置は、フランジ２１のＸ方向の位置
と同じである。縦リブ８９は、ＸＹ平面視でフランジ２１と重なる。例えば、縦リブ８９
は、溶接によって、第１ダイヤフラム８１及び第２ダイヤフラム８２と接合される。
【００５６】
　図７に示すように、交差梁７０は、連結材８０と接合される。第１梁フランジ７１は、
溶接部７５によって、第１プレートとしての第１ダイヤフラム８１と接合される。第１梁
フランジ７１は、例えば開先溶接によって第１ダイヤフラム８１と接合される。第２梁フ
ランジ７２は、溶接部７６によって、第２プレートしての第２ダイヤフラム８２と接合さ
れる。第２梁フランジ７２は、例えば開先溶接によって第２ダイヤフラム８２と接合され
る。ウェブ７３は、溶接部７７によって横リブ８７と接合される。ウェブ７３は、例えば
開先溶接によって横リブ８７と接合される。
【００５７】
　交差梁７０が配置される場所は、例えば図６に示すようにＸＺ平面視で第１柱１０と第
２柱２０との間であるが、特に限定されない。交差梁７０は、ＸＺ平面視で第１柱１０の
みに重なるように配置されてもよいし、第２柱２０のみに重なるように配置されてもよい
。また、１つの連結材８０に対して、複数の交差梁７０が接合されてもよい。
【００５８】
　以上で説明したように、第１変形例の架構式構造１００Ａにおいては、連結材８０は、
第１柱１０の一端及び第２柱２０の一端に接合される第１ダイヤフラム８１と、第１柱１
０の他端及び第２柱２０の他端に接合される第２ダイヤフラム８２と、を備える。第１プ
レートは、第１ダイヤフラム８１である。第２プレートは、第２ダイヤフラム８２である
。
【００５９】
　これにより、交差梁７０に作用する曲げモーメントは、第１ダイヤフラム８１及び第２
ダイヤフラム８２を介して、第１柱１０及び第２柱２０に伝達される。架構式構造１００
は、連結された２つの柱に交差梁７０の曲げモーメントを伝達できる。また、交差梁７０
は、第１ダイヤフラム８１及び第２ダイヤフラム８２に接合されるので、第１柱１０と第
２柱２０との間の位置に限らず、その他の位置にも配置できる。架構式構造１００Ａは、
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交差梁７０を配置できる範囲を広くすることができる。架構式構造１００Ａは、交差梁７
０の配置場所に関する制約を低減できる。
【００６０】
（第２変形例）
　図８は、第２変形例の架構式構造の斜視図である。なお、上述した実施形態で説明した
ものと同じ構成要素には同一の符号を付して重複する説明は省略する。
【００６１】
　図８に示すように、第２変形例の架構式構造１００Ｂにおいて、交差梁７０は、ＸＺ平
面視で一部が第２柱２０に重なるように配置される。交差梁７０のウェブ７３は、ＸＹ平
面視で第２柱のフランジ２１に重なる。
【００６２】
（第３変形例）
　図９は、第３変形例の架構式構造の斜視図である。なお、上述した実施形態で説明した
ものと同じ構成要素には同一の符号を付して重複する説明は省略する。
【００６３】
　図９に示すように、第３変形例の架構式構造１００Ｃにおいて、交差梁７０は、ＸＺ平
面視で全体が第２柱２０に重なるように配置される。交差梁７０のウェブ７３は、縦リブ
８６と縦リブ８９との間に配置される。
【００６４】
（第４変形例）
　図１０は、第４変形例の架構式構造の斜視図である。なお、上述した実施形態で説明し
たものと同じ構成要素には同一の符号を付して重複する説明は省略する。
【００６５】
　図１０に示すように、第４変形例の架構式構造１００Ｄは、交差梁７０Ｄを備える。交
差梁７０Ｄは、Ｙ方向に沿って延びる。交差梁７０Ｄは、Ｈ形鋼である。交差梁７０Ｄの
鉛直断面は、Ｈ字状である。交差梁７０Ｄは、第１梁フランジ７１Ｄと、第２梁フランジ
７２Ｄと、ウェブ７３Ｄと、を備える。第１梁フランジ７１Ｄの厚さ方向は、Ｚ方向と平
行である。第１梁フランジ７１ＤのＺ方向の位置は、第１ダイヤフラム８１のＺ方向の位
置と同じである。第１梁フランジ７１Ｄは、ＸＺ平面視で第１ダイヤフラム８１と重なる
。第２梁フランジ７２Ｄの厚さ方向は、Ｚ方向と平行である。第２梁フランジ７２Ｄは、
第１梁フランジ７１Ｄと平行である。第２梁フランジ７２ＤのＺ方向の位置は、第２ダイ
ヤフラム８２のＺ方向の位置と同じである。第２梁フランジ７２Ｄは、ＸＺ平面視で第２
ダイヤフラム８２と重なる。ウェブ７３Ｄの厚さ方向は、Ｘ方向と平行である。ウェブ７
３Ｄは、第１梁フランジ７１Ｄ及び第２梁フランジ７２Ｄに対して直交する。ウェブ７３
Ｄは、横リブ８７と接合される。ウェブ７３Ｄは、例えば開先溶接によって横リブ８７と
接合される。
【００６６】
　図１０に示すように、第１梁フランジ７１Ｄは、フランジ本体７１１と、ハンチ７１２
と、を備える。フランジ本体７１１のＸ方向の長さは、フランジ１２からフランジ２１ま
での距離以下である。フランジ本体７１１は、ＸＹ平面視で長方形状である。ハンチ７１
２は、フランジ本体７１１の＋Ｘ方向側、及びフランジ本体７１１の－Ｘ方向側に配置さ
れる。ハンチ７１２のＸ方向の幅は、第１梁フランジ７１Ｄの先端に向かって（連結材８
０に近付くにしたがって）大きくなる。ハンチ７１２は、ＸＹ平面視で三角形状である。
フランジ本体７１１及びハンチ７１２は、第１プレートとしての第１ダイヤフラム８１に
接合される。フランジ本体７１１及びハンチ７１２は、例えば開先溶接によって第１ダイ
ヤフラム８１と接合される。
【００６７】
　図１０に示すように、第２梁フランジ７２Ｄは、フランジ本体７２１と、ハンチ７２２
と、を備える。フランジ本体７２１のＸ方向の長さは、フランジ１２からフランジ２１ま
での距離以下である。フランジ本体７２１は、ＸＹ平面視で長方形状である。ハンチ７２
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２は、フランジ本体７２１の＋Ｘ方向側、及びフランジ本体７２１の－Ｘ方向側に配置さ
れる。ハンチ７２２のＸ方向の幅は、第２梁フランジ７２Ｄの先端に向かって（連結材８
０に近付くにしたがって）大きくなる。ハンチ７２２は、ＸＹ平面視で三角形状である。
フランジ本体７２１及びハンチ７２２は、第２プレートとしての第２ダイヤフラム８２に
接合される。例えば、フランジ本体７２１及びハンチ７２２は、開先溶接によって第２ダ
イヤフラム８２と接合される。
【００６８】
　なお、第１梁フランジ７１Ｄ及び第２梁フランジ７２Ｄの両方がハンチを備えなくても
よい。ハンチは、第１梁フランジ７１Ｄ及び第２梁フランジ７２Ｄの一方に設けられてい
てもよい。すなわち、第１梁フランジ７１Ｄ及び前記第２梁フランジ７２Ｄの少なくとも
一方がハンチを備えていればよい。
【００６９】
　以上で説明したように、第４変形例の架構式構造１００Ｄにおいて、第１梁フランジ７
１Ｄ及び第２梁フランジ７２Ｄの少なくとも一方は、交差梁７０Ｄのウェブ７３Ｄの厚さ
方向の幅が先端に向かって大きくなるハンチ（ハンチ７１２及びハンチ７２２）を備える
。ハンチは、第１プレート（第１ダイヤフラム８１）又は第２プレート（第２ダイヤフラ
ム８２）と接合される。
【００７０】
　これにより、交差梁７０Ｄに作用する曲げモーメントは、ハンチ（ハンチ７１２及びハ
ンチ７２２）によって第１プレート（第１ダイヤフラム８１）及び第２プレート（第２ダ
イヤフラム８２）に伝達しやすくなる。このため、第４変形例の架構式構造１００Ｄは、
連結された２つの柱に交差梁７０Ｄの曲げモーメントをよりよく伝達できる。
【００７１】
（第５変形例）
　図１１は、第５変形例の架構式構造の斜視図である。なお、上述した実施形態で説明し
たものと同じ構成要素には同一の符号を付して重複する説明は省略する。
【００７２】
　図１１に示すように、第５変形例の架構式構造１００Ｅは、第１補強部材９１と、第１
補強部材９２と、を備える。第１補強部材９１は、交差梁７０の－Ｘ方向側に配置される
。第１補強部材９２は、交差梁７０の＋Ｘ方向側に配置される。
【００７３】
　第１補強部材９１は、連結材８０と、第１梁フランジ７１と、第２梁フランジ７２と、
に接合される。第１補強部材９１は、ベースプレート９１１と、ベースプレート９１２と
、メインプレート９１３と、を備える。
【００７４】
　ベースプレート９１１及びベースプレート９１２は、平板状の部材である。ベースプレ
ート９１１及びベースプレート９１２の厚さ方向は、Ｚ方向と平行である。ベースプレー
ト９１１は、第１梁フランジ７１及び第１ダイヤフラム８１と接合される。ベースプレー
ト９１２は、第２梁フランジ７２及び第２ダイヤフラム８２と接合される。メインプレー
ト９１３は、平板状の部材である。メインプレート９１３の厚さ方向は、Ｘ方向と平行で
ある。メインプレート９１３は、ベースプレート９１１、ベースプレート９１２及び縦リ
ブ８８と接合される。と接合される。メインプレート９１３は、ＹＺ平面視で長方形状で
ある。
【００７５】
　第１補強部材９２は、第１補強部材９１と同様にベースプレート及びメインプレートを
備える。第１補強部材９２の一方のベースプレート９２１は、第１梁フランジ７１及び第
１ダイヤフラム８１と接合される。第１補強部材９２の他方のベースプレート９２２は、
第２梁フランジ７２及び第２ダイヤフラム８２と接合される。第１補強部材９２のメイン
プレートは、２つのベースプレート及び縦リブ８９（図６参照）と接合される。
【００７６】
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　なお、架構式構造１００Ｅは、必ずしも第１補強部材９１及び第１補強部材９２を備え
なくてもよい。架構式構造１００Ｅは、第１補強部材９１及び第１補強部材９２の少なく
とも一方を備えていればよい。
【００７７】
　以上で説明したように、第５変形例の架構式構造１００Ｅは、連結材８０と、第１梁フ
ランジ７１と、第２梁フランジ７２と、に接合される第１補強部材９１を備える。
【００７８】
　これにより、交差梁７０に作用する曲げモーメントは、第１補強部材９１によって連結
材８０に伝達しやすくなる。このため、第４変形例の架構式構造１００Ｄは、連結された
２つの柱に交差梁７０の曲げモーメントをよりよく伝達できる。
【００７９】
（第６変形例）
　図１２は、第６変形例の架構式構造の斜視図である。なお、上述した実施形態で説明し
たものと同じ構成要素には同一の符号を付して重複する説明は省略する。
【００８０】
　図１２に示すように、第６変形例の架構式構造１００Ｆは、第２補強部材９３と、第２
補強部材９４と、第２補強部材９５と、スチフナ９６と、を備える。第２補強部材９３は
、交差梁７０の－Ｘ方向側且つ＋Ｚ方向側に配置される。第２補強部材９４は、交差梁７
０の－Ｘ方向側且つ－Ｚ方向側に配置される。第２補強部材９５は、交差梁７０の＋Ｘ方
向側且つ＋Ｚ方向側に配置される。また、架構式構造１００Ｆは、交差梁７０の＋Ｘ方向
側且つ－Ｚ方向側に配置される第２補強部材も備える。スチフナ９６は、交差梁７０のウ
ェブ７３の－Ｘ方向側に配置される。また、架構式構造１００Ｆは、交差梁７０のウェブ
７３の＋Ｘ方向側に配置されるスチフナも備える。
【００８１】
　図１２に示すように、第２補強部材９３は、第１柱１０のフランジ１２と、第１梁フラ
ンジ７１とに接合される。第２補強部材９３は、ベースプレート９３１と、メインプレー
ト９３３と、を備える。
【００８２】
　ベースプレート９３１は、平板状の部材である。ベースプレート９３１の厚さ方向は、
Ｚ方向と平行である。ベースプレート９３１は、第１梁フランジ７１及び第１ダイヤフラ
ム８１と接合される。メインプレート９３３は、平板状の部材である。メインプレート９
３３の厚さ方向は、Ｘ方向と平行である。メインプレート９３３は、ベースプレート９３
１及びフランジ１２と接合される。メインプレート９３３は、ＹＺ平面視で三角形状であ
る。
【００８３】
　図１２に示すように、第２補強部材９４は、第１柱１０のフランジ１２と、第２梁フラ
ンジ７２とに接合される。第２補強部材９３は、ベースプレート９３１と、メインプレー
ト９３３と、を備える。
【００８４】
　ベースプレート９４１は、平板状の部材である。ベースプレート９４１の厚さ方向は、
Ｚ方向と平行である。ベースプレート９４１は、第２梁フランジ７２及び第２ダイヤフラ
ム８２と接合される。メインプレート９４３は、平板状の部材である。メインプレート９
４３の厚さ方向は、Ｘ方向と平行である。メインプレート９４３は、ベースプレート９４
１及びフランジ１２と接合される。メインプレート９４３は、ＹＺ平面視で三角形状であ
る。
【００８５】
　図１２に示すように、第２補強部材９５は、第２柱２０のフランジ２１と、第１梁フラ
ンジ７１とに接合される。第２補強部材９５は、ベースプレート９５１と、メインプレー
ト９５３と、を備える。
【００８６】
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　ベースプレート９５１は、平板状の部材である。ベースプレート９５１の厚さ方向は、
Ｚ方向と平行である。ベースプレート９５１は、第１梁フランジ７１及び第１ダイヤフラ
ム８１と接合される。メインプレート９５３は、平板状の部材である。メインプレート９
５３の厚さ方向は、Ｘ方向と平行である。メインプレート９５３は、ベースプレート９５
１及びフランジ２１と接合される。メインプレート９３３は、ＹＺ平面視で三角形状であ
る。
【００８７】
　交差梁７０の＋Ｘ方向側且つ－Ｚ方向側に配置される第２補強部材は、第２補強部材９
３から第２補強部材９５と同様にベースプレート及びメインプレートを備える。ベースプ
レートは、第２梁フランジ７２及び第２ダイヤフラム８２と接合される。メインプレート
は、ベースプレート及びフランジ２２と接合される。
【００８８】
　図１２に示すように、スチフナ９６は、平板状の部材である。スチフナ９６の厚さ方向
は、Ｙ方向と平行である。スチフナ９６は、第１梁フランジ７１、第２梁フランジ７２、
ウェブ７３、ベースプレート９３１及びベースプレート９４１と接合される。ウェブ７３
の＋Ｘ方向側に配置されるスチフナは、スチフナ９６と同様の形状を有する。ウェブ７３
の＋Ｘ方向側に配置されるスチフナは、第１梁フランジ７１、第２梁フランジ７２、ウェ
ブ７３、ベースプレート９５１、及び交差梁７０の＋Ｘ方向側且つ－Ｚ方向側に配置され
る第２補強部材のベースプレートと接合される。
【００８９】
　なお、架構式構造１００Ｅは、必ずしも４つの第２補強部材（第２補強部材９３、第２
補強部材９４、第２補強部材９５、及びもう１つの第２補強部材）を備えなくてもよい。
架構式構造１００Ｅは、４つの第２補強部材の少なくとも１つを備えていればよい。
【００９０】
　以上で説明したように、第６変形例の架構式構造１００Ｆは、第１柱１０のフランジ１
２及び第２柱２０のフランジ２１の一方と、第１梁フランジ７１及び第２梁フランジ７２
の一方と、に接合される第２補強部材を備える。
【００９１】
　これにより、交差梁７０に作用する曲げモーメントは、第２補強部材によって第１柱１
０及び第２柱２０に伝達しやすくなる。このため、第４変形例の架構式構造１００Ｄは、
連結された２つの柱に交差梁７０の曲げモーメントをよりよく伝達できる。
【００９２】
（第７変形例）
　図１３は、第７変形例の架構式構造の斜視図である。なお、上述した実施形態で説明し
たものと同じ構成要素には同一の符号を付して重複する説明は省略する。
【００９３】
　図１３に示すように、第７変形例の架構式構造１００Ｇは、第１補強部材９１と、第１
補強部材９２と、第２補強部材９３と、第２補強部材９４と、第２補強部材９５と、を備
える。第７変形例は、第５変形例及び第６変形例を組わせたものである。
【００９４】
　図１３に示すように、架構式構造１００Ｇにおいては、第１補強部材のベースプレート
が第２補強部材のベースプレートを兼ねる。第１補強部材９１のベースプレート９１１は
、第２補強部材９３のベースプレート９３１である。第１補強部材９１のベースプレート
９１２は、第２補強部材９４のベースプレート９４１である。第１補強部材９２のベース
プレート９２１は、第２補強部材９５のベースプレート９５１である。
【００９５】
（第８変形例）
　図１４は、第８変形例の架構式構造の斜視図である。なお、上述した実施形態で説明し
たものと同じ構成要素には同一の符号を付して重複する説明は省略する。
【００９６】
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　図１４に示すように、第８変形例の架構式構造１００Ｈは、第１ダイヤフラム８１Ｈと
、第２ダイヤフラム８２Ｈと、縦リブ８９Ｈと、を備える。
【００９７】
　図１４に示すように、第１ダイヤフラム８１Ｈは、ＸＹ平面視で第２柱２０の全体と重
なる。第１ダイヤフラム８１Ｈは、第２柱２０の一方の端面（－Ｚ方向の端面）と接合さ
れる。第１ダイヤフラム８１Ｈは、例えば溶接によって、フランジ２１、フランジ２２及
びウェブ２３の端面と接合される。
【００９８】
　図１４に示すように、第２ダイヤフラム８２Ｈは、ＸＹ平面視で第１ダイヤフラム８１
Ｈと重なる。第２ダイヤフラム８２Ｈは、第１ダイヤフラム８１に面する。第２ダイヤフ
ラム８２Ｈは、ＸＹ平面視で第２柱２０の全体と重なる。第２ダイヤフラム８２Ｈは、第
２柱２０の他方の端面（＋Ｚ方向の端面）と接合される。第２ダイヤフラム８２Ｈは、例
えば溶接によって、フランジ２１、フランジ２２及びウェブ２３の端面と接合される。
【００９９】
　図１４に示すように、縦リブ８９Ｈは、平板状の部材である。縦リブ８９Ｈの厚さ方向
は、Ｘ方向と平行である。縦リブ８９ＨのＸ方向の位置は、フランジ２１のＸ方向の位置
と同じである。縦リブ８９Ｈは、ＸＹ平面視でフランジ２１と重なる。縦リブ８９Ｈは、
例えば溶接によって、第１ダイヤフラム８１及び第２ダイヤフラム８２と接合される。ま
た、連結材５０は、縦リブ８９Ｈと接合される。
【０１００】
　図１４に示すように、第１梁フランジ７１は、第１プレートとしての第１ダイヤフラム
８１Ｈと接合される。第１梁フランジ７１は、例えば開先溶接によって第１ダイヤフラム
８１Ｈと接合される。第２梁フランジ７２は、第２プレートとしての第２ダイヤフラム８
２Ｈと接合される。第２梁フランジ７２は、例えば開先溶接によって第２ダイヤフラム８
２Ｈと接合される。
【０１０１】
　なお、第１ダイヤフラム８１Ｈは、第１柱１０の一方の端面（－Ｚ方向の端面）と接合
されてもよい。第２ダイヤフラム８２Ｈは、第１柱１０の他方の端面（＋Ｚ方向の端面）
と接合されてもよい。すなわち、第１ダイヤフラム８１Ｈは、第１柱１０の一端又は第２
柱２０の一端と接合される。第２ダイヤフラム８２Ｈは、第１柱１０の他端又は第２柱２
０の他端と接合される。
【０１０２】
　以上で説明したように、第８変形例の架構式構造１００Ｈは、第１柱１０の一端又は第
２柱２０の一端と接合される第１ダイヤフラム８１Ｈと、第１柱１０の他端又は第２柱２
０の他端と接合され、且つ第１ダイヤフラム８１Ｈに面する第２ダイヤフラム８２Ｈと、
を備える。第１プレートは、第１ダイヤフラム８１Ｈである。第２プレートは、第２ダイ
ヤフラム８２Ｈである。
【０１０３】
　これにより、交差梁７０に作用する曲げモーメントは、第１ダイヤフラム８１、第２ダ
イヤフラム８２及び連結材５０を介して、第１柱１０及び第２柱２０に伝達される。架構
式構造１００Ｈは、連結された２つの柱に交差梁７０の曲げモーメントを伝達できる。
【０１０４】
（第９変形例）
　図１５は、第９変形例の架構式構造の斜視図である。なお、上述した実施形態で説明し
たものと同じ構成要素には同一の符号を付して重複する説明は省略する。
【０１０５】
　図１５に示すように、第９変形例の架構式構造１００Ｉは、連結材８０Ｉを備える。連
結材８０Ｉは、第１ダイヤフラム８１Ｉと、第２ダイヤフラム８２Ｉと、縦リブ８６Ｉと
、横リブ８７Ｉと、を備える。
【０１０６】
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　図１５に示すように、第１ダイヤフラム８１Ｉは、平板状の部材である。第１ダイヤフ
ラム８１Ｉの厚さ方向は、Ｚ方向と平行である。第１ダイヤフラム８１Ｉは、ＸＹ平面視
で第２柱２０の全体と重なる。第１ダイヤフラム８１Ｉは、第２柱２０の一方の端面（－
Ｚ方向の端面）と接合される。第１ダイヤフラム８１Ｉは、例えば溶接によって、フラン
ジ２１、フランジ２２及びウェブ２３の端面と接合される。また、第１ダイヤフラム８１
Ｉは、例えば溶接によって第１柱１０のフランジ１２と接合される。
【０１０７】
　図１５に示すように、第２ダイヤフラム８２Ｉは、平板状の部材である。第２ダイヤフ
ラム８２Ｉの厚さ方向は、Ｚ方向と平行である。第２ダイヤフラム８２Ｉは、ＸＹ平面視
で第１ダイヤフラム８１Ｉと重なる。第２ダイヤフラム８２Ｉは、第１ダイヤフラム８１
に面する。第２ダイヤフラム８２Ｉは、ＸＹ平面視で第２柱２０の全体と重なる。第２ダ
イヤフラム８２Ｉは、第２柱２０の他方の端面（＋Ｚ方向の端面）と接合される。第２ダ
イヤフラム８２Ｉは、例えば溶接によって、フランジ２１、フランジ２２及びウェブ２３
の端面と接合される。また、第２ダイヤフラム８２Ｉは、例えば溶接によって第１柱１０
のフランジ１２と接合される。
【０１０８】
　図１５に示すように、縦リブ８６Ｉは、平板状の部材である。縦リブ８６Ｉの厚さ方向
は、Ｘ方向と平行である。縦リブ８６ＩのＸ方向の位置は、フランジ２２のＸ方向の位置
と同じである。縦リブ８６Ｉは、ＸＹ平面視でフランジ２２と重なる。縦リブ８６Ｉは、
例えば溶接によって、第１ダイヤフラム８１Ｉ及び第２ダイヤフラム８２Ｉと接合される
。
【０１０９】
　図１５に示すように、横リブ８７Ｉは、平板状の部材である。横リブ８７Ｉの厚さ方向
は、Ｙ方向と平行である。横リブ８７ＩのＹ方向の位置は、ウェブ１３、ウェブ２３及び
ウェブ４３のＹ方向の位置と同じである。横リブ８７Ｉは、ＹＺ平面視でウェブ１３、ウ
ェブ２３及びウェブ４３と重なる。横リブ８７Ｉは、例えば溶接によって、第１ダイヤフ
ラム８１、第２ダイヤフラム８２、縦リブ８６Ｉ及びフランジ１２と接合される。
【０１１０】
　図１５に示すように、第１梁フランジ７１は、第１プレートとしての第１ダイヤフラム
８１Ｉと接合される。第１梁フランジ７１は、例えば開先溶接によって第１ダイヤフラム
８１Ｉと接合される。第２梁フランジ７２は、第２プレートとしての第２ダイヤフラム８
２Ｉと接合される。第２梁フランジ７２は、例えば開先溶接によって第２ダイヤフラム８
２Ｉと接合される。
【０１１１】
　なお、第１ダイヤフラム８１Ｉは、第１柱１０の一方の端面（－Ｚ方向の端面）と接合
されてもよい。第２ダイヤフラム８２Ｉは、第１柱１０の他方の端面（＋Ｚ方向の端面）
と接合されてもよい。すなわち、第１ダイヤフラム８１Ｉは、第１柱１０の一端又は第２
柱２０の一端と接合される。第２ダイヤフラム８２Ｉは、第１柱１０の他端又は第２柱２
０の他端と接合される。
【０１１２】
　以上で説明したように、第９変形例の架構式構造１００Ｉは、第１柱１０の一端又は第
２柱２０の一端と接合される第１ダイヤフラム８１Ｉと、第１柱１０の他端又は第２柱２
０の他端と接合され、且つ第１ダイヤフラム８１Ｉに面する第２ダイヤフラム８２Ｉと、
を備える。第１プレートは、第１ダイヤフラム８１Ｉである。第２プレートは、第２ダイ
ヤフラム８２Ｉである。
【０１１３】
　これにより、交差梁７０に作用する曲げモーメントは、第１ダイヤフラム８１、第２ダ
イヤフラム８２を介して、第１柱１０及び第２柱２０に伝達される。架構式構造１００Ｉ
は、連結された２つの柱に交差梁７０の曲げモーメントを伝達できる。また、交差梁７０
は、第１ダイヤフラム８１Ｉ及び第２ダイヤフラム８２Ｉに接合されるので、第１柱１０
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と第２柱２０との間の位置に限らず、その他の位置にも配置できる。架構式構造１００Ｉ
は、交差梁７０を配置できる範囲を広くすることができる。架構式構造１００Ｉは、交差
梁７０の配置場所に関する制約を低減できる。
【符号の説明】
【０１１４】
１０　第１柱
１１、１２　フランジ
１３　ウェブ
１５　リブ
２１、２２　フランジ
２３　ウェブ
２５　リブ
４０　梁
４１、４２　フランジ
４３　ウェブ
５０　連結材
５１、５２　フランジ
５３　ウェブ
６０　中間連結材
６１、６２　フランジ
６３　ウェブ
７０、７０Ｄ　交差梁
７１、７１Ｄ　第１梁フランジ
７２、７２Ｄ　第２梁フランジ
７３、７３Ｄ　ウェブ
７５、７６、７７　溶接部
８０、８０Ｉ　連結材
８１、８１Ｉ　第１ダイヤフラム
８２、８２Ｉ　第２ダイヤフラム
８５、８６、８６Ｉ　縦リブ
８７、８７Ｉ　横リブ
８８、８９、８９Ｈ　縦リブ
１００、１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄ、１００Ｅ、１００Ｆ、１００Ｇ、１
００Ｈ、１００Ｉ　架構式構造
７１１　フランジ本体
７１２　ハンチ
７２１　フランジ本体
７２２　ハンチ
９１　第１補強部材
９１１、９１２　ベースプレート
９１３　メインプレート
９２　第１補強部材
９２１、９２２　ベースプレート
９３　第２補強部材
９３１　ベースプレート
９３３　メインプレート
９４　第２補強部材
９４１　ベースプレート
９４３　メインプレート
９５　第２補強部材
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９５１　ベースプレート
９５３　メインプレート

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】
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