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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重層の鉄骨造ラーメン架構におけるボルト接合による柱と梁との接合部構造であって、
　前記柱は、少なくとも柱脚部から２階の梁接合部までの範囲、もしくは少なくとも連続
する２つの階の梁接合部を含む範囲が、横断面内に溶接による継目が存在しない均一な肉
厚を有する角形鋼管からなり、
　前記角形鋼管の肉厚は、地震力の作用によって前記梁の崩壊が始まる時点で前記ボルト
の引抜力によって生ずる前記柱の面外変形が制限されるとともに前記ボルトの引抜力によ
って前記梁接合部から前記ボルトが抜けて接合が解除されることがないように設定された
ことを特徴とする柱と梁との接合部構造。
【請求項２】
　前記鉄骨造ラーメン架構は工業化住宅に適用されるものであり、前記柱の均一な肉厚を
有する角形鋼管からなる部分には、所定の層における梁接合部が高さ方向に予め複数形成
され、前記角形鋼管の肉厚は前記複数の梁接合部のうち最も高いレベルにある梁接合部に
前記梁を接合した状態を想定して、設定されており、前記複数の梁接合部の中から選択さ
れた梁接合部に梁を接合して構成されたことを特徴とする請求項１に記載した柱と梁との
接合部構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、鉄骨造ラーメン架構における柱と梁との接合部構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　鉄骨ラーメン構造の建築物において柱と梁とを高力ボルト等のボルトにて接合する場合
、従来から柱側の梁との接合部（以下、「柱側の梁との接合部」を「梁接合部」とする）
の肉厚を増すことによって梁接合部の剛性を高めることが一般的に行われてきた。例えば
、特許文献１では、角形鋼管柱２の梁接合部に該角形鋼管柱２よりも厚肉の鋳鋼製の接合
金物３を溶接によって取り付け、梁接合部の剛性を高める技術が開示されている。また、
特許文献２では、鋼管柱１１の長手方向の一部に誘導加熱および圧縮によって厚肉部１１
ａを設けて、該厚肉部１１ａに梁を接合する技術が開示されている。
【０００３】
　一方、建物の高さ制限の厳しい地域に建てられることの多い戸建住宅において、高さ制
限の範囲内で快適かつ有効な居住空間を構成する為の工夫として、特許文献３に示すよう
に一部のグリッドにおいて中間階層の床レベルを変更し、階高の増した下層階をリビング
ルーム等のパブリックな空間として利用し、階高の減少した上部階を収納空間として利用
することが提案されている。このような空間構成とすることによって、建物の高さを増す
ことなく天井が高く日照や採光も確保しやすい快適な空間を下層階に構成することができ
、また、その上部の天井高が減少し居住に適さない空間も有効に活用することができる。
【０００４】
【特許文献１】特開昭６１－１１３９４１号公報
【特許文献２】特開平７－２９２７７１号公報
【特許文献３】特開平６－３２３０１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示された技術の場合、接合金物の溶接作業という工程が
梁接合部の数だけ必要となり手間がかかりコストアップにつながるという問題があった。
また、大きな曲げモーメントの作用する梁接合部近傍での溶接作業を伴うので、熱の影響
による材質の劣化や溶接欠陥等の問題が生じないように全ての梁接合部について、細心の
注意を払って品質管理を行う必要が生じていた。
【０００６】
　また、特許文献２に開示された技術は、加熱装置９や圧縮装置４等を含む特殊かつ複雑
な厚肉加工装置が必要であり高コストかつ簡易に行い得るものではない。また、厚肉部１
１ａの肉厚を一定に保つように装置を制御することは実際には困難なことであった。更に
、溶接の工程を省略することができるので溶接欠陥の問題は解消されるものの、鋼管を圧
縮することにより肉厚を増す為、鋼管に内部歪が残留する。その為、後工程として熱処理
を行い歪を除去する必要があった。
【０００７】
　また、鉄骨ラーメン構造の建物において特許文献３に開示されたような空間構成とする
為には、中間階層の一部の梁の接合レベルを変更する必要がある。この場合、上記特許文
献１、２いずれの技術を利用したとしても、柱と梁との接合は特殊な加工のされた厚肉の
梁接合部に限定される為、厚肉の梁接合部を夫々の梁接合レベル毎に設けなければならず
更に手間とコストがかさむという問題があった。
【０００８】
　特に、柱や梁等の部材の断面寸法が規格化された工業化住宅においては、設定された梁
レベルに応じて予め厚肉の接合部を複数形成しておく、或いは柱のバリエーションを複数
用意しておく必要がある為、部材品種が膨大になるという問題があった。また、和室や浴
室の床面と一般部の床面との段差を解消する為に一部床のレベルを５０ｍｍから１００ｍ
ｍ程度下げる場合、床を支持する梁のレベルを床下げのレベルに応じて下げる必要がある
が、この場合、１本の柱に接合する複数の梁どうしが高さ方向にラップするような構成に
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対応させようとすると、厚肉の梁接合部のバリエーションも増加させざるを得なくなり更
に複雑な部材構成とする必要があった。従って、工業化住宅のメリットのひとつである部
材の規格化によるコスト削減効果が薄らいでしまうという問題があった。
【０００９】
　本発明は、従来技術の問題を解決し、鉄骨ラーメン構造における柱と梁との接合部を簡
易かつ高い品質をもって構成することができ、更に、一部の梁の接合レベルの変更にも容
易に対応することが可能な柱と梁との接合部構造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】
【００１０】
　上記従来技術の課題を解決する為の本発明に係る柱と梁との接合部構造の第１の構成は
、重層の鉄骨造ラーメン架構におけるボルト接合による柱と梁との接合部構造であって、
前記柱は、少なくとも柱脚部から２階の梁接合部までの範囲、もしくは少なくとも連続す
る２つの階の梁接合部を含む範囲が、横断面内に溶接による継目が存在しない均一な肉厚
を有する角形鋼管からなり、前記角形鋼管の肉厚は、地震力の作用によって前記梁の崩壊
が始まる時点で前記ボルトの引抜力によって生ずる前記柱の面外変形が制限されるととも
に前記ボルトの引抜力によって前記梁接合部から前記ボルトが抜けて接合が解除されるこ
とがないように設定されたことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明に係る柱と梁との接合部構造の第２の構成は、前記鉄骨造ラーメン架構は
工業化住宅に適用されるものであり、前記柱の均一な肉厚を有する角形鋼管からなる部分
には、所定の層における梁接合部が高さ方向に予め複数形成され、前記角形鋼管の肉厚は
前記複数の梁接合部のうち最も高い位置にある梁接合部に前記梁を接合した状態を想定し
て設定されており、前記複数の梁接合部の中から選択された梁接合部に梁を接合して構成
されたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る柱と梁との接合部構造の第１の構成によれば、梁接合部において柱が角形
鋼管で構成されその肉厚がボルトの引き抜き力に基づいて設定されているので、柱に対し
て特に高強度の接合金物を付加したり厚肉部を設けるなどといった補強を施すことなく、
ボルト孔を穿つという簡易な作業で梁接合部を構成することができる。従って、梁接合部
の加工工程を大幅に簡略化することができる。
【００１３】
　また、梁接合部の加工工程において溶接等による部材の接合作業が不要であるので、接
合の精度によって部材の寸法精度が低下する虞がなく、また、加熱による材質の劣化が生
じないので強度面での信頼性が向上する。
【００１４】
　更に、均一な肉厚を有する角形鋼管の肉厚は、柱と梁との接合に使用される引張力が作
用するボルトの引抜力に基づいて設定され、且つ同一断面部のどの位置においても均一で
あるので、均一な肉厚を有する角形鋼管の範囲内において任意の位置にボルト孔を穿つだ
けで梁接合部を構造上問題なく構成することができる。従って建物の階高の設定を従来技
術のように手間やコストをかけることなく容易に行うことができる。
【００１５】
　特に、本発明を工業化住宅等の部材が規格化された建物に適用した場合、ボルト孔を付
加するだけで階高の設定を自由に行うことができるので、部材のバリエーションを増加さ
せることなく単一品種の柱で多様な顧客のニーズへの対応力を高めることができる。
【００１６】
　本発明に係る柱と梁との接合部構造の第２の構成によれば、柱の均一な肉厚を有する角
形鋼管からなる部分には所定の階層における梁接合部が高さ方向に予め複数形成され、前
記複数の梁接合部の中から選択された梁接合部に梁を接合するので、全く同一の柱を用い
て梁の接合レベルの変更を容易に行うことができる。
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【００１７】
　また、新築時のみならず改築工事においても床レベルを変更するという一般的には大掛
かりな工事が溶接等の部材加工が不要なので比較的容易に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下に、本発明に係る柱と梁との接合部構造の最も好ましい形態について説明する。本
発明は、重層の鉄骨造ラーメン架構のボルト接合による柱と梁との接合部構造において、
特に柱を均一な肉厚を有する角形鋼管で構成することで構造安全性を確保しつつ合理的な
構成を実現するものである。本発明が適用される鉄骨造ラーメン架構は、２階建て以上の
重層の架構であればよく、階層に特に制限はない。
【００１９】
　本発明に使用する柱は、均一な肉厚を有する角形鋼管で構成された部分を有し、この角
形鋼管で構成された部分に少なくとも１箇所の梁接合部を有するように構成されていれば
よい。この条件を除いて上記角形鋼管と他の角形鋼管との接合部の位置や接合数に制限は
なく、構造物に作用する応力や柱の製作コスト等を考慮して適宜決定すればよい。
【００２０】
　均一な肉厚を有する角形鋼管とは、継目部と一般部で肉厚の違いが無く等厚であるとい
うことである。このような構成の角形鋼管としては、継目無、即ち横断面内に溶接による
継目が存在しない角形鋼管（いわゆるシームレスパイプ）、溶接組み立て箱型断面柱、冷
間成形角形鋼管、熱間成形角形鋼管などがあるが、製造の過程で溶接が不要のシームレス
パイプが好ましい。
【００２１】
　均一な肉厚を有する角形鋼管と他の略同一外形の角形鋼管とを接合して柱の断面を途中
で変更する場合、その接合部（以下、角形鋼管どうしの接合部を「柱・柱接合部」とする
）は溶接、ボルト接合いずれの方法によって接合されていてもよく、公知の技術を利用し
て構成することができる。尚、柱・柱接合部は、大きな応力の作用する梁接合部近傍は避
けて作用する応力が小さく影響の少ない中間部分で接合するのが好ましい。
【００２２】
　柱と梁とを接合する引張力が作用するボルトの引抜力は、梁に作用する曲げモーメント
により生じるもので、梁接合部に面する柱フランジ面に面外変形を生じさせるものである
。梁接合部の柱フランジ面に充分な強度と剛性がなければ柱が破壊したり、梁端部に回転
が生じ建物の水平方向の変形が過大になるという問題が生じる。また、柱にネジを切った
ボルト孔を穿ちボルトを螺合してボルト接合する場合、ボルトの引抜力に耐え得るボルト
孔のネジ部の強度が求められ、充分な強度が確保されない場合は、ボルトが抜けて柱と梁
との接合が解除され、床が落下して建物が倒壊に至る。また、ボルト孔にネジを切らずに
公知のワンサイドボルトを用いてボルト接合する場合もボルト孔周辺の強度が確保されて
いない場合はボルトが抜けて柱と梁との接合が解除され建物が倒壊に至る。
【００２３】
　一般に重層の門型ラーメン架構において地震力を想定した水平荷重を作用させた場合、
各層とも梁端部（柱との接合部）に作用する曲げモーメントは、梁接合レベルが高いほど
（柱脚部から接合部までの高さが大きくなるほど）大きい。従って、本発明に使用する柱
の均一な肉厚を有する角形鋼管の肉厚は、想定される梁接合レベルの範囲内で梁端部に作
用する応力が最も大きくなる場合、柱が変形・破断することなく構造安全性が確保される
ように設定したものである。つまり、均一な肉厚を有する角形鋼管において想定される梁
接合レベルのうちもっとも高いレベルにおいて、フランジ近傍の最も大きな引抜力が作用
するボルト孔周囲において、柱が変形・破断することなく構造安全性が確保されるように
設定したものである。
【００２４】
　本発明に使用する梁は、Ｈ形鋼、溝形鋼、鋼管等ラーメン架構を成立させ得る強度を有
するものであればよく、特に限定されるものではない。また、２階以上の柱だけでなく、
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１階の柱脚部に接続する基礎梁をボルト接合する事もできる。その場合、基礎梁の少なく
とも柱に接合する端部は鉄骨製または鉄骨コンクリート製である事が望ましい。
【００２５】
　本発明における柱と梁との接合部の形式は、ボルト接合によって剛接合を実現する形式
、即ち柱と梁との間で曲げモーメントを伝達するように設計された形式であればいかなる
ものでもよく、特に限定されるものではない。例えば、梁の端部に柱との接合面を有する
接合プレートを溶接等によって取り付け該接合プレートを柱側の梁との接合面に当接し高
力ボルト等にてボルト接合する形式や、柱側の梁との接合面に一対のＴ字状断面の接合金
物（所謂スプリットティー）を接合した上で該接合金物と梁の上下フランジの端部とを高
力ボルト等によってボルト接合する形式などを適用することができる。
【００２６】
　本発明に使用するボルトは、柱の内面側にナットやネジ孔加工された補強板等の溶接が
不要なワンサイドボルトが好ましい。ワンサイドボルトのうち柱の内面側にボルトを突出
させ該突出部にバルジを形成して締結する形式は、柱の肉厚が増すほど隣接するボルト相
互の干渉の問題が生じやすくなる。このような場合、柱のボルト孔にネジを切ってボルト
を螺合する形式のボルトとすることが好ましい。また、締結トルク管理の容易なトルシア
型ボルトであることが好ましい。このようなボルトとしては、実公平５－５７５号公報に
開示された特殊高力ボルトがある。
（第１実施例）
【００２７】
　次に、本発明の第１実施例を、図を用いて具体的に説明する。本実施例は、３階建て鉄
骨ラーメン構造の工業化住宅における柱と梁との接合部構造の例である。図１は本実施例
の架構の平面的グリッド構成を示す図である。図２は本実施例の架構の全体構成を示す図
である。図３は本実施例に使用される柱と大梁との接合部を示す図である。図４は本実施
例に使用される柱を示す図である。図５は同一の部材を使用して、階高（天井高）を変更
した架構の側面図である。
【００２８】
　図１、２に示すように、本実施例の住宅は、複数の平面グリッドからなる総３階の建物
である。図２に示すように、基本架構は、１層から３層まで連続した通し柱形式の複数の
柱１と、各階層において隣接する柱１どうしを連結する複数の大梁２とからなり、桁行き
方向が３スパン、妻方向が２スパンで合計６つの平面グリッドにより構成され、格子状に
連続した基礎３の上部に構築されている。なお、柱脚部は特開平０１－２０３５２２号公
報に開示された露出型固定柱脚工法にて基礎に接合されている。
【００２９】
　この基本架構を構築したのち、相対する大梁２の間に小梁を適宜架け渡した上でＡＬＣ
（軽量気泡コンクリート）からなる床パネルを梁の上フランジに載置して床が構成され、
外周部の大梁２にＡＬＣからなる壁パネルを取り付けることによって外壁が構成されて躯
体が完成する。
【００３０】
　図３に示すように、柱１に接合される大梁２はＨ形鋼からなり、全ての階層における全
ての大梁２は梁成が２５０ｍｍ、フランジの幅が１２５ｍｍ、フランジの厚みが９ｍｍ、
ウェブの厚みが６ｍｍに統一されている。大梁２の柱１との接合部は、大梁２の両端部に
溶接された接合プレート２ａによって構成され、接合プレート２ａには、横方向には中心
から左右対称に２列、縦方向には等間隔に４段、同一径の孔２ｂが計８箇所穿たれている
。孔２ｂのうち上部２段と最下段の計６個の孔が柱１との接合に使用するボルト４を挿通
する為の孔である。なお、下から２段目の孔２個は接合作業の際「シノ」を挿し込んで位
置合わせを行う為の孔であり、柱と梁との接合には使用しない。上記構成は寸法も含め全
ての階層の全ての大梁２に共通している。
【００３１】
　図４に示すように、柱１は、外形寸法が１５０ｍｍ角の角形鋼管からなる通し柱となっ
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ており、柱脚プレート１ａの接合部から中途部分に形成された柱・柱接合部１ｂまでの部
分（下部柱１ｃとする）は２２ｍｍ肉厚を有する継目無の角形鋼管（即ち横断面内に溶接
による継目が存在しないシームレスパイプ）で長さ方向について接合部を有することなく
構成され、これより上部（上部柱１ｄとする）は外形寸法は下部柱１ｃと同一ではあるが
下部柱１ｃよりも薄い４．５ｍｍ乃至６．０ｍｍの肉厚を有する角形鋼管で構成されてい
る。
【００３２】
　柱１は、各階層の標準的な階高（大梁上端面間の離間寸法）が２８７０ｍｍとなるよう
に大梁２の基準接合レベルが設定されており、柱１の全ての面には各階大梁２の基準接合
レベルに合わせて、大梁２の接合プレート２ａの孔２ｂに対応するようにネジが切られた
孔１ｈが穿たれて大梁２との接合部（第１の梁接合部）１ｅ１、１ｆ１、１ｇ１が形成さ
れている。大梁２の孔２ｂと同様に、上部２段と最下段の計６個の孔１ｈが、大梁２と接
合するボルト４を螺入する孔であり、下から２段目の孔２個は位置合わせ用の孔である。
【００３３】
　更に、２階の基準接合レベル（第１の梁接合部１ｅ１）から下方向１０００ｍｍの位置
と上方向１０００ｍｍの位置には、第１の梁接合部１ｅ１と同様の構成で第２の梁接合部
１ｅ２と第３の梁接合部１ｅ３が形成されている。また、３階においても同様に基準接合
レベル（第１の梁接合部１ｆ１）から下方向１０００ｍｍと上方向１０００ｍｍの位置に
は、第１の梁接合部１ｆ１と同様の構成で第２の梁接合部１ｆ２と第３の梁接合部１ｆ３
が形成されている。
【００３４】
　柱・柱接合部１ｂは、特開平６－１８００２６号公報や特開平８－６０７４０号公報等
に記載された公知の接合部構造によって３階大梁の第３の梁接合部１ｆ３の上方に形成さ
れている。
【００３５】
　下部柱１ｃを構成する角形鋼管の肉厚は、前述したように大梁２の端部に最も大きな曲
げモーメントが作用し、ボルトに最も大きな引抜力（高力ボルト１本当たり２４５ｋＮ）
が作用する接合レベルにおいて下記手順により構造安全性の確認がなされている。
【００３６】
（１）   所定の材料強度と断面寸法を有する大梁２に対して保有耐力接合（柱との接合
部の崩壊が大梁の崩壊に先行しないような接合）を満足するボルト４の引抜力を求める。
（即ち、梁の崩壊がはじまる時点での、最も大きな引抜力の作用する上端および下端のボ
ルト４の引抜力を求める。）
（２）   求めたボルト４の引抜力に基づいて柱の断面を仮定する。
【００３７】
（３）   ３階大梁接合部の第３の梁接合部１ｆ３に３階大梁２を接合した状態を想定し
て応力を計算し、部材応力が許容値以下であることを確認する。
【００３８】
　大梁２と柱１とは、図３に示すように、実公平５－５７５号公報に開示されたボルト（
特殊高力ボルト）４によりボルト接合されている。
【００３９】
　大梁２は、基本的に第１の梁接合部１ｅ１、１ｆ１、１ｇ１を使用して柱１に接合され
基準接合レベルに設定されているが、躯体を構成するグリッドのうち図１において斜線で
示したグリッドＧ１については１階の階高を大きくとる為に２階レベルにおいて第３の梁
接合部１ｅ３を用いて大梁２を接合し接合レベルを基準接合レベルよりも上げている。
【００４０】
　また、基準階高のグリッドＧと階高を変更したグリッドＧ１との境界部については、図
示しないＡＬＣパネルからなる床を適宜小梁を架設した上で夫々のレベルに合わせて構成
する。このため、夫々の接合レベルに大梁２が接合されており、第１の梁接合部１ｅ１を
使用して接合された大梁２と第３の梁接合部１ｅ３を使用して接合された大梁２とが並存
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するように構成されている。
【００４１】
　このように構成することによって１階の階高（天井高）を部分的に高くとることができ
、１階の窓をより高い位置に配置することも可能となり、採光が確保しにくい１階部分を
明るく開放的な空間とすることができる。また、階高の低くなった２階部分は収納空間と
して活用することで室内空間を無駄なく活用することができる。
【００４２】
　上記実施例では１階の階高（天井高）を部分的に高くしたが、同一の部材を用いて、図
５（ａ）に示すように、２階大梁２を第２の梁接合部１ｅ２を用いて接合することにより
部分的に２階の階高を大きくとることも可能である。この場合、２階の階高を大きくとっ
た領域をリビングルームとして、階高の小さくなった１階部分を大きな階高を必要としな
いピロティー車庫や収納空間として利用することで、室内空間を無駄なく活用することが
できる。
【００４３】
　また、図５（ｂ）に示すように、３階大梁２の接合を第２の梁接合部１ｆ２を用いるこ
とにより、３階大梁２の接合レベルを下げ、３階の階高を大きくとることや、図５（ｃ）
に示すように、３階大梁２の接合を第３の梁接合部１ｆ３を用いることにより３階大梁２
の接合レベルを上げ、２階の階高を大きくとることも可能である。
【００４４】
　上記実施例は一部グリッドの大梁２の接合レベルを変更した例であるが、全てのグリッ
ドについて大梁２の接合レベルを変更することも無論可能である。
【００４５】
　上述の如く、所定の層における梁接合部１ｅ、１ｆが高さ方向に予め複数形成され、複
数の梁接合部１ｅ１～１ｆ３の中から選択された梁接合部に大梁２をボルト４にて接合す
る。
【００４６】
　これにより、全く同一の柱１を用いて梁の接合レベルの変更を容易に行うことができる
。また、設定される大梁２の接合レベルに応じて特殊な加工を施したり特殊な部材を付加
することなく、同一の部材構成で容易に階高を変更することができ、建物の階高の設定を
従来技術のように手間やコストをかけることなく容易に行うことができる。また、構造安
全性が確保された柱と梁との接合部構造とすることができる。また、ボルト孔１ｈを付加
するだけで階高の設定を自由に行うことができるので、部材のバリエーションを増加させ
ることなく単一品種の柱で多様な顧客のニーズへの対応力を高めることができる。
【００４７】
　また、柱１に対して特に高強度の接合金物を付加したり厚肉部を設けるなどといった補
強を施すことなく、ボルト孔１ｈを穿つという簡易な作業で梁接合部１ｅ、１ｆを構成す
ることができるので、梁接合部１ｅ、１ｆの加工工程を大幅に簡略化することができる。
【００４８】
　また、梁接合部１ｅ、１ｆの加工工程において溶接等による部材の接合作業が不要であ
るので、接合の精度によって部材の寸法精度が低下する虞がなく、また、加熱による材質
の劣化や溶接欠陥等が生じないので強度面での信頼性が向上する。
【００４９】
　また、新築時のみならず改築工事においても床レベルを変更するという一般的には大掛
かりな工事が溶接等の部材加工が不要なので比較的容易に行うことができる。
【００５０】
　また、柱１に均一な肉厚を有する角形鋼管を用いたことにより、特殊かつ複雑な厚肉加
工を行う必要がなく、コストを押えることができるとともに、肉厚を増す際に発生する内
部歪が発生することもない。
（第２実施例）
【００５１】
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　次に第２実施例について図６を用いて説明する。第１実施例では、柱１側の各層の梁接
合部１ｅ、１ｆは離隔した位置に設定されてひとつの梁接合部につき８個の孔１ｈが形成
されていたが、孔１ｈの径は同一であるので、図６に示すように、孔１ｈを縦方向につい
て等間隔で５段以上連続して形成する。そして、複数の孔１ｈから使用する孔１ｈを選択
することで、大梁２の接合レベルを縦方向の孔１ｈのピッチの整数倍のピッチで変更する
ことができる。従って、大梁２の接合レベルをより細かく設定すると共に、同一の柱１に
接合される大梁２どうしの接合レベルを微妙にずらすことが可能となる。例えば、孔１ｈ
の縦方向のピッチを５０ｍｍに設定しておき、６０ｍｍ程度の厚みを有する畳敷きの床の
領域において大梁２の接合レベルを１ピッチ分下方にずらすことにより床レベルを５０ｍ
ｍ下げることができ、畳よりも薄い層構成の洋室の床と段差なく仕上げることが容易に行
える。
（その他の実施例）
【００５２】
　第１実施例と同じ３層の工業化住宅における他の実施例として図７（ａ）～図７（ｇ）
に示すような柱の構成とすることができる。図７において斜線で示した部分が同一断面で
継目無の角形鋼管であり、斜線で示していない部分が通常の柱であり、三角で示した位置
がこの２つの柱を接合する柱・柱接合部１ｂである。
【００５３】
　図７（ａ）は３層分の柱の全長にわたって同一断面で継目無の角形鋼管とした例である
。この場合、第１実施例に比して更に自由度の高い架構とすることができる。
【００５４】
　図７（ｂ）は第１層部分に柱・柱接合部１ｂを設けて柱・柱接合部１ｂより上部を同一
断面で継目無の角形鋼管とした例である。
【００５５】
　図７（ｃ）は、第２層部分に柱・柱接合部１ｂを設けて柱・柱接合部１ｂより上部を同
一断面で継目無の角形鋼管とした例である。
【００５６】
　図７（ｄ）は第２層部分に柱・柱接合部１ｂを設けて柱・柱接合部１ｂより下部を同一
断面で継目無の角形鋼管とした例である。
【００５７】
　図７（ｅ）は第１層部分と２層部分に柱・柱接合部１ｂを設けて中間部を同一断面で継
目無の角形鋼管とした例である。
【００５８】
　図７（ｆ）は第２層部分と３層部分に柱・柱接合部１ｂを設けて中間部を同一断面で継
目無の角形鋼管とした例である。
【００５９】
　図７（ｇ）は第１層部分と３層部分に柱・柱接合部１ｂを設けて中間部を同一断面で継
目無の角形鋼管とした例である。
【００６０】
　図７（ａ）～図７（ｇ）に示す柱の構成は、設定された接合レベル数の違いはあるもの
の、いずれの場合であっても第１実施例と同様の作用・効果が発揮される。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明は、鉄骨造建物に限らず、柱と梁とをボルトにて剛接合する鋼構造物全般に広く
適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】第１実施例にかかる架構の平面的グリッド構成を示す図である。
【図２】第１実施例の架構の全体構成を示す図である。
【図３】第１実施例に使用される大梁と柱の柱と梁との接合部を示す図である。
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【図４】第１実施例に使用される柱を示す図である。
【図５】第１実施例にかかる階高（天井高）変更した架構の側面図である。
【図６】第２実施例にかかる柱と梁との柱と梁との接合部の構成図である。
【図７】その他の実施例にかかる架構の構成を示す部分断面図である。
【符号の説明】
【００６３】
Ｇ、Ｇ１  …グリッド
１…柱
１ａ…柱脚プレート
１ｂ…柱・柱接合部
１ｃ…下部柱
１ｄ…上部柱
１ｅ…２階大梁接合部
１ｅ１…第１の梁接合部
１ｅ２…第２の梁接合部
１ｅ３…第３の梁接合部
１ｆ…３階大梁接合部
１ｆ１…第１の梁接合部
１ｆ２…第２の梁接合部
１ｆ３…第３の梁接合部
１ｇ…Ｒ階大梁接合部
１ｈ…孔
２…大梁
２ａ…接合プレート
２ｂ…孔
３…基礎
４…ボルト
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