
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  必要長さに切った鋼板を折り曲げて、接
合部、フランジ部が形成された折曲部材一対の該一対の
挟角を９０°以上としてのボルト接合により形成された
組立式Ｙ形断面鋼材を、継手プレート及び継手ボルトナ
ットにより複数、連結した主柱材であって、垂直に対し
て傾斜角を持って立設されて垂直に対して傾斜角を有す
る四角鉄塔を構成するとともに、相隣主柱材のフランジ
部が同一平面に形成されて、該フランジ部に腹材が直
接、ボルト接合することができる鉄塔主柱材
【請求項２】  折曲部材一対の接合部及びフランジ部の
長さを均一でなく、上端から下端にかけて一定の割合で
増加させるテーパ状に形成した請求項１記載の鉄塔主柱
材
【請求項３】  折曲部材一対のフランジ部の端部の内側

にリップを付けた請求項１又は請求項２記載の鉄塔主柱
材
【請求項４】  折曲部材一対のフランジ部の端部の外側
にリップを付けた請求項１又は請求項２記載の鉄塔主柱
材
【請求項５】  折曲部材一対のフランジ部に該折曲部材
のフランジ部の長さより短いフランジ幅を有する補強部
材をボルト接合した請求項１乃至請求項４のいずれかに
記載の鉄塔主柱材
【請求項６】  折曲部材一対のフランジ部に該折曲部材
のフランジ部の長さより長いフランジ幅を有する補強部
材をボルト接合した請求項１乃至請求項４のいずれかに
記載の鉄塔主柱材
【発明の詳細な説明】
【０００１】

3 4

1010



【発明の属する技術分野】この発明は、鉄塔に使用する
鉄塔主柱材に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】従来の送電用鉄塔や無線鉄塔等には、四
角鉄塔骨組形成に合致した直角方向に形成されたフラン
ジを有する山形鋼を主柱材及び腹材に用い、主柱材を継
手プレートのボルト接合により連結し、主柱材に、直
接、又は主柱材にボルト接合したガゼットプレートを介
して水平材、斜材等の腹材をボルト接合したアングル鉄
塔、図１２に示すように、鋼管を主柱材Ｐ１及び腹材に
用い、主柱材Ｐ１をリブ付板フランジ継手Ｐ２又は鍛造
フランジ継手Ｐ３の溶接接合により連結し、主柱材Ｐ１
に、主柱材Ｐ１に溶接接合したガゼットプレートＰ４、
Ｐ５、Ｐ６を介して水平材Ｐ７、斜材Ｐ８等の腹材をボ
ルト接合したパイプ鉄塔、または等辺山形鋼を背合せに
接合したＸ形断面鋼材を主柱材に用い、主柱材を継手の
ボルト接合により連結し、主柱材に、直接、又は主柱材
にボルト接合したガゼットプレートを介して鋼管を用い
た水平材、斜材等の腹材をボルト接合したＸ形断面鋼材
と鋼管を併用する鉄塔が用いられている。なお、図１２
において、Ｐ９は補強リング、Ｐ１０、Ｐ１１は腹材接
合プレートである。
【０００３】アングル鉄塔は、鉄塔としての加工は、等
辺山形鋼の切断と孔あけ作業が主体となり、製作性に優
れているので、小、中規模の鉄塔において主流になって
いる。パイプ鉄塔は、主柱材、腹材ともに、鋼管を使用
するため、アングル鉄塔よりも風圧が減少し、断面性が
よいので、鉄塔重量はアングル鉄塔に比較し、減少する
長所があるので、大型鉄塔において主流的立場で採用さ
れている。Ｘ形断面鋼材と鋼管を併用する鉄塔について
は、主柱材に等辺山形鋼を背合せに接合したＸ形断面鋼
材、腹材に鋼管材と、併用によってアングル鉄塔とパイ
プ鉄塔の各々が保持する特長を取り入れ総合的経済効果
を得ることができる。
【０００４】アングル鉄塔については、大規模な鉄塔に
対しては、山形鋼のロールサイズに限定され、また高張
鋼材を使用に当っては、フランジの幅厚比に対する局部
座屈応力度の検討も必要となり、これがためフランジの
幅厚比を制限、または短柱域細長比（λ）を制限など利
用効率を低減し、重量増加と共に、特に大型鉄塔に対し
ては使用に限界がある。
【０００５】Ｘ形断面鋼材と鋼管を併用する鉄塔につい
ては、大容量送電線の大型鉄塔では、第一に、市販山形
鋼をＸ形断面にしても所要強度が不足であること、第二
に、Ｘ形断面鋼材の腹材取付に必要なフランジ幅は同強
度の単一山形鋼のフランジ幅の５０～７５％に減少する
こととなり、鉄塔の大形化に伴う腹材サイズの大口径化
と取付ボルト数の増加によって、腹材と主柱材の接合部
が複雑になり加工工数が増大すること、第三に、主柱材
に市販山形鋼を用いるため、鉄塔主柱材の傾斜（コロ

ビ）の大きい箇所での腹材の取付には、直接、主柱材フ
ランジに取り付けることは困難で、曲げ加工を施したプ
レートを介して取り付けることとなり、重量ならびに加
工工数が増大すること、第四に、Ｘ形断面鋼材の接合に
は通常一定間隔の断続綴り熔接が用いられるが、亜鉛メ
ッキ時の高温によって歪みが発生し、これを矯正する工
数も付加すること、第五に、市販山形鋼を用いＸ形断面
を構成する場合、断面性能上、有利な肉厚の薄いサイズ
を選定され勝ちであるが、高張力鋼材を使用する場合、
部材の圧縮強度が短柱域（細長比１００以下の領域）で
決定される場合、局部座屈強度の検討も必要で、この為
設計効率が低減する場合があること、などによって、送
電電圧２７５ＫＶ級規模の鉄塔には経済効果を発揮する
ことが可能であったが、電圧５００ＫＶ、１０００ＫＶ
級の大型送電鉄塔に対しては、採用が困難である。
【０００６】鋼管鉄塔については、鉄塔の巨大化から鉄
塔部材の現地への輸送手段、すなわち、山間部における
建設に対し、ヘリコプタ及び索道による運搬から、鉄塔
製作単品重量および長さが制限され、この単体部材重量
の制約から継手部が著しく増加して、これによって製品
重量増加率が増加し、設計効率が低下する。この現象は
大型鋼管サイズになればなる程顕著で、その対策が期待
されている。また、鉄塔規模の大型化から腕金部と主柱
材の取付接点、ならびに腹材と主柱材の接点などにおい
て発生応力が増大し、すみ肉溶接の許容耐力、中空鋼管
の局部変形に対する許容耐力の確保が必要となり、これ
がため接点部の構造がますます複雑化し、さらにステッ
プボルトの取付を初めとする他の昇降設備、墜落防止装
置、組立工事、架線工事用金具などの取付金具は総て溶
接が必要となり、鉄塔製作上の工数が著しく上昇する傾
向が見られ、パイプが保有する本来の性能が規模の大型
化によって次第に損なわれ、コスト低減が緊急の課題と
される今日、前記の工数上昇は大きなネックとなってい
る。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】このように、５００Ｋ
Ｖ級、１０００ＫＶ級の大容量の巨大な鉄塔に用いられ
ている鋼管鉄塔には、溶接加工を不可欠とし、補強プレ
ート及び継手部が著しく多く、運搬が困難であるという
課題がある。
【０００８】この発明は、このような従来技術の課題を
解決する目的でなされたものである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
の手段を、実施の一形態に対応する図１、２、３、４、
５を用いて以下、説明する。この発明は、必要長さに切
った鋼板を折り曲げて、接合部Ｊ、フランジ部Ｆが形成
された折曲部材１１，１２一対の該一対の挟角を９０°
以上としてのボルト接合により形成された組立式Ｙ形断
面鋼材１を、継手プレート５及び継手ボルトナット５１
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により複数、連結した主柱材２であって、垂直に対して
傾斜角を持って立設されて垂直に対して傾斜角を有する
四角鉄塔を構成するとともに、相隣主柱材２のフランジ
部Ｆが同一平面に形成されて、フランジ部Ｆに腹材３、
４が直接、ボルト接合することができるものである。
【００１０】このように構成されたものにおいては、溶
接加工は不要になり、単体部材の重量は軽減され、運搬
は容易になる。
【００１１】
【発明の実施の形態】図１は、この発明を構成する組立
式Ｙ形断面鋼材の実施の一形態を示す断面図である。図
１において、１は組立式Ｙ形断面鋼材である。組立式Ｙ
形断面鋼材１は、必要長さに切った鋼板を折り曲げて、
接合部Ｊ、フランジ部Ｆが形成された一対の折曲部材１
１、１２を接合ボルトナット１３（千鳥配列されてい
る。以下同様）で接合して形成されたものである。折曲
部材１１、１２は、基本的には、４５°（θ１）に折り
曲げられ、折曲部材１１、１２の挟角θ２は、９０°で
ある。これは、四隅が直角である四角鉄塔を考慮したも
のである。主柱材が、垂直に対して傾斜角を持って立設
されて垂直に対して傾斜角を有する四角鉄塔を構成する
場合、相隣主柱材のフランジ部Ｆを同一平面にするため
に、曲げ角θ１を調整することによって、両フランジ部
Ｆの挟角θ２を微小変化させ、９０°以上に設定するこ
とは後述する。組立式Ｙ形断面鋼材１は、折曲部材１
１、１２を組み立てて形成されるので、折曲部材１１、
１２で運搬して現地で組み立てることが可能になり、運
搬が容易である。また、組立式Ｙ形断面鋼材１は、溶接
加工ではなく、ボルト接合によって組み立てるので、組
立が容易である。更に、組立式Ｙ形断面鋼材１は、折曲
部材１１、１２が鋼板を用い曲げ加工によって成形され
るので、成形品である等辺山形鋼と異なり、板厚の選
定、およびＹ形の主要寸法の選定に自由性があるので、
大型鉄塔への適用にも限界はなく、必要強度に対応して
任意の断面鋼材を製造でき、経済効果に優れている。組
立式Ｙ形断面鋼材１は、図２に示すような主柱材２とし
て用いられる。なお、図２において、３は斜材、４は水
平材、５は継手プレート、６は対角材である。
【００１２】組立式Ｙ形断面鋼材１は、鋼板材より加工
されるので、板厚ｔと、接合部Ｊの長さＬａ、フランジ
部Ｆの長さＬｂを変化させることにより、断面重心
（Ｇ）位置Ｃｙ、Ｘ～Ｘ軸、Ｙ～Ｙ軸に対する断面２次
モーメント及び断面２次半径、断面積等が必要強度に対
して無駄なく効果的に対応できる。
【００１３】主柱材２は、組立式Ｙ形断面鋼材１を、図
３、４に示すように、継手プレート５及び継手ボルトナ
ット５１により、複数、連結して形成されている。継手
プレート５は、接合部Ｊ、フランジ部Ｆの両面に当接さ
れる。組立式Ｙ形断面鋼材１の継手には、最も単純な継
手プレート５と継手ボルトナット５１を用いるので、鋼

管鉄塔における鍛造フランジ継手の取付のような溶接加
工工程はない。
【００１４】主柱材２は、折曲部材１１、１２の２個の
部品に分割されることから、大型サイズになっても、そ
の単品運搬重量は、従来より用いられているＸ形断面鋼
材又は鋼管を主柱材とした一本部品より大幅に減少す
る。このため、製作部材長は、単品重量に制限されるこ
となく運搬可能最大長さまで採用でき、トラック及びヘ
リコプタによる運搬作業が容易となる。
【００１５】斜材３、水平材４は、図３、５に示すよう
に、フランジ部Ｆにボルトナットで連結され、対角材６
は、図５に示すように、折曲部材１１、１２のフランジ
部Ｆに固定されたプレート６１にボルトナットで連結さ
れている。
【００１６】組立式Ｙ形断面鋼材１は、Ｙ形断面である
ため、その断面性能（抗圧材に必要な最小回転半径な
ど）は鋼管断面より劣るが、等辺山形鋼断面より優れて
いる。また、鋼管断面と異なり、直角の２方向にフラン
ジ部Ｆが突出しているので、フランジ部Ｆに斜材３、水
平材４の腹材の取り付け固定が容易となり、鋼管鉄塔に
見られる腹材取付のためのガゼットプレート及び補強リ
ングなどの溶接工作が必要としない。さらに、四角鉄塔
の部材構成に有利で、アングル鉄塔の特徴を活用しつ
つ、重量軽減が計られ、腹材にはアングル、鋼管など何
れの部材も容易に取り付けられる。
【００１７】一般に、主柱材２は、上部の幅ｂが地上部
の塔体幅Ｂ（これを根開きという。）より狭く、これに
よって主柱材２は垂直に対して傾斜角をもつ。垂直（高
さＨ）に対し水平方向の増分長さＬ（＝０．５Ｂ－０．
５ｂ）の比Ｌ／Ｈをコロビと称している。このコロビが
大きくなると、フランジ挟角９０°のアングルを主柱材
に用いると、相隣主柱材のフランジを結ぶ面は平面とな
らないので、通常、腹材の主柱材取付部又は取付金物を
コロビに応じて密着できるよう曲げ加工を施している。
組立式Ｙ形断面鋼材１は、それ自体、曲げ加工により形
成されるから、曲げ角θ１を調整することによって、両
フランジ部Ｆの挟角θ２を微小変化することが可能とな
り、相隣主柱材２のフランジ部Ｆを同一平面にできる。
これがため、フランジ部Ｆに斜材３、水平材４などの腹
材３、４を直接、ボルト接合することができ、腹材３、
４の主柱材取付部又はガゼットプレ－トの曲げ加工が不
要となり、鉄塔製造の加工度が減少する効果が期待でき
る。
【００１８】送電用鉄塔の主柱材には数多くの昇降用ス
テップボルト、墜落防止用保安設備、組立、架線工事用
取付金具の設置が必要で、特に鋼管鉄塔では、上記の設
備取付金具は総て溶接加工となっているが、組立式Ｙ形
断面鋼材１を主柱材２を用いると、接合部Ｊは、座屈せ
ん断応力に応じて一定の間隔で接合ボルトナット１３で
接合されるが、この接合部Ｊは、主柱材２を結ぶ平面の
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対角方向に突出しているので、図６に示すように、接合
ボルトナット１３を昇降用ステップボルト１４と兼用に
用いることが可能となる。その他の金具類の取付には、
等辺山形鋼同様に孔明け加工で済み、溶接加工は殆ど省
略出来、鉄塔製作上有利となる。
【００１９】アングル鉄塔では、単一の主柱材のフラン
ジの幅は均一で、フランジの幅の異なる単一の主柱材を
継手プレートのボルト接合により連結すると、段差が生
じる。が、組立式Ｙ形断面鋼材１は、折曲部材１１、１
２が鋼板を用い曲げ加工によって成形されるので、成形
品である等辺山形鋼と異なり、板厚の選定、およびＹ形
の主要寸法の選定に自由度がある。そこで、組立式Ｙ形
断面鋼材１の接合部Ｊの長さＬａ及びフランジ部Ｆの長
さＬａを均一でなく、上端から下端にかけて一定の割合
で増加させる所謂テーパ状に形成することができる。こ
れによって、図７の左側に示すように、鉄塔の規模によ
る主柱材２の上部から地上部に至る応力の分布に応じ
て、主柱材２の接合部及びフランジ部の長さを、上端か
ら下端にかけて一定の割合で増加させる、所謂テーパ式
主柱材２の採用も可能となって、主柱材２の上下の接続
が段差のない形状となり、応力の伝達が円滑となり、環
境美化の向上も計られる。なお、図７の右側は、組立式
Ｙ形断面鋼材１をテーパ状に形成しない場合を示す。
【００２０】以上は、折曲部材１１、１２のフランジ部
Ｆの端部にリップが設けられていない基本形であるが、
図８に示すように、フランジ部Ｆの端部に内側リップ１
５または外側リップ１６（点線で表示）を設けてもよ
い。リップを施しない基本形では、鋼材の材質（降伏点
強度等）とフランジ部Ｆの幅厚比ｔ／Ｌｂ（板厚とフラ
ンジ部の長さとの比）がある限度を越えると、フランジ
部Ｆの座屈強度が低下する場合がある。このような場
合、リップを設けることによって、フランジ部Ｆの板要
素は、補剛され、フランジ部Ｆの局部座屈強度を増加す
ることができる。なお、内側リップ１５、外側リップ１
６の選択は、鉄塔規模、構造、腹材の外側面取付か、内
側面取付の選択によって定められる。
【００２１】以上は、折曲部材１１、１２のフランジ部
Ｆには内側リップ１５または外側リップ１６しか存在し
ないが、図９に示すように、フランジ部Ｆの内側面に折
曲部材１１、１２のフランジ部Ｆの長さＬｂより短いフ
ランジ幅を有する補強部材１７をボルトナット１８（千
鳥配列されている。）により固定してもよい。補強部材
１７は、鋼板を曲げ加工して形成された山形断面鋼材で
ある。前述の基本形及びリップ付Ｙ形断面鋼材に高張鋼
を用いたとき、断面各所の板厚とフランジ部の長さによ
り定まる幅厚比によっては、短柱域（抗圧部材の座屈長
さと部材の最小回転半径の大きさの比で定まる降伏点応
力度に近い領域）の座屈強度が、曲げ捩れ座屈現象によ
って低下する場合がある。補強部材１７は、断面積を増
大して、上記現象による座屈強度の低下を防ぐために設

けられた断面で、捩れ剛性及び接合剛性を高め、大容量
大型送電鉄塔にも適用可能としたものである。
【００２２】図１０に示すように、補強部材１７とし
て、山形断面鋼材の代わりに市販の等辺山形鋼１９を用
い、ボルトナット２０により固定しても、同様の効果が
得られる。
【００２３】以上は、山形断面鋼材１７及び市販の等辺
山形鋼１９のフランジの幅が折曲部材１１、１２のフラ
ンジ部Ｆの長さＬｂより短く、力が作用するフランジ部
Ｆの交点と重心Ｇとの間隔が離れているが、図１１に示
すように、補強部材２１のフランジの幅を折曲部材１
１、１２のフランジ部Ｆの長さＬｂより長くし、補強部
材２１をボルトナット２２（千鳥配列されている。）に
より折曲部材１１、１２に固定し、力が作用する補強部
材２１に腹材を接続すると、力が作用する補強部材２１
の交点と重心Ｇとの間隔は接近し、一層、断面性能が向
上する。補強部材２１として鋼板を曲げ加工して形成さ
れた山形断面鋼材を用いる。
【００２４】補強部材として、山形断面鋼材１７、市販
の等辺山形鋼１９、補強部材２１のいずれを選択するか
は、鉄塔の規模と、主柱材の要求される許容強度と、組
立式Ｙ形断面鋼材１の接合部Ｊの長さＬａ、フランジ部
Ｆの長さＬｂと補強部材のフランジ幅、板厚の相関によ
って定められる断面性能、重心位置とによって決定さ
れ、これら補強部材の提供は、材料費、製作費の総合に
おいて、最も有利な断面の自由な選択を可能としたもの
である。
【００２５】
【実施例】５００ＫＶ級の巨大な鉄塔において、鉄塔に
要求される許容強度５７０トンとして主柱材を設計して
みると、鋼管鉄塔の場合は、外径５５５．８ｍｍ、厚さ
１４ｍｍの鋼管主柱材（材質ＳＴＫ－５５）が、組立式
Ｙ形断面鋼材を用いた場合は、接合部の長さ（Ｌａ）２
５０ｍｍ、フランジ部の長さ（Ｌｂ）５００ｍｍ、リッ
プの長さ（Ｌｃ）９５ｍｍ、厚さ（ｔ）１６ｍｍのリッ
プ付組立式Ｙ形断面鋼材（材質ＳＳ－５５）がこれに対
応できる（図８参照）。そして、製品重量は、ほぼ同一
であるが、製作金額においては、主柱材だけでは、組立
式Ｙ形断面鋼材は鋼管主柱材の７０％で済む。鉄塔全体
の中で主柱材が占める重量を４０％として、鉄塔全体の
製作金額を比較すると、組立式Ｙ形断面鋼材を用いた鉄
塔は、鋼管鉄塔の９０％で済む。
【００２６】１０００ＫＶ級の巨大な鉄塔において、鉄
塔に要求される許容強度１０００トンとして主柱材を設
計してみると、鋼管鉄塔の場合は、外径７６２．０ｍ
ｍ、厚さ１８ｍｍの鋼管主柱材（材質ＳＴＫ－５５）
が、組立式Ｙ形断面鋼材を用いた場合は、接合部の長さ
（Ｌａ）３２０ｍｍ、フランジ部の長さ（Ｌｂ）６４０
ｍｍ、リップの長さ（Ｌｃ）１３０ｍｍ、厚さ（ｔ）２
２ｍｍのリップ付組立式Ｙ形断面鋼材（材質ＳＳ－５
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５）がこれに対応できる。そして、製品重量について
は、組立式Ｙ形断面鋼材は鋼管主柱材の９０％で済む。
製作金額においては、主柱材だけでは、組立式Ｙ形断面
鋼材は鋼管主柱材の６０％で済む。鉄塔全体の中で主柱
材が占める重量を４０％として、鉄塔全体の製作金額を
比較すると、組立式Ｙ形断面鋼材を用いた鉄塔は、鋼管
鉄塔の８５％で済む。また、上記鋼管主柱材は、単品重
量の制限（２トン）からその長さが４．６ｍとなるが、
組立式Ｙ形断面鋼材１では、基本的には折曲部材１１、
１２に分割されるから、単品重量の制限を受けることな
く、通常の最大長さ９．０ｍとして製作される。このこ
とから、組立式Ｙ形断面鋼材１では、鋼管主柱材に比べ
て、継手の数量が半減し、その組立作業も半減する。
【００２７】なお、製作工場出荷段階では、鋼管主柱材
では、プレートなどが溶接加工により鋼管主柱材に取り
付けられている場合があるが、組立式Ｙ形断面鋼材１で
は、継手プレート５が組立式Ｙ形断面鋼材１に取り付け
られていることはない。それゆえ、組立式Ｙ形断面鋼材
１の輸送及び資材集積には、等辺山形鋼と同様にコンパ
クトに積み重ねが可能である。したがって、組立式Ｙ形
断面鋼材１においては、トラックによる輸送効率が向上
するとともに、鉄塔資材置場、索道及びヘリコプタ輸送
基地並びに鉄塔組立現場足場などの所要面積が鋼管主柱
材を用いる場合より相当、節減できる。
【００２８】
【発明の効果】以上説明してきたように、この発明は、
必要長さに切った鋼板を折り曲げて、接合部、フランジ
部が形成された折曲部材一対の該一対の挟角を９０°以
上としてのボルト接合により形成された組立式Ｙ形断面
鋼材を、継手プレート及び継手ボルトナットにより複
数、連結した主柱材であって、垂直に対して傾斜角を持
って立設されて垂直に対して傾斜角を有する四角鉄塔を
構成するとともに、相隣主柱材のフランジ部が同一平面
に形成されて、該フランジ部に腹材が直接、ボルト接合
することができるものである。それゆえ、溶接加工は不
要になり、単体部材の重量は軽減され、運搬は容易にな
る。したがって、この発明によれば、主柱材は、組立式
Ｙ形断面鋼材で構成されているため、断面を形成するに
必要な部材の穴あけ加工、必要ボルト数が増加するが、
主柱材として現地形成組み立ては、地上組立てで作業が
可能であり、溶接加工の省略は、製作費の節減に大きく

寄与し、鉄塔製作費、現地運搬、組立て作業を含む総合
建設費を軽減せしめ得るという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明を構成する組立式Ｙ形断面鋼材の実施
の一形態を示す断面図である。
【図２】送電鉄塔の通常用いられている鉄塔主体下部全
体の骨組みスケルトン図で、（Ａ）は正面図、（Ｂ）は
（Ａ）のＹ－Ｙから見た図である。
【図３】図２（Ａ）のＸ部の拡大図である。
【図４】図３のＩ－Ｉ断面図である。
【図５】図３のII－II断面図である。
【図６】昇降用ステップボルトの取付状態を示す斜視図
である。
【図７】この発明の実施の他の形態を示す正面図であ
る。
【図８】この発明の実施の他の形態を示す断面図であ
る。
【図９】この発明の実施の他の形態を示す断面図であ
る。
【図１０】この発明の実施の他の形態を示す断面図であ
る。
【図１１】この発明の実施の他の形態を示す断面図であ
る。
【図１２】鋼管鉄塔の構造詳細図である。
【符号の説明】
１  組立式Ｙ形断面鋼材
２  主柱材
３  斜材
４  水平材
５  継手プレート
１１  折曲部材
１２  折曲部材
１３  接合ボルトナット
【要約】
【課題】  溶接加工を不要にし、単体部材の重量を軽減
し、運搬を容易にする。
【解決手段】  必要長さに切った鋼板を折り曲げて、接
合部Ｊ、フランジ部Ｆが形成された折曲部材１１、１２
一対を接合ボルトナット１３で接合して形成された組立
式Ｙ形断面鋼材１で構成する。
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【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図６】
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【図５】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】
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