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(57)【要約】
【課題】コンクリート充填鋼管からなる柱と、上下に間
隔を隔てて配置される一対の板要素を有する梁との柱梁
接合部において、簡単で合理的な構造により、柱梁接合
部における柱の鋼管壁に局部変形が生じるのを確実に防
ぐことのできる柱梁接合部、およびこれを有する構造物
を提供する。
【解決手段】コンクリート充填鋼管からなる柱と、上下
に間隔を隔てて配置される一対の板要素を有する梁との
柱梁接合部において、前記一対の板要素のうち上側の板
要素が接続される高さには、ダイアフラムを設け、前記
一対の板要素のうち下側の板要素が接続される高さには
、ダイアフラムを設けず、前記柱は、前記ダイアフラム
が設けられる高さから、前記柱梁接合部の下側の柱中間
部にかけて、連続的な断面形状とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンクリート充填鋼管からなる柱と、上下に間隔を隔てて配置される一対の板要素を有
する梁との柱梁接合部であって、
　前記一対の板要素のうち上側の板要素が接続される高さには、ダイアフラムが設けられ
、
　前記一対の板要素のうち下側の板要素が接続される高さには、ダイアフラムが設けられ
ず、
　前記柱は、前記ダイアフラムが設けられる高さから、前記柱梁接合部の下側の柱中間部
にかけて、連続的な断面形状を有することを特徴とする柱梁接合部。
【請求項２】
　前記下側の板要素から前記柱に対して圧縮応力のみが作用する条件で設計される部位に
設けられることを特徴とする請求項１に記載の柱梁接合部。
【請求項３】
　前記柱梁接合部において前記柱に接合される前記梁は複数であり、
　複数の前記梁の梁せいは互いに異なり、
　複数の前記梁の前記上側の板要素は、互いに同じ高さに設けられること
を特徴とする請求項１または２に記載の柱梁接合部。
【請求項４】
　前記ダイアフラムは、外ダイアフラム、内ダイアフラム、または通しダイアフラムであ
ることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の柱梁接合部。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の前記柱梁接合部を有することを特徴とする構造物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンクリート充填鋼管からなる柱と、上下に間隔を隔てて配置される一対の
板要素を有する梁との柱梁接合部、およびこれを有する構造物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンクリート充填鋼管からなる柱と、上下に間隔を隔てて配置される一対の板要素を有
する梁（上下に間隔を隔てて配置される一対のフランジを有するＨ形鋼等）との柱梁接合
部において、梁端を剛接合とする場合には、梁端に生じる曲げモーメントを柱が受けるこ
とになる。このとき、柱を構成するコンクリート充填鋼管の鋼管壁には、梁の上記板要素
から面外方向の力が入力するので、この面外方向の力により鋼管壁に局部変形が生じない
ようにして、柱梁接合部の耐力および剛性を確保する必要がある。
【０００３】
　そこで、上記局部変形を防ぐべく、非特許文献１に示されるように、柱梁接合部のパネ
ルゾーンには、梁の上記板要素の接合位置にダイアフラムが設けられるのが通例である。
【０００４】
　この場合、上下一対の板要素の接合位置の各々、すなわち上下二箇所にダイアフラムを
設ける必要がある。特に、柱梁接合部に複数の梁が取り付き、これら複数の梁の梁せいが
互いに異なる場合には、梁毎に板要素の高さも異なることとなるため、一箇所の柱梁接合
部に設けるダイアフラム数がさらに増加して、柱とダイアフラムとの溶接の工数が大幅に
増加する。
【０００５】
　また、柱梁接合部にダイアフラムを設けないノンダイアフラム形式を採用する場合には
、例えば特許文献１に示されるように、柱梁接合部のパネルゾーンにおいて、柱を構成す
るコンクリート充填鋼管の鋼管壁の板厚を極厚にする等の対応を取る必要がある。このよ
うにすれば、梁の上記板要素から入力する面外方向の力により、柱を構成するコンクリー
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ト充填鋼管の鋼管壁に局部変形が生じることを防ぐことができる。しかし、柱の鋼管壁の
板厚を極厚にすると、必要な鋼材重量が増大し、また、柱梁接合部のみにおいて柱の鋼管
壁の板厚を極厚にするには、必要となる溶接の工数も増大してしまう。
【０００６】
　柱梁接合部において梁端をピン接合とする（例えば、Ｈ形鋼からなる梁のウェブのみを
柱にボルト接合する）場合には、梁の上下一対の板要素は柱に接合されないため、上記の
ような対応を取る必要は無い。しかし、梁端を剛接合とした場合に比べて、梁の中央部の
たわみが非常に大きくなるとともに、構造物の架構にブレースを設ける必要も生じる。そ
こで、建築物等の構造物では、ラーメン構造を採用し、柱梁接合部を剛接合とするのが一
般的である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－０３８５８６号公報
【非特許文献１】一般社団法人日本建築学会編「鋼構造接合部設計指針　第３版」、丸善
出版、２０１２年３月、ｐｐ．１２４～１２５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、コンクリート充填鋼管からなる柱と、上下に間隔を隔てて配置される一対の
板要素を有する梁との柱梁接合部において、簡単で合理的な構造により、柱梁接合部にお
ける柱の鋼管壁に局部変形が生じるのを確実に防ぐことのできる柱梁接合部、およびこれ
を有する構造物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】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明は以下の特徴を有する。
【００１０】
　［１］コンクリート充填鋼管からなる柱と、上下に間隔を隔てて配置される一対の板要
素を有する梁との柱梁接合部であって、前記一対の板要素のうち上側の板要素が接続され
る高さには、ダイアフラムが設けられ、前記一対の板要素のうち下側の板要素が接続され
る高さには、ダイアフラムが設けられず、前記柱は、前記ダイアフラムが設けられる高さ
から、前記柱梁接合部の下側の柱中間部にかけて、連続的な断面形状を有することを特徴
とする柱梁接合部。
【００１１】
　［２］前記下側の板要素から前記柱に対して圧縮応力のみが作用する条件で設計される
部位に設けられることを特徴とする［１］に記載の柱梁接合部。
【００１２】
　［３］前記柱梁接合部において前記柱に接合される前記梁は複数であり、複数の前記梁
の梁せいは互いに異なり、複数の前記梁の前記上側の板要素は、互いに同じ高さに設けら
れることを特徴とする［１］または［２］に記載の柱梁接合部。
【００１３】
　［４］前記ダイアフラムは、外ダイアフラム、内ダイアフラム、または通しダイアフラ
ムであることを特徴とする［１］～［３］のいずれかに記載の柱梁接合部。
【００１４】
　［５］［１］～［４］のいずれかに記載の前記柱梁接合部を有することを特徴とする構
造物。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の柱梁接合部は、適用対象として地震荷重等の変則的な外力が作用することを想
定する必要が無い構造物の柱梁接合部、すなわち、コンクリート充填鋼管からなる柱と、
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上下に間隔を隔てて配置される一対の板要素を有する梁との柱梁接合部において、一対の
板要素のうち下側の板要素から前記柱に対して圧縮応力のみまたは鋼管の面外変形による
降伏が生じない程度の引張応力が作用する条件で設計される部位に設けられるものを想定
しており、十分な耐力および剛性を簡単な構造で確保することができる。
【００１６】
　具体的には、上側の板要素が接続される高さにはダイアフラムが設けられているため、
柱を構成するコンクリート充填鋼管の鋼管壁のうち上側の板要素が接続される部位がダイ
アフラムによって補強される。よって、上側の板要素から入力する引張応力により、鋼管
壁に局部変形が生じることを確実に防ぐことができる。
【００１７】
　また、柱に対して圧縮応力のみを及ぼす下側の板要素が接続される高さにはダイアフラ
ムが設けられていないが、柱を構成するコンクリート充填鋼管の鋼管壁のうち下側の板要
素が接続される部位は、鋼管壁の内部に充填されたコンクリートによって支持されている
。よって、下側の板要素から入力する圧縮応力は、鋼管壁の内部に充填されたコンクリー
トにより支持されることとなる。したがって、下側の板要素から入力する圧縮応力により
、鋼管壁に局部変形が生じることを確実に防ぐことができる。
【００１８】
　そして、下側の板要素が接続される高さにはダイアフラムが設けられないため、一箇所
の柱梁接合部に設けるダイアフラム数が減り、柱とダイアフラムとの溶接の工数を大幅に
減らすことができる。そして、柱梁接合部のパネルゾーンにおいては、下側の板要素が接
続される高さを含め、柱を構成するコンクリート充填鋼管の鋼管壁の板厚を厚くする必要
がなく、ダイアフラムが設けられる高さからその下側にかけて、柱の断面形状が連続的に
なる。よって、柱の鋼管壁の板厚を厚くすることによる鋼材重量の増大が発生しない。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の柱梁接合部を示す図である。
【図２】本発明の柱梁接合部を有する構造物を示す図である。
【図３】本発明の柱梁接合部の他の例を示す図である。
【図４】本発明の柱梁接合部のさらに他の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の柱梁接合部およびこれを有する構造物の実施形態を、図面を参照しつつ、以下
に説明する。
【００２１】
　図１に、本実施形態の柱梁接合部１を示す。
【００２２】
　柱梁接合部１は、角型鋼管からなる鋼管壁１１の内部にコンクリート１２が充填されて
構成されたコンクリート充填鋼管からなる柱１０と、上下に間隔を隔てて配置される一対
のフランジ（一対の板要素）２１、２２を有するＨ形鋼からなる梁２０との柱梁接合部で
ある。
【００２３】
　本発明の柱梁接合部は、適用対象として、地震荷重等の変則的な外力が作用することが
想定されない構造物の柱梁接合部を想定している。具体的には、地震がほとんど発生しな
い地域に建設される構造物の柱梁接合部等が、本発明の適用対象となりうる。
【００２４】
　そして、本発明の柱梁接合部１は、上記一対のフランジ（一対の板要素）２１、２２の
うち下フランジ（下側の板要素）２２から柱１０に対して圧縮応力のみまたは鋼管の面外
変形による降伏が生じない程度の引張応力が作用する条件で設計される部位に設けられ、
このような応力が作用する条件で設計されるものである。
【００２５】
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　本実施形態の柱梁接合部１において、梁２０の上フランジ２１が接続される高さには、
ダイアフラム３０が溶接されている。一方、梁２０の下フランジ２２が接続される高さに
は、ダイアフラムが設けられておらず、下フランジ２２は柱１０を構成するコンクリート
充填鋼管の鋼管壁に、ダイアフラムを介さずに直接溶接されている。
【００２６】
　柱１０、すなわち鋼管壁１１およびこの内部に充填されるコンクリート１２の各々は、
柱梁接合部１内のダイアフラム３０が設けられる高さから、この柱梁接合部１の下側の柱
中間部にかけて、上下方向に同一の断面形状を有している。
【００２７】
　ここで、柱１０が、コンクリートが充填されない鋼管壁のみからなる場合を想定すると
、梁２０の端部に生じる曲げモーメントを柱が受けるとき、下フランジ２２から鋼管壁に
作用する圧縮応力により、鋼管壁が局部的に面外曲げ変形して、下フランジ２２の近傍に
降伏域が生じうる。上記柱中間部とは、この降伏域よりも下側の部位を指す。
【００２８】
　本実施形態の柱梁接合部１においては、図１に示すように、ダイアフラム３０は、通し
ダイアフラムにより構成されている。ダイアフラム３０の鋼管壁１１より内側の部分には
貫通穴３０ａが設けられ、この貫通穴３０ａを通じて、ダイアフラム３０の上側から下側
に向かって、鋼管壁１１の内部にコンクリート１２が充填される。
【００２９】
　図２に、本発明の柱梁接合部１を有する構造物５０の例を示す。構造物５０は、鋼管壁
の内部にコンクリートが充填されて構成されたコンクリート充填鋼管からなる柱１０と、
上下に間隔を隔てて配置される一対のフランジ（一対の板要素）を有するＨ形鋼からなる
梁２０とを含んで構成され、上述のように、適用対象として、地震荷重等の変則的な外力
が作用することが想定されない構造物を想定している。そして、構造物５０の各柱梁接合
部のうち、梁２０の下フランジ（下側の板要素）２２から柱１０に対して圧縮応力のみま
たは鋼管の面外変形による降伏が生じない程度の引張応力が作用する条件で設計される柱
梁接合部に、本発明の柱梁接合部１が用いられる。
【００３０】
　図３および図４に、本発明の柱梁接合部の他の実施形態を示す。
【００３１】
　図３に示す柱梁接合部１’においては、それぞれＨ形鋼からなる２本の梁２０Ａ、２０
Ｂが柱１０に接合され、これら２本の梁２０Ａ、２０Ｂの梁せいｈＡ、ｈＢが互いに異な
っている。そして、２本の梁２０Ａ、２０Ｂの上フランジ（上側の板要素）２１Ａ、２１
Ｂは、互いに同じ高さに揃えて設けられており、２本の梁２０Ａ、２０Ｂの下フランジ（
下側の板要素）２２Ａ、２２Ｂは、互いに異なる高さに設けられている。
【００３２】
　また、図４に示す柱梁接合部１’’においては、それぞれＨ形鋼からなる３本の梁２０
Ａ、２０Ｂ、２０Ｃが柱１０に接合され、これら３本の梁２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃの梁せ
いｈＡ、ｈＢ、ｈＣが互いに異なっている。そして、３本の梁２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃの
上フランジ（上側の板要素）２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｃは、互いに同じ高さに揃えて設けら
れており、３本の梁２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃの下フランジ（下側の板要素）２２Ａ、２２
Ｂ、２２Ｃは、互いに異なる高さに設けられている。
【００３３】
　建築物等の構造物においては、梁スパンが均一とならないことが多く、このような場合
には、図３および図４に示す柱梁接合部１’、１’’のように、一箇所の柱梁接合部１’
、１’’において柱に接合される複数の梁２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃの梁せいｈＡ、ｈＢ、
ｈＣが互いに異なるものとなる。しかし、これら複数の梁２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃの上に
設置される部材（床スラブ等）の高さは揃っていることが多いため、図３および図４に示
す柱梁接合部１’、１’’のように、これら複数の梁２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃの上フラン
ジ２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｃも、互いに同じ高さに設けられて高さが揃うことが多い。
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【００３４】
　上記各実施形態の柱梁接合部１、１’、１’’によれば、柱１０に対して引張応力のみ
を及ぼす上フランジ（上側の板要素）２１、２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｃが接続される高さに
は、ダイアフラム３０が設けられている。よって、柱１０を構成するコンクリート充填鋼
管の鋼管壁のうち上フランジ２１、２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｃが接続される部位がダイアフ
ラム３０によって補強される。したがって、上フランジ２１、２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｃか
ら入力する引張応力により、柱１０の鋼管壁１１に局部変形が生じることを確実に防ぐこ
とができる。
【００３５】
　また、柱１０に対して圧縮応力のみを及ぼす下フランジ（下側の板要素）２２、２２Ａ
、２２Ｂ、２２Ｃが接続される高さには、ダイアフラム３０が設けられていないが、柱１
０を構成するコンクリート充填鋼管の鋼管壁１１のうち下フランジ２２、２２Ａ、２２Ｂ
、２２Ｃが接続される部位は、鋼管壁１１の内部に充填されたコンクリート１２によって
支持されている。よって、下フランジ２２、２２Ａ、２２Ｂ、２２Ｃから入力する圧縮応
力は、鋼管壁１１の内部に充填されたコンクリート１２により支持されることとなる。し
たがって、下フランジ２２、２２Ａ、２２Ｂ、２２Ｃから入力する圧縮応力により、鋼管
壁１１に局部変形が生じることを確実に防ぐことができる。
【００３６】
　そして、下フランジ２２、２２Ａ、２２Ｂ、２２Ｃが接続される高さにはダイアフラム
３０が設けられないため、一箇所の柱梁接合部１、１’、１’’に設けるダイアフラム数
が減り、柱１０とダイアフラムとの溶接の工数を大幅に減らすことができる。そして、柱
梁接合部１、１’、１’’のパネルゾーンにおいては、下フランジ２２、２２Ａ、２２Ｂ
、２２Ｃが接続される高さを含め、柱１０を構成するコンクリート充填鋼管の鋼管壁１１
の板厚を厚くする必要がなく、柱梁接合部１、１’、１’’のダイアフラム３０が設けら
れる高さからこの柱梁接合部１、１’、１’’に隣接する下側の柱中間部にかけて、柱１
０の断面形状が連続的になる。
【００３７】
　よって、柱１０の鋼管壁１１の板厚を厚くすることによる鋼材重量の増大が発生しない
。
【００３８】
　また、図３および図４に示す柱梁接合部１’、１’’においては、柱１０に接合される
複数の梁２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃの梁せいｈＡ、ｈＢ、ｈＣが互いに異なっていても、こ
れら複数の梁２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃの上フランジ２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｃが互いに同じ
高さに設けられて高さが揃っているので、下フランジ２２Ａ、２２Ｂ、２２Ｃの高さが揃
っていなくても、一箇所の柱梁接合部１’、１’’に設けるダイアフラム数が一つで済む
。よって、柱１０とダイアフラム３０との溶接の工数をより大幅に減らすことができる。
【００３９】
　なお、上記各実施の形態では、ダイアフラム３０を、通しダイアフラムにより構成した
例について説明したが、これに代えて、ダイアフラムを外ダイアフラムまたは内ダイアフ
ラムにより構成すれば、柱梁接合部のパネルゾーンを含む柱の鋼管壁を一本の鋼管で連続
的に構成することができ、柱梁接合部における溶接の工数を大幅に減らすことができる。
【００４０】
　また、上記各実施の形態では、柱１０の鋼管壁１１が、柱梁接合部１内のダイアフラム
３０が設けられる高さからこの柱梁接合部１の下側の柱中間部にかけて、上下方向に同一
の断面形状を有している例について説明したが、これに代えて、柱梁接合部１内のダイア
フラム３０が設けられる高さからこの柱梁接合部１の下側の柱中間部にかけて、柱の板厚
や断面形状が徐々に変化するようにしても、本願発明の効果が得られる。例えば、柱の上
下方向に板厚が徐々に変化するＬＰ鋼板等からなるスキンプレートを組み合わせて箱形断
面鋼管柱を構成し、これを柱の鋼管壁として用いる場合等が考えられる。
【実施例】
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【００４１】
　本発明のように、コンクリート充填鋼管からなる柱と、上下に間隔を隔てて配置される
一対の板要素を有する梁との柱梁接合部において、柱に対して圧縮応力のみを及ぼす下側
の板要素が接続される高さにダイアフラムが設けられていなくても、柱を構成するコンク
リート充填鋼管の鋼管壁の内部に充填されたコンクリートによって、鋼管壁の局部変形を
確実に防止する効果が得られるかについて、下記のとおり数値計算により検証した。
【００４２】
　本発明例として、コンクリート充填鋼管からなる柱（断面寸法が□－７００×３６、降
伏耐力が３８５Ｎ／ｍｍ２、引張強度が５５０Ｎ／ｍｍ２の箱形断面鋼管柱（鋼管壁）に
、圧縮強度が６０Ｎ／ｍｍ２のコンクリートを充填したもの）と、Ｈ形鋼からなる梁（断
面寸法がＨ－９００×３００×１６×２８、降伏耐力が３２５Ｎ／ｍｍ２、引張強度が４
９０Ｎ／ｍｍ２）との柱梁接合部を想定した。この柱梁接合部において、Ｈ形鋼（梁）の
上フランジ（上側の板要素）が接続される高さに設けられるダイアフラムとしては、厚さ
３６ｍｍの通しダイアフラムを想定した。この厚さは、Ｈ形鋼のフランジ厚２８ｍｍに対
応して一般的に用いられる寸法であり、上フランジと通しダイアフラムの間の仕口耐力は
、Ｈ形鋼の上フランジの引張降伏耐力（３２５Ｎ／ｍｍ２）と同等となる。また、Ｈ形鋼
（梁）の下フランジ（下側の板要素）は、柱の鋼管壁をなす箱形断面鋼管柱のスキンプレ
ート（板要素）に直接接合されるものとした。
【００４３】
　比較例としては、上記本発明例の柱を、コンクリート充填鋼管柱から中空の鋼管柱（断
面寸法が□－７００×３６、降伏耐力が３８５Ｎ／ｍｍ２、引張強度が５５０Ｎ／ｍｍ２

の箱形断面の鋼管柱）に置き換えてなる柱梁接合部を想定した。
【００４４】
　上記本発明例および比較例の双方において、柱の鋼管壁（箱形断面鋼管柱のスキンプレ
ート）が、Ｈ形鋼（梁）の下フランジから圧縮応力を受けたときの、面外曲げ変形に対す
る降伏耐力について、下記のとおり数値計算を行った。
【００４５】
　まず、Ｈ形鋼（梁）の下フランジの圧縮降伏耐力は、３２５Ｎ／ｍｍ２×３００ｍｍ×
２８ｍｍ＝２７３０［ｋＮ］と算出される。
【００４６】
　また、柱の鋼管壁（箱形断面鋼管柱のスキンプレート）の面外曲げ変形に対する降伏耐
力は、森田他による「増厚補強箱形断面柱－Ｈ形断面梁接合部の構造性能に関する研究」
（鋼構造論文集、一般社団法人日本鋼構造協会、平成１０年９月、第５巻、第１９号、ｐ
ｐ．３９－５３）の算定方法に従えば、１５７５［ｋＮ］と評価される。
【００４７】
　よって、柱の鋼管壁の面外曲げ変形に対する降伏耐力は、梁の下フランジの圧縮降伏耐
力を下回るため、比較例の場合は、柱の鋼管壁に局部変形が生じる恐れがある。
【００４８】
　一方、本発明例のように、柱の鋼管壁の内部にコンクリートが充填される場合は、梁の
下フランジから入力する圧縮応力は、柱の鋼管壁の内部に充填されたコンクリートの支圧
耐力により支持されることが期待される。この支圧耐力は「鉄筋コンクリート構造計算規
準・同解説　第８版」（一般社団法人日本建築学会編、丸善出版、２０１０年２月、ｐｐ
．３４２～３４３）の算定方法に従えば、梁の下フランジの圧縮応力が柱の鋼管壁（箱形
断面鋼管柱のスキンプレート）内で４５度の範囲で広がるものと考えると、コンクリート
が局所圧縮を受ける面積は（３６ｍｍ＋３００ｍｍ＋３６ｍｍ）×（３６ｍｍ＋２８ｍｍ
＋３６ｍｍ）＝３７２００［ｍｍ２］と算出される。また、支圧端部から離れて応力が一
様分布になったところの断面積は十分大きいと考えられるため、支圧面積比は２となる。
これより、柱の鋼管壁に充填されたコンクリートの支圧許容耐力は、２／３×６０［Ｎ／
ｍｍ２］×３７２００［ｍｍ２］×２＝２９７６［ｋＮ］と評価される。
【００４９】
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　よって、柱の鋼管壁の内部に充填されたコンクリートの支圧耐力が、梁の下フランジの
圧縮降伏耐力を上回るため、本発明例の場合は、柱の鋼管壁の局部変形を確実に防止する
効果が得られていることがわかる。
【００５０】
　このように、本発明の柱梁接合部によれば、柱を構成するコンクリート充填鋼管の鋼管
壁の内部に充填されたコンクリートによって、鋼管壁の局部変形を確実に防止され、柱梁
接合部の耐力および剛性が確保されることが確認できた。
【００５１】
　なお、上述のとおり、柱の鋼管壁の面外曲げ変形に対する降伏耐力は、１５７５［ｋＮ
］と評価されており、本発明例の場合、Ｈ形鋼（梁）の下フランジに作用する引張力は１
５７５［ｋＮ］まで許容される。
【符号の説明】
【００５２】
　１、１’、１’’　　柱梁接合部
　１０　　柱
　１１　　鋼管壁
　１２　　コンクリート
　２０、２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃ　　梁
　２１、２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｃ　　上側の板要素
　２２、２２Ａ、２２Ｂ、２２Ｃ　　下側の板要素
　３０　　ダイアフラム
　５０　　構造物
　ｈＡ、ｈＢ、ｈＣ　　梁せい

【図１】 【図２】

【図３】
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