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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
周面に螺旋状突起が設けられるとともに基端側近傍に係合部が設けられ該係合部から基端
側に向けて雄ネジ部が延設されてなる挿入定着部材を木質系構造部材に取り付けるための
取付け用治具であって、前記雄ネジ部が先端側開口を介して挿入されるとともに前記係合
部に形成された係合凹部に係合する係合凸部が前記先端側開口の周縁に沿ってかつ材軸方
向に向けて突設されたスリーブと、該スリーブ内の基端側に配置され前記雄ネジ部が螺合
される雌ネジが先端に形成された押さえ部材とで構成してなり、前記スリーブは、先端側
で内径が小さく基端側で内径が大きくなるように内面を段状に形成してあるとともに、そ
の段差部に前記押さえ部材の先端側周縁が当接するようになっていることを特徴とする挿
入定着部材の取付け用治具。
【請求項２】
前記挿入定着部材を、スクリュー部材と、該スクリュー部材の材軸方向に沿った中空穴に
ボルト本体が挿入され該ボルト本体の先端が前記中空穴に螺着された長ボルトとで構成す
るとともに、前記スクリュー部材に設けられた螺旋状突起を前記螺旋状突起、前記ボルト
本体の反対側端部に設けられたナット状締付け部を前記係合部とした請求項１記載の挿入
定着部材の取付け用治具。
【請求項３】
周面に螺旋状突起が設けられてなる挿入定着部材を木質系構造部材に取り付けるための取
付け用治具であって、前記挿入定着部材をスクリュー部材で構成し、該スクリュー部材の



(2) JP 6116196 B2 2017.4.19

10

20

30

40

50

基端側に設けられた係合凹部に係合する係合凸部が先端側開口の周縁に沿ってかつ材軸方
向に向けて突設されたスリーブと、該スリーブ内に配置され前記スクリュー部材の材軸方
向に沿った中空穴であってその開口近傍に形成された雌ネジに螺合される雄ネジが先端に
形成され基端側に頭部が設けられた押さえ部材とで構成してなり、前記スリーブは、その
先端側開口へ前記頭部が一定距離を超えて移動しないように該スリーブの基端側開口の周
縁にて前記頭部を当接するようになっていることを特徴とする挿入定着部材の取付け用治
具。
【請求項４】
前記スリーブの先端側開口に鍔状台座を設けた請求項１乃至請求項３のいずれか一記載の
挿入定着部材の取付け用治具。
【請求項５】
前記押さえ部材の基端側又は前記押さえ部材の頭部を締付け用工具の回転軸に装着された
ビットの先端が連結できるように構成するとともに、前記スリーブをその外周が正多角形
断面となるように構成した請求項１乃至請求項３のいずれか一記載の挿入定着部材の取付
け用治具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スクリュー部材等の挿入定着部材を木質系構造部材に挿入定着する際に適用
される挿入定着部材の取付け用治具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　木造軸組架構は、柱や梁あるいは土台といった木造軸組部材を相互に接合するとともに
場合によっては柱を鉄筋コンクリート基礎（以下、ＲＣ基礎）に直接接合して構成される
が、それらの接合部では、旧来の伝統的仕口であればもちろん、従来の補強金物を用いた
としても、接合形態が剛接合ではなくピン接合となるため、ラーメン架構として扱うこと
はできず、耐震性を確保するには、水平地震力を負担するための耐力壁が別途必要とされ
てきた。
【０００３】
　一方、間口が狭い敷地に住宅等の建物を建築するにあたって、ビルトインガレージや店
舗部分を前面道路に向けて設けようとする場合、自動車の出入りや客の出入りの便宜のた
めには比較的大きめの開口が必要となり、それゆえ耐力壁を設けることが難しくなる。
【０００４】
　かかる状況下、昨今では、正方形断面に近い従前の柱に代えて、長方形断面のいわゆる
壁柱を採用し、該壁柱の脚部端面あるいは頂部端面であってそれらの短手側に切欠きをそ
れぞれ設けた上、該切欠きから壁柱の材軸方向に沿ってスクリュー部材をねじ込むととも
に、該スクリュー部材の中空穴に形成された雌ネジに螺合されたボルトを基礎のアンカー
ボルトや梁を貫通する連結ボルトに連結してなる接合構造が採用されるようになってきた
。
【０００５】
　上述の構成によれば、ボルトによる引寄せ作用によって柱の脚部あるいは頂部における
接合度を高めることが可能となり、かくして耐力壁を別途設けずとも、架構全体の耐震性
を確保することが可能となる。
【０００６】
　特に、スクリュー部材の雌ネジを中空穴の開口近傍ではなく奥深くに形成するとともに
、先端に雄ネジが形成された長ボルトで上述のボルトを構成し、該先端の雄ネジをスクリ
ュー部材の雌ネジに螺合するようにすれば、長ボルトに塑性変形によるエネルギー吸収作
用を持たせることが可能となり、架構全体の耐震性をさらに高めることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００７】
【特許文献１】特開２００７－７７６１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ここで、地震時において早期に塑性変形によるエネルギー吸収作用を長ボルトに確実に
発揮させるためには、該長ボルトに緊張力を初期導入する必要があり、そのためには長ボ
ルトを先にスクリュー部材に装着して緊張力を導入した後、該スクリュー部材を長ボルト
とともに壁柱に埋設する必要がある。
【０００９】
　しかしながら、この場合、長ボルトに設けられた連結用の雄ネジ部がスクリュー部材の
基端側から突出した状態となるため、スパナやレンチにしろ、電動ドライバー等の電動工
具にしろ、雄ネジ部が邪魔になって締付け用工具を装着することができないという問題を
生じていた。
【００１０】
　ちなみに、長ボルトと一体になったスクリュー部材を該長ボルトの雄ネジ部を利用して
ねじ込むことは、長ボルトに導入された緊張力に変動を及ぼすおそれがあり、望ましくな
い。
【００１１】
　また、柱との間で設計通りの定着強度を発揮させるには、スクリュー部材をその基端側
が露出しなくなるまで柱の定着穴にねじ込む必要があるところ、スクリュー部材にはそも
そも締付け用工具を装着する部位が存在しないため、仮に雄ネジ部が突出していないとし
ても、上述したようにスクリュー部材を柱の定着穴にねじ込むことは本来的に困難である
。
【００１２】
　そのため、上述したエネルギー吸収型の構成に代えて、正方形断面又はそれに近い一般
的な柱にスクリュー部材を埋設定着し、該スクリュー部材の開口近傍に形成された雌ネジ
に短ボルトを螺合する場合においても、上述したと同様の事態が生じ、やはりスクリュー
部材を柱の定着穴ににねじ込むことが困難であるという問題が生じる。
【００１３】
　ここで、柱とＲＣ基礎との間、壁柱の場合には壁柱に設けた切欠きとＲＣ基礎との間に
接合金具を介在させ、該接合金具を介して上述したボルトと基礎のアンカーボルトあるい
は横架材に貫入配置された連結ボルトを相互連結する場合、圧縮側での連結箇所の座屈を
防止するという機能を接合金具に十分に発揮させるためには、接合金具の天板上面あるい
は底板下面を壁柱に形成された切欠きの内面あるいは柱の端面に当接させなければならず
、かかる場合においては、スクリュー部材の基端側と接合金具との干渉を避けるべく、ス
クリュー部材をその基端側が露出しなくなるまで柱の定着穴にねじ込むことが必要不可欠
となる。
【００１４】
　そのため、接合金具の使用を前提とする場合には、上述した問題がさらに深刻となる。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、上述した事情を考慮してなされたもので、スクリュー部材の基端側が露出し
なくなるまで挿入定着部材を木質系構造部材の定着穴にねじ込むことが可能な挿入定着部
材の取付け用治具を提供することを目的とする。
【００１６】
　上記目的を達成するため、本発明に係る挿入定着部材の取付け用治具は請求項１に記載
したように、周面に螺旋状突起が設けられるとともに基端側近傍に係合部が設けられ該係
合部から基端側に向けて雄ネジ部が延設されてなる挿入定着部材を木質系構造部材に取り
付けるための取付け用治具であって、前記雄ネジ部が先端側開口を介して挿入されるとと
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もに前記係合部に形成された係合凹部に係合する係合凸部が前記先端側開口の周縁に沿っ
てかつ材軸方向に向けて突設されたスリーブと、該スリーブ内の基端側に配置され前記雄
ネジ部が螺合される雌ネジが先端に形成された押さえ部材とで構成してなり、前記スリー
ブは、先端側で内径が小さく基端側で内径が大きくなるように内面を段状に形成してある
とともに、その段差部に前記押さえ部材の先端側周縁が当接するようになっているもので
ある。
【００１７】
　また、本発明に係る挿入定着部材の取付け用治具は、前記挿入定着部材を、スクリュー
部材と、該スクリュー部材の材軸方向に沿った中空穴にボルト本体が挿入され該ボルト本
体の先端が前記中空穴に螺着された長ボルトとで構成するとともに、前記スクリュー部材
に設けられた螺旋状突起を前記螺旋状突起、前記ボルト本体の反対側端部に設けられたナ
ット状締付け部を前記係合部としたものである。
【００１８】
　また、本発明に係る挿入定着部材の取付け用治具は、周面に螺旋状突起が設けられてな
る挿入定着部材を木質系構造部材に取り付けるための取付け用治具であって、前記挿入定
着部材をスクリュー部材で構成し、該スクリュー部材の基端側に設けられた係合凹部に係
合する係合凸部が先端側開口の周縁に沿ってかつ材軸方向に向けて突設されたスリーブと
、該スリーブ内に配置され前記スクリュー部材の材軸方向に沿った中空穴であってその開
口近傍に形成された雌ネジに螺合される雄ネジが先端に形成され基端側に頭部が設けられ
た押さえ部材とで構成してなり、前記スリーブは、その先端側開口へ前記頭部が一定距離
を超えて移動しないように該スリーブの基端側開口の周縁にて前記頭部を当接するように
なっているものである。
【００１９】
　また、本発明に係る挿入定着部材の取付け用治具は、前記スリーブの先端側開口に鍔状
台座を設けたものである。
【００２０】
　また、本発明に係る挿入定着部材の取付け用治具は、前記押さえ部材の基端側又は前記
押さえ部材の頭部を締付け用工具の回転軸に装着されたビットの先端が連結できるように
構成するとともに、前記スリーブをその外周が正多角形断面となるように構成したもので
ある。
【００２１】
　第１の発明に係る挿入定着部材の取付け用治具においては、スリーブの先端側開口を介
して雄ネジ部が挿入できるようになっているとともに、該スリーブの先端側開口には、挿
入定着部材の係合部に形成された係合凹部に係合可能な係合凸部が、周縁に沿ってかつ材
軸方向に向けて突設してある。
【００２２】
　そのため、スリーブの先端側開口が挿入定着部材の雄ネジ部に対向するように取付け用
治具を把持し、その状態で前進させることにより、スリーブを雄ネジ部と干渉させること
なく、該スリーブの先端側開口に突設された係合凸部を、挿入定着部材の係合部に形成さ
れた係合凹部に係合することができる。
【００２３】
　一方、スリーブ内の基端側に配置された押さえ部材の先端には、挿入定着部材の雄ネジ
部と螺合する雌ネジが形成してあるとともに、スリーブ内には、押さえ部材の先端側周縁
が当接する段差部が形成してある。
【００２４】
　そのため、スリーブの係合凸部が挿入定着部材の係合凹部に係合された状態で、押さえ
部材を回転させつつその雌ネジを挿入定着部材の雄ネジ部に螺合させると、押さえ部材の
先端側周縁はやがてスリーブ内に形成された段差部に当接され、さらに押さえ部材を回転
させることにより、スリーブは、その段差部を介した押さえ部材からの押圧力によって挿
入定着部材の係合部に押し付けられる。



(5) JP 6116196 B2 2017.4.19

10

20

30

40

50

【００２５】
　かかる状態においては、スリーブの係合凸部と挿入定着部材の係合部に形成された係合
凹部との係合が保持されて容易に離脱しなくなるので、スリーブ又は押さえ部材を材軸回
りに回すことにより、挿入定着部材を木質系構造部材に穿設された定着穴にねじ込むこと
ができる。
【００２６】
　第１の発明における挿入定着部材は例えば、スクリュー部材と、該スクリュー部材の材
軸方向に沿った中空穴にボルト本体が挿入され該ボルト本体の先端が前記中空穴に螺着さ
れた長ボルトとで構成されたものが対象となるが、周面に螺旋状突起が設けられるととも
に基端側近傍に係合部が設けられ該係合部から基端側に向けて雄ネジ部が延設されてなる
ものである限り、その構成は任意であって、上述した例のように、スクリュー部材と長ボ
ルトという２つの部材が組み合わされたものに限定されるものではなく、例えば、単にロ
ッド本体に螺旋状突起を設けるとともに該ロッド本体の基端側近傍に係合部を設け、該係
合部から基端側に向けて雄ネジ部を延設してなるものも本発明の適用対象となる。
【００２７】
  第２の発明に係る挿入定着部材の取付け用治具においては、スクリュー部材の基端側に
設けられた係合凹部に係合可能な係合凸部が、スリーブの先端側開口の周縁に沿ってかつ
材軸方向に向けて突設してある。
【００２８】
　そのため、スリーブの先端側開口がスクリュー部材の基端側に対向するように取付け用
治具を把持し、その状態で前進させることにより、スリーブの先端側開口に突設された係
合凸部をスクリュー部材に形成された係合凹部に係合することができる。
【００２９】
　一方、スリーブ内に配置された押さえ部材の先端には、スクリュー部材の中空穴に形成
された雌ネジに螺合される雄ネジが形成してあるとともに、スリーブは、押さえ部材の頭
部が一定距離を超えて該スリーブの先端側開口へ移動しないように、該スリーブの基端側
開口の周縁にて頭部を当接するようになっている。
【００３０】
　そのため、スリーブの係合凸部がスクリュー部材の係合凹部に係合された状態で、押さ
え部材を回してその雄ネジをスクリュー部材の雌ネジに螺合させると、押さえ部材の頭部
はやがてスリーブの基端側開口の周縁に当接され、さらに押さえ部材を回転させることに
より、スリーブは、その基端側開口の周縁を介した押さえ部材の頭部からの押圧力によっ
てスクリュー部材の基端側に押し付けられる。
【００３１】
　かかる状態においては、スリーブの係合凸部とスクリュー部材の係合凹部との係合が保
持されて容易に離脱しなくなるので、スリーブ又は押さえ部材を材軸回りに回すことによ
り、スクリュー部材を木質系構造部材に穿設された定着穴にねじ込むことができる。
【００３２】
　第１及び第２の発明における木質系構造部材は、主として木造軸組部材、特に柱が想定
されるが、適用部位や断面形などは任意であり、例えば、梁の端部を柱に接合する場合に
該梁を木質系構造部材とすることができるし、上下に離間する２つの横架材の間に耐力壁
を設置して該耐力壁を各横架材に接合する場合、かかる耐力壁を木質系構造部材として本
願発明を適用することが可能である。
【００３３】
　上述した各発明において、スリーブの先端側開口に鍔状台座を設けるようにすれば、挿
入定着部材を木質系構造部材の定着穴にねじ込む際、鍔状台座の背面が木質系構造部材に
当接することによってねじ込み操作が規制されるため、挿入定着部材の挿入深さを精度よ
く管理することが可能となる。
【００３４】
　上述した各発明の取付け用治具を用いて挿入定着部材を木質系構造部材の定着穴に挿入
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定着するにあたっては、押さえ部材を回すようにしてもかまわないが、挿入定着部材に回
転力を直接伝達するのは、該挿入定着部材の係合凹部に係合される係合凸部が設けられた
スリーブであるため、より多くのトルクが必要とされるねじ込み操作の後半においては、
押さえ部材ではなく、スリーブを回すのが望ましい。
【００３５】
　ここで、押さえ部材の基端側又は押さえ部材の頭部を締付け用工具の回転軸に装着され
たビットの先端が連結できるように構成するとともに、スリーブをその外周が正多角形断
面となるように構成したならば、押さえ部材を介した電動ドライバー等の締付け用工具に
よるねじ込み操作と、スリーブを介したスパナやレンチによるねじ込み操作とを組み合わ
せることが可能となり、例えばねじ込み操作の前半を電動ドライバー等の締付け用工具で
行い、ねじ込み操作の後半、特に最終段階のねじ込み操作をスパナやレンチで行うといっ
た使い分けが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】第１実施形態に係る取付け用治具１の図であり、(a)は先端側から見た全体斜視
図、(b)は基端側からから見た全体斜視図。
【図２】取付け用治具１が適用される挿入定着部材３２の図であり、(a)は組立図、(b)は
Ａ－Ａ線方向から見た矢視図。
【図３】挿入定着部材３２の壁柱３１への挿入定着状況を示した鉛直断面図。
【図４】取付け用治具１の詳細図であって、(a)は材軸を含む断面図、(b)はＢ－Ｂ線方向
から見た矢視図、(c)はＣ－Ｃ線方向から見た矢視図。
【図５】取付け用治具１を挿入定着部材３２に装着する手順を示した説明図。
【図６】第２実施形態に係る取付け用治具８１の詳細図であって、(a)は材軸を含む断面
図、(b)はＤ－Ｄ線方向から見た矢視図、(c)はＥ－Ｅ線方向から見た矢視図。
【図７】取付け用治具８１が適用される挿入定着部材としてのスクリュー部材６２の図で
あり、(a)は一部を断面表示した全体側面図、(b)はＦ－Ｆ線方向から見た矢視図。
【図８】スクリュー部材６２の柱６１への挿入定着状況を示した鉛直断面図。
【図９】取付け用治具８１をスクリュー部材６２に装着する手順を示した説明図。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下、本発明に係る挿入定着部材の取付け用治具の実施の形態について、添付図面を参
照して説明する。
【００３８】
［第１実施形態］
　図１は、第１実施形態に係る挿入定着部材の取付け用治具１を示した全体斜視図、図２
は、取付け用治具１が適用される挿入定着部材３２の組立図、図３は、挿入定着部材３２
の壁柱３１への挿入定着状況を示した鉛直断面図である。
【００３９】
　本実施形態に係る取付け用治具１はこれらの図でよくわかるように、外周が六角形断面
となるように形成されたスリーブ４と、該スリーブ内の基端側に配置された押さえ部材５
とで構成してあり、挿入定着部材３２を壁柱３１にねじ込むために用いられる。
【００４０】
　挿入定着部材３２は、螺旋状突起が周面に設けられたスクリュー部材３３と、該スクリ
ュー部材の材軸方向に沿った中空穴３４にボルト本体３５が挿入された長ボルト３６とで
構成してあり、該長ボルトのボルト本体３５は、その先端に形成された雄ネジ３７を中空
穴３４に形成された雌ネジ３８に螺着してあるとともに、該ボルト本体の反対側端部には
、係合部としてのナット状締付け部３９を配置して該ナット状締付け部に係合凹部４１を
設けるとともに、ナット状締付け部３９から基端側に向けて雄ネジ部４０を延設してある
。
【００４１】
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　図４は取付け用治具１の詳細図であって、(a)は材軸を含む断面図、(b)はＢ－Ｂ線方向
から見た矢視図、(c)はＣ－Ｃ線方向から見た矢視図である。
【００４２】
　同図に示すように、スリーブ４は、上述した係合凹部４１に係合する係合凸部２を、該
スリーブの先端側開口３の周縁に沿ってかつ材軸方向に向けて突設してあるとともに、長
ボルト３６の雄ネジ部４０が先端側開口３を介して挿入されるように形成してあり、押さ
え部材５の先端には、雄ネジ部４０が螺合される雌ネジ２１を形成してある。
【００４３】
　ここで、スリーブ４は、先端側で内径が小さく基端側で内径が大きくなるように内面を
段状に形成してあり、その段差部２２に押さえ部材５の先端側周縁２３が当接するように
なっている。
【００４４】
　スリーブ４の先端側開口３には鍔状台座２４を設けてあり、挿入定着部材３２の挿入深
さを管理できるようになっているとともに、押さえ部材５の基端側には、電動ドライバー
等の締付け用工具の回転軸に装着されたビット（図示せず）の先端が嵌め込まれる六角穴
２５を設けてある。
【００４５】
　本実施形態に係る取付け用治具１を用いて挿入定着部材３２を壁柱３１にねじ込むには
、まず、長ボルト３６をスクリュー部材３３に装着することにより、挿入定着部材３２を
予め組み立てておく。
【００４６】
　挿入定着部材３２の組立にあたっては、長ボルト３６のボルト本体３５を、スクリュー
部材３３の材軸方向に沿った中空穴３４に挿入し、該ボルト本体の先端に形成された雄ネ
ジ３７を中空穴３４に形成された雌ネジ３８に螺合する。
【００４７】
　かかる螺合作業は、ナット状締付け部３９にスパナやレンチを掛けて回すことで行うこ
とができるが、その際、長ボルト３６のボルト本体３５に初期的な伸び変形を与えること
により、後述するＲＣ基礎４２への接合度が向上するとともに、地震時において早期にボ
ルト本体３５が塑性変形によるエネルギー吸収作用を発揮するように、トルクの大きさ、
ひいてはボルト本体３５に導入される引張力の大きさを適宜調整する。
【００４８】
　一方、挿入定着部材３２が挿入定着される壁柱３１には、図３の例ではその脚部に切欠
き４３を形成した上、該切欠きの内面から壁柱３１の材軸方向に沿って定着穴４４を形成
しておく。
【００４９】
　挿入定着部材３２の組立及び壁柱３１への定着穴４４の穿設が完了したならば、壁柱３
１を横置きし、その定着穴４４に向けて挿入定着部材３２を仮保持する。
【００５０】
　次に図５(a)に示すように、取付け用治具１のスリーブ４の先端側開口３が挿入定着部
材３２を構成する長ボルト３６の雄ネジ部４０に対向するように該取付け用治具を把持し
、次いで、その状態で前進させる。
【００５１】
　このようにすると、スリーブ４を雄ネジ部４０と干渉させることなく、該スリーブの先
端側開口３に突設された係合凸部２を、ナット状締付け部３９に形成された係合凹部４１
に係合することができる。
【００５２】
　一方、スリーブ４内の基端側に配置された押さえ部材５の先端には、雄ネジ部４０と螺
合する雌ネジ２１を形成してあるとともに、スリーブ４内には、押さえ部材５の先端側周
縁２３が当接する段差部２２を形成してある。
【００５３】
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　そのため、スリーブ４の係合凸部２をナット状締付け部３９の係合凹部４１に係合させ
た状態で、押さえ部材５を回転させつつその雌ネジ２１を雄ネジ部４０に螺合させると、
押さえ部材５の先端側周縁２３は、やがてスリーブ４内に形成された段差部２２に当接さ
れ、さらに押さえ部材５を回転させることにより、スリーブ４は図５(b)に示すように、
その段差部２２を介した押さえ部材５からの押圧力によって挿入定着部材３２のナット状
締付け部３９に押し付けられる。
【００５４】
　かかる状態においては、スリーブ４の係合凸部２とナット状締付け部３９に形成された
係合凹部４１との係合が保持されて容易に離脱しなくなるので、押さえ部材５に設けられ
た六角穴２５に電動ドライバーのビット（図示せず）を嵌め込み、かかる状態で電動ドラ
イバーを作動させて押さえ部材５を材軸回りに回す。
【００５５】
　このようにすれば、電動ドライバーからの回転駆動力が、スリーブ４の段差部２２と押
さえ部材５の先端側周縁２３との接触面、挿入定着部材３２の雄ネジ部４０と押さえ部材
５の雌ネジ２１との螺合箇所、鍔状台座２４の背面とナット状締付け部３９との接触面、
係合凸部２と係合凹部４１との係合箇所といった部位を荷重伝達経路として挿入定着部材
３２に伝達し、挿入定着部材３２は、壁柱３１の定着穴４４にねじ込まれる。
【００５６】
　挿入定着部材３２のねじ込み作業は、スリーブ４の鍔状台座２４が壁柱３１に形成され
た切欠き４３の内面に当接されるまで行う。ここで、電動ドライバーを用いた上述のねじ
込み操作では必要なトルクを出せない場合、電動ドライバーに代えて、スリーブ４にスパ
ナやレンチを掛けて回すようにすればよい。
【００５７】
　挿入定着部材３２の壁柱３１へのねじ込み作業が完了したら、押さえ部材５を反対側に
回すことで、取付け用治具１を挿入定着部材３２から取り外す。
【００５８】
　挿入定着部材３２がねじ込まれた壁柱３１については、図３に示したように、接合金具
４５の底板のボルト孔にＲＣ基礎４２から突出するアンカーボルト４６が挿通されるよう
に該接合金具をＲＣ基礎４２の上に載置し、次いで、アンカーボルト４６の頭部にナット
（図示せず）を螺合して締め付けるとともに、挿入定着部材３２を構成する長ボルト３６
の雄ネジ部４０が接合金具４５の頂板のボルト孔に挿通されるように壁柱３１を建て込み
、次いで、雄ネジ部４０の下端にナット（図示せず）を螺合して締め付ける。なお、接合
金具４５を壁柱３１の切欠き内面に先付けし、これをＲＣ基礎４２の上に建て込むように
してもかまわない。
【００５９】
　以上説明したように、本実施形態に係る取付け用治具１によれば、雄ネジ部４０と干渉
させることなく、スリーブ４の先端側開口３に突設された係合凸部２をナット状締付け部
３９に形成された係合凹部４１に係合することで挿入定着部材３２への装着位置が保持さ
れるとともに、その状態でスリーブ４を押さえ部材５でナット状締付け部３９に押し付け
ることができるので、挿入定着部材３２から雄ネジ部４０が突出している場合であっても
、スクリュー部材３３をその基端側が露出しなくなるまで、壁柱３１の定着穴４４にねじ
込むことが可能となる。
【００６０】
　また、本実施形態に係る取付け用治具１によれば、スリーブ４の先端側開口３に鍔状台
座２４を設けるようにしたので、挿入定着部材３２を壁柱３１の定着穴４４にねじ込む際
、鍔状台座２４の背面が壁柱３１に形成された切欠き４３の内面に当接してねじ込み操作
が規制されることとなり、かくして挿入定着部材３２のねじ込み深さを精度よく管理する
ことが可能となる。
【００６１】
　また、本実施形態に係る取付け用治具１によれば、押さえ部材５の基端側に締付け用工
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具の回転軸に装着されたビットの先端が嵌合可能な六角穴２５を設けるとともに、スリー
ブ４をその外周が六角形断面となるように構成したので、押さえ部材５を介した電動ドラ
イバー等の締付け用工具によるねじ込み操作と、スリーブ４を介したスパナやレンチによ
るねじ込み操作とを組み合わせることが可能となり、例えばねじ込み操作の前半を電動ド
ライバー等の締付け用工具で行い、ねじ込み操作の後半、特に最終段階のねじ込み操作を
スパナやレンチで行うといった使い分けが可能となる。
【００６２】
［第２実施形態］
　次に、第２実施形態に係る取付け用治具について説明する。なお、第１実施形態と実質
同一の部品等については同一の符号を付してその説明を省略する。
【００６３】
　図６は、第２実施形態に係る取付け用治具８１の詳細図であって、(a)は材軸を含む断
面図、(b)はＤ－Ｄ線方向から見た矢視図、(c)はＥ－Ｅ線方向から見た矢視図、図７は、
取付け用治具８１が適用される挿入定着部材としてのスクリュー部材６２の側面図及び矢
視図、図８は、スクリュー部材６２の柱６１への挿入定着状況を示した鉛直断面図である
。
【００６４】
　本実施形態に係る取付け用治具８１はこれらの図でよくわかるように、外周が六角形断
面となるように形成されたスリーブ８４と、該スリーブ内に配置された押さえ部材８５と
で構成してあり、螺旋状突起が周面に設けられてなるスクリュー部材６２を柱６１にねじ
込むために用いられる。
【００６５】
　スクリュー部材６２は、その基端側に係合凹部６３を形成してあるとともに、材軸方向
に沿った中空穴であってその開口近傍には雌ネジ６４を形成してある。
【００６６】
　スリーブ８４は、上述した係合凹部６３に係合する係合凸部８９を、該スリーブの先端
側開口３の周縁に沿ってかつ材軸方向に向けて突設してあるとともに、押さえ部材８５の
先端には、スクリュー部材６２の雌ネジ６４に螺合される雄ネジ８６を形成してある。
【００６７】
　ここで、スリーブ８４は、押さえ部材８５に設けられた頭部８７が該スリーブの先端側
開口３へ一定距離を超えて移動しないように、スリーブ８４の基端側開口の周縁８８にて
頭部８７を当接するようになっている。
【００６８】
　スリーブ８４の先端側開口３には鍔状台座２４を設けてあり、スクリュー部材６２の挿
入深さを管理できるようになっているとともに、押さえ部材８５の頭部８７には、電動ド
ライバー等の締付け用工具の回転軸に装着されたビット（図示せず）の先端が嵌め込まれ
る六角穴２５を設けてある。
【００６９】
　本実施形態に係る取付け用治具８１を用いてスクリュー部材６２を柱６１にねじ込むに
は、スクリュー部材６２が挿入定着される柱６１に該柱の材軸方向に沿って定着穴４４を
予め形成しておく。
【００７０】
　次に、柱６１を横置きし、その定着穴４４に向けてスクリュー部材６２を仮保持する。
【００７１】
　次に図９に示すように、取付け用治具８１のスリーブ８４の先端側開口３がスクリュー
部材６２の基端側に対向するように該取付け用治具を把持し、次いで、その状態で前進さ
せることにより、スリーブ８４の先端側開口３に突設された係合凸部８９をスクリュー部
材６２に形成された係合凹部６３に係合する。
【００７２】
　次に、スリーブ８４の係合凸部８９がスクリュー部材６２の係合凹部６３に係合された
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状態で、押さえ部材８５を回してその雄ネジ８６をスクリュー部材６２の雌ネジ６４に螺
合する。
【００７３】
　このようにすると、押さえ部材８５の頭部８７は、やがてスリーブ８４の基端側開口の
周縁８８に当接され、さらに押さえ部材８５を回転させることにより、スリーブ８４は、
その基端側開口の周縁８８を介した押さえ部材８５の頭部８７からの押圧力によって、ス
クリュー部材６２の基端側に押し付けられる。
【００７４】
　かかる状態においては、スリーブ８４の係合凸部８９とスクリュー部材６２の係合凹部
６３との係合が保持されて容易に離脱しなくなるので、押さえ部材８５に設けられた六角
穴２５に電動ドライバーのビット（図示せず）を嵌め込み、かかる状態で電動ドライバー
を作動させて押さえ部材８５を材軸回りに回す。
【００７５】
　このようにすれば、電動ドライバーからの回転駆動力が、スリーブ８４の基端側開口の
周縁８８と押さえ部材８５の頭部８７との接触面、鍔状台座２４の背面とスクリュー部材
６２との接触面、係合凸部８９と係合凹部６３との係合箇所、押さえ部材８５の雄ネジ８
６とスクリュー部材６２の雌ネジ６４との螺合箇所といった部位を荷重伝達経路としてス
クリュー部材６２に伝達し、スクリュー部材６２は柱６１の定着穴４４にねじ込まれる。
【００７６】
　スクリュー部材６２のねじ込み作業は、スリーブ８４の鍔状台座２４が柱６１の端面に
当接されるまで行う。ここで、電動ドライバーを用いた上述のねじ込み操作では必要なト
ルクを出せない場合、電動ドライバーに代えて、スリーブ８４にスパナやレンチを掛けて
回すようにすればよい。
【００７７】
　スクリュー部材６２の柱６１へのねじ込み作業が完了したら、押さえ部材８５を反対側
に回すことで、取付け用治具８１をスクリュー部材６２から取り外す。
【００７８】
　スクリュー部材６２がねじ込まれた柱６１については、スクリュー部材６２の雌ネジ６
４に短ボルト（図示せず）を螺合する一方、図８に示したように、接合金具４５の底板の
ボルト孔にＲＣ基礎４２から突出するアンカーボルト４６が挿通されるように該接合金具
をＲＣ基礎４２の上に載置し、次いで、アンカーボルト４６の頭部にナット（図示せず）
を螺合して締め付けるとともに、接合金具４５の頂板のボルト孔にスクリュー部材６２の
雌ネジ６４に螺着された上述の短ボルトが挿通されるように該柱を建て込み、次いで、短
ボルトの下端にナット（図示せず）を螺合して締め付ける。なお、接合金具４５を柱６１
の脚部端面に先付けし、これをＲＣ基礎４２の上に建て込むようにしてもかまわない。
【００７９】
　以上説明したように、本実施形態に係る取付け用治具８１によれば、スリーブ８４の先
端側開口３に突設された係合凸部８９をスクリュー部材６２の基端側に形成された係合凹
部６３に係合することでスクリュー部材６２への装着位置が保持されるとともに、その状
態でスリーブ８４を押さえ部材８５でスクリュー部材６２の基端側に押し付けることがで
きるので、スクリュー部材６２をその基端側が露出しなくなるまで、柱６１の定着穴４４
にねじ込むことが可能となる。
【００８０】
　また、本実施形態に係る取付け用治具８１によれば、スリーブ８４の先端側開口３に鍔
状台座２４を設けるようにしたので、スクリュー部材６２を柱６１の定着穴４４にねじ込
む際、鍔状台座２４の背面が柱６１の端面に当接してねじ込み操作が規制されることとな
り、かくしてスクリュー部材６２のねじ込み深さを精度よく管理することが可能となる。
【００８１】
　また、本実施形態に係る取付け用治具８１によれば、押さえ部材８５の頭部８７に締付
け用工具の回転軸に装着されたビットの先端が嵌合可能な六角穴２５を設けるとともに、
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スリーブ８４をその外周が六角形断面となるように構成したので、押さえ部材８５を介し
た電動ドライバー等の締付け用工具によるねじ込み操作と、スリーブ８４を介したスパナ
やレンチによるねじ込み操作とを組み合わせることが可能となり、例えばねじ込み操作の
前半を電動ドライバー等の締付け用工具で行い、ねじ込み操作の後半、特に最終段階のね
じ込み操作をスパナやレンチで行うといった使い分けが可能となる。
【符号の説明】
【００８２】
　１，８１　　取付け用治具
　２，８９　　係合凸部
　３　　　　　先端側開口
　４，８４     スリーブ
　５，８５　　押さえ部材
２１          雌ネジ
２２　　　　　段差部
２３　　　　　押さえ部材の先端側周縁
２４　　　　　鍔状台座
２５　　　　　六角穴
８６　　　　　雄ネジ
８７　　　　　頭部
８８　　　 スリーブの基端側開口の周縁

【図１】 【図２】
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