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(57)【要約】
【課題】厚さ６．０ｍｍ未満の鋼板より成る母材同士を
重ね合わせた接合部において、１面せん断接合の場合に
母材が面外変形することを抑制できる。
【解決手段】高力ボルト摩擦接合構造１０は、厚さ６．
０ｍｍ未満の鋼板より成る第１母材１２と、厚さ６．０
ｍｍ未満の鋼板より成る第２母材１４と、複数のボルト
孔１８Ａ，１８Ｂが形成され少なくとも第１母材１２に
重ね合わされた板座金１８と、第１母材１２のボルト孔
１２Ａ、第２母材１４のボルト孔１４Ａ、及び板座金１
８のボルト孔１８Ａに挿通され第１母材１２と第２母材
１４と板座金１８とを締結する第１高力ボルト２０Ａと
、第１母材１２のボルト孔１２Ｂと板座金１８のボルト
孔１８Ｂとに挿通された状態で、少なくとも第１母材１
２と板座金１８とを締結する第２高力ボルト２０Ｂと、
を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　厚さ６．０ｍｍ未満の鋼板より成り、複数のボルト孔が形成されている第１母材と、
　厚さ６．０ｍｍ未満の鋼板より成り、少なくとも１個のボルト孔が形成されており、前
記第１母材に重ね合わされている第２母材と、
　複数のボルト孔が形成されており、少なくとも前記第１母材に重ね合わされている板座
金と、
　前記第１母材のボルト孔、前記第２母材のボルト孔、及び前記板座金のボルト孔に挿通
された状態で、前記第１母材と前記第２母材と前記板座金とを締結する第１高力ボルトと
、
　前記第１母材のボルト孔と前記板座金のボルト孔とに挿通された状態で、少なくとも前
記第１母材と前記板座金とを締結する第２高力ボルトと、
　を備えた高力ボルト摩擦接合構造。
【請求項２】
　前記第２母材は、前記第２高力ボルトが挿通されるボルト孔を更に有し、
　前記第２高力ボルトは、前記第１母材のボルト孔、前記第２母材のボルト孔、及び前記
板座金のボルト孔に挿通された状態で、前記第１母材と前記第２母材と前記板座金とを締
結する、
　請求項１に記載の高力ボルト摩擦接合構造。
【請求項３】
　厚さ６．０ｍｍ未満の鋼板より成り、前記第２高力ボルトが挿通されるボルト孔を有す
る第３母材を更に備え、
　前記第２高力ボルトは、前記第１母材のボルト孔、前記第３母材のボルト孔、及び前記
板座金のボルト孔に挿通された状態で、前記第１母材と前記第３母材と前記板座金とを締
結する、
　請求項１に記載の高力ボルト摩擦接合構造。
 
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、高力ボルト摩擦接合構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、厚さが６ｍｍ未満の鋼板の母材同士が接合された接合部を有する軽鋼構造物が知
られている。軽鋼構造物は、通常、接合部の厚さが２．３ｍｍ以上、６．０ｍｍ未満であ
る「軽量鉄骨構造」と、厚さが２．３ｍｍ未満である「薄板軽量形鋼構造」とに分けて称
される場合が多い。
【０００３】
　軽量鉄骨構造又は薄板軽量形鋼構造の接合部では、例えばドリルねじ等のねじ部材が使
用される。接合部における必要な接合強度を達成するため、接合部１箇所につき、ドリル
ねじ等のねじ部材は、例えば、数十本程度の本数が必要になる場合もある。
【０００４】
　ねじ部材は、施工現場で作業員によって１本１本締められるため、締結するねじ部材の
本数が増えると、作業員の労力の負担が増大する。締結作業の省力化を図る手段として、
例えば、特許文献１の高力ボルト摩擦接合構造で使用されているような高力ボルトをねじ
部材として採用することが考えられる。
【０００５】
　また、薄板同士の接合部のすべり係数は、比較的小さくなるため、十分な摩擦力を確保
することが難しい場合がある。薄板同士の接合部で摩擦力を確保する技術として、特許文
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献１には、互いに重ね合わせられた薄板の接合材（母材）の表面上に、鋼製の板状部材が
接触圧低減部材として設けられ、母材及び接触圧低減部材が高力ボルトによって締結され
る方法が開示されている。
【０００６】
　特許文献１の接触圧低減部材は、１本の高力ボルトに応じて１枚ずつ個別に設けられる
。また、母材の厚さは、ボルト径の半分未満であり、一方の接合材側にはナットが配置さ
れると共に、ナットの下面から接合面までの距離が、ボルト径の半分以上であることが望
まれる。特許文献１の場合、接触圧低減部材によって滑り係数が向上し、母材が薄くても
十分な摩擦力を確保することができるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１５－１２１２５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、板厚が比較的薄い母材同士を１面せん断接合する場合、接合部では、偏心曲げ
によって母材が面外変形し易いという問題が生じる。なお、「１面せん断接合」とは、母
材間に形成される摩擦面の個数が１箇所である摩擦接合を意味する。このため、特許文献
１に開示されたような板状の鋼製部材を、軽鋼構造物の接合部において、高力ボルトに応
じて母材に個別に設けて母材同士を締結したとしても、高力ボルトの位置で母材に面外変
形が生じ、接合部に必要な耐力を確保することが困難な場合がある。
【０００９】
　本開示は、上記の問題に鑑み、いずれも厚さ６．０ｍｍ未満の鋼板より成る母材同士を
重ね合わせた接合部において、１面せん断接合の場合に母材が面外変形することを抑制で
きる高力ボルト摩擦接合構造を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本開示のある態様に係る高力ボルト摩擦接合構造は、厚さ６．０ｍｍ未満の鋼板より成
り、複数のボルト孔が形成されている第１母材と、厚さ６．０ｍｍ未満の鋼板より成り、
少なくとも１個のボルト孔が形成されており、第１母材に重ね合わされている第２母材と
、複数のボルト孔が形成されており、少なくとも第１母材に重ね合わされている板座金と
、第１母材のボルト孔、第２母材のボルト孔、及び板座金のボルト孔に挿通された状態で
、第１母材と第２母材と板座金とを締結する第１高力ボルトと、第１母材のボルト孔と板
座金のボルト孔とに挿通された状態で、少なくとも第１母材と板座金とを締結する第２高
力ボルトと、を備える。
【００１１】
　上記の態様では、第１母材及び第２母材間には、例えば軽量鉄骨構造又は薄板軽量形鋼
構造において使用される高力ボルト摩擦接合構造が実現されている。また、１枚の板座金
に、第１母材と連結するための２個以上のボルト孔が形成され、２個以上のボルト孔のう
ち１個のボルト孔には第１高力ボルトが挿通されると共に、他の１個のボルト孔には第２
高力ボルトが挿通される。すなわち、板座金は、２本の高力ボルトにまたがるように設け
られているため、高力ボルト１本につき１枚の板座金が個別に設けられている場合と比べ
、締結された母材の面外変形を拘束する作用を強化できる。
【発明の効果】
【００１２】
　本開示に係る高力ボルト摩擦接合構造によれば、いずれも厚さ６．０ｍｍ未満の鋼板よ
り成る母材同士を重ね合わせた接合部において、１面せん断接合の場合に母材が面外変形
することを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
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【００１３】
【図１】本開示の第１実施形態に係る高力ボルト摩擦接合構造を説明する正面図である。
【図２】第１実施形態に係る高力ボルト摩擦接合構造を説明する側面図である。
【図３】第１実施形態の変形例（第１変形例）に係る高力ボルト摩擦接合構造を説明する
断面図である。
【図４】第２実施形態に係る高力ボルト摩擦接合構造を説明する正面図である。
【図５】第２実施形態の変形例（第２変形例）に係る高力ボルト摩擦接合構造を説明する
断面図である。
【図６】図６（Ａ）は、第３実施形態に係る高力ボルト摩擦接合構造を説明する正面図で
あり、図６（Ｂ）は、図６（Ａ）中の６Ｂ－６Ｂ線断面図である。
【図７】第３実施形態の変形例（第３変形例）に係る高力ボルト摩擦接合構造を説明する
断面図である。
【図８】ボルト接合部に引張荷重を作用させたときの荷重と変位との関係を説明するグラ
フである。
【図９】第１比較例に係る高力ボルト摩擦接合構造を説明する側面図である。
【図１０】板座金の他の形態を説明する正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に本開示の第１及び第３実施形態を説明する。以下の図面の記載において、同一の
部分及び類似の部分には、同一の符号又は類似の符号を付している。但し、図面における
厚みと平面寸法との関係、各装置や各部材の厚みの比率等は現実のものとは異なる。した
がって、具体的な厚みや寸法は以下の説明を参酌して判定すべきものである。また、図面
相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれている。
【００１５】
－第１実施形態－
　図１に示すように、第１実施形態に係る高力ボルト摩擦接合構造１０は、例えば、軽鋼
構造物における屋根のトラス接合部や、柱脚と基礎との接合部等において適用される高力
ボルト摩擦接合構造である。高力ボルト摩擦接合構造１０は、第１母材１２と、第２母材
１４と、板座金１８と、第１高力ボルト２０Ａと、第２高力ボルト２０Ｂとを備える。
【００１６】
（第１母材）
　第１母材１２は、図２に示すように、厚さが６．０ｍｍ未満のリップ溝形鋼より成り、
図２中で上下方向に延びるウェブと、ウェブの上下の両端に左側に向かって延びる１対の
フランジとを有する。それぞれのフランジのウェブと反対側の端部にはリップが設けられ
ている。接合部における第１母材１２の板面の厚さは、構造耐力を考慮して、０．４ｍｍ
以上に設定されている。
【００１７】
　図１及び図２に示すように、第１母材１２のウェブには、２個のボルト孔１２Ａ，１２
Ｂが形成されている。なお、第１母材１２としては、ウェブ及びフランジを有するリップ
溝形鋼に限定されず、平板状の鋼板や、山形鋼等、接合面としての板面を有する任意の鋼
板製部材を採用できる。
【００１８】
　第１実施形態では、ボルト孔１２Ａ，１２Ｂは、標準孔である。ただし、本開示では、
これに限定されず、第１母材のボルト孔は、拡大孔や長孔等の他の形状であってもよい。
また、ボルト孔１２Ａ，１２Ｂが設けられる位置は、第１母材１２のウェブに限定されず
、フランジに設けられてもよい。
【００１９】
（第２母材）
　第２母材１４は、厚さが６．０ｍｍ未満のリップ溝形鋼より成る。ここで、第１母材１
２のウェブには、２個のボルト孔１２Ａ，１２Ｂが形成されていたが、図２に示したよう
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に、第２母材１４のウェブには、１個の標準孔のボルト孔１４Ａが形成されている。ボル
ト孔の個数以外についての第２母材１４の構成は、第１母材１２と同様である。
【００２０】
　第２母材１４の形状は、第１母材１２と同様に、接合面としての板面を有する鋼板部材
であれば、適宜変更できる。また、第２母材１４の厚さは、第１母材１２と同様に、６．
０ｍｍ未満であれば、第１母材１２の厚さと同じでもよいし、異なってもよい。また、第
２母材１４の厚さ以外の寸法についても、第１母材１２の寸法と同じでもよいし、異なっ
てもよい。
【００２１】
　図１及び図２に示したように、第２母材１４のウェブの外側面は、第１母材１２のウェ
ブの外側面に重ね合わされている。また、第１母材１２と第２母材１４とは、それぞれの
長手方向が略４５°の鋭角を形成するように重ね合わされている。重ね合わせの角度は、
４５°に限定されず、接合部の仕様に応じて適宜変更できる。
【００２２】
　また、第２母材１４のボルト孔１４Ａが設けられる位置は、第１母材１２と同様に、第
２母材１４のウェブに限定されず、フランジに設けられてもよい。すなわち、第１実施形
態では、第１母材１２と第２母材１４とが、互いのウェブ同士が重ね合わされて接合され
る場合が例示されているが、本開示では、これに限定されず、ウェブとフランジが、或い
は、フランジ同士が、重ね合わされて接合されてもよい。また、図３中に例示された第１
変形例に係る高力ボルト摩擦接合構造１０Ａのように、第１母材１２及び第２母材１４は
、鋼板であってもよい。
【００２３】
（板座金）
　板座金１８は、図１に示したように、平板型であり、板面が正面から見て矩形状である
。ただし、本開示では、板座金の板面の形状は、矩形状に限定されず、例えば、正方形状
、三角形状等の他の多角形状であってもよいし、或いは、楕円形状等、他の各種の幾何学
形状であってよい。また、複数のボルト孔を形成できる限り、板座金は、厳密な平板型で
なくてもよく、例えば、接合部となる中央部が平板状であると共に、周縁部が中央部の板
面より外側に張り出したような形状であってもよい。
【００２４】
　第１実施形態では、板座金１８には、２個の標準孔のボルト孔１８Ａ，１８Ｂが形成さ
れている。ただし、本開示では、板座金の形状は、これに限定されず、拡大孔や長孔等の
他の形状であってもよい。また、ボルト孔の個数も、２個以上の複数であれば、任意に設
定できる。
【００２５】
　第１実施形態では、例えば、第１母材１２の厚さ及び第２母材１４の厚さは、いずれも
２．３ｍｍであると共に、板座金１８の厚さは、第１母材１２の厚さ及び第２母材１４の
厚さと同等の２．３ｍｍ以上の値で設定できる。板座金１８の厚さの下限値が第１母材１
２の厚さ及び第２母材１４の厚さと同等以上であることによって、第１母材１２又は第２
母材１４の面外変形の抑制効果を高めることができる。
【００２６】
　ただし、本開示では、板座金の厚さの下限値は、厳密に母材と同じである必要はない。
また、板座金の厚さの下限値は、第１母材１２及び第２母材１４の両方の母材の厚さと同
等以上に設定する必要もなく、一方の母材の厚さと同等以上に設定されてもよい。本開示
では、板座金の厚さの上限値は、特に限定されず、第１母材１２の厚さ又は第２母材１４
の厚さより厚くてもよい。
【００２７】
　板座金１８は、第１母材１２のウェブの内側面（図２中のウェブの左側面）上に取り付
けられ、板座金１８の矩形の長手方向（図１中の左右方向）は、第１母材１２のウェブの
長手方向と平行である。また、板座金１８は、第１母材１２と第２母材１４との両方に重
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ね合わされている。
【００２８】
　なお、本開示では、板座金は、接合対象の母材のうちいずれの母材の側面にも取り付け
可能である。ただし、接合される複数の母材の厚みが互いに異なる場合、厚さが薄い方の
母材の面外変形の影響の方が、厚さが厚い方の母材の面外変形の影響より大きい場合が多
い。このため、板座金を厚さが薄い方の母材に取り付け、厚さが薄い方の母材の面外変形
を抑制することによって、面外変形の影響を全体的に低減することができる。
【００２９】
　図１中の右側に示すように、第１母材１２のボルト孔１２Ａ、第２母材１４のボルト孔
１４Ａ、及び板座金１８のボルト孔１８Ａは、互いに同軸に揃えられている。また、図１
中の左側に示すように、第１母材１２のボルト孔１２Ｂと、板座金１８のボルト孔１８Ｂ
とは、互いに同軸に揃えられている。
【００３０】
（高力ボルト）
　第１高力ボルト２０Ａ及び第２高力ボルト２０Ｂは、いずれも、一般的なトルシア型高
力ボルトであり、それぞれ対応する六角形状の第１ナット２１Ａ及び第２ナット（図６（
Ｂ）中の第２ナット２１Ｂ参照）と組み合わせて用いられる。なお、本開示では、摩擦接
合を実現可能な高力ボルトであれば、トルシア型以外の他の型の高力ボルトであっても採
用できる。また、第１高力ボルト２０Ａ及び第２高力ボルト２０Ｂには、例えば防錆のた
め、溶融亜鉛めっき等の表面処理を施すこともできる。
【００３１】
　図１中の右側に示したように、第１実施形態では、第１高力ボルト２０Ａは、第１母材
１２のボルト孔１２Ａと、第２母材１４のボルト孔１４Ａと、板座金１８のボルト孔１８
Ａとに挿通されている。第１高力ボルト２０Ａによって、第１母材１２と第２母材１４と
板座金１８とが、締結されている。
【００３２】
　また、図１中の左側に示したように、第２高力ボルト２０Ｂは、第１母材１２のボルト
孔１２Ｂと、板座金１８のボルト孔１８Ｂとに挿通されている。このため、第１母材１２
と板座金１８とは、第１高力ボルト２０Ａだけでなく、第２高力ボルト２０Ｂによっても
締結されている。すなわち、本開示では、第２高力ボルトは、第１母材の複数のボルト孔
のうち第１高力ボルトが挿通されたボルト孔と異なるボルト孔に挿通されると共に、板座
金の複数のボルト孔のうち第１高力ボルトが挿通されたボルト孔と異なるボルト孔に挿通
される。
【００３３】
（作用効果）
　第１実施形態に係る高力ボルト摩擦接合構造１０では、第１母材１２及び第２母材１４
間に、高力ボルト摩擦接合構造が実現されている。また、１枚の板座金１８に第１母材１
２と連結するための２個のボルト孔１８Ａ，１８Ｂが形成されている。２個のボルト孔１
８Ａ，１８Ｂのうち１個のボルト孔１８Ａには第１高力ボルト２０Ａが挿通されていると
共に、他の１個のボルト孔１８Ｂには第２高力ボルト２０Ｂが挿通されている。
【００３４】
　すなわち、板座金１８は、２本の高力ボルトにまたがるように設けられているため、高
力ボルト１本につき１枚の板座金が個別に設けられている場合と比べ、締結された母材の
面外変形を拘束する作用を強化できる。よって、第１実施形態に係る高力ボルト摩擦接合
構造によれば、いずれも厚さ６．０ｍｍ未満の鋼板より成る母材同士を重ね合わせた接合
部において、１面せん断接合の場合に母材が面外変形することを抑制できる。
【００３５】
　また、第１実施形態では、１枚の板座金１８は、２枚の板座金を連結したものと見做す
ことが可能である。このため、接合部において２本の高力ボルトの位置に対して、２枚の
板座金を用意する必要がなく、１枚の板座金１８を用意すれば済む。このため、高力ボル
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ト１本につき１枚の板座金が個別に設けられている場合と比べ、接合部に必要な部材数が
減少するので、施工の省力化を図ることができる。
【００３６】
　特に、第１実施形態に係る高力ボルト摩擦接合構造１０を用いれば、厚さが６ｍｍ未満
の鋼板が用いられた建築構造物の施工現場において多用されるドリルねじを、高力ボルト
に、本数を減少させて、置き換えることが可能になる。接合部の仕様にもよるが、例えば
、１０本～１２本のドリルねじを１本の高力ボルトに置き換えて、ドリルねじが使用され
た場合と同等の接合強度を有する接合構造を実現することが可能である。すなわち、多数
のねじを用いることなく、少数のボルトで済むため、現場での施工作業の省力化を有効に
図ることができる。
【００３７】
　また、第１実施形態では、接合構造は、中ボルトが用いられる支圧接合ではなく、高力
ボルト摩擦接合構造である。ここで、通常、中ボルト支圧接合の場合、建築基準法上の規
定を満たすため、中ボルトが挿通されるボルト孔の寸法は、ボルト径＋１．０ｍｍ以下と
小さくする必要がある。
【００３８】
　このため、ボルトの回転を拘束する目的で、第１実施形態の板座金１８のように、複数
本のボルトにまたがって設けられ、２枚の板座金を連結したものと見做すことが可能な板
座金を中ボルト支圧接合で使用とすると、ボルト孔を小さく形成する必要がある。ボルト
孔が小さくなると、施工誤差や寸法公差を吸収することが困難になるため、施工し難いと
いう問題が生じてしまう。
【００３９】
　しかし、第１実施形態の場合、高力ボルト摩擦接合構造であるため、摩擦力により大き
な耐力が確保される。このため、ボルト孔の寸法を、例えばボルト径＋２．０ｍｍ等、中
ボルト支圧接合の場合より大きく形成しても、すべりが生じるまでの間、ボルトの回転を
有効に拘束できる。
【００４０】
　なお、第１実施形態では、第１母材１２及び第２母材１４の高力ボルト摩擦接合構造１
０の実現に関与すると共に、第１母材１２と第２母材１４と板座金１８とに挿通される高
力ボルトとして、１本の第１高力ボルト２０Ａが使用された場合が例示されていた。しか
し、これに限定されず、高力ボルト摩擦接合構造１０の実現に関与すると共に、第１母材
１２と第２母材１４と板座金１８とに挿通される高力ボルトの本数は、２本以上、任意に
設定できる。
【００４１】
　また、第１実施形態では、第１母材１２及び第２母材１４の高力ボルト摩擦接合構造１
０の実現に関与することなく、第１母材１２と板座金１８とにのみ挿通される高力ボルト
として、１本の第２高力ボルト２０Ｂが使用された場合例示されていた。しかし、これに
限定されず、高力ボルト摩擦接合構造１０の実現に関与することなく、第１母材１２と板
座金１８とにのみ挿通される高力ボルトの本数は、２本以上、任意に設定できる。
【００４２】
＜第２実施形態＞
　図１中に例示された高力ボルト摩擦接合構造１０では、１個の第１母材１２に対して１
個の第２母材１４が接合されていたが、本開示では、第２高力ボルト２０Ｂを用いて、１
個の第１母材に対して２個以上の母材を接合することができる。例えば、図４に示すよう
に、第２実施形態に係る高力ボルト摩擦接合構造１０Ｂでは、１個の第１母材１２に対し
て、１個の第２母材１４と１個の第３母材１６との２個の母材が、互いに重なり合うこと
なく、個別に接合されている。
【００４３】
　（第３母材）
　第３母材１６は、第１母材１２及び第２母材１４と同様に、厚さが６．０ｍｍ未満のリ
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ップ溝形鋼より成る。第３母材１６のウェブには、第２母材１４と同様に、１個のボルト
孔１６Ｂが形成されている。第３母材１６のウェブの外側面は、第１母材１２のウェブの
外側面に重ね合わされている。
【００４４】
　第３母材１６は、第１母材１２と、それぞれの長手方向が略４５°の鋭角を形成するよ
うに重ね合わされている。また、第２実施形態では、第２母材１４と第３母材１６とは、
図４中で左右対称に配置されている。なお、第３母材１６と第１母材１２とが形成する角
度も、第２母材１４と同様に、４５°に限定されず、適宜変更できる。
【００４５】
　図４中の左側に示すように、第２実施形態では第２高力ボルト２０Ｂは、第１母材１２
のボルト孔１２Ｂと、第３母材１６のボルト孔１６Ｂと、板座金１８のボルト孔１８Ｂと
に挿通されている。第２高力ボルト２０Ｂによって、第１母材１２と第３母材１６と板座
金１８とが締結されている。また、第２実施形態においても、第１母材１２と板座金１８
とは、第１高力ボルト２０Ａだけでなく、第２高力ボルト２０Ｂによっても締結されてい
る。
【００４６】
　第２実施形態に係る高力ボルト摩擦接合構造１０Ｂの他の構成については、図１及び図
２に示した高力ボルト摩擦接合構造１０における同名の部材と同様であるため、重複説明
を省略する。なお、第２実施形態では、第１母材１２、第２母材１４及び第３母材１６の
それぞれがリップ溝形鋼であったが、図５中に例示された第２変形例に係る高力ボルト摩
擦接合構造１０Ｂ１のように、第１母材１２、第２母材１４及び第３母材１６は鋼板であ
ってもよい。
【００４７】
　第２実施形態に係る高力ボルト摩擦接合構造１０Ｂによれば、第１母材１２、第２母材
１４及び第３母材１６の３個の母材から成る高力ボルト摩擦接合構造を実現できる。具体
的には、第１母材１２及び第２母材１４から成る高力ボルト摩擦接合構造と、第１母材１
２及び第３母材１６から成る高力ボルト摩擦接合構造との、２個の高力ボルト摩擦接合構
造が形成される。第２実施形態に係る高力ボルト摩擦接合構造１０Ｂにおいても、第１実
施形態の場合と同様に、２個の高力ボルト摩擦接合構造のそれぞれにおいて、１面せん断
接合の場合の母材の面外変形を抑制することができる。第２実施形態に係る高力ボルト摩
擦接合構造１０Ｂの他の効果については、図１及び図２に示した高力ボルト摩擦接合構造
１０の場合と同様である。
【００４８】
－第３実施形態－
　図１及び図２中に例示した第１実施形態の第２高力ボルト２０Ｂは、第１母材１２には
挿通されていたが、第１母材１２及び第２母材１４の高力ボルト摩擦接合構造１０の実現
には関与していなかった。しかし、本開示では、これに限定されることなく、図６（Ａ）
に示すように、第２高力ボルト２０Ｂを、第１母材２２及び第２母材２４の高力ボルト摩
擦接合構造１０Ｃの実現に関与させることができる。
【００４９】
　第３実施形態に係る高力ボルト摩擦接合構造１０Ｃは、第１実施形態に係る高力ボルト
摩擦接合構造１０と同様に、第１母材２２と、第２母材２４と、板座金１８と、第１高力
ボルト２０Ａと、第２高力ボルト２０Ｂとを備える。
【００５０】
　第３実施形態では、第１母材２２は、厚さが６．０ｍｍ未満の平板状の鋼板より成り、
図６（Ｂ）に示すように、第１母材２２には、２個のボルト孔２２Ａ，２２Ｂが形成され
ている。第２母材２４は、第１母材２２と同様に、厚さが６．０ｍｍ未満の平板状の鋼板
より成り、第２母材２４には、２個のボルト孔２４Ａ，２４Ｂが形成されている。なお、
第１母材２２及び第２母材２４として、図１及び図３中に例示した第１母材１２及び第２
母材１４のように、リップ溝形鋼が採用されてもよい。
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【００５１】
　第１母材２２と第２母材２４とは、それぞれ対応するボルト孔同士が同軸であるように
、互いに重ね合わされている。板座金１８は、第１母材２２及び第２母材２４が重ね合わ
せられた領域において、第１母材２２の外側面に重ね合わせられている。
【００５２】
　図６（Ｂ）中の右側の第１高力ボルト２０Ａは、第１母材２２の右側のボルト孔２２Ａ
と、第２母材２４の右側のボルト孔２４Ａと、板座金１８の右側のボルト孔１８Ａとに挿
通されている。第１高力ボルト２０Ａによって、第１母材２２と第２母材２４と板座金１
８とが、締結されている。
【００５３】
　また、図６（Ｂ）中の左側の第２高力ボルト２０Ｂは、第１母材２２の左側のボルト孔
２２Ｂと、第２母材２４の左側のボルト孔２４Ｂと、板座金１８の左側のボルト孔１８Ｂ
とに挿通されている。このため、第１母材２２と第２母材２４と板座金１８とは、第２高
力ボルト２０Ｂによっても締結されている。
【００５４】
　また、第１母材２２と板座金１８とは、第１高力ボルト２０Ａだけでなく、第２高力ボ
ルト２０Ｂによっても締結されている。第３実施形態に係る高力ボルト摩擦接合構造１０
Ｃの他の構成については、図１～図４に示した高力ボルト摩擦接合構造１０，１０Ａ，１
０Ｂ，１０Ｂ１における同名の部材と同様であるため、重複説明を省略する。
【００５５】
　なお、図７に示すように、板座金１８の枚数は２枚であってもよい。図７中に例示した
第３変形例に係る高力ボルト摩擦接合構造１０Ｃ１の場合、板座金１８は、第１母材２２
及び第２母材２４が重ね合わせられた領域において、第１母材２２の外側面と第２母材２
４の外側面とに、それぞれ１枚ずつ重ね合わせられている。図７中に例示した高力ボルト
摩擦接合構造１０Ｃ１のように、本開示では、取り付けられる板座金１８の枚数は、１枚
に限定されず、２枚以上の任意の枚数の板座金を使用できる。
【００５６】
　図８中には、第３実施形態に係る高力ボルト摩擦接合構造１０Ｃのボルト接合部に引張
荷重を作用させたときの荷重Ｐと変位δとの関係が、模式的に描かれている。すなわち、
荷重Ｐ及び変位δの向きは、図６（Ｂ）及び図７中において、第１母材２２は右側に引っ
張られると共に、第２母材２４は左側に引っ張られる。
【００５７】
　図８に示すように、第３実施形態の場合、外力である荷重Ｐが一定の値Ｐ０を超えるま
では、面外変形によって変位δが増加するに従って、摩擦力により耐力が上昇する。荷重
Ｐが一定の値Ｐ０（すべり耐力）を超えて接合面がすべり始めた後、耐力は、支圧力によ
り上昇し、一定の変位のとき、最大耐力に到達する。
【００５８】
　一方、図９に示すように、第３実施形態のような板座金１８を有しておらず、板座金１
８Ｚがそれぞれの高力ボルトに個別に設けられている第１比較例に係る高力ボルト摩擦接
合構造１０Ｚ１を考える。図８に示したように、第１比較例に係る高力ボルト摩擦接合構
造１０Ｚ１では、面外変形が生じ、最大耐力（図８中のδ＝δ２の場合）が第３実施形態
に係る高力ボルト摩擦接合構造１０Ｃの最大耐力（図８中のδ＝δ３の場合）より、低下
する場合がある。更に、接合面がすべり始める前に面外変形が生じる第２比較例に係る高
力ボルト摩擦接合構造１０Ｚ２の場合、最大耐力（図８中のδ＝δ１の場合）は、第１比
較例の場合より、一層低下することになる。
【００５９】
（作用効果）
　第３実施形態に係る高力ボルト摩擦接合構造１０Ｃによれば、第１実施形態の場合と同
様に、板座金１８が、２本の高力ボルトにまたがるように設けられている。このため、い
ずれも厚さ６．０ｍｍ未満の鋼板より成る母材同士を重ね合わせた接合部において、１面
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ト摩擦接合構造１０Ｃの他の作用効果については、第１実施形態の場合と同様である。
【００６０】
＜その他の実施形態＞
　本開示は、上記の第１及び第３実施形態によって説明されたが、この説明は、本発明を
限定するものではない。本開示から当業者には様々な代替実施の形態、実施例及び運用技
術が明らかになると考えられるべきである。
【００６１】
　例えば、第１及び第３実施形態では１枚の板座金に２本の高力ボルトが挿通される場合
が説明されたが、高力ボルトの本数は、２本に限定されず、３本以上、任意の本数を採用
できる。図１０中には、第１高力ボルト２０Ａ，第２高力ボルト２０Ｂ及び第３高力ボル
ト２０Ｃの３本の高力ボルトが、１枚の板座金３８に挿通された場合が例示されている。
【００６２】
　図示を省略するが、図１０中の板座金３８には、第１高力ボルト２０Ａ，第２高力ボル
ト２０Ｂ及び第３高力ボルト２０Ｃにそれぞれ対応する３個のボルト孔が設けられている
。また、３本以上の高力ボルトが１枚の板座金に挿通される場合、図１０中に例示したよ
うに、それぞれの高力ボルトが平面上で多角形の頂点を構成する位置に配置されてもよい
し、或いは、すべての高力ボルトが直線状に揃えられて配置されてもよい。
【００６３】
　また、第１及び第３実施形態では、軽鋼構造物における接合部において、特に有効な高
力ボルト摩擦接合構造が説明された。しかし、これに限定されず、本開示に係る高力ボル
ト摩擦接合構造は、例えば機械設備で同様の構造を有する接合部等、建築構造物以外の各
種の接合部においても、好適に適用できる。
【００６４】
　また、図１～図１０中に示した構成を部分的に組み合わせて、本開示に係る高力ボルト
摩擦接合構造を構成することもできる。本開示は、上記に記載していない様々な実施の形
態等を含むと共に、本開示の技術的範囲は、上記の説明から妥当な特許請求の範囲の発明
特定事項によってのみ定められるものである。
【符号の説明】
【００６５】
１０，１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｂ１，１０Ｃ，１０Ｃ１　高力ボルト摩擦接合構造
１２　第１母材
１２Ａ，１２Ｂ　ボルト孔
１４　第２母材
１４Ｂ　ボルト孔
１６　第３母材
１６Ｂ　ボルト孔
１８　板座金
１８Ａ，１８Ｂ　ボルト孔
２０Ａ　第１高力ボルト
２０Ｂ　第２高力ボルト
２０Ｃ　第３高力ボルト
２２　第１母材
２２Ａ，２２Ｂ　ボルト孔
２４　第２母材
２４Ａ，２４Ｂ　ボルト孔
３８　板座金
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