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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】天井裏や床下へ深く手を差し入れたり、工具を
持ち込んだりしなくても取付けることができて、壁フレ
ーム構造の内隅部を簡単に補強できると共に、壁フレー
ム構造の対角に位置するこれらの金物をターンバックル
で結合し緊締することにより、壁フレーム構造の地震対
策補強を達成する地震対策補強金物を提供する。
【解決手段】補強金具７ａ、７ｂ、７ｅとターンバック
ル８ａ、８ｂを用いる。補強金具７ａ、７ｂ、７ｅは、
全体が長方形を基本とした金物であって、長方形をした
金属板の隣り合う２辺を立ち上げて縦材３ａ、３ｂへの
取付け部及び横材４、５への取付け部とする。長辺の長
さは通常、天井裏、床下の双方に兼用できる長さとする
。壁フレーム構造１の対角に位置する補強金具７ａ、７
ｂ、７ｅ同士をターンバックル８ａ，８ｂで結合し、緊
締する。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　上下の横材と左右の縦材が接合された壁フレーム構造に用いる地震または風対策補強金
物であって、縦材と横材が接合した内隅箇所に取り付ける補強金具とこれらを筋かいに結
合するターンバックルとからなり、補強金具は２つの長辺Ａ，Ｂと２つの短辺Ｃ，Ｄを有
する全体としてほぼ長方形を基本とした鋼板製であって、長辺は天井裏寸法や床下寸法よ
り長く、かつビス孔が横材より離れた側に設けられていたり、予備孔が設けられていたり
、隣り合う長辺Ａと短辺Ｄの２辺が立ち上げられて縦材取付け部及び横材取付け部とされ
ており、短辺Ｃ近くに把持用孔が形成されていると共に、長辺Ａと短辺Ｄの頂点から壁フ
レーム構造の対角線に相当する角度で補強金具上に想定した線上に貫通孔が形成され、こ
の貫通孔をターンバックル用羽子板ボルトの羽子板を固定する孔としてあることを特徴と
した地震対策補強金物。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この考案は、既存建物において、縦材と横材とからなる壁フレーム構造を地震対策とし
て補強するための金物とその金物を用いた地震対策として補強された壁フレームの構造に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　既存木造住宅を耐震性についてみると、耐力壁が不足しているとか、柱頭・柱脚が横材
や縦材から引き抜かれてしまう等の不安がある。
　耐力壁不足に対する木造住宅の壁補強は、合板や石膏ボードなどの面材を張り付けた壁
補強（例えば特許文献１，２）や、筋かいによる壁補強（例えば、特許文献３，４）が一
般的である。住宅にこれらの補強を施すと、地震対策として効果を期待できる。
【０００３】
　壁フレーム構造に面材を張り付ける場合、面材を縦材（下部の横材）から両側の縦材及
び横材（上部の横材）に至る全体に取り付けると壁基準耐力５．２kN/m程度となるが、面
材を全体に張設するには内壁材に加えて床や天井まで解体する必要があり、短期間、小規
模工事を求められる既存住宅の地震対策施工に向かない面がある。また、面材を壁フレー
ム構造の床から天井までの間で両側の縦材に張設すると壁基準耐力は２．５kN/mとである
が、内壁を壊す程度で床や天井を壊すまでは至らない。しかし、天井裏が深い場合には作
業をしやすくするために天井を壊わさねばならないこともある。
【０００４】
　壁フレーム構造の補強は筋かいによっても可能である。３０×９０mmの筋かい材を用い
ると２．４kN/m程度の強度を得られるが、筋かい材は端部を剛性の高い接合金物（例えば
、特許文献５，６）で補強している。この施工は天井裏寸法や床下寸法が大きな場合には
作業が極めて困難である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－２６３５００号公報
【特許文献２】特開２００５－１０５７９３号公報
【特許文献３】特開平９－２０９５８１号公報
【特許文献４】登録実用新案第３０１５８２１号公報
【特許文献５】特開平８－３１９６７１号公報
【特許文献６】特開平８－１２０７７７号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
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　この考案は、天井裏や床下へ深く手を差し入れたり、見えない箇所に工具を当てなくて
も取り付け作業が可能であって壁フレーム構造の内隅部を簡単に補強できると共に、壁フ
レーム構造の対角に位置するこれらの金物をターンバックルで結合し緊締することにより
、壁フレーム構造の地震対策補強を達成できる地震対策補強金物の提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この考案の地震対策補強金物は補強金具とターンバックルを用いる。
　補強金具は、全体が長方形を基本とした金物であって、長方形をした金属板の隣り合う
２辺を同じ方向に立ち上げて縦材取付け部及び横材取付け部としてある。壁フレーム構造
の天井裏に位置する内隅に使用するものでは、金物の長辺を壁フレーム構造の天井裏深さ
の寸法とほぼ同じかこの寸法よりも長くし、床下に位置する内隅に使用するものでは、金
物の長辺を壁フレーム構造の床下深さの寸法と同じかこの寸法よりも長くしてある。長辺
の長さは通常、天井裏、床下の双方に兼用できる長さとする。
【０００８】
　補強金具は、大きな地震力に対しては塑性変形をして地震エネルギーを吸収するが、中
程度の地震力では弾性的な変形にとどまる鋼板製とし、曲げ強度を抑え、縦材や横材など
が脆性的な破壊を起こさないようにする。具体的には、取付け状態において金具に対し圧
縮方向から大きな地震力が作用して、強いせん断力を受けた場合は、しわがよるような座
屈（以下面座屈）を起こすように鋼板の面積と板厚とが調整される。
【０００９】
　この補強金具は、持ち運びや取り付けの際に扱いやすいように、横材取付け部と反対側
に把持用孔を有する。また、羽子板ボルトの羽子板部を固定するための貫通孔を有する。
貫通孔は、補強金具上に想定する壁フレーム構造の対角線相当の線上に配置する。
　ターンバックルは壁フレーム構造において対角にある少なくとも一組の補強金具同士を
結合して筋かい材の機能を発揮させる。
【考案の効果】
【００１０】
　この考案の地震対策補強金物によれば、床や天井を壊すことなく壁フレーム構造の接合
箇所を補強することができる。このため、地震対策の補強工事を安価に施工することがで
きる。
　補強金具により壁フレーム構造における縦材の引抜き耐力が増強される。補強金具によ
る内隅箇所の補強は一種の柔構造であり、補強金具に過度の剛性があることによって、地
震時に縦材と横材の接合箇所が金具によって破壊されることを防止できる。
　また、ターンバックルにより壁フレーム構造に作用する水平せん断力に抵抗でき、壁フ
レーム構造の変形を抑制できる。
　補強金具は、一端部に形成した把持用孔をつかみ、これを天井の下方から、あるいは床
の上方から、天井材あるいは床材の縁と外壁との間の狭い空間へ差し込み、縦材と横材へ
固定する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】壁フレーム構造の正面図。
【図２】補強金具と固定用ビスを示した斜視図。
【図３】取り付け状態を示す斜視図（上部）。
【図４】壁フレーム構造全体の斜視図。
【図５】本発明の壁フレームに関する荷重と変位の包絡線。
【考案を実施するための形態】
【００１２】
　図１は、壁フレーム構造１を示しており、地震対策補強金物２を取り付けて補強されて
いる。
　壁フレーム構造１は、この実施例において、2本の縦材３ａ，３ｂと横材４及び横材５
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とで構成され、縦材３ａ，３ｂと横材４及び横材５とが接合されている。
【００１３】
　各補強金具７の取り付く壁フレーム構造１において、相互に対角位置にある補強金具７
間がターンバックル８ａ－８bでそれぞれ結合されている。破線で示すＳＬは天井、同Ｆ
Ｌは床である。
【００１４】
　補強金具７は、図２に鎖線で示すように、２つの長辺Ａ，Ｂと２つの短辺Ｃ，Ｄを有す
る全体としてほぼ長方形を基本とした鋼板製であって、長辺は天井裏寸法や床下寸法など
より長く、隣り合う長辺Ａと短辺Ｄの２辺が立ち上げられ、縦材取付け部１０及び横材取
付け部１１とされており、他の長辺Ｂと他の短辺Ｃの角部は滑らかな曲線１２で形成され
ている。そして、短辺Ｃ近くに把持用孔１３と貫通孔１４が形成されている。
　縦材取付け部１０及び横材取付け部１１には、多数のビス孔１５が形成され、また、横
材取付け部１１には複数の補強リブ１６が形成されている。図２において、符号１７は固
定用のビスである。
【００１５】
　補強金具７には左右勝手があるので、壁フレーム構造１の対角位置に固定されるもの同
士は同じ補強金具７の向きを変えれば利用できるが、これらと対角線が交差する対角位置
のものは図２において線対称の構造とする必要がある。あるいは、表裏を違えて利用する
ことになる。
　実施例としての補強金具７は、鋼板の厚さ＝２．３ｍｍ、長辺Ａ＝４４５ｍｍ、短辺Ｄ
＝２００ｍｍ、縦材取付け部１０及び横材取付け部１１の幅＝２０ｍｍ、滑らかな曲線１
２の半径＝１５０ｍｍであり、貫通孔１４の中心から滑らかな曲線１２への距離＝２８ｍ
ｍである。
　ターンバックル８は、羽子板ボルト（右ネジ）１８ａと羽子板ボルト（左ネジ）１８ｂ
及びこれらを連結するためのバックル胴１９とからなり（図１）、羽子板部２０を補強金
具７の貫通孔１４にボルト・ナット２１で結合（図３）して使用する。
【００１６】
　地震対策補強金物２を用いた既存住宅の補強工事は室内側から行われる。まず、補強を
必要とする壁フレーム構造１が存在する箇所の内壁を取り外す。天井ＳＬ、床ＦＬはその
ままでも可とする。
　ついで、壁フレーム構造１の各内隅部にそれぞれ補強金具７を取付ける。取り付けは、
補強金具７の把持用孔１３を利用して片手で支持し、例えば、天井面よりも低い位置から
天井の縁と外壁材との間にできたスペースに補強金具７の端部を差し込み、縦材取付け部
１０を縦材３の側面に沿わせるとともに、横材取付け部１１を横材４の下面に押し当てる
。この状態を維持しながら、もう一方の手に持った工具で固定用ビス１７をビス孔１５か
ら打込み、縦材取付け部１０を縦材３に、横材取付け部１１を横材４の下面に固定する。
横材取付け部１１をビス止めする際は、ビス止め工具のドライバーに補助具を用いて長寸
としたビットを利用する。
【００１７】
　補強金具７を床下に位置する壁フレーム構造１の内隅部に取り付けるには、天井の場合
と同様に、補強金具７は把持用孔５を利用して握り、床面より上方から床の縁と外壁材と
の間にできたスペースを利用して差し込み、縦材取付け部１０を縦材３の側面に沿わせて
押し下げ、横材取付け部１１を横材４の上面に押し当てる。その状態を片手で維持しなが
ら一方の手に持った工具でビス止めする。
【００１８】
　ついで、固定された補強金具７の対角位置にあるもの同士をターンバックル８で結合す
る。対角位置にあるそれぞれの補強金具７に羽子板ボルト１８ａと１８ｂの羽子板部２０
をボルト・ナット２１で固定し、これらの他端同士をバックル胴１９で連結する。このと
き、図４のように、羽子板ボルト８の羽子板部２０を取付ける貫通孔１４は天井ＳＬより
も下方にあり、また床ＦＬよりも上部にあるから、室内側からの連結作業を楽に行える。
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　実施例の地震対策補強金物２を取り付けた２Ｐ（縦材芯間隔１０００ｍｍを２連とした
）の壁フレーム構造１と構造用合板を張設した２Ｐの壁フレーム構造を対比したところ、
壁強さ倍率・壁基準耐力（kN/m）について、地震対策補強金物２を取り付けた壁フレーム
構造１では６．８であるのに対して、構造用合板を張設した壁フレーム構造では２．５程
度であり、壁基準剛性（kN/rad./m）は、同様に１０８０であるのに対して３６０であっ
た。
【００２０】
　以上、実施例は既存住宅の改修補強を中心に説明したが、地震対策補強金物２は新築の
場合にも適用できる。
　補強金具７の各寸法やビス孔１５の数と配置は本願の目的の範囲で種々に変更調整する
ことができる。
　補強金具７をビスの配置を疎にしたり、予備孔を設けるなど取り付け状態において、補
強金具に対して引っ張り方向から強いせん断力が作用したとき、金物を横材へ固定してい
る部分（横材取付け部）の縦材と反対側が浮上がるようにすると補強金具７の柔構造に加
え、接合箇所で縦材が折損する事故を防止する上で好ましい。
【符号の説明】
【００２１】
　１　壁フレーム構造
　２　地震対策補強金物
　３（３ａ，３ｂ）　縦材
　４　横材
　５　把持用孔
　７（７ａ－７ｈ）　補強金具
　８（８ａ－８ｄ）　ターンバックル
　１０　縦材取付け部
　１１　横材取付け部
　１２　滑らかな曲線
　１３　把持用孔
　１４　貫通孔
　１５　ビス孔
　１６　補強リブ
　１７　固定用ビス
　１８　羽子板ボルト
　１８ａ　羽子板ボルト（右ネジ）
　１８ｂ　羽子板ボルト（左ネジ）
　１９　バックル胴
　２０　羽子板部
　２１　ボルト・ナット
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【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成23年2月3日(2011.2.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　上下の横材と左右の縦材が接合された壁フレーム構造に用いる地震または風対策補強金
物であって、縦材と横材が接合した内隅箇所に取り付ける補強金具とこれらを筋かいに結
合するターンバックルとからなり、補強金具は２つの長辺Ａ，Ｂと２つの短辺Ｃ，Ｄを有
する全体としてほぼ長方形を基本とした鋼板製であって、長辺は天井裏寸法や床下寸法よ
り長く、隣り合う長辺Ａと短辺Ｄの２辺が立ち上げられて縦材取付け部及び横材取付け部
とされており、長辺Ａの立上がり部にビス孔が設けられており、短辺Ｃ近くに把持用孔が
形成されていると共に、長辺Ａと短辺Ｄの頂点から壁フレーム構造の対角線に相当する角
度で補強金具上に想定した線上に貫通孔が形成され、この貫通孔をターンバックル用羽子
板ボルトの羽子板を固定する孔としてあることを特徴とした地震対策補強金物。
【請求項２】
　上下の横材と左右の縦材が接合された壁フレーム構造に用いる地震または風対策補強金
物であって、縦材と横材が接合した内隅箇所に取り付ける補強金具とこれらを筋かいに結
合するターンバックルとからなり、補強金具は２つの長辺Ａ，Ｂと２つの短辺Ｃ，Ｄを有
する全体としてほぼ長方形を基本とした鋼板製であって、長辺は天井裏寸法や床下寸法よ
り長く、隣り合う長辺Ａと短辺Ｄの２辺が立ち上げられて縦材取付け部及び横材取付け部
とされ、長辺Ａの立上がり部に横材より離れた側となる箇所にビス孔が設けられており、
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短辺Ｃ近くに把持用孔が形成されていると共に、長辺Ａと短辺Ｄの頂点から壁フレーム構
造の対角線に相当する角度で補強金具上に想定した線上に貫通孔が形成され、この貫通孔
をターンバックル用羽子板ボルトの羽子板を固定する孔としてあることを特徴とした地震
対策補強金物。
【請求項３】
　上下の横材と左右の縦材が接合された壁フレーム構造に用いる地震または風対策補強金
物であって、縦材と横材が接合した内隅箇所に取り付ける補強金具とこれらを筋かいに結
合するターンバックルとからなり、補強金具は２つの長辺Ａ，Ｂと２つの短辺Ｃ，Ｄを有
する全体としてほぼ長方形を基本とした鋼板製であって、長辺は天井裏寸法や床下寸法よ
り長く、隣り合う長辺Ａと短辺Ｄの２辺が立ち上げられて縦材取付け部及び横材取付け部
とされ、長辺Ａの立上がり部にビス孔が設けられると共に予備孔が設けられており、かつ
、短辺Ｃ近くに把持用孔が形成されていると共に、長辺Ａと短辺Ｄの頂点から壁フレーム
構造の対角線に相当する角度で補強金具上に想定した線上に貫通孔が形成され、この貫通
孔をターンバックル用羽子板ボルトの羽子板を固定する孔としてあることを特徴とした地
震対策補強金物。
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