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(57)【要約】
【課題】梁接続部の断熱気密構造において確実な気密を
実現すると共に施工性の向上を図る。
【解決手段】建物の外壁２に沿って第１方向Ｘに延在す
る外周梁３と、第１方向Ｘに交差すると共に建物の内部
に向かう第２方向Ｙに延在する屋内梁４とが接続される
梁接続部１の断熱気密構造であって、屋内梁４の第２方
向Ｙに沿う外表面４１ａ，４１ｂを覆う断熱気密ブロッ
ク７Ａ，７Ｂを備える構成とする。断熱気密ブロック７
Ａ，７Ｂは、屋内梁４の外表面４１ａ，４１ｂに対向す
る対向面７１ｄを有し、対向面７１ｄには、屋内梁４側
に突出し、第２方向Ｙに交差するように配置されて連続
する気密用突起を形成し、この気密用突起を屋内梁４の
外表面４１ａ，４１ｂに密着させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の外壁に沿って第１方向に延在する外周梁と、前記第１方向に交差すると共に前記
建物の内部に向かう第２方向に延在する屋内梁とが接続される梁接続部の断熱気密構造で
あって、
　前記屋内梁の前記第２方向に沿う外表面を覆う断熱気密ブロックを備え、
　前記断熱気密ブロックは、前記外表面に対向する対向面を有し、
　前記対向面には、屋内梁側に突出し、前記第２方向に交差するように配置されて連続す
る気密用突起が形成され、
　前記気密用突起が前記屋内梁の前記外表面に密着している梁接続部の断熱気密構造。
【請求項２】
　前記対向面には、前記気密用突起を形成するための溝部が設けられ、
　前記溝部に流し込まれた発泡性部材を発泡させることで、前記気密用突起が形成されて
いる請求項１に記載の梁接続部の断熱気密構造。
【請求項３】
　前記外周梁を屋内側から覆う気密部材を備え、
　前記気密部材は、前記第１方向において前記屋内梁から離間して配置され、
　前記断熱気密ブロックは、前記第１方向に張り出し前記気密部材に当接する張出部を有
し、
　前記張出部及び前記気密部材は、前記屋内側で互いに隣接する隣接部において、互いに
面一である平坦面をそれぞれ有する請求項１又は２に記載の梁接続部の断熱気密構造。
【請求項４】
　前記断熱気密ブロックの前記屋内梁側の側面には、前記屋内梁の下フランジが挿入され
るフランジ収容溝が形成されている請求項１～３の何れか一項に記載の梁接続部の断熱気
密構造。
【請求項５】
　前記屋内梁に支持される上階床は、当該上階床の底面が前記屋内梁の上フランジより下
方に配置されており、
　前記上階床は、前記第１方向において前記屋内梁に接近して配置され、
　前記断熱気密ブロックは、上下方向に複数に分割されて形成され、上側に配置される上
部ブロックと、下側に配置される下部ブロックとを有し、
　前記上部ブロックは、前記第１方向において前記屋内梁のウェブと前記上階床との間の
隙間に充填される充填部を備える請求項１～４の何れか一項に記載の梁接続部の断熱気密
構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、梁接続部の断熱気密構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　住宅などの建物では、外周梁と屋内梁とが直交する梁接続部において、屋内梁の両側面
を覆う側面断熱材、及び屋内梁の下面を覆う下面断熱材を備えるものがある（例えば、特
許文献１参照）。この特許文献１には、側面断熱材及び下面断熱材に気密カバーを密着さ
せた断熱気密構造が開示されている。この断熱気密構造では、屋内梁に沿って設けられた
側面断熱材及び下面断熱材の屋内側の端面を覆うように、気密カバーが施工されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－４４５１号公報
【特許文献２】特開２００２－４４５２号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の従来技術では、側面断熱材及び下面断熱材の屋内側の端面が気密カバーによって
覆われているものの、気密性は十分ではなく、気密カバーと屋内梁との間の隙間を封止す
るために気密テープを施工する必要がある。しかしながら、屋内梁（例えばＨ形）の外形
は複雑であるので、その外形に沿って気密テープを折り曲げながら施工する必要があり、
気密性を確保することは容易ではなかった。
【０００５】
　本発明は、梁接続部において確実な気密を実現すると共に、施工性の向上を図ることが
可能な梁接続部の断熱気密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】
　本発明の梁接続部の断熱気密構造は、建物の外壁に沿って第１方向に延在する外周梁と
、第１方向に交差すると共に建物の内部に向かう第２方向に延在する屋内梁とが接続され
る梁接続部の断熱気密構造であって、屋内梁の第２方向に沿う外表面を覆う断熱気密ブロ
ックを備え、断熱気密ブロックは、外表面に対向する対向面を有し、対向面には、屋内梁
側に突出し、第２方向に交差するように配置されて連続する気密用突起が形成され、気密
用突起が屋内梁の外表面に密着している。
【０００７】
　この梁接続部の断熱気密構造によれば、外周梁と交差する屋内梁の第２方向に沿う外面
を覆う断熱気密ブロックには、屋内梁の外表面に対向する対向面から突出し、屋内梁の長
手方向である第２方向に交差するように配置されて連続する気密用突起が設けられ、この
気密用突起が屋内梁の外表面に密着して、確実な気密が実現される。そのため、従前のよ
うに、屋内梁の外表面の形状に沿うように気密テープを貼り付ける必要がなく、施工性の
向上を図ることができる。
【０００８】
　また、対向面には、気密用突起を形成するための溝部が設けられ、当該溝部に流し込ま
れた発泡性部材を発泡させることで、気密用突起が形成されていてもよい。これにより、
溝部に発泡性部材を流し込んで発泡させることで、屋内梁の外表面の形状に対応して気密
用突起を形成することができる。発泡性部材を発泡させて形成した気密用突起は、屋内梁
の外表面に馴染んで好適に密着するので、施工性の向上及び気密性の向上を図ることがで
きる。
【０００９】
　また、梁接続部の断熱気密構造は、外周梁を屋内側から覆う気密部材を備え、当該気密
部材は、第１方向において屋内梁から離間して配置され、断熱気密ブロックは、第１方向
に張り出し気密部材に当接する張出部を有し、張出部及び気密部材は、屋内側で互いに隣
接する隣接部において、互いに面一である平坦面をそれぞれ有する構成でもよい。この構
成の断熱気密構造によれば、第１方向に張り出す張出部を有するので、屋内梁から第１方
向に離間した位置に、断熱気密ブロックと気密部材との隣接部を配置することができ、こ
の隣接部で互いに面一である平坦面に気密テープを貼って、断熱気密ブロックと気密部材
との間の隙間を封止することができる。そのため、隣接する面が交差する入隅部に気密テ
ープを施工する必要を無くすことができ、平坦面に気密テープを貼ればよいので、施工性
の向上を図ると共に、気密性を向上させることができる。
【００１０】
　また、断熱ブロックの屋内梁側の側面には、屋内梁の下フランジが挿入されるフランジ
収容溝が形成されていてもよい。これにより、フランジ収容溝内に屋内梁の下フランジを
挿入することができるので、このフランジ収容溝の壁面をガイドとして、下フランジに対
して断熱気密ブロックを位置決めすることができる。そのため、屋内梁に対して容易に精
度良く断熱ブロックを配置することができる。また、下フランジをフランジ収容溝内に配
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置することで、断熱気密ブロックの屋内梁側の側面における対向面を、屋内梁のウェブに
接近させることができる。そのため、対向面に形成された気密用突起を好適に屋内梁のウ
ェブに密着させて気密性を向上させることができる。
【００１１】
　また、屋内梁に支持される上階床は、当該上階床の底面が屋内梁の上フランジより下方
に配置されており、上階床は、第１方向において屋内梁に接近して配置され、断熱気密ブ
ロックは、上下方向に複数に分割されて形成され、上側に配置される上部ブロックと、下
側に配置される下部ブロックとを有し、上部ブロックは、第１方向において屋内梁のウェ
ブと上階床との間の隙間に充填される充填部を備える構成でもよい。この構成の断熱気密
構造では、断熱気密ブロックが上下に分割されて形成されているので、屋内梁のウェブと
上階床との間の隙間に、上部ブロックの充填部を充填して配置した後に、下部ブロックを
配置することができ、施工性の向上を図ることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、梁接続部において確実な気密を実現すると共に、施工性の向上が図ら
れた、梁接続部の断熱気密構造を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１実施形態に係る梁接続部の断熱気密構造を下方から示す分解斜視図
である。
【図２】断熱気密ブロックが装着された状態の断熱気密構造を下方から示す斜視図である
。
【図３】屋内梁の上フランジに沿う面を上方から見た場合の断熱気密構造を示す断面図で
ある。
【図４】第１方向Ｘから見た場合の断熱気密構造を示す断面図である。
【図５】第２方向Ｙから見た場合の断熱気密構造を示す断面図である。
【図６】一対の断熱気密ブロックを上方から示す斜視図である。
【図７】一対の断熱気密ブロックを下方から示す斜視図である。
【図８】外周梁に沿って気密部材が装着された状態の断熱気密構造を下方から示す斜視図
である。
【図９】第２実施形態に係る梁接続部の断熱気密構造の断熱気密ブロックを上方から示す
斜視図である。
【図１０】第３実施形態に係る梁接続部の断熱気密構造の断熱気密ブロックを上方から示
す斜視図である。
【図１１】第４実施形態に係る梁接続部の断熱気密構造を下方から示す分解斜視図である
。
【図１２】図１１に示す断熱気密構造を第２方向Ｙから示す断面図である。
【図１３】図１１中の複数の断熱気密ブロックを下方から示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の好適な実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、
各図において同一部分又は相当部分には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。ま
た、図１～図１３の各図において、互いに直交する３方向をＸ方向、Ｙ方向及びＺ方向と
して、矢印で図示している。Ｘ方向（第１方向）は、後述する外周梁３が延在する方向で
あり、Ｙ方向（第２方向）は、後述する屋内梁４が延在する方向であり、Ｚ方向（第３方
向）は、上下方向である。
【００１５】
　まず、図１～図８を参照して、第１実施形態に係る梁接続部の断熱気密構造について説
明する。図１及び図２に示されるように梁接続部１の断熱気密構造１０は、例えば鉄骨造
の建物に適用される断熱気密構造である。この梁接続部１は、建物の外壁２に沿って配置
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された外周梁３と、屋内側に向かって延在する屋内梁４との接続部である。
【００１６】
　外周梁３及び屋内梁４は、Ｈ形鋼からなり、ウェブ３１，４１、上フランジ３２，４２
及び下フランジ３３，４３を有する。図３に示されているように、外周梁３と屋内梁４と
は、例えばＬ形の取付金具５を介して接続されている。取付金具５は、外周梁３のウェブ
３１に当接する固定片５１と、屋内梁４のウェブ４１に当接する支持片５２とを有し、Ｚ
方向において固定片５１と支持片５２とは直交している。固定片５１は、ウェブ３１の屋
内側の側面３１ａに当接し、ウェブ３１に対してボルト接合され、支持片５２は、ウェブ
４１のＸ方向における一方の側面４１ａに当接し、ウェブ４１に対してボルト接合されて
いる。なお、外周梁３と屋内梁４との接合は、その他の取付金具を用いて接合してもよく
、溶接などその他の方法により接合されるものでもよい。
【００１７】
　また、外周梁３及び屋内梁４は、上階床６を下方から支持し、上フランジ３２,４２の
天面３２ａ，４２ａは、上階床６の底面６ａに当接している。
【００１８】
　ここで、断熱気密構造１０は、梁接続部１において、屋内梁４を覆う断熱気密ブロック
７Ａ，７Ｂを備える。断熱気密ブロック７Ａ，７Ｂは、断熱性及び気密性を有するブロッ
ク体である。断熱気密ブロック７Ａ，７Ｂは、Ｘ方向の両側から屋内梁４を挟むように配
置される。断熱気密ブロック７Ａは、屋内梁４のウェブ４１の一方の側面４１ａ側に配置
され、断熱気密ブロック７Ｂは、屋内梁４のウェブ４１の他方の側面４１ｂ側に配置され
る。
【００１９】
　断熱気密ブロック７Ａ，７Ｂは、屋内梁４のウェブ４１の側面４１ａ，４１ｂを覆うよ
うに配置されるブロック本体７１と、ブロック本体７１からＸ方向の外側（屋内梁４とは
反対側）に張り出し外周梁３のウェブ３１の屋内側の側面３１ａを覆うように配置される
張出部７２とを含む。
【００２０】
　ブロック本体７１は、図４に示されるように、Ｚ方向において、屋内梁４の上フランジ
４２の天面４２ａから下フランジ４３の底面４３ａよりも下方まで達する長さを有し、図
５に示されるように、Ｙ方向において、ウェブ４１からフランジ４２，４３の端面４２ｃ
，４３ｃまでの長さを超える長さを有する。
【００２１】
　また、ブロック本体７１には、図６及び図７に示されるように、屋内梁４の上フランジ
４２を収容する上フランジ収容凹部７３、及び屋内梁４の下フランジ４３を収容する下フ
ランジ収容溝７４が形成されている。ブロック本体７１は、屋内梁４側の側部において、
屋内梁４の外形（第２方向に沿う外表面の形状）に倣う形状を含み、上階床６に対向して
当接する当接面（対向面）７１ａ、屋内梁４に対向して当接する当接面７１ｂ～７１ｇ、
及び対向する断熱気密ブロック７Ｂ，７Ａに対向して当接する当接面７１ｈを有する。な
お、屋内梁の第２方向に沿う外表面とは、第２方向であるＹ方向に平行である面であり、
Ｙ方向に対して傾斜する面を含んでいてもよい。
【００２２】
　ブロック本体７１の当接面７１ｂ～７１ｈは、具体的には、上階床６の底面６ａに対向
して当接する当接面７１ａ、屋内梁４の上フランジ４２の端面４２ｃに対向して当接する
当接面７１ｂ、上フランジ４２の下面４２ｂに対向して当接する当接面７１ｃ、ウェブ４
１の側面４１ａ，４１ｂに対向して当接する当接面７１ｄ、下フランジ４３の上面４３ｂ
に対向して当接する当接面７１ｅ、下フランジ４３の端面４３ｃに対向して当接する当接
面７１ｆ、下フランジ４３の底面４３ａに対向して当接する当接面７１ｇ、対向する断熱
気密ブロック７Ｂ，７Ａに当接する当接面７１ｈを含む。
【００２３】
　上フランジ収容凹部７３は、当接面７１ｂ，７１ｃによって囲まれた領域であり、当接
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面７１ｃは、ブロック本体７１の天面を成す当接面７１ａよりも下方に形成された段差面
である。当接面７１ａと当接面７１ｃとによる段差は、上フランジ４２の厚みに対応して
いる。
【００２４】
　下フランジ収容溝７４は、当接面７１ｅ，７１ｆ，７１ｇによって囲まれた領域である
。下フランジ収容溝７４は、ブロック本体７１のウェブ４１側の側部からＸ方向にブロッ
ク本体１７の内部に進入するように形成されている。当接面７１ｅと当接面７１ｇとの距
離は、下フランジ４３の厚みに対向し、当接面７１ｄと当接面７１ｅとの距離は、ウェブ
４１の側面４１ａ，４１ｂと下フランジ４３の端面４３ｃとの距離に対応している。
【００２５】
　また、断熱気密ブロック７Ａ，７Ｂにおいて、外周梁３と屋内梁４とが交差する入隅部
に対応する角部には、凹部が形成されていてもよい。
【００２６】
　断熱気密ブロック７Ａ，７Ｂの張出部７２は、図４に示されるように、Ｚ方向において
、外周梁３の上フランジ３２の天面３２ａから下フランジ３３の底面３３ａまで達する長
さを有する。
【００２７】
　張出部７２には、外周梁３の上フランジ３２を収容する上フランジ収容凹部７６と、外
周梁３の下フランジ３３を収容する下フランジ収容凹部７７とが形成されている。張出部
７２は、外周梁３側の側部において、外周梁３の外形に倣う形状を含み、上階床６に対向
して当接する当接面７２ａ、及び外周梁３に対向して当接する当接面７２ｂ～７２ｆを有
する。
【００２８】
　図４では、断熱気密ブロック７Ａについて図示している。張出部７２の当接面７２ａ～
７２ｆは、上階床６の底面６ａに対向して当接する当接面７２ａ、外周梁３の上フランジ
３２の端面３２ｃに対向して当接する当接面７２ｂ、上フランジ３２の下面３２ｂに対向
して当接する当接面７２ｃ、ウェブ３１の屋内側の側面３１ａに対向して当接する当接面
７２ｄ、下フランジ３３の上面３３ｂに対向して当接する当接面７２ｅ、下フランジ３３
の端面３３ｃに対向して当接する当接面７２ｆを含む。
【００２９】
　上フランジ収容凹部７６は、当接面７２ｂ，７２ｃによって囲まれた領域であり、当接
面７２ｃは、張出部７２の天面を成す当接面７２ａよりも下方に形成された段差面である
。また、当接面７２ａは、外周梁３の上フランジ３２の天面３２ａに対して面一となるよ
うに形成されている。
【００３０】
　下フランジ収容凹部７７は、当接面７２ｅ，７２ｆによって囲まれた領域であり、当接
面７２ｅは、張出部７２の底面７２ｇよりも上方に形成された段差面である。底面７２ｇ
は、Ｚ方向において当接面７２ａに対向する面であり、外周梁３の下フランジ３３の底面
３３ａに対して面一となるように形成されている。また、張出部７２の底面７２ｇは、ブ
ロック本体７１の底面７１ｉより上方に配置されている。
【００３１】
　ここで、断熱気密ブロック７Ａ，７Ｂには、図６に示されるように、屋外側と屋内側と
の間の空気の通過を阻害する気密用突起１１がそれぞれ形成されている。気密用突起１１
は、当接面７１ａ～７１ｇから突出する第１突起部（不図示）、当接面７１ａから突出す
る第２突起部１３、及び当接面７２ａから突出する第３突起部１４を含む。なお、気密用
突起１１は、図３及び図６のみに図示されている。
【００３２】
　第１突起部は、Ｙ方向と交差する方向（Ｚ方向又はＸ方向）に連続し、屋内梁４の長手
方向（Ｙ方向）に沿う空気の通過を阻害するように形成されている。第１突起部は、突起
用溝部１５内に流し込まれた発泡性部材を発泡させることで形成された気密用突起である
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。発泡性部材としては、例えば発泡ウレタンを使用することができる。発泡性部材は、１
種類の液体材料から構成される１液性のものでもよく、２種類の液体材料を混合して構成
される２液性のものでもよい。発泡性部材は、３種類以上の液体材料を混合して構成され
るものでもよい。
【００３３】
　突起用溝部１５は、発泡性部材が流通可能な流路を形成すると共に、発泡性部材が発泡
して硬化した後に、気密用突起として機能する発泡性部材を保持する。突起用溝部１５は
、図５に示されるように、ブロック本体７１の当接面７１ａ，７１ｂ，７１ｃ，７１ｄ，
７１ｅ，７１ｆ，７１ｇ，７１ｈにおいて連続して形成されている。
【００３４】
　そして、当接面７１ａから突出する第１突起部は、上階床６の底面６ａに密着する。当
接面７１ｂから突出する第１突起部は、上フランジ４２の端面４２ｃに密着する。当接面
７１ｃから突出する第１突起部は、上フランジ４２の下面４２ｂに密着する。当接面７１
ｄから突出する第１突起部は、ウェブ４１の側面４１ａ，４１ｂに密着する。当接面７１
ｅから突出する第１突起部は、下フランジ４３の上面４３ｂに密着する。当接面７１ｆか
ら突出する第１突出部は、下フランジ４３の端面４３ｃに密着する。当接面７１ｇから突
出する第１突出部は、下フランジ４３の底面４３ａに密着する。また、当接面７１ｈから
突出する第１突出部は、対向する当接する７１ｈから突出第１突出部に密着する。なお、
当接面７１ｈから突出する第１突出部は、断熱気密ブロック７Ａ，７Ｂのうち少なくとも
一方に形成されていればよい。
【００３５】
　また、ブロック本体７１には、突起用溝部１５に連通する連通孔１６が形成されている
。連通孔１６は、ブロック本体７１の屋内側の側面７１ｊから屋内梁４側の当接面７１ｄ
まで貫通するように、Ｘ方向に連続して形成されている。屋内側の側面７１ｊは、Ｘ方向
において当接面７１ｄと対向する面であり、屋内梁４とは反対側に向けられた面である。
連通孔１６の側面７１ｊ側の端部は、側面７１ｊにおいて開口部１６ａとして形成され、
連通孔１６の屋内梁４側の端部は、突起用溝部１５内で開口部１６ｂとして形成されてい
る。側面７１ｊに形成された開口部１６ａは、発泡用部材を突起用溝部１５に流入させる
ための流入口として利用される。
【００３６】
　また、突起用溝部１５の上側の端部は、側面７１ｊにおいて開口部１５ａとして形成さ
れ、突起用溝部１５の下側の端部は、底面７１ｉにおいて開口部１５ｂとして形成されて
いる。開口部１５ａ，１５ｂは、突起用溝部１５内で発泡した発泡用部材を外部に流出さ
せるための流出口として利用される。なお、開口部１５ａから発泡用部材を流入させても
よく、開口部１５ｂから発泡用部材を流入させてもよい。
【００３７】
　第２突起部１３は、図３及び図６に示されるように、ブロック本体７１の当接面７１ａ
においてＹ方向に連続している。第２突起部１３の屋内側の端部は、第１突起部に接続さ
れ、第２突起部１３の屋外側の端部は、第３突起部１４に接続されている。第２突起部１
３は、第２突起部１３の長手方向に交差する断面において、例えば半円形状を成している
。第２突起部１３は、当接面７１ａから上方に突出して上階床６の底面６ａに密着する。
第２突起部１３は、屋内梁４の幅方向（Ｘ方向）において、空気の通過を阻害する。
【００３８】
　第３突起部１４は、張出部７２の当接面７２ａにおいてＸ方向に連続している。第３突
起部１４の屋内梁４側の端部は、第２突起部１３に接続され、第３突起部１４の屋内梁４
とは反対側は、当接面７２ａのＸ方向における端部まで連続している。第３突起部１４は
、第３突起部１４の長手方向に交差する断面において、例えば半円形状を成している。第
３突起部１４は、当接面７２ａから上方に突出して上階床６の底面６ａに密着する。第３
突起部１４は、外周梁３の幅方向（Ｙ方向）において、屋内側と屋外側との間の空気の通
過を阻害する。
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【００３９】
　次に、図８を参照して、外周梁３の屋内側を覆う気密部材２０について説明する。梁接
続部１の断熱気密構造１０は、外周梁３を覆う気密部材２０として、外周梁３の下フラン
ジ３３を下方から覆う底部気密板２１と、外周梁３の屋内側の側面３１ａを覆う側部気密
板２２と、を有する。
【００４０】
　底部気密板２１は、板状を成し、下フランジ３３に沿って配置され、底部気密板２１の
厚み方向は、Ｚ方向に沿うように配置されている。また、底部気密板２１の厚さは、図４
に示されるように、Ｚ方向において、下フランジ３３の底面３３ａ及び張出部７２の底面
７２ｇと、ブロック本体７１の底面７１ｉとの距離に対応している。底部気密板２１の幅
（Ｙ方向の長さ）は、外壁２とブロック本体７１との間の距離に対応している。
【００４１】
　側部気密板２２は、板状を成し、ウェブ３１に沿って配置され、側部気密板２２の厚み
方向は、Ｙ方向に沿うように配置されている。また、側部気密板２２の厚さは、Ｙ方向に
おいて、外周梁３の上フランジ３２の端面３２ｃ及び下フランジ３３の端面３３ｃと、張
出部７２の屋内側の側面７２ｈとの距離に対応している。張出部７２及び側部気密板２２
は、屋内側で互いに隣接する隣接部を含む屋内側の側面７２ｈ，２２ａにおいて、互いに
面一である平坦面を有する。すなわち、張出部７２の屋内側の側面７２ｈは、側部気密板
２２の屋内側の側面２２ａに対して面一となっている。また、側部気密板２２の屋内梁４
側のＸ方向の端部は、張出部７２のＸ方向の端面７２ｉと当接している。断熱気密ブロッ
ク７Ａ，７Ｂと側部気密板２２との接合部は、Ｘ方向において、屋内梁４から離間した位
置に形成されている。
【００４２】
　次に、梁接続部１の断熱気密構造１０の施工方法について説明する。まず、図１に示さ
れるように、一対の断熱気密ブロック７Ａ，７Ｂを準備する。次に、断熱気密ブロック７
Ａ，７Ｂを屋内梁４の側方に配置して、断熱気密ブロック７Ａ，７Ｂを屋内梁４に接近さ
せて装着する。このとき、下フランジ収容溝７４内に、屋内梁４の下フランジ４３を挿入
して嵌め込む。これにより、下フランジ収容溝７４をガイドとして、屋内梁４に対して断
熱気密ブロック７Ａ，７Ｂを位置決めして取り付けることができる。
【００４３】
　また、断熱気密ブロック７Ａ，７Ｂが装着された状態において、ブロック本体７１の当
接面７１ａは、上階床６の底面６ａに当接し、当接面７１ｂは上フランジ４２の端面４２
ｃに当接し、当接面７１ｃは上フランジ４２の下面４２ｂに当接し、当接面７１ｄはウェ
ブ４１の側面４１ａ，４１ｂに当接し、当接面７１ｅは下フランジ４３の上面４３ｂに当
接し、当接面７１ｆは下フランジ４３の端面４３ｃに当接し、当接面７１ｇは下フランジ
４３の底面４３ａに当接し、当接面７１ｈは対向する当接面７１ｈに当接する。なお、「
当接」とは、対向する面同士が接触している状態でもよく、対向する面同士が接近してい
るものの接触していない状態でもよい。
【００４４】
　続いて、断熱気密ブロック７Ａ，７Ｂを拘束して、断熱気密ブロック７Ａ，７Ｂが移動
しないようにする。このとき、気密用突起１１の第２突起部１３及び第３突起部１４は、
上階床６に密着している。
【００４５】
　次に、発泡部材を連通孔１６から流し込み、発泡部材を発泡させる。発泡部材は、連通
孔１６内を通過して、突起用溝部１５内に流入し、連通孔１６内及び突起用溝部１５内で
発泡する。発泡部材は、突起用溝部１５の全長に亘って発泡し、突起用溝部１５の両端部
の開口部１５ａ，１５ｂから外部に流出する。突起用溝部１５内の発泡部材が発泡するこ
とで、上階床６及び屋内梁４の形状に合わせて密着する第１突起部が形成される。そして
、発泡部材が硬化した後に、ブロック本体７１の外部に流出した発泡部材を切り落とし、
発泡部材の端面を周囲の面に対して面一とする。これにより、ブロック本体７１の外面を
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平坦面として維持する。
【００４６】
　次に、図８に示されるように、底部気密板２１及び側部気密板２２を施工する。底部気
密板２１をブロック本体７１と外壁２との間の隙間に嵌める共に下フランジ３３に当接す
るように配置する。側部気密板２２を屋内側からウェブ３１を覆うように配置する。この
とき、底部気密板２１の底面は、ブロック本体７１の底面７１ｉに対して面一となってお
り、側部気密板２２の屋内側の側面２２ａは、張出部７２の屋内側の側面７２ｈに対して
面一となっている。また、底部気密板２１の屋内側の端面は、側面７２ｈ，２２ａに対し
て面一となっている。
【００４７】
　続いて、断熱気密ブロック７Ａ，７Ｂ、底部気密板２１、及び側部気密板２２のうちの
２つが隣接する隣接線に対して、屋内側から気密テープを貼り付ける。具体的には、断熱
気密ブロック７Ａ，７Ｂのブロック本体７１同士が底部で隣接する隣接線Ｌ１、断熱気密
ブロック７Ａ，７Ｂと底部気密板２１とが底部で隣接する隣接線Ｌ２、張出部７２と側部
気密板２２とが隣接する隣接線Ｌ３、側部気密板２２と底部気密板２１とが隣接する隣接
線Ｌ４に対して気密テープを貼り付ける。これにより、気密用の各部材（断熱気密ブロッ
ク７Ａ，７Ｂ、底部気密板２１、側部気密板２２）が隣接する部分における隙間を封止し
て、気密性を確保することができる。
【００４８】
　このような梁接続部１の断熱気密構造１０によれば、屋内梁４のＹ方向に沿う外表面（
上フランジ３２の端面３２ｃ、上フランジ３２の下面３２ｂ、ウェブ３１の側面、下フラ
ンジ３３の上面３３ｂ、下フランジ３３の端面３３ｃ、下フランジ３３の底面３３ａ）に
対向する当接面７１ａ～７１ｈ及び上階床６の底面６ａに対向する当接面７１ａ，７２ａ
に、気密用突起１１が形成されているので、第１突起部を屋内梁４及び上階床６に密着さ
せて、確実な気密を実現することができる。これにより、屋内梁４の長手方向における断
熱気密ブロック７Ａ，７Ｂの屋内側の端部において、従前のように屋内梁４の外表面の形
状（Ｈ形）に沿うように気密テープを貼り付ける必要がなく、施工性の向上を図ると共に
気密性を向上させることができる。
【００４９】
　また、当接面７１ａ～７１ｈには、突起用溝部１５が設けられており、この突起用溝部
１５に発泡性部材を流し込んで第１突起部を形成しているので、屋内梁４の外表面の形状
に馴染んで密着する第１突起部を容易に形成することができ、施工性及び気密性を向上さ
せることができる。
【００５０】
　また、断熱気密構造１０では、当接面７１ａにおいて、Ｙ方向に連続する第２突起部１
３が形成され、当接面７２ａにおいて、Ｘ方向に連続する第３突起部１４が形成され、こ
れらの第２突起部１３及び第３突起部１４が上階床６の底面６ａに密着している。これに
より、上階床６と断熱気密ブロック７Ａ，７Ｂとの間の隙間が封止されて気密性が確保さ
れる。
【００５１】
　また、断熱気密構造１０では、断熱気密ブロック７Ａ，７Ｂにおいて、Ｙ方向に沿って
張り出す張出部７２を有するので、断熱気密ブロック７Ａ，７Ｂと側部気密板２２との隣
接線Ｌ３を、Ｙ方向において屋内梁４から離間した位置に配置することができ、この隣接
線Ｌ３を挟んで面一である平坦面に気密テープを貼ることができる。これにより、断熱気
密ブロック７Ａ，７Ｂと側部気密板２２との間の隙間を封止することができ、隣接する面
同士が交差する入隅部に気密テープを施工する必要を無くすことができる。断熱気密構造
１０では、隣接線Ｌ３を挟んで隣接する平坦面に気密テープを貼ればよいので、施工性の
向上を図ると共に、確実な気密性を実現することができる。
【００５２】
　また、断熱気密ブロック７Ａ，７Ｂの屋内梁４側の側面（当接面７１ｄ，７１ｈ間）に
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は、屋内梁４の下フランジ４３が挿入される下フランジ収容溝７４が形成されているので
、この下フランジ収容溝７４の当接面７１ｅ，７１ｇをガイドとして、下フランジ４３に
対して断熱気密ブロック７Ａ，７Ｂを位置決めすることができる。そのため、屋内梁４に
対して精度良く容易に断熱気密ブロック７Ａ，７Ｂを配置することができる。また、下フ
ランジ４３を下フランジ収容溝７４内に配置することで、断熱気密ブロック７Ａ，７Ｂの
屋内梁４側の側面における当接面７１ｄを、屋内梁４のウェブ４１に接近させることがで
きる。そのため、当接面７１ｄに形成された気密用突起１１の第１突起部を好適にウェブ
４１に密着させて気密性を向上させることができる。
【００５３】
　次に図９を参照して、第２実施形態に係る梁接続部の断熱気密構造について説明する。
第２実施形態に係る梁接続部の断熱気密構造が、第１実施形態に係る梁接続部と異なる点
は、断熱気密ブロックの形状、及び気密用突起の構成が異なる点である。図９（ａ）は、
第２実施形態に係る梁接続部の断熱気密構造の断熱気密ブロックを上方から示す斜視図で
あり、図９（ｂ）は、気密用突起の断面を示す断面図である。なお、上記の第１実施形態
と同様な説明は省略する。
【００５４】
　図９（ａ）に示されるにように、断熱気密ブロック７Ｃには、気密用突起１１Ｂが形成
されている。気密用突起１１Ｂは、第１突起部１２Ｂ、第２突起部１３Ｂ、及び第３突起
部１４Ｂを含む。これらの第１突起部１２Ｂ、第２突起部１３Ｂ、及び第３突起部１４Ｂ
は、例えばＥＰＤＭ（エチレン・プロピレン・ジエンゴム）からなるシール部材であり、
図９（ｂ）に示されるように、長手方向に直交する断面が矩形状を成している。シール部
材は、弾性を有し対向する面の凹凸に合わせて好適に変形可能である。
【００５５】
　第１突起部１２Ｂは、ブロック本体７１の当接面７１ａ，７１ｂ，７１ｃ，７１ｄ，７
１ｅ，７１ｆ，７１ｇ，７１ｈにおいて連続して形成されている。また、第２突起部１３
Ｂは、ブロック本体７１の当接面７１ａにおいてＹ方向に連続して形成され、第３突起部
１４Ｂは、張出部７２の当接面７２ａにおいてＸ方向に連続して形成されている。
【００５６】
　このような断熱気密ブロック７Ｃを備える断熱気密構造においても、気密用突起１１Ｂ
を上階床６及び屋内梁４に密着させて、確実な気密を実現することができる。
【００５７】
　次に図１０を参照して、第３実施形態に係る梁接続部の断熱気密構造について説明する
。第３実施形態に係る梁接続部の断熱気密構造が、第２実施形態に係る梁接続部と異なる
点は、気密用突起の構成が異なる点である。図１０（ａ）は、第３実施形態に係る梁接続
部の断熱気密構造の断熱気密ブロックを上方から示す斜視図であり、図１０（ｂ）は、気
密用突起の断面を示す断面図である。なお、上記の第１，２実施形態と同様な説明は省略
する。
【００５８】
　図１０に示される断熱気密ブロック７Ｄには、気密用突起１１Ｃが形成されている。気
密用突起１１Ｃは、第１突起部１２Ｃ、第２突起部１３Ｃ、及び第３突起部１４Ｃを含む
。これらの第１突起部１２Ｃ、第２突起部１３Ｃ、及び第３突起部１４Ｃは、図１０（ｂ
）に示されるように、当接面の表面形状を凸形状にすることで形成されている。第１突起
部１２Ｃ、第２突起部１３Ｃ、及び第３突起部１４Ｃは、長手方向に直交する断面が半円
形を成すように形成されている。気密用突起１１Ｃは、この気密用突起１１Ｃに対向する
面に合わせて変形し、対向する屋内梁４又は上階床６の外面に密着する。
【００５９】
　このような断熱気密ブロック７Ｄを備える断熱気密構造においても、気密用突起１１Ｃ
を上階床６及び屋内梁４に密着させて、確実な気密を実現することができる。
【００６０】
　次に図１１～図１３を参照して、第４実施形態に係る梁接続部の断熱気密構造について
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説明する。第４実施形態では、上階床２６の底面２６ａが低い位置に設定されているタイ
プの建物に対して、断熱気密構造を適用する場合について説明する。なお、第１実施形態
と同様の説明は省略する。
【００６１】
　第４実施形態に係る梁接続部の断熱気密構造１０Ｂでは、図１１及び図１２に示される
ように、上階床２６の底面２６ａは、上フランジ３２，４２よりも低い位置に配置され、
上階床２６の床面２６ｂは、上フランジ３２，４２よりも高い位置に配置されている。上
階床２６は、上フランジ４２に取り付けられた取付金具２７によって、支持されている。
【００６２】
　取付金具２７は、図１２に示されるように、上フランジ３２上に配置される固定片２７
ａと、固定片２７ａから下方に屈曲されて垂下する垂下片２７ｂと、垂下片２７ｂからウ
ェブ４１とは反対側に屈曲されて上階床２６の底面２６ａに当接する支持片２７ｃと、を
有する。取付金具２７は、屋内梁４の長手方向に延在している。同様に、外周梁３に対し
ても取付金具２７が取り付けられており、この取付金具２７によって上階床２６の床面２
６ｂは下方から支持されている。
【００６３】
　上階床２６のＸ方向における端面２６ｃは、屋内梁４に接近して配置されている。取付
金具２７の垂下片２７ｂは、上階床２６の端面２６ｃを覆うように配置されている。また
、Ｘ方向において、垂下片２７ｂとウェブ４１との距離は、上フランジ４２の端面４２ｃ
とウェブ４１との距離に対応している。
【００６４】
　ここで、断熱気密構造１０Ｂは、梁接続部１において、屋内梁４を覆う断熱気密ブロッ
ク８Ａ，８Ｂを備えている。断熱気密ブロック８Ａ，８Ｂは、断熱性及び気密性を有する
ブロック体である。断熱気密ブロック８Ａ，８Ｂは、Ｘ方向の両側から屋内梁４を挟むよ
うに配置される。断熱気密ブロック８Ａは、屋内梁４のウェブ４１の一方の側面４１ａ側
に配置され、断熱気密ブロック８Ｂは、屋内梁４のウェブ４１の他方の側面４１ｂ側に配
置される。
【００６５】
　断熱気密ブロック８Ａ，８Ｂは、それぞれ上下に分割されて形成され、上側に配置され
る上部ブロック８１と、下側に配置される下部ブロック８２と、を有する。
【００６６】
　上部ブロック８１は、屋内梁４のウェブ４１の側面４１ａ，４１ｂを覆うように配置さ
れるブロック本体８３と、ブロック本体８３からＸ方向の外側（屋内梁４とは反対側）に
張り出し外周梁３のウェブ３１の屋内側の側面３１ａを覆うように配置される張出部８４
とを含む。
【００６７】
　また、下部ブロック８２は、屋内梁４のウェブ４１の側面４１ａ，４１ｂを覆うように
配置されるブロック本体８５と、ブロック本体８５からＸ方向の外側（屋内梁４とは反対
側）に張り出し外周梁３のウェブ３１の屋内側の側面３１ａを覆うように配置される張出
部８６とを含む。
【００６８】
　上部ブロック８１のブロック本体８３は、屋内梁４のＹ方向に沿う外表面の形状に倣う
形状を含み、屋内梁４に対向して当接する当接面（対向面）８３ａ，８３ｂを有する。当
接面８３ａは、上方を向く面であり、上フランジ４２の下面４２ｂに対向して当接する面
である。当接面８３ｂは、屋内梁４のウェブ４１の側面４１ａ，４１ｂに対向して当接す
る面である。
【００６９】
　ブロック本体８３は、取付金具２７の外表面の形状に倣う形状を含み、取付金具２７に
対向する当接面８３ｃ，８３ｄを有する。当接面８３ｃは、上方を向く面であり、取付金
具２７の支持片２７ｃの下面に対向して当接する面である。当接面８３ｄは、ウェブ４１
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とは反対側を向く面であり、取付金具２７の垂下片２７ｂに対向する面である。
【００７０】
　ブロック本体８３の上部側の部分であり、当接面８３ａ，８３ｂ，８３ｄによって囲ま
れる領域は、Ｘ方向において屋内梁４のウェブ４１と取付金具２７の垂下片２７ｂとの間
の隙間に充填される充填部として機能する。
【００７１】
　また、ブロック本体８３は、下部ブロック８２のブロック本体８５の上面側の外表面の
形状に倣う形状を含み、ブロック本体８５の後述する当接面８５ｆ，８５ｇ，８５ｈに対
向して当接する当接面８３ｅ，８３ｆ，８３ｇを有する。当接面８３ｅは、下方を向く面
であり、ブロック本体８５の当接面８５ａに対向して当接する面である。当接面８５ｆは
、当接面８３ｅのウェブ４１側の縁部から下方に延びウェブ４１とは反対側を向く面であ
り、ブロック本体８５の当接面８５ｂに対向して当接する面である。当接面８３ｇは、当
接面８３ｆの下端からＸ方向にウェブ４１側に延び、下方を向く面であり、ブロック本体
８５の当接面８５ｃに対向して当接する面である。
【００７２】
　上部ブロック８１の張出部８４は、Ｚ方向に対向する当接面８４ａ，８４ｂを有する。
当接面８４ａは、張出部８４の天面を成し、外周梁３に沿う取付金具２７の支持片２７ｃ
の下面に対向して当接する面である。当接面８４ａは、ブロック本体８３の当接面８３ｅ
に対して面一となるように形成されている。当接面８４ｂは、張出部８４の底面を成し、
下方を向く面であり、下部ブロック８２の張出部８６の後述する当接面８６ａに対向して
当接する面である。
【００７３】
　下部ブロック８２のブロック本体８５には、図１２及び図１３に示されるように、屋内
梁４の下フランジ４３を収容する下フランジ収容溝８７が形成されている。下部ブロック
８２のブロック本体８５は、屋内梁４の外形に倣う形状を含み、屋内梁４に対向して当接
する当接面（対向面）８５ａ，８５ｂ，８５ｃ，８５ｄ，８５ｅを有する。
【００７４】
　当接面８５ａは、屋内梁４のウェブ４１の側面４１ａ，４１ｂに対向して当接する面で
ある。当接面８５ｂは、下フランジ４３の上面４３ｂに対向して当接する面である。当接
面８５ｃは、下フランジ４３の端面４３ｃに対向して当接する面である。当接面８５ｄは
、下フランジ４３の底面４３ａに対向して当接する面である。当接面８５ｅは、対向する
断熱気密ブロック８Ｂ，８Ａに当接する面である。
【００７５】
　また、ブロック本体８５は、上部ブロック８１のブロック本体８３において下面側に形
成された当接面８５ｅ，８３ｆ，８３ｇに倣う形状を含み、これらの当接面８３ｅ，８３
ｆ，８３ｇに対向して当接する当接面８５ｆ，８５ｇ，８５ｈを有する。当接面８５ｆは
、上方を向く面であり、ブロック本体８３の当接面８３ｅに対向して当接する面である。
当接面８５ｇは、当接面８５ｆのウェブ４１側の縁部から下方に延びウェブ４１側を向く
面であり、ブロック本体８３の当接面８３ｆに対向して当接する面である。当接面８５ｈ
は、当接面８５ｇの下端からＸ方向にウェブ４１側に延び、上方を向く面であり、ブロッ
ク本体８３の当接面８３ｇに対向して当接する面である。
【００７６】
　また、下フランジ収容溝８７は、当接面８５ｂ，８５ｃ，８５ｄによって囲まれた領域
である。また、ブロック本体８５には、当接面８５ｈから上方に突出する凸部８８が形成
されている。この凸部８８は、当接面８５ｇ，８５ｆによって囲まれた領域である。
【００７７】
　下部ブロック８２の張出部８６の上面側には、張出部８６の天面を成し、上部ブロック
８１の張出部８４の当接面８４ｂに対向して当接する当接面８６ａが形成されている。張
出部８６の下面側には、当接面８６ｂ，８６ｃ，８６ｄが形成されている。当接面８６ｂ
は、外周梁３とは反対側で、下方を向く面であり、底部気密板２１（図８参照）の天面に
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対向して当接する面である。当接面８６ｂは、下フランジ３３の底面３３ａに対して面一
となるように形成されている。当接面８６ｃは、当接面８６ｂの外周梁３側の端部で上方
に延び、下フランジ３３の端面３３ｃに対向して当接する面である。当接面８６ｄは、当
接面８６ｃの上端側からＹ方向にウェブ３１側に延び、下フランジ３３の上面３３ｂに対
向して当接する面である。
【００７８】
　ここで、断熱気密ブロック８Ａ，８Ｂには、屋外側と屋内側との間の空気の通過を阻害
する気密用突起（不図示）がそれぞれ形成されている。気密用突起は、第１実施形態と同
様に形成されている。気密用突起は、当接面から突出し、屋内梁４又は取付金具２７に密
着して空気の通過を阻害する第１突起部、第２突起部、及び第３突起部を含む。
【００７９】
　第１突起部は、Ｙ方向と交差する方向（Ｚ方向又はＸ方向）に連続し、屋内梁４の長手
方向（Ｙ方向）に沿う空気の通過を阻害するように形成されている。第１突起部は、突起
用溝部１５内に流し込まれた発泡性部材を発泡させることで形成された気密用突起である
。
【００８０】
　突起用溝部１５は、発泡性部材が流通可能な流路を形成すると共に、発泡性部材が発泡
して硬化した後に、気密用突起として機能する発泡性部材を保持する。突起用溝部１５は
、ブロック本体８３，８５の当接面８３ａ，８３ｂ，８５ａ，８５ｂ，８５ｃ，８５ｅに
おいて連続して形成されている。
【００８１】
　また、ブロック本体８３には、突起用溝部１５に連通する連通孔１６が形成されている
。連通孔１６は、ブロック本体８３の屋内梁４とは反対側の側面８３ｈから屋内梁４側の
当接面８３ｂまで貫通するように、Ｘ方向に連続して形成されている。屋内梁４とは反対
側の側面８３ｈは、Ｘ方向において当接面８３ｂと対向する面である。
【００８２】
　第２突起部１３は、ブロック本体８３の当接面８３ａにおいてＹ方向に連続している。
第２突起部１３の屋内側の端部は、第１突起部に接続され、第２突起部１３の屋外側の端
部は、第３突起部１４に接続されている。
【００８３】
　第３突起部１４は、ブロック本体８３の当接面８３ａにおいてＸ方向に延在し、当接面
８３ｄにおいてＺ方向に延在し、張出部８４の当接面８４ａにおいてＸ方向に延在してい
る。
【００８４】
　次に、梁接続部１の断熱気密構造１０Ｂの施工方法について説明する。まず、図１３に
示されるように、一対の断熱気密ブロック８Ａ，８Ｂを準備する。次に、断熱気密ブロッ
ク８Ａ，８Ｂの上部ブロック８１を屋内梁４の側方に配置して、上部ブロック８１の上部
側を、取付金具２７とウェブ４１との間の隙間に挿入して充填する。この状態において、
当接面８３ａは上フランジ３２の下面３２ｂに当接し、当接面８３ｂはウェブ４１の対向
する側面４１ａ，４１ｂに当接し、当接面８３ｃは取付金具２７の支持片２７ｃの下面に
当接し、当接面８３ｄは取付金具２７の垂下片２７ｂに当接している。
【００８５】
　次に、下部ブロック８２を屋内梁４の側方に配置して、下部ブロック８２を屋内梁４に
接近あせて装着する。このとき、下フランジ収容溝８７内に、屋内梁４の下フランジ４３
を挿入して嵌め込む。この状態において、当接面８５ａは、ウェブ４１の対向する側面４
１ａ，４１ｂに当接し、当接面８５ｂは、下フランジ４３の上面４３ｂに当接し、当接面
８５ｃは下フランジ４３の端面４３ｃに当接し、当接面８５ｄは、下フランジ４３の底面
４３ａに当接し、当接面８５ｅは対向する下部ブロック８２の当接面８５ｅに当接してい
る。
【００８６】
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　次に、発泡部材を連通孔１６から流し込み、発泡部材を発泡させる。発泡部材は、連通
孔１６内を通過して、突起用溝部１５内に流入し、連通孔１６内及び突起用溝部１５内で
発泡する。発泡部材は、突起用溝部１５の全長に亘って発泡し、突起用溝部１５の両端部
の開口部１５ａ，１５ｂから外部に流出する。突起用溝部１５内の発泡部材が発泡するこ
とで、屋内梁４及び取付金具２７の形状に合わせて密着する第１突起部が形成される。
【００８７】
　このような本実施形態の梁接続部１の断熱気密構造１０Ｂにおいて、上記の第１実施形
態と同様の作用効果を得ることができる。
【００８８】
　この構成の断熱気密構造１０Ｂでは、断熱気密ブロック８Ａ，８Ｂが上下に分割されて
形成されて、上部ブロック８１及び下部ブロック８２を有する構成であるので、屋内梁４
のウェブ４１と取付金具２７の垂下片２７ｂとの間の隙間に、上部ブロック８１の上部側
の部分を充填して配置した後に、上部ブロック８１の下に下部ブロック８２を配置するこ
とができる。下部ブロック８２をＸ方向に移動させて、下フランジ収容溝８７内に下フラ
ンジ４３を挿入して、下部ブロック８２を装着することができる。これにより、容易に断
熱気密ブロック８Ａ，８Ｂを屋内梁４に対して装着することができ、施工性の向上を図る
ことができる。
【００８９】
　また、本実施形態の断熱気密構造１０Ｂでは、下部ブロック８２の上面側には、上方に
突出する凸部形状（当接面８５ｆ，８５ｇ）が形成され、上部ブロック８１の下面側には
、下部ブロック８２の凸部を受容する凹部形状（当接面８３ｅ，８３ｆ）が形成され、Ｘ
方向に対向する当接面８５ｇ，８３ｆが当接している。そのため、突起用溝部１５内に、
発泡部材が流し込まれて、発泡部材が膨張した際に、上部ブロック８１が屋内梁４から離
間するように移動しようとしても、下部ブロック８２の凸部形状によって、上部ブロック
８１の移動が抑制される。従って、下部ブロック８２を拘束することで、上部ブロック８
１の移動を抑制することができ、施工性の向上を図ることができる。
【００９０】
　また、本実施形態の断熱気密構造１０Ｂでは、上部ブロック８１と下部ブロック８２と
が当接する当接面において、凹凸形状が形成されて、上部ブロック８１と下部ブロック８
２との間の隙間が一直線状にならないようになっている。そのため、屋内梁４側の空気が
、上部ブロック８１と下部ブロック８２との間の隙間を通って通過しにくくなっている。
これにより、気密性を向上させることができる。
【００９１】
　本発明は、前述した実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で下記のよ
うな種々の変形が可能である。
【００９２】
　上記実施形態では、断面形状がＨ形である外周梁３、屋内梁４について説明しているが
、外周梁３及び屋内梁４は、Ｃ型鋼でもよく、その他の断面形状の梁でもよい。
【００９３】
　また、上記実施形態では、気密用突起１１は、Ｙ方向に沿って延在し、上階床６の底面
６ａに密着する第２突起部１３を含んでいるが、第２突起部１３は、Ｙ方向に沿って延在
し、上フランジ４２の下面４２ｂ、又は端面４２ｃに密着するように形成されていてもよ
い。
【００９４】
　また、上記実施形態では、第１突起部において突起用溝部１５が形成されているが、第
１突起部は、第２突起部及び第３突起部と同様に、断面が半円形状の凸部でもよく、矩形
状の凸部でもよく、台形状の凸部でもよく、その他の断面形状の凸部でもよい。
【００９５】
　また、第２突起部及び第３突起部は、第１突起部と同様に、突起用溝部に発泡性部材を
発泡させることで形成された気密用突起でもよい。
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　また、断熱気密ブロック７Ａ，７Ｂでは、ウェブ４１に対向する面に配置された、側面
が、ウェブ４１の側面に当接するように形成されているが、ウェブ４１に対して、部分的
に当接するように形成するものでもよい。例えば、第１突起部（突起用溝部１５）が形成
される部分のみが、ウェブ４１に対向して接近するように形成されていてもよい。例えば
、気密用突起のみが屋内梁４又は上階床６に密着する構成でもよい。
【００９７】
　また、上記実施形態では、気密用突起１１が直線的に配置されているが、気密用突起は
当接面内で湾曲して配置されている構成でもよい。また、上記実施形態では、１本の線が
連続するように、気密用突起が配置されているが、例えば、２重に気密用突起が配置され
ている構成でもよい。また、気密用突起は線状に形成されるものに限定されず、帯状に形
成されるものでもよい。
【００９８】
　また、上記の実施形態では、Ｙ方向において同じ位置に、第１突起部（突起用溝部）が
配置しているが、第１突起部は、Ｙ方向において異なる位置に部分的に配置され部分（垂
直方向に沿う部分）を含み、これらの部分を連結するようにＹ方向に連続する部分（屋内
梁の長手方向に沿う部分）を含むものでもよい。また、第１突起部は、Ｚ方向に対して傾
斜するように配置されている構成でもよい。
【００９９】
　また、上記の第４実施形態において、上下に分割されたブロック本体８３，８５におい
て互いに対向する当接面８３ｅ，８３ｆ，８３ｇ，８５ｆ，８５ｇ，８５ｈに、気密用突
起（又は突起用溝部）が形成されている構成でもよい。
【符号の説明】
【０１００】
　１…梁接続部、２…外壁、３…外周梁、４…屋内梁、６，２６…上階床、６ａ，２６ａ
…底面、７Ａ，７Ｂ，７Ｃ，７Ｄ，８Ａ，８Ｂ…断熱気密ブロック、１０，１０Ｂ…断熱
気密構造、１５…突起用溝部、２０…気密部材、２１…底部気密板、２２…側部気密板、
３１，４１…ウェブ、４１ａ，４１ｂ…ウェブの側面（屋内梁の第２方向に沿う外表面）
、３２，４２…上フランジ、４２ｂ…上フランジの下面（屋内梁の第２方向に沿う外表面
）、４２ｃ…上フランジの端面（屋内梁の第２方向に沿う外表面）、３３，４３…下フラ
ンジ、４３ａ…下フランジの底面（屋内梁の第２方向に沿う外表面）７１，８３，８５…
ブロック本体、７２，８４，８６…張出部、７３…上フランジ収容凹部、７４，８７…下
フランジ収容溝、８１…上部ブロック、８２…下部ブロック、Ｘ…Ｘ方向（第１方向）、
Ｙ…Ｙ方向（第２方向）。
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