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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　柱と、
　ウェブ部及びフランジ部を有すると共に前記柱に接合された第１梁と、
　前記第１梁に一端部が接合され、前記柱、又は前記柱に接合され前記第１梁の下方若し
くは上方に位置する第２梁に他端部が接合され、斜めに配置されたブレース部材と、
　前記ブレース部材の前記一端部が接合された前記第１梁の部分に、前記ウェブ部の表面
に沿うと共に前記ウェブ部の表面に対して平行に設けられ、前記ウェブ部の表面に溶接に
より接合されて一体化された平板状の第１の補強プレート及び前記フランジ部の表面に沿
うと共に前記フランジ部の表面に対して平行に設けられ、前記フランジ部の表面に溶接に
より接合されて一体化された平板状の第２の補強プレートを有する補強手段を構成するこ
とで、前記ブレース部材の前記一端部が接合された前記第１梁の前記部分とは別の箇所の
前記第１梁に設けられると共に前記第１梁を構成する部材と同一の材質からなり、前記ブ
レース部材の前記一端部が接合された前記第１梁の前記部分よりも曲げ耐力が小さくされ
た塑性変形部と、
　を有する柱梁架構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ブレースが取り付けられた柱梁架構に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　ブレースを取り付けて耐震性を高めた建物の柱梁架構がある。例えば、特許文献１には
、長さ調整が可能な補強用ブレースが取り付けられた柱梁架構が開示されている。
【０００３】
　このような柱梁架構に取り付けられたブレースが、圧縮ブレースとして機能する場合、
ブレースの座屈によって柱梁架構が崩壊する脆性的な崩壊メカニズムとなり、柱梁架構の
変形性能が低くなるので、大きな構造特性係数によって建物の設計を行わなければならな
い。
【０００４】
　そこで、座屈耐力の高いブレースを用いることにより、ブレースの座屈を抑制して柱梁
架構の変形性能を高めることが考えられるが、座屈耐力の高いブレースは、座屈補剛管等
の座屈補剛手段が設けられた煩雑な構造のものになってしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－３１７５０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は係る事実を考慮し、簡易なブレース部材で柱梁架構の変形性能を向上させるこ
とを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１態様の発明は、柱と、ウェブ部及びフランジ部を有すると共に前記柱に接合された
第１梁と、前記第１梁に一端部が接合され、前記柱、又は前記柱に接合され前記第１梁の
下方若しくは上方に位置する第２梁に他端部が接合され、斜めに配置されたブレース部材
と、前記ブレース部材の前記一端部が接合された前記第１梁の部分に、前記ウェブ部の表
面に沿うと共に前記ウェブ部の表面に対して平行に設けられ、前記ウェブ部の表面に溶接
により接合されて一体化された平板状の第１の補強プレート及び前記フランジ部の表面に
沿うと共に前記フランジ部の表面に対して平行に設けられ、前記フランジ部の表面に溶接
により接合されて一体化された平板状の第２の補強プレートを有する補強手段を構成する
ことで、前記ブレース部材の前記一端部が接合された前記第１梁の前記部分とは別の箇所
の前記第１梁に設けられると共に前記第１梁を構成する部材と同一の材質からなり、前記
ブレース部材の前記一端部が接合された前記第１梁の前記部分よりも曲げ耐力が小さくさ
れた塑性変形部と、を有する柱梁架構である。
【０００８】
　第１態様の発明では、柱と第１梁とを有して構成された柱梁架構に、中小規模の地震等
による水平力が作用したときには、この水平力をブレース部材が負担して柱梁架構のせん
断変形を抑制する。そして、柱と第１梁とを有して構成された柱梁架構に、大規模の地震
等による過大な水平力が作用したときには、ブレース部材が座屈する前に第１梁の塑性変
形部が塑性変形する。
【０００９】
　これにより、座屈補剛ブレースのような煩雑な構造のブレース部材を設けなくても、柱
梁架構の崩壊メカニズムを靭性的にすることができ、柱梁架構に高い変形性能を発揮させ
て地震エネルギーを吸収することができる。すなわち、簡易なブレース部材で、柱梁架構
の変形性能を向上させることができる。
【００１０】
　また、第１梁の塑性変形部を塑性変形させることにより、柱と第１梁との接合部に大き
な力を作用させなくすることができる。これにより、柱に第１梁を剛接合しなくてよくな
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り、例えば、柱に第１梁をピン接合することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明は上記構成としたので、簡易なブレース部材で柱梁架構の変形性能を向上させる
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態に係る柱梁架構を示す正面図である。
【図２】本発明の実施形態に係る補強手段を示す正面図である。
【図３】図２のＡ－Ａ断面図である。
【図４】図４（ａ）は、従来のブレース部材が取り付けられた柱梁架構を示す立面図、図
４（ｂ）は、本発明の実施形態に係るブレース部材が取り付けられた柱梁架構を示す立面
図である。
【図５】本発明の実施形態に係る塑性変形部を示す平面図である。
【図６】本発明の実施形態に係る塑性変形部を示す平面図である。
【図７】本発明の実施形態に係る柱梁架構のバリエーションを示す正面図である。
【図８】本発明の実施形態に係る柱梁架構のバリエーションを示す正面図である。
【図９】本発明の実施形態に係る柱梁架構のバリエーションを示す正面図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る柱梁架構のバリエーションを示す正面図である。
【図１１】本発明の実施形態に係る柱梁架構のバリエーションを示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。まず、本発明の実施形態に係る柱梁
架構について説明する。
【００１８】
　図１の正面図に示すように、本実施形態の柱梁架構１０は、角形鋼管からなる柱１２、
１４と、Ｈ形鋼からなる第１梁としての梁１６と、Ｈ形鋼からなる第２梁としての梁１８
と、角形鋼管からなるブレース部材２０、２２と、塑性変形部２４、２６とを有して構成
されている。
【００１９】
　柱１２、１４は、所定の距離を置いて左右に立設されている。また、梁１６と梁１８は
、上下に配置され、柱１２と柱１４の間に架設されている。
【００２０】
　梁１６の左端部２８は、柱１２の柱梁仕口部３２に取り付けられたガセットプレート３
４に左端部２８のウェブ部をボルト接合することによって柱梁仕口部３２にピン接合され
ている。また、梁１６の右端部３０は、柱１４の柱梁仕口部３６に取り付けられたガセッ
トプレート３８に右端部３０のウェブ部をボルト接合することによって柱梁仕口部３６に
ピン接合されている。
【００２１】
　梁１８の左端部４０は、柱１２の柱梁仕口部４４に取り付けられたガセットプレート３
４に左端部４０のウェブ部をボルト接合することによって柱梁仕口部４４にピン接合され
ている。また、梁１８の右端部４２は、柱１４の柱梁仕口部４６に取り付けられたガセッ
トプレート３８に右端部４２のウェブ部をボルト接合することによって柱梁仕口部４６に
ピン接合されている。
【００２２】
　ブレース部材２０は、一端部としての上端部４８が梁１６に接合され、他端部としての
下端部５０が柱１２の柱梁仕口部４４に接合され、左下へ向かって斜めに配置されている
。また、ブレース部材２２は、一端部としての上端部５２が梁１６に接合され、他端部と
しての下端部５４が柱１４の柱梁仕口部４６に接合され、右下へ向かって斜めに配置され
ている。
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【００２３】
　ブレース部材２０の上端部４８は、上端部４８に取り付けられた接合プレート６０を、
梁１６に取り付けられたガセットプレート５６にスプライスプレート６４を介してボルト
接合することによって、梁１６にピン接合されている。また、ブレース部材２０の下端部
５０は、下端部５０に取り付けられた接合プレート６２を、柱１２の柱梁仕口部４４に取
り付けられたガセットプレート３４にスプライスプレート６４を介してボルト接合するこ
とによって、柱１２の柱梁仕口部４４にピン接合されている。
【００２４】
　ブレース部材２２の上端部５２は、上端部５２に取り付けられた接合プレート６６を、
梁１６に取り付けられたガセットプレート５８にスプライスプレート６４を介してボルト
接合することによって、梁１６にピン接合されている。また、ブレース部材２２の下端部
５４は、下端部５４に取り付けられた接合プレート６８を、柱１４の柱梁仕口部４６に取
り付けられたガセットプレート３８にスプライスプレート６４を介してボルト接合するこ
とによって、柱１４の柱梁仕口部４６にピン接合されている。
【００２５】
　ブレース部材２０は、地震等により柱梁架構１０に水平力が作用して、梁１８に対して
梁１６が右方向９４に移動したときに引張ブレースとして機能し、梁１８に対して梁１６
が左方向９６に移動したときに圧縮ブレースとして機能する。また、ブレース部材２２は
、地震等により柱梁架構１０に水平力が作用して、梁１８に対して梁１６が右方向９４に
移動したときに圧縮ブレースとして機能し、梁１８に対して梁１６が左方向９６に移動し
たときに引張ブレースとして機能する。
【００２６】
　塑性変形部２４は、ブレース部材２０の上端部４８が接合された梁１６の部分７０近傍
の梁１６中央部寄りに位置する梁１６の部分７２に設けられている。また、塑性変形部２
６は、ブレース部材２２の上端部５２が接合された梁１６の部分７４近傍の梁１６中央部
寄りに位置する梁１６の部分７６に設けられている。すなわち、塑性変形部２４、２６は
、ブレース部材２０、２２の上端部４８、５２が接合された梁１６の部分７０、７４とは
別の箇所となる梁１６の部分７２、７６に設けられている。
【００２７】
　図２の拡大図、及び図２のＡ－Ａ断面図である図３に示すように、ブレース部材２０の
上端部４８が接合された梁１６の部分７０には、補強手段７８が設けられている。補強手
段７８は、鋼板からなる補強プレート８０、８２、８４を有して構成されている。補強プ
レート８０は、梁１６の上フランジ部８６上面に、補強プレート８２は、梁１６のウェブ
部８８の側面に、補強プレート８４は、梁１６の下フランジ部９０の上面に、それぞれ溶
接により接合され一体化されている。
【００２８】
　これにより、ブレース部材２０の上端部４８が接合された梁１６の部分７０の曲げ耐力
が高められ、この部分７０に生じる塑性変形が抑制される。また、図１に示すように、ブ
レース部材２２の上端部５２が接合された梁１６の部分７４には、補強手段９２が設けら
れている。補強手段９２の構成は、補強手段７８と同じ構成なので説明を省略する。
【００２９】
　塑性変形部２４、２６は、補強手段７８、９２を梁１６の部分７０、７４に設けて、こ
の部分７０、７４よりも塑性変形部２４、２６（梁１６の部分７２、７６）の曲げ耐力を
小さくすることにより、大規模の地震等による過大な水平力が柱梁架構１０に作用したと
きに、ブレース部材２０、２２が座屈する前に塑性変形が生じるようになっている。すな
わち、大規模の地震等による過大な水平力が柱梁架構１０に作用してブレース部材２０、
２２の座屈荷重より小さい所定荷重がブレース部材２０、２２に作用したときに、塑性変
形部２４、２６が塑性変形するように塑性変形部２４、２６の曲げ耐力が設定されている
。
【００３０】
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　このように、塑性変形部２４、２６は、梁１６とは別の部材によって形成されたもので
はなく、梁１６の部分（部分７０、７４）に補強手段７８、９２を設けることにより、こ
の部分（部分７０、７４）とは別の箇所となる梁１６の部分（部分７２、７６）に設定さ
れているものである。
【００３１】
　次に、本発明の実施形態に係る柱梁架構の作用と効果について説明する。
【００３２】
　本実施形態の柱梁架構１０では、図１に示すように、中小規模の地震等による水平力が
柱梁架構１０に作用したときには、この水平力をブレース部材２０、２２が負担して柱梁
架構１０のせん断変形を抑制する。そして、大規模の地震等による過大な水平力が柱梁架
構１０に作用したときには、ブレース部材２０、２２が座屈する前に梁１６の塑性変形部
２４、２６が塑性変形する。
【００３３】
　これにより、座屈補剛ブレースのような煩雑な構造のブレース部材を設けなくても、柱
梁架構１０の崩壊メカニズムを靭性的にすることができ、柱梁架構１０に高い変形性能を
発揮させて地震エネルギーを吸収することができるので、保有耐力時の構造特性係数を小
さい値（例えば、０．２５）にすることができる。すなわち、簡易なブレース部材で、柱
梁架構１０の変形性能を向上させることができる。ここで、簡易なブレース部材とは、座
屈補剛管等の座屈補剛手段が設けられていない簡易な構造のブレース部材を意味する。
【００３４】
　また、本実施形態の柱梁架構１０では、図１に示すように、梁１６の塑性変形部２４、
２６を塑性変形させることにより、柱１２、１４と梁１６、１８の端部との接合部に大き
な力を作用させなくすることができる。これにより、柱１２、１４に梁１６、１８の端部
を剛接合しなくてよくなり、柱１２、１４に梁１６の端部をピン接合することができる。
【００３５】
　これにより、柱１２、１４に梁１６、１８の端部を剛接合するのに比べて、柱１２、１
４と梁１６、１８の端部との接合部分の製作を容易に行うことができる。また、柱１２、
１４に梁１６、１８の端部を剛接合するのに比べて、柱１２、１４に梁１６、１８の端部
を接合する作業を容易に行うことができるので、鉄骨建方の省力化を図ることができる。
【００３６】
　さらに、本実施形態の柱梁架構１０では、図１に示すように、梁１６の塑性変形部２４
、２６を塑性変形させることにより、梁１６とブレース部材２０、２２の上端部４８、５
２との接合部、及び柱１２、１４の柱梁仕口部４４、４６とブレース部材２０、２２の下
端部５０、５４との接合部に大きな力を作用させなくすることができる。これにより、梁
１６とブレース部材２０、２２の上端部４８、５２、及び柱１２、１４の柱梁仕口部４４
、４６とブレース部材２０、２２の下端部５０、５４とを剛接合しなくてよくなり、梁１
６とブレース部材２０、２２の上端部４８、５２、及び柱１２、１４の柱梁仕口部４４、
４６とブレース部材２０、２２の下端部５０、５４とをピン接合することができる。
【００３７】
　これにより、梁１６とブレース部材２０、２２の上端部４８、５２、及び柱１２、１４
の柱梁仕口部４４、４６とブレース部材２０、２２の下端部５０、５４とを剛接合するの
に比べて、梁１６とブレース部材２０、２２の上端部４８、５２、及び柱１２、１４の柱
梁仕口部４４、４６とブレース部材２０、２２の下端部５０、５４との接合部分の製作を
容易に行うことができる。また、梁１６とブレース部材２０、２２の上端部４８、５２、
及び柱１２、１４の柱梁仕口部４４、４６とブレース部材２０、２２の下端部５０、５４
とを剛接合するのに比べて、梁１６とブレース部材２０、２２の上端部４８、５２、及び
柱１２、１４の柱梁仕口部４４、４６とブレース部材２０、２２の下端部５０、５４との
の接合作業を容易に行うことができるので、鉄骨建方の省力化を図ることができる。
【００３８】
　また、本実施形態の柱梁架構１０では、図１に示すように、ブレース部材２０、２２を
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設けることにより、柱１２、１４と梁１６、１８の端部がピン接合されて構成された柱梁
架構１０を所定の架構形状に安定して保持することができる。
【００３９】
　さらに、本実施形態の柱梁架構１０では、図２及び図３に示すように、ブレース部材２
０、２２の上端部４８、５２が接合された梁１６の部分７０、７４に補強プレート８０、
８２、８４を設けて補強手段７８、９２を構成することによって、簡易な方法で、梁１６
の塑性変形部２４、２６を塑性変形させることができる。また、梁１６の耐力を低下させ
ずに、梁１６の塑性変形部２４、２６を塑性変形させることができる。
【００４０】
　また、図４（ａ）の立面図に示す建物９８のように、エレベータシャフト等のコア周り
を構成する柱梁架構１００に従来のブレース部材１０２が取り付けられている場合、柱１
０４と柱１０６との間の距離が小さいので、地震等により柱梁架構１００に水平力Ｆが作
用したときに柱１０４、１０６の軸力が大きくなり、柱１０６に作用する引抜力Ｐが大き
くなってしまう。
【００４１】
　これに対して、図４（ｂ）の立面図に示す建物１０８のように、柱梁架構１１０に本実
施形態のブレース部材２０を取り付けた場合、柱１１２と柱１１４との間の距離を大きく
することができるので、地震等により柱梁架構１１０に水平力Ｆが作用したときに柱１１
２、１１４の軸力を小さくすることができ、柱１１４に作用する引抜力Ｐを小さくするこ
とができる。
【００４２】
　以上、本発明の実施形態について説明した。
【００４３】
　なお、本実施形態では、図１に示すように、第１梁としての梁１６と、第２梁としての
梁１８とを、Ｈ形鋼からなる部材とした例を示したが、第１梁及び第２梁は、鋼製の部材
であればよく、角形鋼管等の鉄骨部材としてもよい。
【００４４】
　また、本実施形態では、図１に示すように、ブレース部材２０、２２の上端部４８、５
２が接合された梁１６の部分７０、７４に補強手段７８、９２を設けて、この部分７０、
７４の曲げ耐力を高めることにより、この部分７０、７４よりも梁１６の部分７２、７６
の曲げ耐力を小さくして塑性変形部２４、２６とした例を示したが、大規模の地震等によ
る過大な水平力が柱梁架構１０に作用してブレース部材２０、２２の座屈荷重より小さい
所定荷重がブレース部材２０、２２に作用したときに、塑性変形部２４、２６が塑性変形
するように塑性変形部２４、２６の曲げ耐力が設定できればよい。
【００４５】
　例えば、他の補強方法によって、梁１６の部分７０、７４の曲げ耐力を高めるようにし
てもよい。
【００４６】
　また、例えば、図５の平面図、及び図６の平面図に示すように、塑性変形部２４、２６
（梁１６の部分７２、７６）の曲げ耐力を小さくすることにより、梁１６の部分７０、７
４よりも塑性変形部２４、２６（梁１６の部分７２、７６）の曲げ耐力が小さくなるよう
にしてもよい。
【００４７】
　図５では、塑性変形部２４（梁１６の部分７２）の上フランジ部８６及び下フランジ部
９０に切り欠き１１６を形成して、梁１６の部分７２の構造断面を小さくすることにより
、塑性変形部２４（梁１６の部分７２）の曲げ耐力を小さくしている。
【００４８】
　図６では、塑性変形部２４（梁１６の部分７２）の上フランジ部８６及び下フランジ部
９０の幅を小さくして、梁１６の部分７２の構造断面を小さくすることにより、塑性変形
部２４（梁１６の部分７２）の曲げ耐力を小さくしている。
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【００４９】
　さらに、例えば、梁１６の部分７２、７６に孔を形成したり、梁１６の部分７２、７６
を低降伏点鋼等の塑性化し易い材料によって形成したりして、塑性変形部２４、２６（梁
１６の部分７２、７６）の曲げ耐力を小さくしてもよい。
【００５０】
　また、本実施形態では、図１に示すように、ブレース部材２０、２２を角形鋼管からな
る部材とした例を示したが、ブレース部材２０、２２は、鋼製、木製、鉄筋コンクリート
製、鉄骨鉄筋コンクリート製等のさまざまな構造の部材としてもよい。
【００５１】
　本実施形態の柱梁架構１０は、この柱梁架構１０に取り付けられるブレース部材が、簡
易な構造のブレース部材であっても、煩雑な構造のブレース部材であっても、柱梁架構１
０の変形性能を向上させることができるものなので、ブレース部材２０、２２が座屈する
前に梁１６の塑性変形部２４、２６が塑性変形すれば、ブレース部材２０、２２に、簡易
なブレース部材を用いても、座屈補剛ブレース等の煩雑な構造のブレース部材を用いても
よい。
【００５２】
　さらに、本実施形態では、図１に示すように、ブレース部材２０、２２が、梁１６に上
端部４８、５２が接合され、柱１２、１４（柱梁仕口部４４、４６）に下端部５０、５４
が接合されるとともに、斜めに配置されている例を示したが、ブレース部材２０、２２は
、第１梁としての梁１６に一端部が接合され、柱１２、１４、又は柱１２、１４に接合さ
れ梁１６の下方若しくは上方に位置する第２梁としての梁１８に他端部が接合されるとと
もに、斜めに配置されていれば、どのように配設されていてもよい。
【００５３】
　例えば、図７～１１の正面図に示す柱梁架構１１８、１２０、１２２、１２４、１２６
のように、ブレース部材２０、２２を配設してもよい。図１０及び図１１では、柱１２と
柱１４との間に柱１２８が配設され、梁１６Ａと梁１６Ｂが柱１２８を介して繋がれて梁
１６を構成し、梁１８Ａと梁１８Ｂが柱１２８を介して繋がれて梁１８を構成している。
【００５４】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこうした実施形態に何等限定さ
れるものでなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々なる態様で実施し得るこ
とは勿論である。
【符号の説明】
【００５５】
１０、１１８、１２０、１２２、１２４、１２６　柱梁架構
１２、１４　柱
１６　梁（第１梁）
１８　梁（第２梁）
２０、２２　ブレース部材
２４、２６　塑性変形部
８０、８２、８４　補強プレート
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