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(57)【要約】
【課題】加工工数を低減するとともに安価に大空間を有
する自走式立体駐車場を提供する。
【解決手段】自走式立体駐車場において、その中央部は
、角形鋼管からなる中柱を備えるラーメン構造からなり
、その外周部は、Ｈ形鋼からなる外柱を備えるブレース
構造からなり、桁行方向に配置される前記外柱は、当該
外柱の強軸方向が梁間方向に沿った状態で配置され、梁
間方向に配置される前記外柱は、当該外柱の強軸方向が
桁行方向に沿った状態で配置される、自走式立体駐車場
が提供される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
自走式立体駐車場において、
　その中央部は、角形鋼管からなる中柱を備えるラーメン構造を有し、
　その外周部は、Ｈ形鋼からなる外柱を備えるブレース構造を有し、
　桁行方向に配置される前記外柱は、当該外柱の強軸方向が梁間方向に沿った状態で配置
され、
　梁間方向に配置される前記外柱は、当該外柱の強軸方向が桁行方向に沿った状態で配置
される、
自走式立体駐車場。
【請求項２】
請求項１に記載の自走式立体駐車場において、
　前記中柱は梁と剛接合である、自走式立体駐車場。
【請求項３】
請求項１又は２に記載の自走式立体駐車場において、
　前記外柱の強軸方向における接合は剛接合である、自走式立体駐車場。
【請求項４】
請求項１～３のいずれか１項に記載の自走式立体駐車場において、
　前記外柱の弱軸方向における接合はピン接合である、自走式立体駐車場。
【請求項５】
請求項１～４のいずれか１項に記載の自走式立体駐車場において、
　前記ブレース構造は、柱梁間を接合するブレースを備え、
　該ブレースの水平耐力の和を保有水平耐力の数値で除した値が０．７以下である、自走
式立体駐車場。
【請求項６】
請求項１～５のいずれか１項に記載の自走式立体駐車場において、
　基礎構造にスラブを有する、自走式立体駐車場。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、大空間を有する自走式立体駐車場に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自走式立体駐車場において、使い勝手の高い空間を提供できること、また靭性が高く、
エネルギー吸収能力も高いため耐震性に優れていること等から一般的にラーメン構造が採
用されている（特許文献１参照）。
【０００３】
　また、近年では大空間を有する自走式立体駐車場の要求が増えてきており、例えば、図
５に示すようなラーメン構造によって大空間を有する自走式立体駐車場も採用されてきて
いる。このような大空間を有するためには、例えば、５層６段のフラット式の自走式立体
駐車場における柱の断面サイズは、一般的に５００ｍｍ×５００ｍｍや５５０ｍｍ×５５
０ｍｍなどの角形鋼管が採用され、それによって所定の耐力を満たしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭５９－１７０３６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかしながら、大空間を有するラーメン構造にする場合、自走式立体駐車場の内部の柱
本数を極力減らせば実現可能となるが、その場合、鉛直方向の積載荷重と地震時における
水平力をラーメン構造で負担させる必要がある。そのためには、ラーメン構造を構成する
部材（柱及び梁）のサイズを大きくする必要があり、それによってコスト高となり不経済
な自走式立体駐車場となってしまう。また、ラーメン構造の場合、柱・梁間の接合は剛接
合となり、その接合は、ブレース構造と比べ、し難く、また、それによる加工工数が増え
る問題もある。
【０００６】
　本発明は、かかる事情を鑑みてなされたものであり、その主な目的は、加工工数を低減
するとともに安価に大空間を有する自走式立体駐車場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】
【０００７】
　本発明によれば、自走式立体駐車場において、その中央部は、角形鋼管からなる中柱を
備えるラーメン構造を有し、その外周部は、Ｈ形鋼からなる外柱を備えるブレース構造を
有し、桁行方向に配置される前記外柱は、当該外柱の強軸方向が梁間方向に沿った状態で
配置され、梁間方向に配置される前記外柱は、当該外柱の強軸方向が桁行方向に沿った状
態で配置される、自走式立体駐車場が提供される。
【０００８】
　本発明に係る自走式立体駐車場では、中央部を角形鋼管からなる中柱を備えるラーメン
構造とし、外周部をＨ形鋼からなる外柱を備えるブレース構造とするハイブリット自走式
立体駐車場とすることで、従来の角形鋼管からなる柱を備えるラーメン構造による大空間
を有する自走式立体駐車場に比べて、部材サイズを小さくすることができる。また、外周
部をブレース構造とすることで、外柱と外周部の梁との接合はピン接合となり、剛接合に
比べ接合しやすく、加工工数を低減することができる。
【０００９】
　好ましくは、前記自走式立体駐車場において、前記中柱は梁と剛接合である、自走式立
体駐車場が提供される。
【００１０】
　好ましくは、前記自走式立体駐車場において、前記外柱の強軸方向における接合は剛接
合である、自走式立体駐車場が提供される。
【００１１】
　好ましくは、前記自走式立体駐車場において、前記外柱の弱軸方向における接合はピン
接合である、自走式立体駐車場が提供される。
【００１２】
　好ましくは、自走式立体駐車場において、前記ブレース構造は、柱梁間を接合するブレ
ースを備え、該ブレースの水平耐力の和を保有水平耐力の数値で除した値が０．７以下で
ある、自走式立体駐車場が提供される。
【００１３】
　好ましくは、自走式立体駐車場において、基礎構造にスラブを有する、自走式立体駐車
場が提供される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、加工工数を低減するとともに安価に大空間を有する自走式立体駐車場
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】スキップ式の自走式立体駐車場の基準階の平面図。
【図２】正面視におけるスキップ式の自走式立体駐車場の主架構組図。
【図３】側面視におけるスキップ式の自走式立体駐車場の主架構組図。
【図４】スキップ式の自走式立体駐車場の柱・梁の接合構造の詳細を示す梁伏図。
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【図５】従来の一般的な大空間を有するフラット式の自走式立体駐車場の梁伏図。
【図６】基礎構造の断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　自走式立体駐車場の好適な実施形態について、図面を用いて具体的に説明する。以下に
おいては、便宜上、スキップ式（フラット段差式）の自走式立体駐車場を例に挙げて説明
するが、それ以外のフラット式、連続傾床式にも好適に組み込むことができる。また、本
発明は、以下の実施形態に限定されるものではないし、本発明の効果を奏する範囲を逸脱
しない範囲で、適宜変更は可能である。
【００１７】
　本発明は、自走式立体駐車場における駐車場運用方法（自動バレーパーキング等）の将
来的な変化に対応すべく、従来より柱本数を削減した大空間を有する自走式立体駐車場を
開発すれば、将来的な変化にも柔軟に対応できることに着目して、これを発展させたもの
である。
【００１８】
１．自走式立体駐車場の概略構成
　第１節では、自走式立体駐車場１の概略構成を説明する。図１は、スキップ式の自走式
立体駐車場の基準階の平面図、図２は、正面視におけるスキップ式の自走式立体駐車場の
主架構組図、図３は、側面視におけるスキップ式の自走式立体駐車場の主架構組図を各々
示している。
【００１９】
　図１～図３に示すように、自走式立体駐車場１（以下、建物１という場合がある）は、
ＧＬに固定された鉄筋コンクリート造の基礎構造１００と、柱や梁などの軸組部材で構成
された軸組架構を有するとともに、基礎構造１００に固定された上部構造体１０１とで構
成されている。
【００２０】
　建物１は、鉄骨造の軸組みを有する少なくとも１層２段（１階建て）以上からなり、そ
の各層には上下の層を車が自走で昇降可能に連結するスロープ３が設けられている。また
、各層には周回式の一連の車路２が設けられ、車路２の両側には列状に複数の駐車スペー
ス４が設けられている。なお、以下、建物１において、長手方向を桁行方向、短手方向を
梁間方向という。
【００２１】
２．建物１の柱・梁の接合構造
　第２節では、建物１の柱・梁の接合構造を説明する。図４は、スキップ式の自走式立体
駐車場の柱・梁の接合構造の詳細を示す梁伏図である。
【００２２】
　図４に示すように、建物１の中央部は、角形鋼管からなる中柱１０を備えるラーメン構
造とし、一方、外周部は、Ｈ形鋼からなる外柱２０，２１を備えるブレース構造としてい
る。なお、図４では、各梁の両端における接合を視覚的に理解していただくために、黒ベ
タを剛接合によるラーメン構造、クロスのハッチングをピン接合によるブレース構造と表
現している。すなわち、中柱１０は梁３０，３４と剛接合であり、外柱２０の強軸方向に
おける接合は剛接合となっている。
【００２３】
　また、外柱２０及び梁３１間、外柱２１及び梁３２，３３間、又は、梁３３，３０間に
設けられている隙間は、ピン接合箇所であることを示している。すなわち、外柱２０，２
１の弱軸方向における接合はピン接合である。
【００２４】
　図１～図３にもどり、外周部の桁行方向における外柱２０，２０間には４つの角形鋼管
のブレース６０が設けられている。同様に外周部の梁間方向における外柱２１，２１間に
は１つの角形鋼管のブレース６１が設けられている。なお、ブレース６０，６１は駐車場
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のサイズ等により適宜、適当な本数にすれば良く、少なくとも１つ以上であれば良い。
【００２５】
　また、桁行方向に配置される複数の外柱２０は各々強軸方向が梁間方向に沿った状態で
配置されている。換言すると、Ｈ形鋼は、ウェブとフランジで構成され、フランジの面側
が建物１の中央部に対向するように配置されている。
【００２６】
　同様に、梁間方向に配置される複数の外柱２１は各々強軸方向が桁行方向に沿った状態
で配置されている。換言すると、上記同様にフランジの面側が建物１の中央部に対向する
ように配置されている。
【００２７】
　このように、建物１の中央部を角形鋼管からなる中柱１０を備えるラーメン構造とし、
外周部をＨ形鋼からなる外柱２０，２１を備えるブレース構造とするハイブリットの建物
１とすることで、建物１の内部空間を有効活用することができ、さらに、建物１への水平
力を効率的に負担できる構造とすることができる。
【００２８】
　したがって、従来の角形鋼管からなる柱で構成されるラーメン構造によって大空間を有
する自走式立体駐車場に比べて、構成する部材（柱や梁）のサイズを小さくすることがで
きるため、経済的な自走式立体駐車場とすることができる。
　また、外周部をブレース構造とすることで、梁と外柱２０，２１との接合はピン接合と
なり、剛接合に比べ接合しやすく、トータル的にも加工工数を低減することができる。
【００２９】
３．水平耐力構造
　第３節では、水平耐力構造を説明する。
　本発明の建物１は、如何に水平耐力を有する構造にするかを鋭意工夫している。換言す
ると、本発明の建物１は、ブレース６０，６１の水平耐力の和を保有水平耐力の数値で除
した値が０．７以下となるようにしている。
【００３０】
　ここで、ブレース６０，６１の“水平耐力の和”とは、各層に属するブレース６０，６
１の水平方向の耐力の和のことを言い、“保有水平耐力”とは、各層に属する柱、梁、ブ
レース等で構成された架構が崩壊に至る際に、柱、梁、ブレース等の構造耐力上主要な部
分に生じる水平力の和のことを言う。
【００３１】
　建物１は、地震時の減衰性や靭性等を考慮したエネルギー吸収能力を地震入力エネルギ
ーより大きくすることで大地震に対する安全性を確保している。
　一般的にラーメン構造は靭性が高く、またエネルギー吸収能力も高いため耐震性に優れ
ているが、一方、ブレース構造は変形によるエネルギー吸収能力は小さい。
【００３２】
　また、地震入力エネルギーを算出する際に用いるエネルギー吸収能力を評価した構造特
性係数は、ラーメン構造とブレース構造とのハイブリット構造とした場合、ブレース構造
における水平耐力の和が保有水平耐力の概ね７０％以上になると純粋ブレース構造に近い
挙動となる。
【００３３】
　そのため、構造特性係数の値を大きく設定する必要があるが、その比率を概ね７０％以
下とすることで、構造特性係数の値を小さく設定することができる。そうすることで、地
震入力エネルギーを小さくすることができ、それに合わせて建物１のエネルギー吸収能力
を小さくすることができる。
【００３４】
　したがって、自走式立体駐車場を構成する部材サイズを小さくすることができ、経済的
、且つ、振動減衰性や靭性を高めた自走式立体駐車場とすることができる。
【００３５】
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４．基礎構造
　第４節では、基礎構造を説明する。図６は、基礎構造の断面図であり、一例として、梁
間方向における外柱２１の一つを挙げている。
　図６に示すように、基礎構造１００は、上部構造体１０１（軸組架構）の下方に位置し
、軸組架構を支持している。
【００３６】
　具体的には、基礎構造１００は、杭体５０と、フーチング５１と、地中梁５２と、スラ
ブ５３とで構成されており、外柱２１は、下部がフーチング５１によってそれぞれ支持さ
れている。なお、フーチング５１と、地中梁５２と、スラブ５３とは、それぞれ鉄筋コン
クリートで構成されている。
【００３７】
　杭体５０は、円柱形状をしており、杭打ち機などによって地盤５６に埋設され、その下
部は支持層５５に定着している。一方、上部はフーチング５１に固定されている。
　すなわち、外柱２１は、フーチング５１を介して杭体５０に支持されている。
【００３８】
　また、フーチング５１の上部には、複数のアンカーボルト５４が突出しており、それら
を外柱２１の下端部に接合されたベースプレート５７の複数の孔５７ａにそれぞれ挿入し
、各アンカーボルト５４にナット５４ａを螺号している。それによって、建物１の外柱２
１は、基礎構造１００のフーチング５１と固定されている。
【００３９】
　また、建物１のＧＬ直下には全面にスラブ５３を形成している。換言すると、建物１の
ＧＬ直下、且つ、フーチング５１、地中梁５２、及び地盤５６の上面との間に外柱２０，
２１及び中柱１０をさらに固定するように、全面にスラブ５３を形成している。
　それによって、外周部の外柱への水平力に関して、建物１の基礎構造にスラブ５３を全
面に設けることで、杭体５０等の下部構造に作用する水平力を分散することができる。
【００４０】
（施工方法）
　建物１を基礎構造１００で支持する場合、まず、杭打ち機によって、地盤５６から杭体
５０を支持層５５へ到達させる。次にフーチング５１用及び地中梁５２用に鉄筋（図示省
略）を配筋し、コンクリートを打設する。その際、複数のアンカーボルト５４を上部が突
出した状態でフーチング５１に固定する。次に各アンカーボルト５４を外柱２１の下部に
接合されたベースプレート５７と固定する。次に建物１のＧＬ直下に配筋をして、全面に
コンクリートを打設することで、ＧＬ直下に建物１の床面全面にスラブ５３を形成する。
【００４１】
５．水平力及び引抜力
　第５節では、本発明の建物１における水平力及び引抜力について説明する。
　本発明は、建物１において、上述のように外周部をブレース構造としている。それ故、
建物１の重心から最も離れている外周部へブレース６０，６１を配置することで、ブレー
ス構造の水平力負担効率は非常に高くできる一方、外周部の外柱脚への水平力または引抜
力が大きくなり、杭基礎等の下部構造へ大きな影響を与える虞がある。
【００４２】
　その点、図６に示すように、外周部の外柱への水平力に関しては、建物１の基礎構造に
スラブ（鉄筋コンクリート）を設けることで、杭体５０等の下部構造に作用する水平力を
分散させている。このように、従来は、１階の床構造にアスファルトを設けるところ、本
発明では、地盤面ＧＬ直下にスラブを設けることで、杭体５０等の下部構造に作用する水
平力を分散させることに着目した。
【００４３】
　また、梁間方向における外周部の外柱２１への引抜力に関しては、大きな引抜力が発生
する構面の外柱本数をできる限り少なくし、その構面の外柱２１に作用する鉛直方向の軸
力を大きくすることで、外柱に作用する引抜力を可能な限り抑制させている。
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　また、梁間方向における外周部の梁３２及び外柱２１との接合をピン接合とすることで
、梁曲げ応力による引抜力を抑制させている。
【００４４】
５．結言
　以上のように、本実施形態によれば、自走式立体駐車場内部に駐車の妨げになるような
柱を可能な限り減らし、さらに、水平力を負担するためのブレースを自走式立体駐車場内
部に配置しないことで、自走式立体駐車場内部に大空間を有する自走式立体駐車場を提供
することができる。
【００４５】
　かかる自走式立体駐車場は、自走式立体駐車場において、その中央部は、角形鋼管から
なる中柱を備えるラーメン構造を有し、その外周部は、Ｈ形鋼からなる外柱を備えるブレ
ース構造を有し、桁行方向に配置される前記外柱は、当該外柱の強軸方向が梁間方向に沿
った状態で配置され、梁間方向に配置される前記外柱は、当該外柱の強軸方向が桁行方向
に沿った状態で配置される。
【符号の説明】
【００４６】
　１　　　自走式立体駐車場（建物）
　２　　　車路
　３　　　スローブ
　４　　　駐車スペース
　１０　　　中柱
　２０，２１　　　外柱
　３０～３４　　　梁
　５３　　スラブ
　６０，６１　　　ブレース 
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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