
JP 6836853 B2 2021.3.3

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンクリート基礎梁と、前記コンクリート基礎梁上に配置されるブレースの下端部との
間にコンクリートを打設してコンクリートスラブを形成する際に、前記ブレースの前記下
端部から突出する連結部材を前記コンクリートスラブに埋設し、該コンクリートスラブを
介して前記ブレースを前記コンクリート基礎梁に接合する、
　ブレース接合構造の施工方法。
【請求項２】
　コンクリート基礎梁と、
　前記コンクリート基礎梁上に配置されるブレースと、
　前記コンクリート基礎梁から立ち上げられ、前記ブレースの下端部と対向するコンクリ
ート壁部と、
　前記ブレースの前記下端部から突出し、前記コンクリート壁部に埋設される連結部材と
、
　を備えるブレース接合構造。
【請求項３】
　コンクリート基礎梁と、
　前記コンクリート基礎梁上に配置されるブレースと、
　前記コンクリート基礎梁の上面に沿って配置される上壁部と、前記コンクリート基礎梁
の両側の側面に沿って配置される一対の側壁部と、を有し、前記コンクリート基礎梁に固
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定されるとともに前記ブレースの下端部が接合される連結部材と、
　を備えるブレース接合構造。
【請求項４】
　前記ブレースは、頂部を下にしたＶ字状ブレースとされ、
　前記連結部材は、前記下端部としての前記頂部に設けられる、
　請求項２又は請求項３に記載のブレース接合構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ブレース接合構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　架構に取り付けられるＶ字状ブレースが知られている（例えば、特許文献１，２参照）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１２４５２２号公報
【特許文献２】特開平１１－２９３９４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、ブレースを基礎梁に固定する場合、例えば、ブレースのブラケットを、基礎
梁に埋設されたアンカーボルト等に固定する。
【０００５】
　しかしながら、基礎梁には、せん断補強筋や主筋等が密に埋設されている。そのため、
せん断補強筋等との干渉を回避しながら、基礎梁にアンカーボルトを埋設しなければなら
ず、基礎梁に対するブレースの接合作業に手間がかかる。
【０００６】
　本発明は、上記の事実を考慮し、基礎梁に対するブレースの接合作業の手間を低減する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１態様に係るブレース接合構造は、コンクリート基礎梁と、前記コンクリート基礎梁
上に配置されるブレースと、前記コンクリート基礎梁と前記ブレースとの間に配置され、
該コンクリート基礎梁に接合されるコンクリートスラブと、前記ブレースの下端部から突
出し、前記コンクリートスラブに埋設される連結部材と、を備える。
【０００８】
　第１態様に係るブレース接合構造によれば、コンクリート基礎梁上には、ブレースが配
置される。また、コンクリート基礎梁とブレースとの間には、コンクリートスラブが配置
される。コンクリートスラブは、コンクリート基礎梁に接合される。このコンクリートス
ラブに、ブレースの下端部から突出する連結部材を埋設することにより、ブレースの下端
部がコンクリートスラブを介してコンクリート基礎梁に接合される。
【０００９】
　これにより、例えば、コンクリートスラブの施工に伴って、コンクリート基礎梁にブレ
ースの下端部を接合することができる。したがって、コンクリート基礎梁に対するブレー
スの接合作業の手間を低減することができる。
【００１０】
　第２態様に係るブレース接合構造は、コンクリート基礎梁と、前記コンクリート基礎梁
上に配置されるブレースと、前記コンクリート基礎梁から立ち上げられ、前記ブレースの
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下端部と対向するコンクリート壁部と、前記ブレースの前記下端部から突出し、前記コン
クリート壁部に埋設される連結部材と、を備える。
【００１１】
　第２態様に係るブレース接合構造によれば、コンクリート基礎梁上には、ブレースが配
置される。また、コンクリート基礎梁からは、コンクリート壁部が立ち上げられる。コン
クリート壁部は、ブレースの下端部と対向する。このコンクリート壁部に、ブレースの下
端部から突出する連結部材を埋設することにより、ブレースの下端部がコンクリート壁部
を介してコンクリート基礎梁に接合される。
【００１２】
　これにより、例えば、コンクリート壁部の施工に伴って、コンクリート基礎梁にブレー
スの下端部を接合することができる。したがって、コンクリート基礎梁に対するブレース
の接合作業の手間を低減することができる。
【００１３】
　また、コンクリート壁部を施工する前に、コンクリート基礎梁上にコンクリートスラブ
を施工することができる。したがって、コンクリート基礎梁上に、安定した足場を早期に
確保することができる。
【００１４】
　第３態様に係るブレース接合構造は、コンクリート基礎梁と、前記コンクリート基礎梁
上に配置されるブレースと、前記コンクリート基礎梁の上面に沿って配置される上壁部と
、前記コンクリート基礎梁の両側の側面に沿って配置される一対の側壁部と、を有し、前
記コンクリート基礎梁に固定されるとともに前記ブレースの下端部が接合される連結部材
と、を備える。
【００１５】
　第３態様に係るブレース接合構造によれば、コンクリート基礎梁上には、ブレースが配
置される。また、コンクリート基礎梁には、連結部材が固定される。連結部材は、コンク
リート基礎梁の上面に沿って配置される上壁部と、コンクリート基礎梁の両側の側面に沿
って配置される一対の側壁部とを有する。この連結部材にブレースの下端部を接合するこ
とにより、ブレースの下端部が連結部材を介してコンクリート基礎梁に接合される。
【００１６】
　このようにコンクリート基礎梁に固定される連結部材にブレースの下端部を接合するこ
とにより、コンクリート基礎梁に対するブレースの接合作業の手間を低減することができ
る。
【００１７】
　また、コンクリート基礎梁の上面及び両側の側面に連結部材の上壁部及び一対の側壁部
を沿わせることにより、コンクリート基礎梁と連結部材との固定強度を高めることができ
る。
【００１８】
　第４態様に係るブレース接合構造は、第１態様～第３態様の何れか１つに係るブレース
接合構造において、前記ブレースは、頂部を下にしたＶ字状ブレースとされ、前記連結部
材は、前記下端部としての前記頂部に設けられる。
【００１９】
　第４態様に係るブレース接合構造によれば、ブレースは、頂部を下にしたＶ字状ブレー
スとされる。Ｖ字状ブレースの頂部には、連結部材が設けられる。この連結部材をコンク
リートスラブ又はコンクリート壁部に埋設することにより、Ｖ字状ブレースの頂部をコン
クリート基礎梁に容易に接合することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　以上説明したように、本発明に係るブレース接合構造によれば、基礎梁に対するブレー
スの接合作業の手間を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２１】
【図１】第一実施形態に係るブレース接合構造が適用されたコンクリート基礎梁及びＶ字
状ブレースを示す立面図である。
【図２】図１の２－２線断面図である。
【図３】第一実施形態に係るブレース接合構造の変形例が適用されたコンクリート基礎梁
及びＶ字状ブレースを示す図１に相当する立面図である。
【図４】第二実施形態に係るブレース接合構造が適用されたコンクリート基礎梁及びＶ字
状ブレースを示す図１の一部拡大図に相当する立面図である。
【図５】図４の５－５線断面図である。
【図６】第二実施形態に係るブレース接合構造の変形例が適用されたコンクリート基礎梁
及びＶ字状ブレースを示す図５に相当する断面図である。
【図７】第三実施形態に係るブレース接合構造が適用されたコンクリート基礎梁及びＶ字
状ブレースを示す図１の一部拡大図に相当する立面図である。
【図８】図７の８－８線断面図である。
【図９】（Ａ）及び（Ｂ）は、第三実施形態に係るブレース接合構造の変形例が適用され
たコンクリート基礎梁及びＶ字状ブレースを示す図８に相当する断面図である。
【図１０】第四実施形態に係るブレース接合構造が適用されたコンクリート基礎梁及びＶ
字状ブレースを示す図１の一部拡大図に相当する立面図である。
【図１１】図１０の１１－１１線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
[第一実施形態]
　先ず、第一実施形態に係るブレース接合構造について説明する。
【００２３】
（ブレース接合構造）
　図１には、第一実施形態に係るブレース接合構造１０が適用されたコンクリート基礎梁
１２及びＶ字状ブレース３０が示されている。
【００２４】
（コンクリート基礎梁）
　コンクリート基礎梁１２は、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とされて
おり、構造物の基礎に設けられている。図２に示されるように、コンクリート基礎梁１２
は、断面矩形状に形成されている。このコンクリート基礎梁１２には、複数の梁主筋１４
と、複数の梁主筋１４を囲むせん断補強筋１６が適宜埋設されている。
【００２５】
　コンクリート基礎梁１２の上部には、複数の基礎梁側連結部材としての複数の連結筋１
８が設けられている。複数の連結筋１８は、コンクリート基礎梁１２の材軸方向に間隔を
空けて配列されている。各連結筋１８は、コンクリート基礎梁１２の材軸方向から見て、
下方が開口されたＵ字状（Ｃ字状）の鉄筋（Ｕ字状鉄筋）によって形成されている。この
連結筋１８の下部１８Ｌは、コンクリート基礎梁１２に埋設されている。
【００２６】
　一方、連結筋１８の上部１８Ｕは、コンクリート基礎梁１２の上面１２Ｕから上方へ突
出している。この連結筋１８の上部１８Ｕは、コンクリートスラブ２０に埋設されている
。これにより、複数の連結筋１８を介して、コンクリート基礎梁１２とコンクリートスラ
ブ２０とが接合されている。
【００２７】
　なお、連結筋１８は、Ｕ字状鉄筋に限らず、Ｌ字状鉄筋や他の鉄筋等であっても良い。
また、基礎梁側連結部材は、連結筋１８に限らず、コンクリート基礎梁１２の上面から突
出するスタッド等であっても良い。
【００２８】
　コンクリートスラブ２０は、コンクリート基礎梁１２及びその周囲の地盤上に敷設され
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る土間スラブとされている。なお、コンクリートスラブ２０は、土間スラブに限らず、マ
ットスラブや耐圧盤等であっても良い。
【００２９】
（架構）
　図１に示されるように、コンクリート基礎梁１２上には、一対の柱２２が立てられてい
る。一対の柱２２は、例えば、鉄骨造とされており、鋼管やＨ形鋼等によって形成されて
いる。この一対の柱２２には、梁２４が架設されている。
【００３０】
　梁２４は、鉄骨造されており、例えば、Ｈ形鋼やＩ形鋼、Ｃ形鋼、ボックス鋼等によっ
て形成されている。この梁２４と、一対の柱２２と、コンクリート基礎梁１２とによって
架構２６が構成されている。架構２６の構面には、Ｖ字状ブレース３０が配置されている
。
【００３１】
　なお、一対の柱２２及び梁２４は、鉄骨造に限らず、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コ
ンクリート造等であっても良い。
【００３２】
（Ｖ字状ブレース）
　Ｖ字状ブレース３０は、頂部３０Ｌを下に状態で架構２６の構面に配置されている。ま
た、Ｖ字状ブレース３０は、その頂部３０Ｌをコンクリート基礎梁１２の材軸方向の中間
部１２Ｍに対向させた状態で配置されている。
【００３３】
　Ｖ字状ブレース３０は、一対のブレース本体３２と、下側ブラケット４０とを有してい
る。一対のブレース本体３２は、Ｖ字状に配置されており、各々の下端部が下側ブラケッ
ト４０を介して互いに連結されている。なお、Ｖ字状ブレース３０の頂部３０Ｌは、Ｖ字
状ブレース３０の下端部を構成している。
【００３４】
　各ブレース本体３２は、例えば、鋼管座屈補剛ブレースとされている。このブレース本
体３２は、Ｈ形鋼等によって形成されたブレース心材３２Ａと、ブレース心材３２Ａが挿
入される補剛鋼管３２Ｂとを有している。各ブレース本体３２の上端部は、上側ブラケッ
ト３４を介して架構２６の上側の角部２６Ｃ（柱梁仕口部）に接合されている。一方、ブ
レース本体３２の下端部は、溶接等によって下側ブラケット４０に接合されている。
【００３５】
（下側ブラケット）
　下側ブラケット４０は、梁状に形成されており、一対の柱２２の柱脚部に架設されてい
る。この下側ブラケット４０は、コンクリートスラブ２０の上面２０Ｕに沿って配置され
ており、その材軸方向の両端部がガセットプレート３６を介して一対の柱２２の柱脚部に
接合されている。
【００３６】
　また、下側ブラケット４０の材軸方向の中間部４０Ｍには、一対のブレース本体３２の
下端部が溶接等によって接合されている。この下側ブラケット４０の中間部４０Ｍによっ
て、Ｖ字状ブレース３０の頂部３０Ｌが構成されている。また、Ｖ字状ブレース３０の頂
部３０Ｌは、コンクリート基礎梁１２の材軸方向の中間部１２Ｍと上下方向に対向してい
る。
【００３７】
　図２に示されるように、下側ブラケット４０は、Ｈ形鋼によって形成されている。この
下側ブラケット４０は、上下方向に対向する上側フランジ部４０Ｕ及び下側フランジ部４
０Ｌと、一対の上側フランジ部４０Ｕ及び下側フランジ部４０Ｌを接続するウェブ部４０
Ｗとを有している。ウェブ部４０Ｗは、板厚方向をコンクリート基礎梁１２の幅方向（矢
印Ｗ方向）として配置されている。
【００３８】
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　上側フランジ部４０Ｕの材軸方向の中間部には、前述した一対のブレース本体３２の下
端部が溶接等によって接合されている。一方、下側フランジ部４０Ｌの下面には、複数の
連結スタッド４２が設けられている。なお、連結スタッド４２は、連結部材の一例である
。
【００３９】
　複数の連結スタッド４２は、溶接等によって下側フランジ部４０Ｌの下面に接合されて
おり、当該下面から下方へ突出している。また、複数の連結スタッド４２は、下側ブラケ
ット４０の長手方向に間隔を空けて配列されるとともに、下側ブラケット４０の全長に亘
って設けられている。
【００４０】
　連結スタッド４２は、コンクリート基礎梁１２の上面１２Ｕから突出する複数の連結筋
１８の間にそれぞれ配置されている。これらの連結スタッド４２は、コンクリートスラブ
２０に埋設されている。これにより、下側ブラケット４０が、当該下側ブラケット４０の
全長に亘ってコンクリートスラブ２０に接合されている。また、Ｖ字状ブレース３０の頂
部３０Ｌが、複数の連結スタッド４２を介してコンクリートスラブ２０に接合されている
。これにより、Ｖ字状ブレース３０の頂部３０Ｌが、コンクリートスラブ２０を介してコ
ンクリート基礎梁１２の中間部１２Ｍに接合されている。
【００４１】
　なお、下側ブラケット４０は、Ｈ形鋼に限らず、Ｉ形鋼やＣ形鋼、Ｔ形鋼、ボックス鋼
等によって形成されても良い。
【００４２】
　次に、第一実施形態に係るブレース接合構造の施工方法の一例について説明する。
【００４３】
　図１に示されるように、先ず、コンクリート基礎梁１２を施工する。この際、図２に示
されるように、コンクリート基礎梁１２の上面１２Ｕから複数の連結筋１８の上部１８Ｕ
を突出させておく。
【００４４】
　次に、コンクリート基礎梁１２上に一対の柱２２を立てるとともに、一対の柱２２に梁
２４を架設する。これにより、コンクリート基礎梁１２、一対の柱２２、及び梁２４によ
って架構２６が構成される。
【００４５】
　次に、架構２６の構面に、Ｖ字状ブレース３０を設置する。この際、Ｖ字状ブレース３
０の頂部３０Ｌを下にするとともに、当該頂部３０Ｌをコンクリート基礎梁１２の中間部
１２Ｍに対向させる。
【００４６】
　次に、一対のブレース本体３２の上端部を、上側ブラケット３４を介して架構２６の角
部２６Ｃに接合するとともに、下側ブラケット４０の両端部をガセットプレート３６を介
して一対の柱２２の柱脚部に接合する。この際、下側ブラケット４０から下方へ突出する
複数の連結スタッド４２を、コンクリート基礎梁１２の上面１２Ｕから上方へ突出する複
数の連結筋１８の間にそれぞれ配置する。
【００４７】
　次に、コンクリート基礎梁１２及びその周囲にコンクリートを打設し、コンクリートス
ラブ２０を構築する。この際、コンクリートスラブ２０に複数の連結筋１８及び連結スタ
ッド４２を埋設する。これにより、複数の連結筋１８を介して、コンクリート基礎梁１２
とコンクリートスラブ２０とが接合される。また、複数の連結スタッド４２を介して、Ｖ
字状ブレース３０の頂部３０Ｌとコンクリートスラブ２０とが接合される。この結果、Ｖ
字状ブレース３０の頂部３０Ｌが、コンクリートスラブ２０を介してコンクリート基礎梁
１２の中間部１２Ｍに接合される。
【００４８】
　次に、第一実施形態の作用について説明する。
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【００４９】
　以上説明したように、本実施形態に係るブレース接合構造１０によれば、コンクリート
基礎梁１２上には、Ｖ字状ブレース３０が配置される。また、コンクリート基礎梁１２と
Ｖ字状ブレース３０との間には、コンクリートスラブ２０が配置される。
【００５０】
　コンクリートスラブ２０は、複数の連結筋１８を介してコンクリート基礎梁１２に接合
される。このコンクリートスラブ２０に、Ｖ字状ブレース３０の下側ブラケット４０から
下方へ突出する複数の連結スタッド４２を埋設することにより、Ｖ字状ブレース３０の頂
部３０Ｌがコンクリートスラブ２０を介してコンクリート基礎梁１２に接合される。
【００５１】
　これにより、例えば、コンクリートスラブ２０の施工に伴って、コンクリート基礎梁１
２にＶ字状ブレース３０の頂部３０Ｌを接合することができる。したがって、コンクリー
ト基礎梁１２の中間部１２Ｍに対するＶ字状ブレース３０の頂部３０Ｌの接合作業の手間
が低減される。
【００５２】
　また、コンクリート基礎梁１２には、Ｖ字状ブレース３０の頂部３０Ｌを接合するため
のアンカーボルト等を埋設する必要がない。したがって、コンクリート基礎梁１２の施工
性が向上する。
【００５３】
　さらに、本実施形態では、Ｖ字状ブレース３０の頂部３０Ｌから突出する複数の連結ス
タッド４２をコンクリートスラブ２０に埋設することにより、Ｖ字状ブレース３０の頂部
３０Ｌをコンクリートスラブ２０を介してコンクリート基礎梁１２の中間部１２Ｍに接合
する。したがって、例えば、コンクリート基礎梁１２に対するＶ字状ブレース３０の位置
ずれ等をコンクリートスラブ２０によって吸収することができる。
【００５４】
　さらに、複数の連結スタッド４２は、下側ブラケット４０の全長に亘って設けられてい
る。これらの連結スタッド４２をコンクリートスラブ２０に埋設することにより、下側ブ
ラケット４０が、その全長に亘ってコンクリートスラブ２０に接合される。したがって、
Ｖ字状ブレース３０とコンクリートスラブ２０及びコンクリート基礎梁１２との間の応力
伝達が良好になる。
【００５５】
[第一実施形態の変形例]
　次に、第一実施形態の変形例について説明する。
【００５６】
　上記実施形態では、複数の連結スタッド４２が下側ブラケット４０の全長に亘って設け
られるが、複数の連結スタッド４２の配置や数は、適宜変更可能である。したがって、例
えば、下側ブラケット４０の中間部４０Ｍにのみ連結スタッド４２を設けても良いし、下
側ブラケット４０の両端部にのみ連結スタッド４２を設けても良い。さらに、下側ブラケ
ット４０の中間部４０Ｍ及び両端部に連結スタッド４２を設けることも可能である。
【００５７】
　また、上記実施形態では、一対の柱２２に下側ブラケット４０を架設したが、下側ブラ
ケット４０は、一対の柱２２に架設しなくても良い。また、例えば、図３に示されるよう
に、下側ブラケット４４の長さを短くしても良い。なお、図３に示される変形例では、下
側ブラケット４４全体によって、Ｖ字状ブレース３０の頂部３０Ｌが構成される。
【００５８】
[第二実施形態]
　次に、第二実施形態について説明する。なお、第二実施形態において、第一実施形態と
同じ構成の部材等には、同符号を付して説明を適宜省略する。
【００５９】
（ブレース接合構造）
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　図４及び図５に示されるように、第二実施形態に係るブレース接合構造５０では、Ｖ字
状ブレース３０の頂部３０Ｌに設けられた複数の連結スタッド４２を、コンクリート基礎
梁１２の中間部１２Ｍから立ち上げられたコンクリート壁部５２に埋設することにより、
Ｖ字状ブレース３０の頂部３０Ｌをコンクリート基礎梁１２の中間部１２Ｍに接合する。
【００６０】
（コンクリート壁部）
　具体的には、図５に示されるように、コンクリート壁部５２は、コンクリート基礎梁１
２を増し打ちすることにより形成されている。このコンクリート壁部５２は、コンクリー
ト基礎梁１２の側面１２Ｓに沿って立ち上げられるとともに、一対の柱２２の柱脚部（図
１参照）に亘って形成されている。また、コンクリート壁部５２には、補強筋５４が適宜
埋設されている。
【００６１】
（下側ブラケット）
　Ｖ字状ブレース３０の頂部３０Ｌには、下側ブラケット６０が設けられている。下側ブ
ラケット６０は、第一実施形態と同様に、一対の柱２２の柱脚部に架設されている。この
下側ブラケット６０の材軸方向の中間部６０Ｍには、一対のブレース本体３２の下端部が
溶接等によって接合されている。この下側ブラケット６０の中間部６０Ｍによって、Ｖ字
状ブレース３０の頂部３０Ｌが構成されている。また、Ｖ字状ブレース３０の頂部３０Ｌ
は、コンクリート壁部５２とコンクリート基礎梁１２の幅方向（矢印Ｗ方向）に対向して
いる。
【００６２】
　下側ブラケット６０は、Ｈ形鋼によって形成されている。この下側ブラケット６０は、
コンクリート基礎梁１２の幅方向に対向する一対のフランジ部６０Ｆと、一対のフランジ
部６０Ｆを接続するウェブ部６０Ｗとを有している。
【００６３】
　ウェブ部６０Ｗは、板厚方向を上下方向として配置されている。このウェブ部６０Ｗの
材軸方向の中間部には、前述した一対のブレース本体３２の下端部が溶接等によって接合
されている。なお、ウェブ部６０Ｗは、補強リブ６２（図４参照）によって適宜補強され
ている。
【００６４】
　一対のフランジ部６０Ｆのうち一方（コンクリート壁部５２側）のフランジ部６０Ｆの
外面には、複数の連結スタッド４２が設けられている。複数の連結スタッド４２は、溶接
等によってフランジ部６０Ｆの外面に接合されており、当該外面から外側（コンクリート
壁部５２側）へ突出している。また、複数の連結スタッド４２は、下側ブラケット６０の
長手方向に間隔を空けて配列されるとともに、下側ブラケット６０の全長に亘って設けら
れている。なお、連結スタッド４２は、連結部材の一例である。
【００６５】
　複数の連結スタッド４２は、コンクリート壁部５２の横幅方向（コンクリート基礎梁１
２の材軸方向）の全長に亘って埋設されている。これにより、下側ブラケット６０が、当
該下側ブラケット６０の全長に亘ってコンクリート壁部５２と接合されている。換言する
と、Ｖ字状ブレース３０の頂部３０Ｌが、複数の連結スタッド４２を介してコンクリート
壁部５２に接合されている。これにより、Ｖ字状ブレース３０の頂部３０Ｌが、コンクリ
ート壁部５２を介してコンクリート基礎梁１２の中間部１２Ｍに接合されている。
【００６６】
　なお、下側ブラケット６０は、Ｈ形鋼に限らず、Ｉ形鋼やＣ形鋼、Ｔ形鋼、ボックス鋼
等によって形成されても良い。
【００６７】
　次に、第二実施形態に係るブレース接合構造の施工方法の一例について説明する。
【００６８】
　図４に示されるように、先ず、コンクリート基礎梁１２を施工する。この際、コンクリ
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ート基礎梁１２にコンクリート壁部５２用の補強筋５４（図６参照）を適宜埋設するとと
もに、コンクリート基礎梁１２の周囲にコンクリート壁部５２用の図示しない型枠を仮設
しておく。
【００６９】
　次に、コンクリート基礎梁１２上に一対の柱２２を立てる。次に、コンクリート基礎梁
１２及びその周囲にコンクリートを打設し、コンクリートスラブ２０を構築する。次に、
一対の柱２２に梁２４を架設する。これにより、コンクリート基礎梁１２、一対の柱２２
、及び梁２４によって架構２６が構成される。
【００７０】
　次に、第一実施形態と同様に、架構２６の構面にＶ字状ブレース３０を設置し、一対の
ブレース本体３２の上端部を上側ブラケット３４を介して架構２６の角部２６Ｃに接合す
る。また、下側ブラケット６０の一方のフランジ部６０Ｆから外側へ突出する連結スタッ
ド４２を、コンクリート壁部５２用の図示しない型枠内に配置する。
【００７１】
　次に、コンクリート壁部５２用の型枠内にコンクリートを打設し、コンクリート壁部５
２を構築する。これにより、複数の連結スタッド４２を介して、Ｖ字状ブレース３０の頂
部３０Ｌとコンクリート壁部５２とが接合される。この結果、Ｖ字状ブレース３０の頂部
３０Ｌが、コンクリート壁部５２を介してコンクリート基礎梁１２の中間部１２Ｍに接合
される。
【００７２】
　次に、第二実施形態の作用について説明する。
【００７３】
　以上説明したように、本実施形態に係るブレース接合構造５０によれば、コンクリート
基礎梁１２上には、Ｖ字状ブレース３０が配置される。また、コンクリート基礎梁１２か
らは、コンクリート壁部５２が立ち上げられる。コンクリート壁部５２は、Ｖ字状ブレー
ス３０の頂部３０Ｌとコンクリート基礎梁１２の幅方向に対向する。このコンクリート壁
部５２に、下側ブラケット６０から突出する複数の連結スタッド４２を埋設することによ
り、Ｖ字状ブレース３０の頂部３０Ｌがコンクリート壁部５２を介してコンクリート基礎
梁１２に接合される。
【００７４】
　これにより、例えば、コンクリート壁部５２の施工に伴って、コンクリート基礎梁１２
にＶ字状ブレース３０の頂部３０Ｌを接合することができる。したがって、コンクリート
基礎梁１２の中間部１２Ｍに対するＶ字状ブレース３０の頂部３０Ｌの接合作業の手間を
低減することができる。
【００７５】
　また、本実施形態では、コンクリート壁部５２を施工する前に、コンクリート基礎梁１
２上にコンクリートスラブ２０を施工することができる。これにより、コンクリート基礎
梁１２上に、安定した足場を早期に確保することができる。したがって、梁２４やＶ字状
ブレース３０の施工性が向上する。
【００７６】
　また、下側ブラケット６０は、当該下側ブラケット６０の全長に亘ってコンクリート壁
部５２と接合されている。これにより、Ｖ字状ブレース３０とコンクリート基礎梁１２と
の間の応力伝達が良好になる。
【００７７】
[第二実施形態の変形例]
　次に、第二実施形態の変形例について説明する。
【００７８】
　上記実施形態では、コンクリート壁部５２をコンクリート基礎梁１２の側面１２Ｓに沿
って立ち上げられるが、上記実施形態は、これに限らない。例えば、図６に示されるよう
に、コンクリート基礎梁１２の上面から、コンクリート壁部５６を立ち上げても良い。
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【００７９】
　なお、コンクリート壁部５６には、補強筋５８が埋設されている。補強筋５８は、コン
クリートスラブ２０を介してコンクリート基礎梁１２の内部に延出している。この補強筋
５８によってコンクリート壁部５６とコンクリート基礎梁１２とが接合されている。
【００８０】
　また、上記実施形態では、コンクリート壁部５２をコンクリート基礎梁１２から直接立
ち上げたが、上記実施形態は、これに限らない。例えば、図６に示されるように、コンク
リート基礎梁１２とコンクリート壁部５２との間に、コンクリートスラブ２０を介在させ
ても良い。なお、コンクリートスラブ２０は、適宜省略可能である。
【００８１】
　また、上記実施形態では、Ｖ字状ブレース３０の頂部３０Ｌとコンクリート壁部５２と
が、コンクリート基礎梁１２の幅方向（矢印Ｗ方向）に対向するが、上記実施形態は、こ
れに限らない。例えば、Ｖ字状ブレース３０の頂部３０Ｌとコンクリート壁部とがコンク
リート基礎梁１２の材軸方向に対向するように、コンクリート壁部の配置を変更しても良
い。この場合、連結部材の配置は、コンクリート壁部の配置に応じて適宜変更すれば良い
。
【００８２】
　また、上記実施形態では、コンクリート壁部５２が一対の柱２２に亘って設けられるが
、上記実施形態は、これに限らない。コンクリート壁部５２は、少なくともＶ字状ブレー
ス３０の頂部３０Ｌと対向するように、コンクリート基礎梁１２に設けられれば良い。
【００８３】
[第三実施形態]
　次に、第三実施形態に係るブレース接合構造について説明する。なお、以下の第三実施
形態において、第一実施形態と同じ構成の部材等には、同符号を付して説明を適宜省略す
る。
【００８４】
（ブレース接合構造）
　図７及び図８に示されるように、第三実施形態に係るブレース接合構造７０では、Ｖ字
状ブレース３０の頂部３０Ｌに設けられた下側ブラケット７２を、コンクリート基礎梁１
２の中間部１２Ｍを貫通する棒状部材８０を介して当該コンクリート基礎梁１２の中間部
１２Ｍに接合する。
【００８５】
（下側ブラケット）
　具体的には、図８に示されるように、Ｖ字状ブレース３０の頂部３０Ｌには、下側ブラ
ケット７２が設けられている。連結部材としての下側ブラケット７２は、下方が開口され
た断面Ｃ字状に形成されている。この下側ブラケット７２は、コンクリート基礎梁１２の
幅方向に対向する一対の側壁部７２Ｓと、一対の側壁部７２Ｓの上端部同士を接続する上
壁部７２Ｕとを有している。
【００８６】
　上壁部７２Ｕは、コンクリート基礎梁１２の上面１２Ｕに沿って配置されている。この
上壁部７２Ｕには、Ｖ字状ブレース３０の頂部３０Ｌが溶接等によって接合されている。
なお、Ｖ字状ブレース３０の頂部３０Ｌは、一対のブレース本体３２の下端部同士を接続
するＴ形鋼等によって形成されている。
【００８７】
　一対の側壁部７２Ｓは、コンクリート基礎梁１２の幅方向の両側の側面に沿って配置さ
れ、当該側面１２Ｓとそれぞれ対向している。この一対の側壁部７２Ｓには、複数の取付
孔７４がそれぞれ形成されている。
【００８８】
　また、コンクリート基礎梁１２の中間部１２Ｍには、複数の貫通孔７６が形成されてい
る。各貫通孔７６は、コンクリート基礎梁１２の中間部１２Ｍにおける上部を当該コンク
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リート基礎梁１２の幅方向に貫通している。また、各貫通孔７６は、例えば、コンクリー
ト基礎梁１２の中間部１２Ｍに図示しないシース管等を埋設することにより形成されてい
る。この貫通孔７６及び前述した下側ブラケット７２の取付孔７４には、棒状部材８０が
貫通されている。
【００８９】
（棒状部材）
　棒状部材８０は、例えば、鋼棒や鉄筋等によって形成されている。また、棒状部材８０
の両側の端部８０Ｅには、雄ネジ部がそれぞれ設けられている。この棒状部材８０は、コ
ンクリート基礎梁１２の中間部１２Ｍにおける上部に下側ブラケット７２を被せた状態で
、下側ブラケット７２の取付孔７４及びコンクリート基礎梁１２の貫通孔７６に挿入され
る。そして、棒状部材８０の両側の端部８０Ｅ（雄ネジ部）にナット８２をそれぞれ締め
込むことにより、下側ブラケット７２がコンクリート基礎梁１２の中間部１２Ｍに取り付
けられている。
【００９０】
　また、下側ブラケット７２とコンクリート基礎梁１２との隙間には、モルタルやグラウ
ド等の充填材８４が充填されている。これにより、下側ブラケット７２がコンクリート基
礎梁１２の上部に隙間なく一体化されている。なお、充填材８４は、適宜省略可能である
。
【００９１】
　次に、第三実施形態の作用について説明する。
【００９２】
　図８に示されるように、第三実施形態に係るブレース接合構造７０によれば、コンクリ
ート基礎梁１２の中間部１２Ｍを貫通する棒状部材８０に下側ブラケット７２を接合（ボ
ルト接合）することにより、Ｖ字状ブレース３０の頂部３０Ｌがコンクリート基礎梁１２
の中間部１２Ｍに接合される。したがって、コンクリート基礎梁１２の中間部１２Ｍに対
するＶ字状ブレース３０の頂部３０Ｌの接合作業の手間を低減することができる。
【００９３】
　また、コンクリート基礎梁１２の上面１２Ｕ及び両側の側面１２Ｓに下側ブラケット７
２の上壁部７２Ｕ及び一対の側壁部７２Ｓを沿わせることにより、コンクリート基礎梁１
２と下側ブラケット７２との固定強度を高めることができる。
【００９４】
　さらに、コンクリート基礎梁１２と下側ブラケット７２との隙間に充填材８４を充填す
ることにより、コンクリート基礎梁１２と下側ブラケット７２との間の応力伝達が良好に
なる。
【００９５】
[第三実施形態の変形例]
　次に、第三実施形態の変形例について説明する。
【００９６】
　図９（Ａ）に示されるように、棒状部材８０は、コンクリート基礎梁１２に埋設しても
良い。この場合、例えば、下側ブラケット７２の上壁部７２Ｕと一対の側壁部７２Ｓとを
別体にする。そして、一対の側壁部（接合プレート）７２Ｓをコンクリート基礎梁１２の
両側に配置し、コンクリート基礎梁１２の側面１２Ｓから突出する棒状部材８０の両側の
端部８０Ｅを一対の側壁部７２Ｓの取付孔７４にそれぞれ挿入する。その後、一対の側壁
部７２Ｓに上壁部（ベースプレート）７２Ｕを溶接等によって接合する。なお、下側ブラ
ケット７２とコンクリート基礎梁１２との間には、充填材８４（図８参照）を適宜充填し
ても良い。
【００９７】
　また、例えば、図９（Ｂ）に示されるように、コンクリート基礎梁１２の両側の側面１
２Ｓに、一対の側壁部（接合プレート）７２Ｓをスタッド８６等を介して接合しておき、
この一対の側壁部７２Ｓに上壁部（ベースプレート）７２Ｕを溶接等によって接合しても
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良い。なお、下側ブラケット７２とコンクリート基礎梁１２との間には、充填材８４（図
８参照）を適宜充填しても良い。
【００９８】
[第四実施形態]
　次に、第四実施形態に係るブレース接合構造について説明する。なお、以下の第四実施
形態において、第一実施形態と同じ構成の部材等には、同符号を付して説明を適宜省略す
る。
【００９９】
（ブレース接合構造）
　図１０及び図１１に示されるように、第四実施形態に係るブレース接合構造９０では、
Ｖ字状ブレース３０の頂部３０Ｌを、コンクリート基礎梁１２の中間部１２Ｍに設けられ
た外殻型枠９２に接合する。
【０１００】
（外殻型枠）
　具体的には、図１１に示されるように、連結部材としての外殻型枠９２は、鋼板等によ
って筒状に形成されており、コンクリート基礎梁１２の外周面を被覆している。この外殻
型枠９２は、コンクリート基礎梁１２の上面１２Ｕに沿って配置される上壁部９２Ｕと、
コンクリート基礎梁１２の両側の側面１２Ｓに沿って配置される一対の側壁部９２Ｓと、
コンクリート基礎梁１２の下面１２Ｌに沿って配置される下壁部９２Ｌとを有している。
【０１０１】
　外殻型枠９２は、コンクリート基礎梁１２の中間部１２Ｍの型枠としての機能も有し、
当該外殻型枠９２の内部に梁主筋１４及びせん断補強筋１６等を適宜配筋した状態でコン
クリートを打設することにより、コンクリート基礎梁１２の中間部１２Ｍが形成されてい
る。
【０１０２】
　なお、外殻型枠９２には、コンクリート基礎梁１２との一体性を高めるための凹部９４
（図１０参照）が適宜形成されている。
【０１０３】
　外殻型枠９２の上壁部９２Ｕの上面には、Ｖ字状ブレース３０の頂部３０Ｌが溶接等に
よって接合されている。このＶ字状ブレース３０の頂部３０Ｌに一対のブレース本体３２
の下端部を溶接等によって接合することにより、Ｖ字状ブレース３０の頂部３０Ｌが外殻
型枠９２を介してコンクリート基礎梁１２の中間部１２Ｍに接合されている。
【０１０４】
　次に、第四実施形態の作用について説明する。
【０１０５】
　図１１に示されるように、第四実施形態に係るブレース接合構造９０によれば、外殻型
枠９２にＶ字状ブレース３０を接合することにより、Ｖ字状ブレース３０の頂部３０Ｌが
コンクリート基礎梁１２の中間部１２Ｍに接合される。したがって、コンクリート基礎梁
１２の中間部１２Ｍに対するＶ字状ブレース３０の頂部３０Ｌの接合作業の手間を低減す
ることができる。
【０１０６】
　また、コンクリート基礎梁１２の上面１２Ｕ及び両側の側面１２Ｓに、外殻型枠９２の
上壁部９２Ｕ及び一対の側壁部９２Ｓを沿わせることにより、コンクリート基礎梁１２と
外殻型枠９２との固定強度を高めることができる。
【０１０７】
　さらに、外殻型枠９２をコンクリート基礎梁１２の型枠として利用することにより、コ
ンクリート基礎梁１２の施工性が向上する。
【０１０８】
[第一実施形態～第四実施形態の変形例]
　次に、上記第一実施形態～第四実施形態に共通の変形例について説明する。なお、以下
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二実施形態～第四実施形態についても適宜適用可能である。
【０１０９】
　上記第一実施形態では、Ｖ字状ブレース３０の頂部３０Ｌが、コンクリート基礎梁１２
の中間部１２Ｍに接合されるが、Ｖ字状ブレース３０の頂部３０Ｌは、コンクリート基礎
梁１２における中間部１２Ｍ以外の部位に接合されても良い。
【０１１０】
　また、上記第一実施形態では、ブレース本体３２が鋼管座屈補剛ブレースとされるが、
ブレース本体の構成は適宜変更可能である。したがって、例えば、ブレース本体３２は、
補剛鋼管３２Ｂが省略された一般的なブレースとされても良い。
【０１１１】
　また、上記第一実施形態に係るブレース接合構造１０は、Ｖ字状ブレース３０に限らず
、Ａ字状ブレースや片流れブレース等の種々のブレースの下端部にも適用可能である。さ
らに、ブレースは、鉄骨造に限らず、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造等で
あっても良い。
【０１１２】
　以上、本発明の一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限定され
るものでなく、一実施形態及び各種の変形例を適宜組み合わせて用いても良いし、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】
【０１１３】
１０　　ブレース接合構造
１２　　コンクリート基礎梁
２０　　コンクリートスラブ
３０　　Ｖ字状ブレース（ブレース）
３０Ｌ　頂部
４０　　下側ブラケット
４０Ｍ　下側ブラケットの材軸方向の中間部（ブレースの頂部）
４４　　下側ブラケット（ブレースの頂部）
４２　　連結スタッド（連結部材）
５０　　ブレース接合構造
５２　　コンクリート壁部
５６　　コンクリート壁部
６０　　下側ブラケット
６０Ｍ　下側ブラケットの材軸方向の中間部（ブレースの頂部）
７０　　ブレース接合構造
７２　　下側ブラケット（連結部材）
７２Ｕ　上壁部
７２Ｓ　側壁部
９０　　ブレース接合構造
９２　　外殻型枠（連結部材）
９２Ｕ　上壁部
９２Ｓ　側壁部
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