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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数層階で形成される鉄骨造ラーメン構造であって、柱梁接合部から平面２方向に延びる
所定長さの梁端部材が柱梁接合部から上下２方向に延びる所定長さの柱端部材とそれぞれ
溶接で接合一体化してあり、梁端部材と柱端部材にそれぞれ柱梁接合部を貫通するＰＣ緊
張材が配置されて緊張定着されてプレストレスが付与されて３軸圧縮状態とした柱梁接合
ブロックが形成されており、この柱梁接合ブロックに柱部材と梁部材とが溶接又はボルト
接合で一体化してあるラーメン骨組としてあり、
前記各層の柱端部材に作用する軸力とプレストレスを合計した圧縮力を部材の許容応力度
を超えないように調整してプレストレスが付与してあることを特徴とする３軸圧縮柱梁接
合部を有する鉄骨造ラーメン構造。
【請求項２】
複数層階で形成される鉄骨造ラーメン構造であって、柱梁接合部から平面２方向に延びる
所定長さの梁端部材が柱梁接合部から上下２方向に延びる所定長さの柱端部材とそれぞれ
溶接で接合一体化してあり、梁端部材のみに柱梁接合部を貫通するＰＣ緊張材が配置され
て緊張定着されてプレストレスが付与された柱梁接合ブロックが形成されており、この柱
梁接合ブロックに柱部材と梁部材とが溶接又はボルト接合で接合一体化してあるラーメン
骨組に上下方向には垂直荷重によって柱梁接合部が３軸圧縮状態としてあることを特徴と
する３軸圧縮柱梁接合部を有する鉄骨造ラーメン構造。
【請求項３】
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前記梁端部材の所定長さが、当該梁の内法寸法（柱間の距離）の１/１０～１/４であり、
前記柱端部材の所定長さが、当該柱の内法寸法（梁間の距離）の１/６～１/３であること
を特徴とする請求項１または２に記載の３軸圧縮柱梁接合部を有する鉄骨造ラーメン構造
。
【請求項４】
前記柱梁接合ブロックの部材断面が閉鎖型断面であり、断面内に補剛材としてコンクリー
トまたはモルタルが充填硬化させてあることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載
の３軸圧縮柱梁接合部を有する鉄骨造ラーメン構造。
【請求項５】
複数層階で形成される鉄骨造ラーメン構造であって、柱方向において、柱梁接合部から上
下２方向に延びる所定長さの柱端部材を形成し、梁方向において、平面２方向に所定の長
さに梁端部材を柱端部材の柱梁接合部位置に溶接によって接合して一体化した後に、それ
ぞれに柱梁接合部を貫通してＰＣ緊張材を配置して緊張定着してプレストレスを導入して
３軸圧縮状態とした柱梁接合ブロックを形成し、
この柱梁接合ブロックを柱部材の頭部に設置して溶接又はボルト接合によって接合一体化
し、柱梁接合ブロックの梁端部材に溶接又はボルト接合によって梁部材を接合して一体化
して当該層の鉄骨造ラーメン骨組を形成することによって最下層を形成し、以上の工程を
繰り返して上方層の鉄骨造ラーメン骨組を構築していくことを特徴とする３軸圧縮柱梁接
合部を有する鉄骨造ラーメン構造の構築方法。
【請求項６】
請求項５において、柱梁接合ブロックの梁端部材に予め梁端ジョイント部材を設けておき
、梁部材を梁端ジョイント部材を介して柱梁接合ブロックと一体化接合することを特徴と
する３軸圧縮柱梁接合部を有する鉄骨造ラーメン構造の構築方法。
【請求項７】
請求項５において、柱梁接合ブロックの柱端部材に予め柱端ジョイント部材を設けておき
、柱部材を柱端ジョイント部材を介して柱梁接合ブロックと一体化接合することを特徴と
する３軸圧縮柱梁接合部を有する鉄骨造ラーメン構造の構築方法。
【請求項８】
請求項５～７のいずれかにおいて、前記柱梁接合ブロックの部材断面が閉鎖型断面であり
、断面内に補剛材としてコンクリートまたはモルタルを充填硬化させてあることを特徴と
する３軸圧縮柱梁接合部を有する鉄骨造ラーメン構造の構築方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄骨造（Ｓ造）のラーメン構造の柱梁接合部(パネルゾーン)を３軸圧縮状態
にし、巨大地震の襲来によっても柱梁接合部が破壊されないものである。
【背景技術】
【０００２】
　鉄骨造（Ｓ造）のラーメン構造の柱梁接合部において、梁部材と柱部材との接合は、一
般的には溶接で行われており、接合部の溶接接合構造について多くの手法が提案されてい
る。
　特許文献１（特開２００２－１３８５７３号公報）に開示された接合構造は、最も一般
的な鉄骨造柱梁の溶接接合構造であって、図１０に示すように、柱に上下方向に一定間隔
を隔てて溶接された上下のダイアフラムにＨ形鋼製の梁部材が接合された構造であって、
上ダイアフラムより下ダイアフラムの柱からの突出長さを大きくしてあり、下ダイアフラ
ムに梁の下フランジが載置されて下ダイアフラムとボルトナットで固定され、上フランジ
は上ダイアフラムに溶接接合された接合構造である。
　特許文献２（特開２０１５－１７２２６８号公報）に記載された柱梁接合部は、Ｈ型鋼
梁部材の設計基準強度よりも柱に設けた接合部材である通しダイアフラムの設計基準強度
を建造物の健全性を維持可能な範囲で強度の低い圧延鋼材製とすることによって建築コス
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トを低減するものである。
　特許文献３（特許第５５２１１０５号号公報）に記載された柱梁接合部は、ＰＣ柱と鉄
骨梁とを併用した柱梁接合部の接合方法であって、ＰＣ鋼材を用いて柱と梁を圧着接合す
るものである。
　更に、関連技術として、鉄骨造（Ｓ造）は耐火性能がＲＣ造に比較して劣り、また、座
屈しやすく、地震による揺れが大きく、長周期の地震動が作用すると揺れが長時間継続す
るという弱点を解決しなければならない課題を有しており、鉄骨柱に基礎から最上層階ま
で通して緊張材を配置して緊張定着して鉄骨柱にプレストレスを付与し、地震力が解放さ
れた後に付与してあるプレストレスによる復元力によって鉄骨柱を速やかに元の位置に復
帰させて鉄骨造の建造物全体の制震性能を著しく向上させることが特許文献４（特許第５
３０１７４５号公報）に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１３８５７３号公報
【特許文献２】特開２０１５－１７２２６８号公報
【特許文献３】特許第５５２１１０５号号公報
【特許文献４】特許第５３０１７４５号号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　地震時に地震力によって柱梁接合部まわりの柱部材及び梁部材断面に大きな繰り返し曲
げ応力（フェイス曲げモーメント）が生じ、特許文献１、２に開示されている単純な溶接
接合部やボルト接合部及び溶接とボルトの複合接合部が破壊に至ることが報告されている
。
　このような破壊を抑制する一手法として特許文献３（特許第５５２１１０５号号公報）
には、図１０に示すように、ＰＣ柱と鉄骨梁とをＰＣ圧着接合する柱梁接合部が示されて
いるが、柱梁接合部にＰＣ鋼材を貫通させてＰＣ柱と鉄骨梁とを緊張定着して一体化する
際には、緊張力が導入されていない中間鉄骨梁部材が引張られるため柱梁接合部における
緊張力の導入が阻害されることになり、有効な柱梁の接合力を導入することが困難となる
という問題がある。
【０００５】
　また、柱部材と柱梁接合部を接合するには、ＰＣ圧着接合することが考えられるが、し
かし、特許文献４（特許第５３０１７４５号公報）に示されるような鉄骨柱に基礎から上
層まで通しで緊張材を配置して緊張定着することは、柱に作用している軸力に追加して更
に柱部材全長に一様なプレストレスを導入することになり、柱に作用する軸力は下層階ほ
ど大きなものとなり、各層によって異なるものとなる。
　特に、高層や超高層建物の場合は、最上層と最下層の柱軸力の差が極めて大きなものと
なり、最下層の柱はオーバープレストレスの状態となることがあるので好ましくない。
　そのため、各層の柱梁接合部にプレストレスを導入する場合、軸力方向については、プ
レストレスを調整して軸力とプレストレスを合計した圧縮力が許容応力を超えないように
することが必要であるが、各層のプレストレスを個々の柱に作用する軸力を考慮して異な
る値に調整することは現状の技術レベルでは実施困難である。
【０００６】
　以上のことを踏まえて、本発明は、鉄骨造の柱梁接合部とそれに接続される柱、梁等の
周囲部材との溶接接合部が常に圧縮状態に維持され、溶接接合部が地震力によって破損に
至らないようにするものであり、そのため、鉄骨造ラーメン構造の梁と柱部材に、少なく
とも梁部材にプレストレスを導入することによって力学的に好ましくない応力が柱梁接合
部に生じないようにすることを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　鉄骨造ラーメン構造であって、柱梁接合部から平面２方向に延びる所定長さの梁端部材
と上下２方向に延びる所定長さの柱端部材がそれぞれ設けられ、梁端部材と柱端部材にそ
れぞれ柱梁接合部を貫通するＰＣ緊張材が配置されて緊張定着されてプレストレスが付与
されて３軸圧縮状態とした柱梁接合ブロックが形成されており、この柱梁接合ブロックに
柱部材と梁部材とが接合されてラーメン骨組としてあることを特徴とする３軸圧縮柱梁接
合部を有する鉄骨造ラーメン構造である。
　また、鉄骨造ラーメン構造であって、柱梁接合部から平面２方向に延びる所定長さの梁
端部材と上下２方向に延びる所定長さの柱端部材がそれぞれ設けられ、梁端部材のみに柱
梁接合部を貫通するＰＣ緊張材が配置されて緊張定着されてプレストレスが付与された柱
梁接合ブロックが形成されており、この柱梁接合ブロックに柱部材と梁部材とが接合され
てなるラーメン骨組に上下方向には垂直荷重によって柱梁接合部が３軸圧縮状態としてあ
ることを特徴とする３軸圧縮柱梁接合部を有する鉄骨造ラーメン構造である。
　また、複数層階で形成される鉄骨造ラーメン構造であって、柱方向において、柱梁接合
部から上下２方向に延びる所定長さの柱端部材を形成し、梁方向において、平面２方向に
所定の長さに梁端部材を柱端部材の柱梁接合部位置に接合して一体化し、それぞれに柱梁
接合部を貫通してＰＣ緊張材を配置して緊張定着してプレストレスを導入して、３軸圧縮
状態になる柱梁接合ブロックを形成して柱部材の頭部に設置して溶接接合で一体化し、柱
梁接合ブロックの梁端部材に梁部材を溶接接合で一体化して当該層の鉄骨造ラーメン骨組
を形成することによって最下層を形成し、以上の工程を繰り返して上方層の鉄骨造ラーメ
ン骨組を構築していくことを特徴とする３軸圧縮柱梁接合部を有する鉄骨造ラーメン構造
の構築方法である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、以下に記載の効果が得られる。
（１）予めプレストレスが導入された柱梁接合部を含む柱梁接合ブロックを使用して柱と
梁部材とを接合することによって、柱梁接合ブロックに接合された柱、梁部材に緊張定着
の影響が全く及ばないようにすることができる。
（２）柱梁接合部に柱端部材と梁端部材には溶接部が存在するが、溶接部が常に圧縮状態
であるので地震時に繰り返し地震力を受けても溶接部が破損に至るのを回避することがで
きる。
（３）柱梁接合部から所定長の柱端部材と梁端部材を設けることより、応力の大きな範囲
を避けて応力の小さい断面において接合してあるので溶接やボルト接合部に余裕をもたせ
ることができるので安全率の高いものとすることができる。
（４）柱梁接合ブロックの限定された範囲内にプレストレスを導入するものであるので、
各層の柱に作用する軸力を考慮して柱梁接合部に導入するプレストレス力を調整すること
が可能である。つまり、柱の軸力によって、各層階に設置する柱梁接合ブロックに異なる
プレストレスを導入して容易に対応することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】閉鎖型断面鉄骨部材を柱部材とした圧縮柱梁接合部の実施例１の（１）平面図、
（２）Ａ－Ａ断面図、（３）Ｂ－Ｂ断面図及び（４）Ｃ－Ｃ断面図。
【図２】閉鎖型断面鉄骨部材を柱部材とした圧縮柱梁接合部の実施例２の（１）平面図、
（２）Ａ－Ａ断面図、（３）Ｂ－Ｂ断面図及び（４）Ｃ－Ｃ断面図。
【図３】Ｈ型鋼を柱部材とした圧縮柱梁接合部の実施例３の（１）平面図、（２）Ａ－Ａ
断面図、（３）Ｂ－Ｂ断面図及び（４）Ｃ－Ｃ断面図。
【図４】閉鎖型断面鉄骨部材を柱部材とした柱梁接合ブロックを用いて構築された３軸圧
縮柱梁接合部を有する鉄骨造骨組の（１）平面図及び（２）側面図。
【図５】閉鎖型断面鉄骨部材を柱部材とした柱梁接合ブロックを用いて構築された３軸圧
縮柱梁接合部を有する鉄骨造骨組の施工手順説明図。
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【図６】Ｈ形鋼を柱部材とした柱梁接合ブロックを用いて構築された３軸圧縮柱梁接合部
を有する鉄骨造骨組の平面図。
【図７】Ｈ形鋼を柱部材とした柱梁接合ブロックを用いて構築された３軸圧縮柱接合部を
有する鉄骨造骨組の側面図。
【図８】Ｈ形鋼を柱部材とした柱梁接合ブロックを用いて構築された３軸圧縮柱接合部を
有する鉄骨造骨組の施工手順説明図。
【図９】柱梁接合部の従来技術
【図１０】柱梁接合部の従来技術
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１に本発明の柱梁接合ブロック１Ａの実施例の一例を示すものであって、柱梁接合部
において、ラーメン構造の外柱として梁が柱に対して３方向に接続されるケースを示して
いる。
　図１（１）は、鉄骨構造の柱梁接合部の平面図であり、（２）は正面図、（３）はＢ－
Ｂ断面図、（４）はＣ－Ｃ断面図である。
　本明細書においては、柱端部材１と梁の軸方向にプレストレスが導入された梁端部材２
、２が一体化されたものを柱梁接合ブロック１Ａと称することにする。
　本発明において、柱は、柱端部材と柱部材とで形成され、梁は、少なくとも梁端部材と
梁部材とで形成されるものである。梁については、必要に応じて梁端部材と梁部材の間に
梁端ジョイント部材を介在させ、梁端ジョイント部材を有する梁部材と梁端部材を形成す
るものとしてもよい。鉄骨造ラーメン構造は、これらの柱と梁で形成されるものとする。
　図１（１）、（２）に示されるように、柱梁接合ブロック１Ａは、柱が接続される柱端
部材１と柱端部材１に所定長さの梁端部材２が柱端部材１を基準にして平面３方向に溶接
固定されている。柱端部材１は、閉鎖型断面鉄骨部材であり、図示の例では角型鋼管を使
用している。図１（２）に示すように、柱端部材１の上下両端部には角型鋼管の開口を塞
ぐエンドプレート１０が溶接固定されている。
　梁端部材２も同様に閉鎖型断面鉄骨部材の角形鋼管であり、その端部にはＰＣ緊張材３
を定着するエンドプレート２０が固定してあり、エンドプレート２０には梁を接続するた
めの梁端ジョイント部材２１が溶接固定されている。梁端部材２の高さは、溶接するため
に梁端ジョイント部材２１の高さと同じにするか、若干大きくするのが好ましい。梁端ジ
ョイント部材２１の端部には梁部材２Ｂを接合するためのボルト穴２２が複数形成してあ
る。ただし、これに限ることなく、溶接接合とすることもできる。また、ボルト接合と溶
接接合を併用した接合構造とすることもできる。
　　柱端部材１と梁端部材２が交わる部分を本明細書においては柱梁接合部（パネルゾー
ン）という。
【００１１】
　柱端部材１は、柱梁接合部（パネルゾーン）から所定長さまで上下方向（柱軸方向）に
延びており、両端にそれぞれエンドプレート１０が溶接されており、その合計長さを柱端
部材１の長さＬとする。要するに、柱端部材１の長さは、柱梁接合部と上下両端のエンド
プレート１０を含めた合計長さである。
【００１２】
　角型鋼管からなる柱端部材１に平面２方向（梁軸方向）に角型鋼管からなる梁端部材２
を溶接して一体化し、柱端部材１及び梁端部材それぞれの部材にＰＣ緊張材３を配置して
エンドプレート２０に定着具を配置して、緊張定着してプレストレスを導入して柱梁接合
ブロック１Ａを梁軸方向に２軸圧縮状態するものである。
　ＰＣ緊張材３については、図示のＰＣ鋼棒としてもよく、複数のＰＣ鋼より線からなる
ＰＣケーブルとしてもよい。
　なお、図１の例は、例えば、高層または超高層建物の下層階に組み込んだ状態において
は柱端部材１には垂直荷重によって大きな軸力が発生して作用することによって柱梁接合
部が３軸圧縮状態となるので柱軸方向にプレストレスは不要となり、従ってプレストレス
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を導入するためのＰＣ緊張材３の配設は省略することが可能とする一例である。
【００１３】
　ＰＣ緊張材３による緊張力の導入によって鉄骨部材に局部座屈が生ずるのを防止するた
めに、ＰＣ緊張材３を緊張する前に、補剛材として閉鎖型断面鉄骨部材の部材断面内にコ
ンクリートまたは無収縮モルタルからなる充填材４を充填することが安価で好ましい。充
填材４を使用しない場合は、補剛材としてスチフナー（図示しない）を設けるなどの補強
を施す場合もある。
　また、梁端部材２の先端のエンドプレート２０に梁端ジョイント部材２１を溶接固定し
、柱梁接合ブロック１Ａと梁端ジョイント部材２１を介して梁部材２Ｂとを連結して一体
化接合することが好ましいが、梁端ジョイント部材２０を使用することなく梁部材２Ｂを
直接梁端部材２のエンドプレート２０に溶接して柱梁接合ブロック１Ａと接合することも
可能である。
【００１４】
　図２に示す実施例２は、基本的には図１に示す実施例１と同様なものであるが、軸力を
負担する柱梁接合ブロック１Ａの柱端部材１にも梁端部材２と同様にＰＣ緊張材３を配設
してプレストレスを導入するようにしたものである。図２（２）に示されるように柱端部
材１にＰＣ緊張材３が配設されて軸力方向にも緊張力が導入されている点が実施例１とは
、異なるものであり、その他は実施例１とかわるところはなく、この実施例２の柱梁接合
ブロック１Ａが適用されるのは、柱梁接合部において軸力による圧縮力が不足する場合で
ある。
　この場合では、柱端部材１の上下両端部には溶接固定されているエンドプレート１０は
、角型鋼管の開口を塞ぐためのものでなく、ＰＣ緊張材３の定着具を取付するための定着
プレートになる。
　建築物の階層によって柱梁接合部に垂直荷重によって異なる軸力が発生して作用してい
るので、本願発明によれば、補充的に追加するプレストレス量を各階層によって異なるも
のとすることができる。下層階において、軸力が大きい場合には、プレストレスは不要と
なり、実施例１の状態となる。
【００１５】
　建築物の平面においては、その用途によって、梁間方向と桁行方向のスパン割が異なる
ことがあり、このような場合において、鉄骨造の建築物として構築する場合には、柱部材
にＨ形鋼を使用し、Ｈ形鋼断面の強軸方向を梁間方向に、弱軸方向を桁行方向に配置して
曲げ応力に対応することが多いので、以下に柱部材として、Ｈ形鋼を使用した実施例３を
説明する。
【００１６】
　図３に示すように、柱端部材１は、Ｈ形鋼からなる柱部材と同じサイズのＨ形鋼のフラ
ンジ間に側面プレート１Ｄを溶接して閉鎖断面を形成してあり、柱梁接合部の上下方向（
柱軸方向）にそれぞれ所定長さを有し、柱端部材１の両端にはそれぞれエンドプレート１
０が溶接してある。また、柱端部材１を構成するＨ形鋼を柱端部材１の先端（エンドプレ
ート１０）から更に所要の長さを延長させてあり、柱部材１Ｂとの接合に利用する柱端ジ
ョイント部１１としてある。従って、柱梁接合ブロック１Ａの上下方向（柱軸方向）に用
いたＨ形鋼の全長は、柱端部材１の長さと柱端部材１と柱部材１Ｂとをジョイント接合す
るために必要な長さの柱端ジョイント部１１の長さとの合計長さとなる。
　図示の実施例では、接合手段として高力ボルト接合を採用してあるのでボルト挿入用の
孔２２が複数設けてある。
　なお、柱端ジョイント部１１の接合手段はボルト接合に限るものでなく、溶接または溶
接と高力ボルト接合を併用したものでもよく、また、従来慣用のＨ形鋼柱の接合手段から
適宜選択したものでもよい。
【００１７】
　梁端部材２は、実施例１と同じように梁端ジョイント部材２０まで閉鎖断面としてあり
、その先端には接合するため梁部材と同じＨ形鋼が梁端ジョイント部材２０に溶接で一体
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化してある。
　柱端部材１と梁端部材２内で形成される空間には実施例１と同様にコンクリート、また
は、無収縮モルタルが充填してあり、ＰＣ緊張材３が配設されて緊張定着してあり、柱梁
接合部には３軸方向にプレストレスが導入されている。
【００１８】
　図４に本発明の柱梁接合ブロック１を用いて構築された３軸圧縮柱梁接合部を有する鉄
骨造骨組の（１）平面図と（２）側面図の一部を示す。
　平面図に代表的な中柱１ａ、外柱１ｂおよび隅柱１ｃと梁部材２Ｂの配置状態を示す。
但し、小梁の配置の図示は省略してある。梁継手２ａは、高力ボルト継手、または溶接継
手のいずれかを採用する。
　地震力による柱梁部材１に生じる曲げモーメントは、柱梁接合部の部材端部において（
フェイス曲げモーメント）が最大となるが、中央断面に向かうに従って小さくなる。そこ
で、梁端部材２の所定長さ（柱梁接合部から突出した長さ）は、当該梁の内法寸法ｌｘ（
柱間の距離）の１/１０～１/４とすることによって曲げモーメントが小さい断面において
溶接接合やボルト継手接合されることになり、巨大地震時においても接合部で破断するこ
とがなく、安全が担保される。
　具体的には、平面においてＸ方向の内法寸法ｌｘ、梁端部材２の長さａｘとし、Ｙ方向
の内法寸法ｌｙ、梁端部材の長さａｙとすると、それらの関係は以下の範囲内とする。
【数１】

【００１９】
　図４（２）の側面図に当該平面の柱と梁とからなる骨組を示す。なお、この図面におい
ては、スラブは図示を省略してある。
　上下方向（柱軸方向）においても梁と同様とし、柱の内法寸法（梁間の距離ｈｎ）は各
層の高さが異なる場合は、以下の関係にする。なお、ｂｎはｎ階における柱端部材１の長
さであり、ｈｎはｎ階における階高である。）

【数２】

【００２０】
　次に本発明の柱梁接合部１の構築手順を図５の施工実施例に基づいて説明する。
構築手順は以下である。
（１）フーチング５と基礎梁６とからなる基礎から鉄骨造とする柱部材１Ｂを各柱の位置
に立設する。
（２）予め製作した柱梁接合ブロック１Ａを柱部材１Ｂの頭部に設置し、柱端部材１のエ
ンドプレート１０と柱部材１Ｂを溶接して接合する。
（３）梁部材２Ｂを柱梁接合ブロック１Ａに取り付けられた梁端ジョイント部材２１と高
力ボルト継手で接合する。高力ボルトによる接合に代えて溶接接合としてもよく、また、
ボルトと溶接を併用して接続してもよい。
（４）柱梁接合ブロック１Ａの上に次の層の柱部材１Ａを設置して溶接して接合する。
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　以後、（２）～（４）の手順を繰り返すことによって上層階を構築していき、建築物を
完成させる。
【００２１】
　閉鎖断面型鉄骨材を柱部材とした施工工程を説明したが、実施例３のＨ形鋼柱部材の３
軸圧縮柱梁接合ブロックを用いたＳ造ラーメン構造について図６、７に平面図と側面図の
一部を示す。
　平面図に代表的な中柱１ａ、外柱１ｂおよび隅柱１ｃと梁部材２Ｂの配置状態を示す。
梁継手２ａは、高力ボルト継手、または溶接継手のいずれかを採用する。
　梁端部材２の所定長さは、閉鎖断面型鉄骨材を柱部材とした場合と同様であり、施工工
程を図８に示す。基本的工程は前述の閉鎖断面型鉄骨材を柱部材としたものと同じである
が、柱端部材１にはエンドプレートが設けられておらず、柱端部材１と柱部材１Ｂがボル
トで接合されようになっている。
　施工手順は以下である。
（１）フーチング５と基礎梁６とからなる基礎からＨ型鋼からなる鉄骨柱部材１Ｂを各柱
の位置に立設する。Ｈ型鋼からなる柱部材１Ｂの上端部にはボルト接合のためのボルト穴
２２が形成してある。
（２）予め製作した柱梁接合ブロック１Ａを柱部材１Ｂの頭部に設置し、添接板をＨ形鋼
からなる柱部材１Ｂと柱端部材１にまたがって設置し、高力ボルトで両者を接合する。
（３）梁部材２Ｂを柱梁接合ブロック１Ａに取り付けられた梁端ジョイント部材２１と高
力ボルト継手で接合する。
（４）柱梁接合ブロック１Ａの上に次の層の柱部材１Ｂを設置して溶接して接合する。
　以後、（２）～（４）の手順を繰り返すことによって上層階を構築していき、建築物を
完成させる。
【符号の説明】
【００２２】
　１　　　　柱端部材
　１Ａ　　　柱梁接合ブロック
　１Ｂ　　　柱部材
　１Ｃ　　　ＰＣ柱
　１Ｄ　　　側面プレート
　１ａ　　　中柱
　１ｂ　　　外柱
　１ｃ　　　隅柱
　１０　　　エンドプレート（柱）
　１１　　　柱端ジョイント部材
　２　　　　梁端部材
　２ａ　　　梁継手
　２Ｂ　　　梁部材　　　
　２０　　　エンドプレート（梁）
　２１　　　梁端ジョイント部材
　２２　　　ボルト穴
　３　　　　ＰＣ緊張材
　４　　　　充填材（無収縮モルタル）
　５　　　　フーチング
　６　　　　基礎梁
　　　
　
【要約】　　　（修正有）
【課題】鉄骨造ラーメン構造の柱梁接合部及び周囲部材との溶接接合部が常に圧縮状態に
維持され、柱梁接合部及び周囲部材の溶接接合部が地震力によって破損しないようにする
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ことができる鉄骨造ラーメン構造を提供する。
【解決手段】複数層階で形成される鉄骨造ラーメン構造であって、柱梁接合部から平面２
方向に延びる所定長さの梁端部材２と上下２方向に延びる所定長さの柱端部材１がそれぞ
れ設けられ、梁端部材２と柱端部材１にそれぞれ柱梁接合部を貫通するＰＣ緊張材が配置
されて緊張定着されてプレストレスが付与されて３軸圧縮状態とした柱梁接合ブロックが
形成されており、この柱梁接合ブロックに柱部材１Ｂと梁部材２Ｂとが接合されてラーメ
ン骨組としてあることを特徴とする３軸圧縮柱梁接合部を有する鉄骨造ラーメン構造。
【選択図】図４

【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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