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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】木質部材同士又は当該木質部材と基礎とを接合
するに際し、ラグスクリューを用いた簡単な構造により
曲げモーメントとせん断力を確実に伝達し得る接合金具
アセンブリを提供する。
【解決手段】木質の柱Ｃの脚部と基礎Ｆとを接合するた
めの接合金具アセンブリＡ１は、脚部Ｃ１と基礎Ｆとの
間に配設され、柱脚部木口に当接する上部ベースプレー
ト４と、基礎Ｆに当接する下部ベースプレート５と、そ
の間に設けられる複数のリブプレート６とを有する柱脚
金物１と、柱脚部の柱背方向両端に埋め込まれるラグス
クリュー２と、基礎Ｆに固定されるアンカーボルト３と
を備えている。上部ベースプレート４の上面には、柱脚
部木口に嵌入される突起７が形成されている。ラグスク
リュー２の頭部に形成されたメネジ部に螺入されるボル
ト８の径よりも、上部ベースプレート４のボルト孔を大
きくして、ラグスクリュー２及びボルト８へのせん断力
の伝達を遮断する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　木質部材からなる柱の脚部と基礎とを接合するための接合金具アセンブリであって、
　前記脚部と基礎との間に配設され、柱脚部木口に当接する上部ベースプレートと、基礎
に当接する下部ベースプレートと、前記上部ベースプレートと下部ベースプレートとの間
に設けられる壁状の複数のリブプレートとを有する柱脚金物と、
　前記上部ベースプレートを介して柱脚部の柱背方向両端に埋め込まれるラグスクリュー
と、
　前記下部ベースプレートを介して基礎に固定されるアンカーボルトと
　を備えており、
　前記上部ベースプレートの上面には、柱脚部木口に穿設された凹部内に嵌入される突起
が形成されており、且つ
　前記ラグスクリューの頭部に形成されたメネジ部に螺入され当該ラグスクリューと柱脚
金物を固定するためのボルトの径よりも、前記上部ベースプレートに形成されたボルト孔
を大きくして、ラグスクリュー及びボルトへのせん断力の伝達を遮断するように構成した
ことを特徴とする木質部材の接合金具アセンブリ。
【請求項２】
　木質部材からなる柱の脚部と基礎とを接合するための接合金具アセンブリであって、
　前記脚部と基礎との間に配設され、柱脚部木口に当接する上部ベースプレートと、基礎
に当接する下部ベースプレートと、前記上部ベースプレートと下部ベースプレートとの間
に設けられる壁状の複数のリブプレートとを有する柱脚金物と、
　前記上部ベースプレートを介して柱脚部の柱背方向両端に埋め込まれるラグスクリュー
と、
　前記下部ベースプレートを介して基礎に固定されるアンカーボルトと
　を備えており、
　前記上部ベースプレートの上面には、柱脚部木口に形成されたスリット内に嵌入される
鋼板が立設されており、
　この鋼板には、当該鋼板を柱脚部に固定するための固着手段が挿通する固定孔が形成さ
れており、且つ
　前記ラグスクリューの頭部に形成されたメネジ部に螺入され当該ラグスクリューと柱脚
金物を固定するためのボルトの径よりも、前記上部ベースプレートに形成されたボルト孔
を大きくして、ラグスクリュー及びボルトへのせん断力の伝達を遮断するように構成した
ことを特徴とする木質部材の接合金具アセンブリ。
【請求項３】
　木質部材からなる柱の脚部と基礎とを接合するための接合金具アセンブリであって、
　前記脚部と基礎との間に配設され、柱脚部木口から柱背方向両端に延びる延設部を有す
る鋼板からなる柱脚金物と、
　この柱脚金物を介して柱脚部の柱背方向両端に埋め込まれるラグスクリューと、
　前記延設部を介して基礎に固定されるアンカーボルトと
　を備えており、
　前記鋼板からなる柱脚金物の上面には、柱脚部木口に穿設された凹部内に嵌入される突
起が形成されており、且つ
　前記ラグスクリューの頭部に形成されたメネジ部に螺入され当該ラグスクリューと柱脚
金物を固定するためのボルトの径よりも、前記柱脚金物に形成されたボルト孔を大きくし
て、ラグスクリュー及びボルトへのせん断力の伝達を遮断するように構成したことを特徴
とする木質部材の接合金具アセンブリ。
【請求項４】
　木質部材からなる柱の脚部と基礎とを接合するための接合金具アセンブリであって、
　前記脚部と基礎との間に配設され、柱脚部木口から柱背方向両端に延びる延設部を有す
る鋼板からなる柱脚金物と、
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　この柱脚金物を介して柱脚部の柱背方向両端に埋め込まれるラグスクリューと、
　前記延設部を介して基礎に固定されるアンカーボルトと
　を備えており、
　前記鋼板からなる柱脚金物の上面には、柱脚部木口に形成されたスリット内に嵌入され
る鋼板が立設されており、且つ
　前記ラグスクリューの頭部に形成されたメネジ部に螺入され当該ラグスクリューと柱脚
金物を固定するためのボルトの径よりも、前記柱脚金物に形成されたボルト孔を大きくし
て、ラグスクリュー及びボルトへのせん断力の伝達を遮断するように構成したことを特徴
とする木質部材の接合金具アセンブリ。
【請求項５】
　前記柱脚金物における、柱背方向両端において、柱背方向に平行なリブプレートが省略
されてなる請求項１～２のいずれかに記載の木質部材の接合金具アセンブリ。
【請求項６】
　木質部材からなる柱の側面に木質部材からなる梁の木口を接合するための接合金具アセ
ンブリであって、
　前記柱の側面と梁木口との間に配設される上部金物と下部金物とからなり、且つ、各金
物が、柱の側面に当接する柱側プレートと、梁木口に当接する梁側プレートと、前記柱側
プレートと梁側プレートとの間に設けられる複数のリブプレートとを有する接合金物と、
　前記柱側プレートを介して柱に埋め込まれる柱側ラグスクリューと、
　前記梁側プレートを介して梁に埋め込まれる梁側ラグスクリューと
　を備えており、
　前記下部金物は、梁端部の下面を載置させ得るリブプレート、及び前記下部金物の柱側
プレートの上部において柱の側面に当接する背板を有しており、
　前記背板の柱側表面には、柱の側面に穿設された凹部内に嵌入される突起が形成されて
おり、且つ
　前記ラグスクリューの頭部に形成されたメネジ部に螺入され当該ラグスクリューと前記
プレートを固定するためのボルトの径よりも、当該プレートに形成されたボルト孔を大き
くして、ラグスクリュー及びボルトへのせん断力の伝達を遮断するように構成したことを
特徴とする木質部材の接合金具アセンブリ。
【請求項７】
　前記背板の梁側表面に、当該背板に直交する方向であって、且つ柱の軸に平行な方向に
リブプレートが立設されており、このリブプレートに、当該リブプレートを梁端部に固定
するための固着手段が挿通する固定孔が形成されている請求項６に記載の木質部材の接合
金具アセンブリ。
【請求項８】
　木質部材からなる柱の側面に木質部材からなる梁の木口を接合するための接合金具アセ
ンブリであって、
　前記柱の側面と梁木口との間に配設される上部金物と下部金物とからなり、且つ、各金
物が、柱の側面に当接する柱側プレートと、梁木口に当接する梁側プレートと、前記柱側
プレートと梁側プレートとの間に設けられる複数のリブプレートとを有する接合金物と、
　前記柱側プレートを介して柱に埋め込まれる柱側ラグスクリューと、
　前記梁側プレートを介して梁に埋め込まれる梁側ラグスクリューと、
　前記上部金物と下部金物との間における柱の側面及び梁木口に形成されたスリット内に
嵌入される鋼板と
　を備えており、
　前記下部金物は、梁端部の下面を載置させ得るリブプレートを有しており、
　前記鋼板には、当該鋼板を柱及び梁端部に固定するための固着手段が挿通する固定孔が
形成されており、且つ
　前記ラグスクリューの頭部に形成されたメネジ部に螺入され当該ラグスクリューと前記
プレートを固定するためのボルトの径よりも、当該プレートに形成されたボルト孔を大き
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くして、ラグスクリュー及びボルトへのせん断力の伝達を遮断するように構成したことを
特徴とする木質部材の接合金具アセンブリ。
【請求項９】
　木質部材からなる柱の木口に木質部材からなる梁の下面を接合するための接合金具アセ
ンブリであって、
　前記柱の木口と梁の下面との間に配設される第１金物と第２金物とからなり、且つ、各
金物が、柱の木口に当接する柱側プレートと、梁の下面に当接する梁側プレートと、前記
柱側プレートと梁側プレートとの間に設けられる複数のリブプレートとを有する接合金物
と、
　前記柱側プレートを介して柱に埋め込まれる柱側ラグスクリューと、
　前記梁側プレートを介して梁に埋め込まれる梁側ラグスクリューと、
　前記第１金物と第２金物との間における柱の木口及び梁の下面に形成されたスリット内
に嵌入される鋼板と
　を備えており、
　前記鋼板には、当該鋼板を柱及び梁端部に固定するための固着手段が挿通する固定孔が
形成されており、且つ
　前記ラグスクリューの頭部に形成されたメネジ部に螺入され当該ラグスクリューと前記
プレートを固定するためのボルトの径よりも、当該プレートに形成されたボルト孔を大き
くして、ラグスクリュー及びボルトへのせん断力の伝達を遮断するように構成したことを
特徴とする木質部材の接合金具アセンブリ。
【請求項１０】
　木質部材からなる柱の木口に木質部材からなる梁の下面を接合するための接合金具アセ
ンブリであって、
　前記柱の木口と梁の下面との間に配設される第１金物と第２金物とからなり、且つ、各
金物が、柱の木口に当接する柱側プレートと、梁の下面に当接する梁側プレートと、前記
柱側プレートと梁側プレートとの間に設けられる複数のリブプレートとを有する接合金物
と、
　前記柱側プレートを介して柱に埋め込まれる柱側ラグスクリューと、
　前記梁側プレートを介して梁に埋め込まれる梁側ラグスクリューと、
　前記第１金物と第２金物との間における柱の木口及び梁の下面に形成された凹部内に嵌
入される突起と
　を備えており、
　前記ラグスクリューの頭部に形成されたメネジ部に螺入され当該ラグスクリューと前記
プレートを固定するためのボルトの径よりも、当該プレートに形成されたボルト孔を大き
くして、ラグスクリュー及びボルトへのせん断力の伝達を遮断するように構成したことを
特徴とする木質部材の接合金具アセンブリ。
【請求項１１】
　木質部材からなる梁同士を接合するための接合金具アセンブリであって、
　両梁の木口間に配設される上部金物と下部金物とからなり、且つ、各金物が、一方の梁
木口に当接する第１プレートと、他方の梁木口に当接する第２プレートと、前記第１プレ
ートと第２プレートとの間に設けられる複数のリブプレートとを有する接合金物と、
　前記第１プレートを介して一方の梁に埋め込まれる第１ラグスクリューと、
　前記第２プレートを介して他方の梁に埋め込まれる第２ラグスクリューと、
　前記上部金物と下部金物との間における両梁木口に形成されたスリット内に嵌入される
鋼板と
　を備えており、
　前記鋼板には、当該鋼板を各梁の端部に固定するための固着手段が挿通する固定孔が形
成されていることを特徴とする木質部材の接合金具アセンブリ。
【請求項１２】
　前記鋼板と、上部金物及び下部金物とが一体構造にされている請求項１１に記載の木質
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部材の接合金具アセンブリ
【請求項１３】
　木質部材からなる梁同士を接合するための接合金具アセンブリであって、
　両梁の木口間に配設される上部金物と下部金物とからなり、且つ、各金物が、一方の梁
木口に当接する第１プレートと、他方の梁木口に当接する第２プレートと、前記第１プレ
ートと第２プレートとの間に設けられる複数のリブプレートとを有する接合金物と、
　前記第１プレートを介して一方の梁に埋め込まれる第１ラグスクリューと、
　前記第２プレートを介して他方の梁に埋め込まれる第２ラグスクリューと、
　前記上部金物と下部金物との間における両梁木口に形成された凹部内に嵌入される突起
と
　を備えていることを特徴とする木質部材の接合金具アセンブリ。
【請求項１４】
　前記ラグスクリュー頭部のメネジ部に螺入されるボルトの頭部の裏面側に、当該ボルト
頭部と反対方向に凸状となる球状座金が配設されている請求項１～１３のいずれかに記載
の木質部材の接合金具アセンブリ。
【請求項１５】
　前記ラグスクリュー頭部のメネジ部に螺入されるボルトが、高じん性の鋼材から作製さ
れている請求項１～１４のいずれかに記載の木質部材の接合金具アセンブリ。
【請求項１６】
　前記金物が、高じん性の鋼材から作製されている請求項１～１５のいずれかに記載の木
質部材の接合金具アセンブリ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は木質部材の接合金具アセンブリに関する。さらに詳しくは、木造建築、特に大
規模木造建築において、木質部材同士又は当該木質部材と基礎とを接合するのに用いられ
る接合金具アセンブリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　木造建築において木材や集成材などの木質部材同士を接合する手段として、従来、嵌合
、釘、ボルトなどが知られているが、近年、接合部の剛性を高めるために、特に体育館、
講堂、ホールなどの大規模木造建築においてラグスクリューが用いられており、その構造
及び工法について種々の提案がなされている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　かかるラグスクリューに関し、本出願人は、さきに所定の結合強度を確保しつつ、木質
部材に真っ直ぐに且つ容易にねじ込むことができる接合金具（ラグスクリュー）及びこの
接合金具の埋め込み方法を提案している（特願２００５－２６５０５８）。
【０００４】
　この特願２００５－２６５０５８には、長円柱状の軸部と、この軸部の一端に形成され
た頭部とからなるラグスクリューが開示されており、このラグスクリューでは、前記軸部
の外周面にねじ部が形成されており、前記頭部の中心部には、前記軸部の軸方向に沿って
雌ねじ部が穿設されている。また、前記ねじ部のピッチをＰとし、前記軸部の外径をＤと
したとき、Ｄが２０ｍｍ以上であり、且つ、接合金具を埋め込むために前記木質部材に形
成した下穴内に供給される接着剤が当該接合金具の埋め込み時に開口側に上昇し易いよう
に、ピッチと外径の比Ｐ／Ｄが、０．３～０．５にされている。
【０００５】
　そして、前記ラグスクリューによれば、従来のラグスクリューに比べて、ピッチが大き
く設定されているので、接着剤を供給した下穴内に軸部をねじ込むと、ねじの「谷」の部
分を介して接着剤が容易に軸部全体に行き渡る。その結果、軸部を下穴にねじ込み易くす
るために前記下穴の内径を従来よりも大きめ（例えば、下穴の内径を軸部の外径の８０～
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９５％程度に設定）にしても、当該軸部と木質部材との結合強度を確保することができる
、という効果を奏することができる。
【０００６】
【特許文献１】特開平７－２５２８８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、前記ラグスクリューのように、部材の軸方向に接合金具を埋め込む接合方法
の場合、曲げモーメントとせん断力とを伝達する接合部においては、当該接合金具に引き
抜き力だけでなく、せん断力も伝達される。このため、前記接合金具は曲げモーメントと
せん断力の複合応力状態となり、当該接合金具の耐力低下を招くだけでなく、それらと接
合される木質部材も同様の状態となる。したがって、地震などにより大きなせん断力が作
用すると、木質部材に割裂が生じ、その接合部分に脆性的な破壊を引き起こす惧れがある
。
【０００８】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、木質部材同士又は当該木質部
材と基礎とを接合するに際し、ラグスクリューを用いた簡単な構造により曲げモーメント
とせん断力を確実に伝達し得る接合金具アセンブリを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリは、木質部材からなる柱の脚
部と基礎とを接合するための接合金具アセンブリであって、
　前記脚部と基礎との間に配設され、柱脚部木口に当接する上部ベースプレートと、基礎
に当接する下部ベースプレートと、前記上部ベースプレートと下部ベースプレートとの間
に設けられる壁状の複数のリブプレートとを有する柱脚金物と、
　前記上部ベースプレートを介して柱脚部の柱背方向両端に埋め込まれるラグスクリュー
と、
　前記下部ベースプレートを介して基礎に固定されるアンカーボルトと
　を備えており、
　前記上部ベースプレートの上面には、柱脚部木口に穿設された凹部内に嵌入される突起
が形成されており、且つ
　前記ラグスクリューの頭部に形成されたメネジ部に螺入され当該ラグスクリューと柱脚
金物を固定するためのボルトの径よりも、前記上部ベースプレートに形成されたボルト孔
を大きくして、ラグスクリュー及びボルトへのせん断力の伝達を遮断するように構成した
ことを特徴としている（請求項１）。
【００１０】
　本発明の第１の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリでは、脚部と基礎との間に配
設される柱脚金物の突起が柱脚部木口に穿設された凹部内に嵌入される。また、ラグスク
リューと柱脚金物を固定するためのボルトの径よりもボルト孔を大きくしているので、ラ
グスクリュー及びボルトへのせん断力の伝達を遮断することができる。これにより、ラグ
スクリューにより曲げモーメントを伝達し、前記突起によりせん断力に抵抗することがで
きる。こうして、力の伝達経路を明確に区分けすることにより、ラグスクリューへのせん
断力の伝達を回避することができる。その結果、せん断力による木質部材の割裂を防止す
ることができ、大きな曲げモーメントを伝達することができる。
【００１１】
　また、大地震時には、ラグスクリュー接合部が破壊する前に、金物、ボルト及びアンカ
ーボルトが降伏し、塑性化するため高いエネルギー吸収性能を得ることができる。一方、
前記金物などが降伏した後は、平面保持の仮定が崩れ、各構成部材への応力の再配分が生
じ、局部的な応力集中が生じる。その影響は、特に大変形時において顕著となり、ラグス
クリュー接合部にせん断力が生じることになるが、このときはせん断抵抗用に配設した突
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起が曲げモーメントにも抵抗することから、ラグスクリュー接合部への急激な応力の伝達
が防止されるとともに、その破壊が抑制される。
【００１２】
　本発明の第２の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリは、木質部材からなる柱の脚
部と基礎とを接合するための接合金具アセンブリであって、
　前記脚部と基礎との間に配設され、柱脚部木口に当接する上部ベースプレートと、基礎
に当接する下部ベースプレートと、前記上部ベースプレートと下部ベースプレートとの間
に設けられる壁状の複数のリブプレートとを有する柱脚金物と、
　前記上部ベースプレートを介して柱脚部の柱背方向両端に埋め込まれるラグスクリュー
と、
　前記下部ベースプレートを介して基礎に固定されるアンカーボルトと
　を備えており、
　前記上部ベースプレートの上面には、柱脚部木口に形成されたスリット内に嵌入される
鋼板が立設されており、
　この鋼板には、当該鋼板を柱脚部に固定するための固着手段が挿通する固定孔が形成さ
れており、且つ
　前記ラグスクリューの頭部に形成されたメネジ部に螺入され当該ラグスクリューと柱脚
金物を固定するためのボルトの径よりも、前記上部ベースプレートに形成されたボルト孔
を大きくして、ラグスクリュー及びボルトへのせん断力の伝達を遮断するように構成した
ことを特徴としている（請求項２）。
【００１３】
　本発明の第２の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリにおいても、前記第１の観点
に係る木質部材の接合金具アセンブリにおける突起と同様に、柱脚部木口に形成されたス
リット内に嵌入される鋼板を挿通する固着手段によりせん断力に抵抗することができ、前
記と同様の作用効果を奏することができる。
　本発明の第３の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリは、木質部材からなる柱の脚
部と基礎とを接合するための接合金具アセンブリであって、
　前記脚部と基礎との間に配設され、柱脚部木口から柱背方向両端に延びる延設部を有す
る鋼板からなる柱脚金物と、
　この柱脚金物を介して柱脚部の柱背方向両端に埋め込まれるラグスクリューと、
　前記延設部を介して基礎に固定されるアンカーボルトと
　を備えており、
　前記鋼板からなる柱脚金物の上面には、柱脚部木口に穿設された凹部内に嵌入される突
起が形成されており、且つ
　前記ラグスクリューの頭部に形成されたメネジ部に螺入され当該ラグスクリューと柱脚
金物を固定するためのボルトの径よりも、前記柱脚金物に形成されたボルト孔を大きくし
て、ラグスクリュー及びボルトへのせん断力の伝達を遮断するように構成したことを特徴
としている（請求項３）。
【００１４】
　本発明の第３の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリにおいても、前記第１の観点
に係る木質部材の接合金具アセンブリと同じく、鋼板の上面に形成された突起によりせん
断力に抵抗することができ、前記と同様の作用効果を奏することができる。また、柱脚金
物を鋼板で構成しており、リブプレートなどを省略しているので、前記第１の観点に係る
木質部材の接合金具アセンブリに比べて構造を簡略化することができる。
【００１５】
　本発明の第４の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリは、木質部材からなる柱の脚
部と基礎とを接合するための接合金具アセンブリであって、
　前記脚部と基礎との間に配設され、柱脚部木口から柱背方向両端に延びる延設部を有す
る鋼板からなる柱脚金物と、
　この柱脚金物を介して柱脚部の柱背方向両端に埋め込まれるラグスクリューと、
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　前記延設部を介して基礎に固定されるアンカーボルトと
　を備えており、
　前記鋼板からなる柱脚金物の上面には、柱脚部木口に形成されたスリット内に嵌入され
る鋼板が立設されており、且つ
　前記ラグスクリューの頭部に形成されたメネジ部に螺入され当該ラグスクリューと柱脚
金物を固定するためのボルトの径よりも、前記柱脚金物に形成されたボルト孔を大きくし
て、ラグスクリュー及びボルトへのせん断力の伝達を遮断するように構成したことを特徴
としている（請求項４）。
【００１６】
　本発明の第４の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリにおいても、前記第１の観点
に係る木質部材の接合金具アセンブリにおける突起と同様に、柱脚部木口に形成されたス
リット内に嵌入される鋼板を挿通する固着手段によりせん断力に抵抗することができ、前
記と同様の作用効果を奏することができる。
【００１７】
　請求項１～２記載の木質部材の接合金具アセンブリにおいて、前記柱脚金物における、
柱背方向両端において、柱背方向に平行なリブプレートが省略されてなるのが好ましい。
この場合、比較的小さな地震に対しては、ベースプレート及び柱背方向両端のリブプレー
トが曲げモーメントに抵抗し、大きな地震に対しては、柱背方向に平行なリブプレートを
省略したことにより前記ベースプレート及びリブプレートが変形可能となり、塑性化して
地震エネルギーを吸収することができる。その結果、柱脚部の壊滅的な破壊を防ぐことが
できる。
【００１８】
　また、本発明の第５の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリは、木質部材からなる
柱の側面に木質部材からなる梁の木口を接合するための接合金具アセンブリであって、
　前記柱の側面と梁木口との間に配設される上部金物と下部金物とからなり、且つ、各金
物が、柱の側面に当接する柱側プレートと、梁木口に当接する梁側プレートと、前記柱側
プレートと梁側プレートとの間に設けられる複数のリブプレートとを有する接合金物と、
　前記柱側プレートを介して柱に埋め込まれる柱側ラグスクリューと、
　前記梁側プレートを介して梁に埋め込まれる梁側ラグスクリューと
　を備えており、
　前記下部金物は、梁端部の下面を載置させ得るリブプレート、及び前記下部金物の柱側
プレートの上部において柱の側面に当接する背板を有しており、
　前記背板の柱側表面には、柱の側面に穿設された凹部内に嵌入される突起が形成されて
おり、且つ
　前記ラグスクリューの頭部に形成されたメネジ部に螺入され当該ラグスクリューと前記
プレートを固定するためのボルトの径よりも、当該プレートに形成されたボルト孔を大き
くして、ラグスクリュー及びボルトへのせん断力の伝達を遮断するように構成したことを
特徴としている（請求項６）。
【００１９】
　本発明の第５の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリでは、梁端部の下面が下部金
物のリブプレートに載置されるとともに、背板の柱側表面に形成された突起が、柱の側面
に穿設された凹部内に嵌入される。また、ラグスクリューと上部金物又は下部金物を固定
するためのボルトの径よりもボルト孔を大きくしているので、ラグスクリュー及びボルト
へのせん断力の伝達を遮断することができる。これにより、ラグスクリューにより曲げモ
ーメントを伝達し、前記突起によりせん断力に抵抗することができ、前記第１の観点に係
る木質部材の接合金具アセンブリと同様の作用効果を奏することができる。
【００２０】
　前記第５の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリにおいて、前記背板の梁側表面に
、当該背板に直交する方向であって、且つ柱の軸に平行な方向にリブプレートが立設され
ており、このリブプレートに、当該リブプレートを梁端部に固定するための固着手段が挿
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通する固定孔が形成されているのが好ましい。この場合、前記突起とともに固着手段を用
いることで、より強固にせん断力に抵抗することができる。
【００２１】
　本発明の第６の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリは、木質部材からなる柱の側
面に木質部材からなる梁の木口を接合するための接合金具アセンブリであって、
　前記柱の側面と梁木口との間に配設される上部金物と下部金物とからなり、且つ、各金
物が、柱の側面に当接する柱側プレートと、梁木口に当接する梁側プレートと、前記柱側
プレートと梁側プレートとの間に設けられる複数のリブプレートとを有する接合金物と、
　前記柱側プレートを介して柱に埋め込まれる柱側ラグスクリューと、
　前記梁側プレートを介して梁に埋め込まれる梁側ラグスクリューと、
　前記上部金物と下部金物との間における柱の側面及び梁木口に形成されたスリット内に
嵌入される鋼板と
　を備えており、
　前記下部金物は、梁端部の下面を載置させ得るリブプレートを有しており、
　前記鋼板には、当該鋼板を柱及び梁端部に固定するための固着手段が挿通する固定孔が
形成されており、且つ
　前記ラグスクリューの頭部に形成されたメネジ部に螺入され当該ラグスクリューと前記
プレートを固定するためのボルトの径よりも、当該プレートに形成されたボルト孔を大き
くして、ラグスクリュー及びボルトへのせん断力の伝達を遮断するように構成したことを
特徴としている（請求項８）。
【００２２】
　本発明の第６の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリにおいても、前記第５の観点
に係る木質部材の接合金具アセンブリにおける突起と同様に、柱の側面及び梁木口に形成
されたスリット内に嵌入される鋼板を挿通する固着手段によりせん断力に抵抗することが
でき、前記第５の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリと同様の作用効果を奏するこ
とができる。
【００２３】
　また、本発明の第７の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリは、木質部材からなる
柱の木口に木質部材からなる梁の下面を接合するための接合金具アセンブリであって、
　前記柱の木口と梁の下面との間に配設される第１金物と第２金物とからなり、且つ、各
金物が、柱の木口に当接する柱側プレートと、梁の下面に当接する梁側プレートと、前記
柱側プレートと梁側プレートとの間に設けられる複数のリブプレートとを有する接合金物
と、
　前記柱側プレートを介して柱に埋め込まれる柱側ラグスクリューと、
　前記梁側プレートを介して梁に埋め込まれる梁側ラグスクリューと、
　前記第１金物と第２金物との間における柱の木口及び梁の下面に形成されたスリット内
に嵌入される鋼板と
　を備えており、
　前記鋼板には、当該鋼板を柱及び梁端部に固定するための固着手段が挿通する固定孔が
形成されており、且つ
　前記ラグスクリューの頭部に形成されたメネジ部に螺入され当該ラグスクリューと前記
プレートを固定するためのボルトの径よりも、当該プレートに形成されたボルト孔を大き
くして、ラグスクリュー及びボルトへのせん断力の伝達を遮断するように構成したことを
特徴としている（請求項９）。
【００２４】
　本発明の第７の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリにおいても、前記第６の観点
に係る木質部材の接合金具アセンブリと同様に、柱の木口及び梁の下面に形成されたスリ
ット内に嵌入される鋼板を挿通する固着手段によりせん断力に抵抗することができ、前記
第６の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリと同様の作用効果を奏することができる
。
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【００２５】
　本発明の第８の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリは、木質部材からなる柱の木
口に木質部材からなる梁の下面を接合するための接合金具アセンブリであって、
　前記柱の木口と梁の下面との間に配設される第１金物と第２金物とからなり、且つ、各
金物が、柱の木口に当接する柱側プレートと、梁の下面に当接する梁側プレートと、前記
柱側プレートと梁側プレートとの間に設けられる複数のリブプレートとを有する接合金物
と、
　前記柱側プレートを介して柱に埋め込まれる柱側ラグスクリューと、
　前記梁側プレートを介して梁に埋め込まれる梁側ラグスクリューと、
　前記第１金物と第２金物との間における柱の木口及び梁の下面に形成された凹部内に嵌
入される突起と
　を備えており、
　前記ラグスクリューの頭部に形成されたメネジ部に螺入され当該ラグスクリューと前記
プレートを固定するためのボルトの径よりも、当該プレートに形成されたボルト孔を大き
くして、ラグスクリュー及びボルトへのせん断力の伝達を遮断するように構成したことを
特徴としている（請求項１０）。
【００２６】
　本発明の第８の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリにおいても、前記第７の観点
に係る木質部材の接合金具アセンブリにおける固着手段と同様に、柱の木口及び梁の下面
に形成された凹部内に嵌入される突起によりせん断力に抵抗することができ、前記第７の
観点に係る木質部材の接合金具アセンブリと同様の作用効果を奏することができる。
　さらに、本発明の第９の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリは、木質部材からな
る梁同士を接合するための接合金具アセンブリであって、
　両梁の木口間に配設される上部金物と下部金物とからなり、且つ、各金物が、一方の梁
木口に当接する第１プレートと、他方の梁木口に当接する第２プレートと、前記第１プレ
ートと第２プレートとの間に設けられる複数のリブプレートとを有する接合金物と、
　前記第１プレートを介して一方の梁に埋め込まれる第１ラグスクリューと、
　前記第２プレートを介して他方の梁に埋め込まれる第２ラグスクリューと、
　前記上部金物と下部金物との間における両梁木口に形成されたスリット内に嵌入される
鋼板と
　を備えており、
　前記鋼板には、当該鋼板を各梁の端部に固定するための固着手段が挿通する固定孔が形
成されていることを特徴としている（請求項１１）。
【００２７】
　本発明の第９の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリにおいても、前記第５の観点
に係る木質部材の接合金具アセンブリにおける突起と同様に、両梁木口に形成されたスリ
ット内に嵌入される鋼板を挿通する固着手段によりせん断力に抵抗することができ、前記
第５の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリと同様の作用効果を奏することができる
。
【００２８】
　前記第９の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリにおいて、前記鋼板と、上部金物
及び下部金物とが一体構造にされているのが好ましい。この場合、必要な部材を一体構造
にすることによって、接合部分の強度を向上させるとともに、部材の管理が容易になる。
【００２９】
　本発明の第１０の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリは、木質部材からなる梁同
士を接合するための接合金具アセンブリであって、
　両梁の木口間に配設される上部金物と下部金物とからなり、且つ、各金物が、一方の梁
木口に当接する第１プレートと、他方の梁木口に当接する第２プレートと、前記第１プレ
ートと第２プレートとの間に設けられる複数のリブプレートとを有する接合金物と、
　前記第１プレートを介して一方の梁に埋め込まれる第１ラグスクリューと、
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　前記第２プレートを介して他方の梁に埋め込まれる第２ラグスクリューと、
　前記上部金物と下部金物との間における両梁木口に形成された凹部内に嵌入される突起
と
　を備えていることを特徴としている（請求項１３）。
【００３０】
　本発明の第１０の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリにおいても、前記第９の観
点に係る木質部材の接合金具アセンブリにおける固着手段と同様に、両梁木口に形成され
た凹部内に嵌入される突起によりせん断力に抵抗することができ、前記第９の観点に係る
木質部材の接合金具アセンブリと同様の作用効果を奏することができる。
【００３１】
　前記第１～１０の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリにおいて、ラグスクリュー
頭部のメネジ部に螺入されるボルトの頭部の裏面側に、当該ボルト頭部と反対方向に凸状
となる球状座金が配設されているのが好ましい。この場合、金物表面に当接する側が凸状
となる球状座金を用いているので、柱や梁の変形に対して容易に追従することができる。
【００３２】
　前記第１～１０の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリにおいて、ラグスクリュー
頭部のメネジ部に螺入されるボルトが、高じん性の鋼材から作製されているのが好ましい
。この場合、大地震時において高いエネルギー吸収性能を発揮することができ、柱や梁の
破壊の程度を小さくすることができる。
【００３３】
　前記第１～１０の観点に係る木質部材の接合金具アセンブリにおいて、金物が、高じん
性の鋼材から作製されているのが好ましい。この場合、高じん性の鋼材で金物を作製する
ことで、大地震時において高いエネルギー吸収性能を発揮することができ、柱や梁の破壊
の程度を小さくすることができる。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明の木質部材の接合金具アセンブリによれば、木質部材同士又は当該木質部材と基
礎とを接合するに際し、ラグスクリューを用いた簡単な構造により曲げモーメントとせん
断力を確実に伝達することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下、添付図面を参照しつつ、本発明の木質部材の接合金具アセンブリ（以下、単に「
接合金具アセンブリ」ともいう）の実施の形態を詳細に説明する。
【００３６】
[柱脚部と基礎の接合]
　図１は、本発明の一実施の形態に係る接合金具アセンブリＡ１の説明図であり、（ａ）
は正面説明図、（ｂ）はＡ－Ａ矢視図、（ｃ）はＢ―Ｂ矢視図である。また、図２は図１
に示される接合金具アセンブリＡ１の側面説明図である。この接合金具アセンブリＡ１及
び後述する接合金具アセンブリＡ２～Ａ５は、木質部材からなる柱の脚部と基礎とを接合
するのに用いられる。
【００３７】
　接合金具アセンブリＡ１は、柱Ｃの脚部Ｃ１と基礎Ｆとの間に配設される柱脚金物１と
、柱脚部Ｃ１の柱背方向両端（長方形断面の柱の長辺方向（図１において左右方向）の両
端）に埋め込まれるラグスクリュー２と、基礎Ｆに固定されるアンカーボルト３とを備え
ている。前記柱脚金物１は、柱脚部木口に当接する上部ベースプレート４と、基礎Ｆに当
接する下部ベースプレート５と、前記上部ベースプレート４と下部ベースプレート５との
間に設けられる壁状の複数のリブプレート６とを有している。上部ベースプレート４、下
部ベースプレート５及びリブプレート６は、鋼板で作製されており、溶接により互いに固
着されて一体にされている。鋼板としては、一般に構造材として用いられている一般構造
用圧延鋼材（ＪＩＳ　Ｇ　３１０１）、建築構造用圧延鋼材（ＪＩＳ　Ｇ　３１３６）な
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どを採用することができるが、地震時などに大きな応力が作用したときに高いエネルギー
吸収性能を発揮して、接合部分の破壊を抑制し得るという点から、じん性の高い鋼材、例
えば低降伏点鋼などを使用するのが好ましい。
【００３８】
　前記ラグスクリュー２は、前記上部ベースプレート４を介して柱背方向両端にそれぞれ
４本ずつ埋め込まれており、一方、前記アンカーボルト３は、同じく柱背方向両端におけ
る前記ラグスクリュー２と対向する部位において、２本ずつ基礎Ｆに埋設されている。
　また、前記上部ベースプレート４の上面には、柱脚部木口に穿設された凹部内に嵌入さ
れる突起７が２個形成されている。この突起７は、鋼製の丸棒、短円筒体、短各筒体など
で形成することができ、溶接により上部ベースプレート４の上面に固着されている。
【００３９】
　前記ラグスクリュー２の頭部には、メネジ部が形成されており、ボルト８を螺入するこ
とで当該ラグスクリュー２を上部ベースプレート４に固定している。この上部ベースプレ
ート４に形成された、ボルト８用のボルト孔は、当該ボルト８の外径よりも５～１０ｍｍ
程度大きくされており、柱Ｃにせん断力が作用したときに、ラグスクリュー２及びボルト
８に当該せん断力が伝達されるのを遮断できるようになっている。
【００４０】
　前記接合金具アセンブリＡ１では、脚部Ｃ１と基礎Ｆとの間に配設される柱脚金物１の
突起７が柱脚部木口に穿設された凹部内に嵌入される。また、ラグスクリュー２と柱脚金
物１を固定するためのボルト８の径よりもボルト孔を大きくしているので、ラグスクリュ
ー２及びボルト８へのせん断力の伝達を遮断することができる。これにより、ラグスクリ
ュー２により曲げモーメントを伝達し、前記突起７によりせん断力に抵抗することができ
る。こうして、力の伝達経路を明確に区分けすることにより、ラグスクリュー２へのせん
断力の伝達を回避することができる。その結果、せん断力による木質部材の割裂を防止す
ることができ、大きな曲げモーメントを伝達することができる。
【００４１】
　また、大地震時には、ラグスクリュー接合部が破壊する前に、柱脚金物１、ボルト８及
びアンカーボルト３が降伏し、塑性化するため高いエネルギー吸収性能を得ることができ
る。一方、前記柱脚金物１などが降伏した後は、平面保持の仮定が崩れ、各構成部材への
応力の再配分が生じ、局部的な応力集中が生じる。その影響は、特に大変形時において顕
著となり、ラグスクリュー接合部にせん断力が生じることになるが、このときはせん断抵
抗用に配設した突起７が曲げモーメントにも抵抗することから、ラグスクリュー接合部へ
の急激な応力の伝達が防止されるとともに、その破壊が抑制される。
【００４２】
　また、火災時には柱Ｃの表面に近い部分に埋設されているラグスクリュー２は、抵抗力
を失う可能性があるが、木質部材は火災により一定の深さまでは炭化するが内部は火災に
よる影響が少ない。したがって、ラグスクリュー２による接合部が火災により耐力を失っ
た後に、前記突起７による接合がその役割を担うことによって、建物の倒壊を防ぐことが
可能となる。
【００４３】
　なお、大きな曲げモーメントに抵抗するためには複数本のラグスクリュー２を使用する
必要があるが、これらラグスクリュー２を柱脚金物１と緊結するボルト８に均等な一定張
力を導入することによって、安定した性能を確保することができる。
　また、本実施の形態では、基礎コンクリート９と、この基礎コンクリート９上に打設さ
れたならしモルタル１０とで、基礎Ｆが構成されているが、前記ならしモルタル１０は基
礎コンクリート９の表面が平滑である場合などにおいては省略することができる。
【００４４】
　図３は、本発明の他の実施の形態に係る接合金具アセンブリＡ２の説明図であり、（ａ
）は正面説明図、（ｂ）はＡ－Ａ矢視図、（ｃ）はＢ―Ｂ矢視図である。なお、この接合
金具アセンブリＡ２、及び後述する他の実施の形態に係る接合金具アセンブリにおいて、
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前記接合金具アセンブリＡ１と同じ構成部材については、同一の参照符号を付し、簡単の
ためにそれらの説明を省略する。
【００４５】
　本実施の形態に係る接合金具アセンブリＡ２では、せん断力を受け持つ手段として、前
記突起７に代えて、柱脚部木口に形成されたスリット内に嵌入される鋼板１１を採用して
いる。この鋼板１１は、上部ベースプレート４の上面に立設されている。鋼板１１には、
孔１２が穿設されており、この孔１２に挿通される固着手段である丸棒又はボルト１３に
よって、当該鋼板１１と柱Ｃとが接合される。かかる接合金具アセンブリＡ２においても
、前記接合金具アセンブリＡ１における突起７と同様に、柱脚部木口に形成されたスリッ
ト内に嵌入される鋼板１１を挿通する丸棒又はボルト１３によりせん断力に抵抗すること
ができ、接合金具アセンブリＡ１について説明したのと同様の作用効果を奏することがで
きる。
【００４６】
　図４は、本発明の他の実施の形態に係る接合金具アセンブリＡ３の説明図であり、（ａ
）は正面説明図、（ｂ）はＡ－Ａ矢視図である。この接合金具アセンブリＡ３では、上下
のプレートと、この上下のプレート間に配設されるリブプレートとからなる柱脚金物に代
えて一枚の鋼板からなる柱脚金物１４を採用している。この柱脚金物１４は、柱脚部木口
から柱背方向両端に延びる延設部１４ａを有しており、この延設部１４ａを介してアンカ
ーボルト３が基礎Ｆに固定される。また、柱脚金物１４の上面には、柱脚部木口に穿設さ
れた凹部内に嵌入される突起７が形成されている。かかる接合金具アセンブリＡ３におい
ても、前記接合金具アセンブリＡ１と同じく、鋼板の上面に形成された突起７によりせん
断力に抵抗することができ、接合金具アセンブリＡ１について説明したのと同様の作用効
果を奏することができる。また、接合金具アセンブリＡ３では、柱脚金物を一枚の鋼板で
構成しており、リブプレートなどを省略しているので、前記接合金具アセンブリＡ１に比
べて構造を簡略化することができ、コストダウンを図ることができる。
【００４７】
　図５は、本発明の他の実施の形態に係る接合金具アセンブリＡ４の説明図であり、（ａ
）は正面説明図、（ｂ）はＡ－Ａ矢視図、（ｃ）はＢ―Ｂ矢視図である。この接合金具ア
センブリＡ４は、図１に示される接合金具アセンブリＡ１を改変したものであり、柱脚金
物２１において、ラグスクリュー２及びアンカーボルト３と緊結される部分（柱Ｃの両端
付近）におけるリブプレート６は両端だけに配設されている。すなわち、ラグスクリュー
２及びアンカーボルト３と緊結される部分においては、リブプレート６ａだけが配設され
ており、接合金具アセンブリＡ１における柱背方向に平行なリブプレート６ｂ（図1参照
）が省略されている。この場合、長期の鉛直荷重に対しては真ん中に配設されているリブ
プレート６ｃが負担し、比較的小さな地震に対しては、ベースプレート４、５及び柱背方
向両端のリブプレート６ａが曲げモーメントに抵抗する。そして、大きな地震に対しては
、柱背方向に平行なリブプレートを省略したことにより、前記ベースプレート４、５及び
リブプレート６ａが変形可能となり、塑性化して地震エネルギーを吸収することができる
。その結果、柱脚部の壊滅的な破壊を防ぐことができる。なお、この接合金具アセンブリ
Ａ４においても、前記接合金具アセンブリＡ１と同じく、上部ベースプレート４の上面に
形成された突起７によりせん断力に抵抗することができ、接合金具アセンブリＡ１につい
て説明したのと同様の作用効果を奏することができる。
【００４８】
　図６は、本発明の他の実施の形態に係る接合金具アセンブリＡ５の説明図であり、（ａ
）は正面説明図、（ｂ）はＡ－Ａ矢視図、（ｃ）はＢ―Ｂ矢視図である。この接合金具ア
センブリＡ５は、図１に示される接合金具アセンブリＡ１を改変したものであり、柱脚金
物３１において、ラグスクリュー２及びアンカーボルト３と緊結される部分（柱Ｃの両端
付近）におけるリブプレートのうち両端のリブプレートが省略されている。この接合金具
アセンブリＡ５では、長期の鉛直荷重に対しては中央のＨ型のリブプレート６ｄで抵抗し
、比較的小さな地震に対しては、ベースプレート４、５及び柱背方向両端の「コ」の字に
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配置されたリブプレート６ｅが曲げモーメントに抵抗する。そして、大きな地震に対して
は、前記ベースプレート４、５及びリブプレート６ｄ、６ｅが変形可能となり、塑性化し
て地震エネルギーを吸収することができる。その結果、柱脚部の壊滅的な破壊を防ぐこと
ができる。なお、この接合金具アセンブリＡ５においても、前記接合金具アセンブリＡ１
と同じく、上部ベースプレート４の上面に形成された突起７によりせん断力に抵抗するこ
とができ、接合金具アセンブリＡ１について説明したのと同様の作用効果を奏することが
できる。
【００４９】
　図７は、本発明の接合金具アセンブリにおけるラグスクリュー接合部分の説明図である
。前述した接合金具アセンブリＡ１、Ａ２、Ａ４及びＡ５では、ラグスクリュー２の頭部
のメネジ部２ａに螺入されるボルト８の頭部８ａの裏面側に、当該ボルト頭部と反対方向
に凸状となる球状座金１５が配設されている。この場合、上部ベースプレート４の裏面に
当接する側が凸状となる球状座金１５を用いているので、柱Ｃの変形に対して容易に追従
することができる。なお、ラグスクリュー２を固定するボルトにおける前記のような球状
座金１５は、以下に説明する接合金具アセンブリにおいても採用することができる。
【００５０】
[柱と梁の接合]
　図８は、本発明の一実施の形態に係る接合金具アセンブリＡ６の説明図であり、（ａ）
は正面説明図、（ｂ）はＡ－Ａ矢視図である。この接合金具アセンブリＡ６及び後述する
接合金具アセンブリＡ７～Ａ９は、木質部材からなる柱と梁とを接合するのに用いられる
。
【００５１】
　接合金具アセンブリＡ６は、柱Ｃの側面と梁Ｂとの間に配設される接合金物４１と、柱
Ｃに埋め込まれるラグスクリュー２ｃと、梁Ｂに埋め込まれるラグスクリュー２ｂとを備
えている。前記接合金物４１は、上部金物４２と下部金物４３とからなっており、各金物
は、柱Ｃの側面に当接する柱側プレート４４と、梁木口に当接する梁側プレート４５と、
前記柱側プレート４４と梁側プレート４５との間に設けられる複数のリブプレート４６と
を有している。また、下部金物４３は、梁端部の下面を載置させ得るリブプレート４６ａ
、及び当該下部金物４３の柱側プレート４４の上部において柱の側面に当接する背板４７
を有している。そして、この背板４７の柱側表面には、柱Ｃの側面に穿設された凹部内に
嵌入される突起４８が形成されている。この突起４８は、鋼製の丸棒、短円筒体、短各筒
体などで形成することができ、溶接により背板４７の柱側表面に固着されている。また、
背板４７の梁側表面には、当該背板４７と直交する方向にリブプレート４６ｂが配設され
ている。このリブプレート４６ｂには、孔が穿設されており、この孔に挿通される固着手
段である丸棒又はボルト１３によって、当該リブプレートと梁Ｂとが接合される。
【００５２】
　前記ラグスクリュー２ｂ、２ｃの頭部には、メネジ部が形成されており、ボルト８を螺
入することで当該ラグスクリュー２ｂ、２ｃを柱側プレート４４又は梁側プレート４５に
固定している。各プレートに形成された、ボルト８用のボルト孔は、当該ボルト８の外径
よりも５～１０ｍｍ程度大きくされており、梁Ｂにせん断力が作用したときに、ラグスク
リュー２ｂ、２ｃ及びボルト８に当該せん断力が伝達されるのを遮断するようになってい
る。
【００５３】
　前記上部金物４２及び下部金物４３を構成するプレートは、それぞれ鋼板で作製されて
おり、溶接により互いに固着されている。前記背板４７は、下部金物４３の柱側プレート
４４と同じ一枚の鋼板から作製されている。
　かかる接合金具アセンブリＡ６では、梁端部の下面が下部金物４３のリブプレート４６
ａに載置されるとともに、背板４７の柱側表面に形成された突起４８が、柱Ｃの側面に穿
設された凹部内に嵌入される。また、丸棒又はボルト１３によってリブプレートと梁Ｂと
が接合される。さらに、ラグスクリュー２ｂ、２ｃと上部金物４２又は下部金物４３を固
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定するためのボルト８の径よりもボルト孔を大きくしているので、ラグスクリュー２ｂ、
２ｃ及びボルト８へのせん断力の伝達を遮断することができる。これにより、ラグスクリ
ュー２ｂ、２ｃにより曲げモーメントを伝達し、前記突起４８及び丸棒又はボルト１３、
並びに梁端部の下面とリブプレート４６ａの載置面との係合によりせん断力に抵抗するこ
とができ、接合金具アセンブリＡ１について説明したのと同様の作用効果を奏することが
できる。
【００５４】
　図９～１１は、図８に示される接合金具アセンブリＡ６を用いて柱と梁を接合する手順
を示している。まず、図９に示されるように、ラグスクリュー２ｃを埋設した柱Ｃの側面
に下部金物４３を取り付ける。この場合、予め柱Ｃの側面に穿設した凹部内に下部金物４
３の背板４７に形成した突起４８を嵌入することで、容易に下部金物４３の位置決め及び
取付けを行うことができる。ついで、柱Ｃの下側に配設されたラグスクリュー２ｃ頭部の
メネジ部にボルト８を螺入することで、下部金物４３を柱側面に固定させる。
【００５５】
　そして、ボルト８により上部金物４２を固定した梁Ｂを、前記下部金物４３のリブプレ
ート上に載置する。このとき、梁Ｂの端部に形成されたスリットに、前記背板４７に立設
されたリブプレート４６ｂが嵌入される。
　ついで、図１０に示されるように、リブプレートに穿設された孔４９に丸棒又はボルト
１３を挿通させ、最後に図１１に示されるように、残りのラグスクリュー２ｂ、２ｃとプ
レートをボルト８で固定する。図８に示される接合金具アセンブリＡ６は、接合金物４１
が、上部金物４２と下部金物４３とに分割されているので、梁Ｂを上方から落とし込むこ
とで柱と梁の接合を行うことができ、施工を大幅に簡略化することができる。
【００５６】
　図１２は、本発明の他の実施の形態に係る接合金具アセンブリＡ７の説明図であり、（
ａ）は正面説明図、（ｂ）はＡ－Ａ矢視図である。なお、この接合金具アセンブリＡ７、
及び後述する他の実施の形態に係る接合金具アセンブリにおいて、前記接合金具アセンブ
リＡ１又は接合金具アセンブリＡ６と同じ構成部材については、同一の参照符号を付し、
簡単のためにそれらの説明を省略する。
【００５７】
　本実施の形態に係る接合金具アセンブリＡ７では、せん断力を受け持つ手段として、前
記背板４７に形成された突起４８、及び当該背板４７に立設されたリブプレートに代えて
、柱Ｃの側面及び梁木口に形成されたスリットに嵌入される鋼板５０を採用している。鋼
板５０には、孔５１が穿設されており、この孔５１に挿通される固着手段である丸棒又は
ボルト１３によって、当該鋼板５０と柱Ｃ及び梁Ｂとが接合される。前記鋼板５０は、上
部金物４２及び下部金物４３とは別体となっている。
【００５８】
　この接合金具アセンブリＡ７においても、前記接合金具アセンブリＡ６における突起４
８及びリブプレートと同様に、柱Ｃの側面及び梁木口に形成されたスリット内に嵌入され
る鋼板５０を挿通する丸棒又はボルト１３、並びに梁端部の下面とリブプレートの載置面
との係合よりせん断力に抵抗することができ、接合金具アセンブリＡ６と同様の作用効果
を奏することができる。
【００５９】
　図１３は、本発明の他の実施の形態に係る接合金具アセンブリＡ８の正面説明図である
。この実施の形態では、図８～１２に示される実施の形態と異なり、柱の木口に梁の下面
が接合されている。接合金具アセンブリＡ８は、柱の木口と梁の下面との間に配設される
接合金物５２と、柱に埋め込まれる柱側ラグスクリュー２と、梁に埋め込まれる梁側ラグ
スクリュー２とを備えている。前記接合金物５２は、第１金物５３と第２金物５４とから
なり、各金物は、柱の木口に当接する柱側プレート５５と、梁の下面に当接する梁側プレ
ート５６と、前記柱側プレート５５と梁側プレート５６との間に設けられる複数のリブプ
レート５７とを有している。また、前記第１金物５３と第２金物５４との間における柱の
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木口及び梁の下面に形成されたスリット内に嵌入される鋼板５８を備えている。鋼板５８
には、孔５９が穿設されており、この孔５９に挿通される固着手段である丸棒又はボルト
１３によって、当該鋼板５８と柱Ｃ及び梁Ｂとが接合される。この接合金具アセンブリＡ
８においても、前記接合金具アセンブリＡ６における突起４８及びリブプレートと同様に
、柱Ｃの木口及び梁下面に形成されたスリット内に嵌入される鋼板５８を挿通するに丸棒
又はボルト１３よりせん断力に抵抗することができ、接合金具アセンブリＡ６と同様の作
用効果を奏することができる。
【００６０】
　図１４は、本発明のさらに他の実施の形態に係る接合金具アセンブリＡ９の正面説明図
である。この実施の形態では、図１３に示される接合金具アセンブリＡ８における鋼板５
８に代えて、第１金物５３と第２金物５４との間における柱の木口及び梁の下面に形成さ
れた凹部内に嵌入される突起６０を採用している。この接合金具アセンブリＡ９において
も、前記接合金具アセンブリＡ８における丸棒又はボルト１３と同様に、柱の木口及び梁
の下面に形成された凹部内に嵌入される突起６０よりせん断力に抵抗することができ、接
合金具アセンブリＡ８と同様の作用効果を奏することができる。
【００６１】
[梁と梁の接合]
　図１５は、本発明のさらに他の実施の形態に係る接合金具アセンブリＡ１０の説明図で
あり、（ａ）は正面説明図、（ｂ）はＡ－Ａ矢視図である。この接合金具アセンブリＡ１
０及び後述する接合金具アセンブリＡ１１～Ａ１２は、木質部材からなる梁同士を接合す
るのに用いられる。
【００６２】
　接合金具アセンブリＡ１０は、両梁の木口間に配設される接合金物７０と、一方の梁に
埋め込まれる第１ラグスクリュー７１と、他方の梁に埋め込まれる第２ラグスクリュー７
２とを備えている。前記接合金物７０は、上部金物７３と下部金物７４とからなり、各金
物は、一方の梁木口に当接する第１プレート７５と、他方の梁木口に当接する第２プレー
ト７６と、前記第１プレート７５と第２プレート７６との間に設けられる複数のリブプレ
ート７７とを有している。また、前記上部金物７３と下部金物７４との間における両梁木
口に形成されたスリット内に嵌入される鋼板７８を備えている。鋼板７８には、孔７９が
穿設されており、この孔７９に挿通される固着手段である丸棒又はボルト１３によって、
当該鋼板７８と梁Ｂとが接合される。この接合金具アセンブリＡ１０においても、前記接
合金具アセンブリＡ８における丸棒又はボルト１３と同様に、両梁木口に形成されたスリ
ット内に嵌入される鋼板７８を挿通するに丸棒又はボルト１３よりせん断力に抵抗するこ
とができ、接合金具アセンブリＡ８と同様の作用効果を奏することができる。
【００６３】
　図１６は、本発明の他の実施の形態に係る接合金具アセンブリＡ１１の説明図であり、
（ａ）は正面説明図、（ｂ）はＡ－Ａ矢視図である。なお、この接合金具アセンブリＡ１
１、及び後述する他の実施の形態に係る接合金具アセンブリＡ１２において、前記接合金
具アセンブリＡ１又は接合金具アセンブリＡ１０と同じ構成部材については、同一の参照
符号を付し、簡単のためにそれらの説明を省略する。
【００６４】
　本実施の形態に係る接合金具アセンブリＡ１１では、せん断力を受け持つ手段として鋼
板８０が、ラグスクリュー７１、７２の固定に用いられる上部金物７３及び下部金物７４
に溶着されており、これらが一体構造となっている。この場合、必要な部材を一体構造に
することによって、接合部分の強度を向上させるとともに、部材の管理が容易になる。こ
の接合金具アセンブリＡ１１においても、前記接合金具アセンブリＡ８における丸棒又は
ボルト１３と同様に、両梁木口に形成されたスリット内に嵌入される鋼板８０を挿通する
に丸棒又はボルト１３よりせん断力に抵抗することができ、接合金具アセンブリＡ８と同
様の作用効果を奏することができる。
【００６５】
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　図１７は、本発明の他の実施の形態に係る接合金具アセンブリＡ１２の説明図であり、
（ａ）は正面説明図、（ｂ）はＡ－Ａ矢視図である。この実施の形態では、図１５に示さ
れる接合金具アセンブリＡ１０における鋼板７８に代えて、第１金物５３と第２金物５４
との間における両梁の木口に形成された凹部内に嵌入される突起８１を採用している。こ
の接合金具アセンブリＡ１２においても、前記接合金具アセンブリＡ１０における丸棒又
はボルト１３と同様に、両梁の木口に形成された凹部内に嵌入される突起８１よりせん断
力に抵抗することができ、接合金具アセンブリＡ１０と同様の作用効果を奏することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明の接合金具アセンブリの一実施の形態の説明図であり、（ａ）は正面説明
図、（ｂ）はＡ－Ａ矢視図、（ｃ）はＢ―Ｂ矢視図である。
【図２】図１に示される接合金具アセンブリの側面説明図である。
【図３】本発明の接合金具アセンブリの他の実施の形態の説明図であり、（ａ）は正面説
明図、（ｂ）はＡ－Ａ矢視図、（ｃ）はＢ―Ｂ矢視図である。
【図４】本発明の接合金具アセンブリの他の実施の形態の説明図であり、（ａ）は正面説
明図、（ｂ）はＡ－Ａ矢視図である。
【図５】本発明の接合金具アセンブリの他の実施の形態の説明図であり、（ａ）は正面説
明図、（ｂ）はＡ－Ａ矢視図、（ｃ）はＢ―Ｂ矢視図である。
【図６】本発明の接合金具アセンブリの他の実施の形態の説明図であり、（ａ）は正面説
明図、（ｂ）はＡ－Ａ矢視図、（ｃ）はＢ―Ｂ矢視図である。
【図７】本発明の接合金具アセンブリにおけるラグスクリュー接合部分の説明図である。
【図８】本発明の接合金具アセンブリのさらに他の実施の形態の説明図であり、（ａ）は
正面説明図、（ｂ）はＡ－Ａ矢視図である。
【図９】図８に示される接合金具アセンブリを用いて柱と梁を接合する手順を示す図であ
る。
【図１０】図８に示される接合金具アセンブリを用いて柱と梁を接合する手順を示す図で
ある。
【図１１】図８に示される接合金具アセンブリを用いて柱と梁を接合する手順を示す図で
ある。
【図１２】本発明の接合金具アセンブリのさらに他の実施の形態の説明図であり、（ａ）
は正面説明図、（ｂ）はＡ－Ａ矢視図である。
【図１３】本発明の接合金具アセンブリのさらに他の実施の形態の正面説明図である。
【図１４】本発明の接合金具アセンブリのさらに他の実施の形態の正面説明図である。
【図１５】本発明の接合金具アセンブリのさらに他の実施の形態の説明図であり、（ａ）
は正面説明図、（ｂ）はＡ－Ａ矢視図である。
【図１６】本発明の接合金具アセンブリのさらに他の実施の形態の説明図であり、（ａ）
は正面説明図、（ｂ）はＡ－Ａ矢視図である。
【図１７】本発明の接合金具アセンブリのさらに他の実施の形態の説明図であり、（ａ）
は正面説明図、（ｂ）はＡ－Ａ矢視図である。
【符号の説明】
【００６７】
　１　　　柱脚金物
　２　　　ラグスクリュー
　３　　　アンカーボルト
　４　　　上部ベースプレート
　５　　　下部ベースプレート
　６　　　リブプレート
　７　　　突起
　８　　　ボルト
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１１　　　鋼板
１３　　　ボルト
１４　　　柱脚金物
１５　　　球面座金
２１　　　柱脚金物
３１　　　柱脚金物
４１　　　接合金物
４２　　　上部金物
４３　　　下部金物
４４　　　柱側プレート
４５　　　梁側プレート
４６　　　リブプレート
４７　　　背板
４８　　　突起
５０　　　鋼板
５２　　　接合金物
５３　　　第１金物
５４　　　第２金物
５５　　　柱側プレート
５６　　　梁側プレート
５７　　　リブプレート
５８　　　鋼板
６０　　　突起
７０　　　接合金物
７１　　　第１ラグスクリュー
７２　　　第２ラグスクリュー
７３　　　上部金物
７４　　　下部金物
７５　　　第１プレート
７６　　　第２プレート
７７　　　リブプレート
７８　　　鋼板
８０　　　鋼板
８１　　　突起
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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【図１７】



(24) JP 2008-255627 A 2008.10.23

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 2E125 AA03  AA13  AA45  AB12  AC01  AG13  BB16  BC09  BD01  BE01 
　　　　 　　        CA05  CA13  CA14 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

