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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　梁と柱の間に補強材として斜めに取り付けられ梁を支える斜め柱材を接合する仕口部分
のＨ型鋼である主構造材に対して、少なくとも１部に開放端を有する締結用板状体を溶接
し、該締結用板状体の対向する両側辺及び上方斜辺の開放端部に対して補強プレートが略
直角をなし、それぞれの断面が略Ｔ字状となるように溶接され、前記締結用板状体に接続
される前記斜め柱材の接続端部に接続用板状体を溶接し、該接続用板状体の対向する両側
辺の開放端部に対して補強プレートが略直角をなし、それぞれの断面が略Ｔ字状となるよ
うに溶接され、そして、該締結用板状体の両側辺の開放端部に溶接された各補強プレート
に対応する部位の裏面に相当するＨ型鋼に対して、該主構造材であるＨ型鋼の２つの開放
部間を連結する補強プレートが溶接される、ことを特徴とする仕口補強構造。
【請求項２】
　前記締結用板状体の主構造材に締結する側の開放端部並びに当該締結用板状体の両側辺
に対して溶接された補強プレートの開放端部が溶接により取付けられた板状材が、前記斜
め柱材が取付けられる仕口部分の主構造材に対して溶接および／またはボルト・ナットの
締結手段により固着される、ことを特徴とする請求項１に記載の仕口補強構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主構造材に対し１ないしそれ以上の構造材を組み合わせて接合する仕口構造
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に対して、開放端付き補強構造材（補強プレート）を適用することにより有効な補強効果
を期待し得る仕口補強構造に関する。ここで、開放端付き補強構造材とは、丸型管材、角
型管材その他袋状体等のような閉じられた断面のみを有する構造材ではなく、主として板
状体、ヒレ状補強部の開放端部を備えた構造材であり、またこれらと同様の補強構造材が
被着された丸型管材、角型管材、柱状体、筒状体等を包含するものをいう。
【背景技術】
【０００２】
　各種建築物その他の構造体において、柱、梁、桁等の主構造材の側面に対し１ないしそ
れ以上の構造材を接合する構造が仕口（しぐち）となる。素材が木材である場合には接合
される側の部材にほぞ穴を、そして接合する側の部材端部にほぞを、それぞれ設け、ほぞ
穴にほぞを挿入する仕口構造が広く採用される。これに対して、複数の金属構造材を組み
合わせた仕口形成には、一般に溶接による接合が行われる。このような溶接箇所の強度が
、溶接作業時の使用素材並びに施工技術によって大きく異なることは経験上良く知られて
いる。
【０００３】
　金属材料、例えば各種鋼鉄製素材によって十分な強度を有する仕口構造を形成するには
、構成材料の素材および寸法等を選定し、それぞれの性質および特徴を踏まえた上で然る
べき溶接技能を有する作業者により適切な溶接作業を行わなければならない。それぞれの
所要条件が確保できない場合は、当該構造物は地震、台風その他自然災害や天変地異によ
って甚大な被害を被る可能性がある。
【０００４】
　例えば特許文献１は、角型鋼管柱または鋼管コンクリート柱と梁による仕口構造を形成
する手段を開示している。かかる柱類と梁による仕口構造を形成するに当たって、鋼管柱
または鋼管コンクリート柱１の内部に角型の内部補強プレート３を溶接して、鋼管柱等の
柱内部側を予め補強しておき、その外部に梁材２を溶接固定する構造を開示している。し
かし、かかる手段は補強プレートを内部に溶接可能な柱類の端部においてのみ適用可能で
、管内部への溶接処理が不可能である管状柱類の中間部における仕口構造形成には適用で
きない。
【０００５】
　また特許文献２は、角型鋼管柱１に対して梁部材２を組合わせて仕口構造を形成する際
に、補強を行うための構造を開示している。この場合、角型鋼管柱の外周４面に予め仕口
補強プレート４（５、６、７、８）を溶接しておき、この補強プレート４に対してＨ型鋼
である梁部材２を溶接結合する手段を開示している。角型鋼管柱１に対する補強板４の溶
接自体は周知の技術と解されるが、溶接母材である角型鋼管柱に対する入熱影響を低減す
る効果も期待できる旨開示している。しかしながら、この構造においては仕口補強プレー
ト３を介在させて鋼管柱１と梁部材２とを接合しているにすぎない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平０６－２９９６０２号公報
【０００７】
【特許文献２】特開２００７－２８４９３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の課題は、主に金属製の主構造材に対し１ないしそれ以上の構造材を組み合わせ
て接合する仕口構造に対して、開放端付き補強構造材（補強プレート）を適用することに
より有効な補強効果を期待し得る仕口補強構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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　請求項１に記載の発明は、梁と柱の間に補強材として斜めに取り付けられ梁を支える斜
め柱材を接合する仕口部分のＨ型鋼である主構造材に対して、少なくとも１部に開放端を
有する締結用板状体を溶接し、該締結用板状体の対向する両側辺及び上方斜辺３Ｓ、２３
Ｓの開放端部に対して補強プレートが略直角をなし、それぞれの断面が略Ｔ字状となるよ
うに溶接され、前記締結用板状体に接続される前記斜め柱材の接続端部に接続用板状体を
溶接し、該接続用板状体の対向する両側辺の開放端部に対して補強プレートが略直角をな
し、それぞれの断面が略Ｔ字状となるように溶接され、そして、該締結用板状体の両側辺
の開放端部に溶接された各補強プレートに対応する部位の裏面に相当するＨ型鋼に対して
、該主構造材であるＨ型鋼の２つの開放部間を連結する補強プレートが溶接される仕口補
強構造であることを特徴とする。主構造材は構造物の柱、梁、桁材等を指称し、ここでは
、補強材としては主として梁と柱の間に補強材として斜めに取り付けられる斜め柱材（方
杖）を想定している。なお、以下の説明において「梁と柱の間に補強材として斜めに取り
付けられ梁を支える斜め柱材」を「補強材」又は「斜め補強材」ともいう。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記締結用板状体の主構造
材に締結する側の開放端部並びに当該締結用板状体の両側辺に対して溶接された補強プレ
ートの開放端部が溶接により取付けられた板状材が、前記斜め柱材が取付けられる仕口部
分の主構造材に対して溶接および／またはボルト・ナットの締結手段により固着される仕
口補強構造であることを特徴とする。ここでは、仕口部分に接合する締結部として、補強
プレート４、５、２４、２５が溶接された締結用板状体３、２３が取付けられた板状材１
３を一体として予め製作しておき、当該締結部を主構造材１、２０に対して溶接又はボル
ト・ナット等の締結手段により固着する。ボルト・ナット等の締結手段により固着する場
合は主構造材として木材、プラスチック材等を採用することができる。
【００１１】
　本発明においては、仕口補強構造における前記主構造材１、２０および補強材２、２２
をＨ型鋼、角型鋼管材、丸型鋼管材（円筒状鋼管材）、Ｃ型鋼から選択されたいずれかの
抗圧縮鋼材とすることができ、前記主構造材１、２０および補強材２、２２をアルミ材ま
たはアルミ合金材することができる。
【００１２】
　本発明においては、仕口補強構造における前記主構造材１、２０がＨ型鋼であり、前記
補強プレート４、５、２４、２５、９、１０、２９、３０に加えて、該各補強プレートに
対応する部位の裏面にＨ型鋼の２つの開放部間を連結する補強プレート６、７、２６、２
７をすることができ、付加される補強プレートの取付け数は一方側の２つの開放部間を連
結する（空間を塞ぐように）２枚、さらにこれらに対向する他方側の空間を塞ぐように２
枚、或いはそれ以上とすることができる。なお、本発明においては、例えば構造物のコー
ナー部のように、仕口構造形成部において複数の前記主構造材が交差する構造である場合
、前記補強プレートの他の開放端部を各々の主構造材との接合部に対しても溶接するよう
に構成することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明により特定される構成を備えた仕口補強構造によれば、主構造材に固着（溶接）
される締結用板状体の選ばれた開放端部に対して略直角であって、その断面がＴ字状とな
るように補強プレートが溶接により取付けられる。このように溶接された補強プレートは
、固着された締結用板状体の開放端部に作用する曲げ荷重、捻り荷重、せん断力等の不整
荷重に対応する対抗応力を生じ、仕口構造部分における構造材の曲がり、捩れ、破断等の
ような致命的損傷を防止する効果を発揮する。したがって、このような仕口補強構造を適
用することにより、各種建築物の鉄骨、鉄道や道路の橋梁、鉄塔その他鋼鉄製構造物の構
成に対して有効な補強効果が期待できる。
【００１４】
　本発明における仕口部分に接合する締結部として、補強プレートと締結用板状体とが取
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り付けられた板状材を一体として予め制作しておき、当該一体の締結部を主構造材に対し
てボルト・ナット等の締結手段により固着する構成とすることができる。この場合主構造
材として木材、プラスチック材等の利用が可能となる。本発明においては、主構造材およ
び補強材としてＨ型鋼、角型鋼管材、丸型鋼管材（円筒状鋼管材）、Ｃ型鋼から選択され
たいずれかの抗圧縮鋼材を適用でき、またそれらの素材をアルミ材またはアルミ合金材と
することができる。このような鋼材を適用することにより構造材自体十分な強度を保有す
るものである。
【００１５】
　さらに本発明においては、主構造材をＨ型鋼とし、前記した補強プレートに加えて、補
強プレートに対応する部位の裏面にＨ型鋼の２つの開放部間を連結する追加補強プレート
を任意数溶接により付加することができる。このような構成により、各種建築構造物の構
成に対してさらに有効な補強効果を発揮することが可能となる。
【００１６】
　本発明に係る仕口補強構造が有効な理由は、構造部材本体の大部分は十分な強度を保有
するにも拘わらず、各構造部材の弱点は両端部およびそれらの接続部分付近にある。すな
わち、曲がり、捩れ、接続部破断等の不具合の多くは、構造材の両端接合部に集中すると
の知見に基づくものである。したがって、仕口構造における構成部材の両端側接続部に存
在する各開放端部に対して補強プレートを略直交させるように溶接して補強処理すること
により、仕口補強構造を構成することができる。
【００１７】
　このように、金属製構造材の仕口構造部における曲がり、捩れ等の変形、破断、さらに
は接合のための補助的連繋部材の変形等の危惧を未然に防止することができる。その結果
、かかる仕口部を有する構造体の安全性を高め、気温や気候の変化、地震その他外部から
の振動、構造体内部に生ずる不整応力等による変形や歪み、損傷等を防止し、耐用年数ま
たは構造体寿命を延伸することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】主構造材として垂直構造材である柱に対して補強材を取付けた仕口補強構造を示
す斜視図である。
【図２】主構造材として水平構造材である梁又は桁に対して補強材を取付けた仕口補強構
造を示す斜視図である。
【図３】補強プレートが溶接された締結用板状体が取付けられた板状材が主構造材に対し
て固着された構成例を示す斜視図である。
【図４】本発明に係る仕口補強構造による補強プレートの取り付け構造の主要部の構成例
を示す四面詳細図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、添付図を参照しつつ本発明に係る仕口補強構造の実施の形態について詳細に説明
する。図１は、主構造材としての垂直構造材（Ｈ型鋼）である柱１の中間側面に対して、
補強材としての角型鋼管である斜め補強材（方杖）２を取付ける場合の仕口補強構造を示
す斜視図である。図２は、本発明に係る仕口補強構造において、主構造材として水平構造
材である梁又は桁２０を適用する構造例を示すものである。このように水平構造材である
梁又は桁の参照符号を２０とし、その他の殆どの構成部材には図１において対応する部材
の参照符号に対してそれぞれ数字２０を加えた参照符号を表記している。したがって、各
部材は、補強材２２、締結用鋼材２３、補強プレート２４、２５、２９、３０、補強プレ
ート（追加補強プレート）２６、２７、接続用板材２８となる。また、連結当て板３１お
よび締結用ボルト・ナット３２として表わしている。
【００２０】
　図２に示す各構成部材の特徴並びに効果等は、各荷重の作用方向が図１の垂直構造材で
ある柱１に対する場合と異なる部分はあるものの、本質的な仕口補強構造における補強効
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果と同様である。なお、図１は垂直構造材である柱１に対する適用例を図示し、図２は水
平構造材である梁または桁２０に対する適用例を図示しているが、本発明に係る仕口補強
構造はこれらの中間的配位にあるような傾斜構造材に対する仕口構造としても適用可能で
ある。
【００２１】
　なお、図中の太破線で示す部分は対応する部材間が溶接されていることを示す溶接線で
ある。柱１並びに梁又は桁２０の正面（図１右側面、図２底面）の仕口形成部には、ここ
では変形五角形として形成された締結用板状体としての締結用鋼材３、２３が柱１並びに
梁又は桁２０に沿う垂直部３Ｖ、水平部２３Ｈにおいて溶接される。この締結用鋼材３、
２３の上辺、右側辺には補強プレート４、２４がそれぞれ溶接され、該締結用鋼材に溶接
された補強プレート４、２４の底辺、上辺は柱１並びに梁又は桁２０にも水平方向にそれ
ぞれ溶接される。また、締結用鋼材３、２３の下辺、左側辺には同様に補強プレート５、
２５がそれぞれ溶接され、該締結用鋼材に溶接された補強プレート５、２５の底辺、上辺
は柱１並びに梁又は桁材２０にも水平方向に強固に溶接される。なお、図においては補強
プレートの形状を変形六角形としているが、補強プレートの形状はこれに限定されるもの
ではなく三角形、四角形、台形等とすることは任意である。
【００２２】
　本実施例においては、主構造材としての柱１、梁又は桁２０をＨ型鋼とし、補強材とし
ての斜め補強材２を角型鋼管としているが、柱、梁又は桁並びに斜め補強材はＨ型鋼、角
型鋼管に限定されるものではなく、強固な抗圧縮力を示す構造材、例えば方形断面の角型
鋼管、円形断面或いは円筒状の丸型鋼管、Ｈ型鋼、Ｃ型鋼等から選ばれた適宜材料を使用
できる。なお、湾曲面、円形面等の平面を形成しない構造材を使用する場合は、締結用鋼
材、補強プレートを溶接するための平面形状の取付け材等を介在させることが必要となる
。また、これらの構造材を軽量で強度なアルミ材またはアルミ合金材等とすることができ
る。
【００２３】
　本発明に係る仕口補強構造において、締結用鋼材３、２３は、柱１並びに梁又は桁２０
と斜め補強材２、２２との取付け角度および溶接線の長さ、各補強プレート４、５、２４
、２５との溶接線長さ、斜め補強材側との連結部の寸法および構成部材等に影響を及ぼす
ため、仕口補強構造の目的および構造に応じて材質、形状および寸法等を選択する必要が
ある。なお、本実施例における締結用鋼材３、２３は、図示しているような角度で傾斜し
ている斜め補強材２、２２を利用する際に適する変形五角形の構造を例示したに過ぎない
。例えば、斜め補強材２、２２を直交またはそれに近い角度で取付ける場合には、正方形
ないし長方形であっても良く、それぞれの用途、取付け角度、設計強度等に応じて締結用
鋼材３、２３の形状や素材の変更が可能である。
【００２４】
　図１、２に示すように垂直構造材である柱１、水平構造材である梁又は桁２０がＨ型鋼
である場合には、各補強プレート４、５、２４、２５に対応する部位の裏面に、Ｈ型鋼の
２つの開放部間を連結する（塞ぐ）付加的な追加補強プレート６、７、２６、２７を介在
させてその補強プレートの両側辺および底辺をそれぞれＨ型鋼の面に対して溶接すること
により、仕口構成部周辺の剛性が高められる結果、より強固な補強効果が期待できる。追
加補強プレートの取付け数は一方の空間を塞ぐように２枚でもよく、さらにこれらに対向
する他方の空間を塞ぐように２枚、或いはその中間等を含めて４枚以上とすることができ
る。なお、Ｈ型鋼製の柱１並びに梁又は桁材２０自体の強度が、当該仕口部の構造からみ
て十分であると解される場合には、これら付加的な追加補強プレート６、７、２６及び２
７は省略しても差し支えない。
【００２５】
　その結果、締結用鋼材３、２３は、垂直構造材である柱１並びに水平構造材である梁又
は桁２０との間で、締結用鋼材自体の垂直部３Ｖ、水平部２３Ｈ並びに上下辺、左右側辺
の補強プレート４、５、２４、２５とも相俟って強固に接合されることになり、捩れ、歪
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み、曲げ等の荷重に伴う変形に対して強い抵抗力を発揮する。この締結用鋼材３、２３の
下方斜辺には、連結用のボルト・ナット締結穴が所要個数、本実施例では３個×２列で合
計６個設けられている。なお、締結用鋼材３、２３の上方斜辺３Ｓ、２３Ｓの上端縁に対
してもＴ字断面を形成するように補強プレートを溶接することにより、さらに強固な仕口
補強構造を形成することができる。
【００２６】
　補強材２、２２の接続端には、ここでは羽子板状に形成された接続用板状体としての接
続用板材８、２８が溶接されている。この接続用板材８、２８は所要強度を有し、かつ補
強材２、２２に対して所要強度を達成するに足りる長さにわたり堅固に溶接される。また
、接続用板材８、２８の上端部側、右端部側には締結用鋼材３、２３の下方斜辺の締結用
穴と対応して連結用のボルト・ナット締結用穴が所要数、本実施例では３個×２列で合計
６個設けられている。さらに、接続用板材８、２８の開放側端部には、略直角の断面とな
るように補強プレート９、１０、２９、３０がそれぞれ溶接されている。そのため、接続
用板材８、２８はこれら両補強プレート９、１０及び２９、３０によって捩れや曲がりに
対する強度が大幅に改善される。
【００２７】
　このように形成された上方側の締結用鋼材３、２３と下方側の補強材２、２２の接続用
板材８、２８とにそれぞれ形成されたボルト・ナット締結用穴が、本実施例では前述のよ
うにそれぞれ３個×２列で合計６個設けられている。そして、これらのボルト・ナット締
結用穴に合わせて１２個の締結用穴が形成された連結当て板１１、３１を表面および裏面
（図示していない）にそれぞれ配設し、所要強度を備えたボルト・ナットを挿通して強固
に連結される。この場合、表裏それぞれの連結当て板および締結用ボルト・ナット等が所
望安全係数を見込んで十分な強度を要求されることは論を待たない。なお、連結当て板１
１、３１の構成および締結用ボルト・ナット１２、３２の本数などは単なる例示であり、
用途に応じて適宜増減すべきものである。
【００２８】
　図１に示す垂直構造材である柱１に対して補強材である斜め補強材２を設置するための
仕口補強構造は、柱１側の締結用鋼材３と斜め補強材２の接続用板材８と、両者を連結す
る連結当て板１１および締結用ボルト・ナット１２を主体とし、それぞれに対する補強プ
レート４、５および９、１０から構成される。また、図２に示す水平構造材である梁又は
桁２０に対して補強材である斜め補強材２２を設置するための仕口補強構造は、梁又は桁
２０側の締結用鋼材２３と斜め補強材２２の接続用板材２８と、両者を連結する連結当て
板３１および締結用ボルト・ナット３２を主体とし、それぞれに対する補強プレート２４
、２５および２９、３０から構成される。
【００２９】
　また、斜め補強材である補強材２、２２に沿う軸線に作用する引っ張り応力ないし圧縮
応力に対しては、当然ながら締結用鋼材３、２３と下方側の補強材２、２２の接続用板材
８、２８並びに連結用当て板１１、３１が分担する。そして、各補強プレート４、５及び
９、１０、２４、２５及び２９、３０によって、柱１、梁又は桁２０側の締結用鋼材３、
２３および補強材２、２２に沿う軸線と交差するいずれかの向きに作用する不整応力に対
して補強効果を増大することが期待できる。したがって、各部材ならびにそれぞれの溶接
部に作用する捩れや曲がり等の不整荷重に対する対抗力を大幅に増強することができる。
なお、本発明においては、例えば、柱と梁又は桁が交差する構造物のコーナー部のように
、仕口構造形成部において複数の主構造材が交差する構造である場合、補強プレートの他
の開放端部をそれぞれの主構造材との接合部に対しても溶接するように構成することがで
きる。また、本実施例では主構造材である柱、梁又は桁に補強材（方杖）を上方位置に取
付ける場合の仕口補強構造を示し説明しているが、この構造例に対応する下方位置におけ
る仕口補強構造も上方位置に取付ける場合の仕口補強構造と同様の構成とすることができ
ることはいうまでもない。
【００３０】
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　図３は、補強プレート４、５、２４、２５が溶接された締結用鋼材３、２３が取付けら
れた板状材１３が主構造材である柱１、梁又は桁２０に対して固着された構成例を示す斜
視図である。この実施例においては、予め締結用鋼材３、２３に対して補強プレート４及
び５、２４及び２５を溶接しておき、当該補強プレートが溶接された締結用鋼材３、２３
の開放端部並びに補強プレート４及び５、２４及び２５の開放端部を板状材１３に溶接す
る。このように補強プレート、締結用鋼材及び板状材を一体とし、板状材１３の裏面を溶
接或いはボルト・ナット等の締結手段により柱１、梁又は桁２０に対して強固に固着する
。なお、締結用鋼材３、２３に対する補強材２、２２の接続構造は上述した構成と同様で
あり、また図示は省略しているが、柱１並びに梁又は桁２０がＨ型鋼である場合に付加さ
れる前述した付加的な追加補強プレート６、７、２６、２７を取付けることができること
は当然である。
【００３１】
　図４は、図１のように形成された仕口補強構造の一点鎖線の楕円で示されたＸ部分の構
成例を示す４面の構成図である。参照符号は、図１を主として表記し、カッコ内に図２の
参照符号を付記している。図４（Ａ）はＨ型鋼製の構造材である柱１（図２の梁又は桁２
０）に対して締結用鋼材３（２３）、一方の補強プレート４（２４）が太破線で示した溶
接線のように溶接された状態を示す正面図である。
【００３２】
　図４（Ｂ）はＸ部分の平面図であり、Ｈ型鋼製の構造材である柱１（梁又は桁２０）の
断面並びに締結用鋼材３（２３）との関係を図示しており、一方の補強プレート４（２４
）およびＨ型鋼内部に取付けられる追加補強プレート６（２６）および６’（２６’）等
の関係を示している。図４（Ｃ）はＸ部分の右側面図であり、補強プレート４（２４）が
溶着されたＨ型鋼製の垂直構造材である柱１（梁又は桁２０）が図示され、その裏側には
追加補強プレート６’（２６’）が溶接により固定されている。このような追加補強プレ
ート６’（２６’）によってＨ型鋼の剛性を高めることができ、より強固な補強構造が形
成される。
【００３３】
　図４（Ｄ）は、Ｘ部分の底面図であり、平面図の上下反転に相当する。Ｈ型鋼製の垂直
構造材である柱１（梁又は桁２０）は破断面を斜線で示しており、締結用鋼材３（２３）
の一部、一方の補強プレート４（２４）、Ｈ型鋼の両側片に間挿されるように溶接された
左右の付加的な追加補強プレート６、６’（２６、２６’）を見ることができる。このよ
うな構成を採用した結果、図示されていない補強材２（２２）を支持する仕口構造におけ
る強度は大幅に増大し、高信頼度の仕口補強構造を形成することができる。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　本発明に係る仕口補強構造は、構造材を組み合わせて補強構造体を構成するに当たって
垂直構造材である柱の一ないし四方にわたり、経済的に優れた簡易な構成により確実な補
強構造を構成することができる。比較的軽量の補強材によって上下構造材間の補強構造が
形成可能である。
【００３５】
　同様に、水平構造材である梁や桁に対しても適用可能であり、したがって柱のような垂
直構造材と梁や桁のような水平構造材間に堅固な補強構造を付加することができる。この
ように複数の垂直構造材間、複数の水平構造材間、垂直・水平構造材間の堅固な仕口補強
構造が経済的に有利な手段によって達成される。したがって、建築物用鉄骨、橋梁、鉄塔
等のような金属製各種構造体に対して経済性に優れた補強が可能となり、安全性を確保し
ながら建設費の低減に資することができる。
【符号の説明】
【００３６】
１　　主構造材（柱）
２　　斜め柱材（補強材、斜め補強材）
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３　　締結用板状体（締結用鋼材）
３Ｓ　締結用鋼材の斜辺
３Ｖ　締結用鋼材垂直接続部
４、５　　補強プレート
６、６’、７　　補強プレート（追加補強プレート）
８　　接続用板状体（接続用板材）
９、１０　　補強プレート
１１　連結当て板
１２　締結用ボルト・ナット
１３　板状材
２０　主構造材（梁又は桁）
２２　斜め柱材（補強材、斜め補強材）
２３　締結用板状体（締結用鋼材）
２３Ｈ　締結用鋼材水平接続部
２３Ｓ　締結用鋼材の斜辺
２４、２５　補強プレート
２６、２６’、２７　補強プレート（追加補強プレート）
２８　接続板状体（接続用板材）
２９、３０　補強プレート
３１　連結当て板
３２　締結用ボルト・ナット
 

【図１】 【図２】
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