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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、この基板の上面に垂直に設けられたガセットプレートとを備え、
　前記基板における、前記ガセットプレートからこのガセットプレートの表面に沿う方向
に離れた位置に、前記基板を建物の躯体に対して回転自在に支持する一つの回転支持用ボ
ルト孔が設けられ、前記基板に、この基板を前記躯体に固定するための固着具が挿通され
る複数の挿通孔が、前記ガセットプレートと前記回転支持用ボルト孔との並びの両側に位
置して２列に設けられ、前記ガセットプレートにブレースと接合するボルトを挿通するブ
レース接合用ボルト孔が設けられたブレース接合金物。
【請求項２】
　基板と、この基板の上面に垂直に設けられたガセットプレートとを有し、前記基板にお
ける、前記ガセットプレートからこのガセットプレートの表面に沿う方向に離れた位置に
、前記基板を建物の躯体に対して回転自在に支持する一つの回転支持用ボルト孔が設けら
れ、かつ前記基板に、この基板を前記躯体に固定する固着具の挿通孔が設けられ、前記ガ
セットプレートにブレースと接合するボルトを挿通するブレース接合用ボルト孔が設けら
れたブレース接合金物を備え、
　前記ブレース接合金物が、前記基板で建物躯体の軸部材の表面に配置され、かつ前記回
転支持用ボルト孔および前記軸部材に設けられたボルト孔に渡って挿通されたボルトによ
り回転可能に接合され、前記ブレースが、前記ガセットプレートの前記ブレース接合用ボ
ルト孔にボルトで接合され、それにより、前記ブレースが、前記軸部材の前記ブレース接
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合金物が配置された表面に対して垂直に離れる方向と、前記表面に平行な方向との２方向
に対して傾斜可能とされ、
　前記ブレース接合金物の前記基板は、前記軸部材の表面に沿い前記回転支持用ボルト孔
の回りで前記ブレースが傾斜している方向に近づくように前記軸部材の長手方向に対して
回転した状態で、前記挿通孔に挿通された固着具で前記軸部材に取付けられている躯体構
造。
【請求項３】
　請求項２に記載の躯体構造であって、第１の軸部材と、この第１の軸部材に対して水平
方向および上下方向の両方向に離れて位置する第２の軸部材との、互いに表面の延長面が
向かい合う表面に、それぞれ前記ブレース接合金物が配置され、これら２つのブレース接
合金物は、いずれも、このブレース接合金物が配置された軸部材における前記表面に前記
基板で配置され、かつ前記回転支持用ボルト孔および前記軸部材に設けられたボルト孔に
渡って挿通されたボルトにより回転可能に接合され、前記両ブレース接合金物の前記ガセ
ットプレートにおける前記ブレース接合用ボルト孔に、前記ブレースの両端がボルトで接
合された躯体構造。
【請求項４】
　請求項２に記載の躯体構造を施工する方法であって、前記ブレース接合金物を前記回転
支持用ボルト孔および前記軸部材に設けられたボルト孔に渡って挿通されたボルトにより
回転可能に接合した状態で、前記ブレース接合金物に対して前記ブレースを長手方向の引
き寄せることで、前記ブレース接合金物の前記基板を前記軸部材の表面に沿い前記回転支
持用ボルト孔に挿通されたボルトの回りで、前記ブレースが傾斜している方向に近づくよ
うに、前記軸部材の長手方向に対して回転させ、この回転させた状態で、前記挿通孔に挿
通された固着具で前記軸部材に固定する躯体構造の施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、木造勾配屋根等の勾配がある構面に用いられて鋼製ブレース等を接合する
ブレース接合金物、およびこれを用いた躯体構造並びに施工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　木造軸組工法において、屋根に水平構面をとる場合、一般的には、野地板に垂木を釘打
ちした構成が採られる。それ以外で水平構面を採る構成として、ターンバクル付きのブレ
ースを使用する構成がある。ターンバクルによるブレース構造は、通常、水平な構面を採
る場合に使われ、勾配がある場合は、何らかの支障があるのが実情である。
【０００３】
　勾配がある構面にターンバクル付きのブレースを適用する技術としては、特許文献１～
３等が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実開平０２－１０７６２０号公報
【特許文献２】特開２０００-１２０２６４号公報
【特許文献３】特許第３５６４４１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の一般的な木造軸組用の水平ブレースは、水平に位置する梁間をつなぐためのもの
であり、勾配屋根に水平構面をとることができない。
　特許文献１～３には、勾配がある構面でターンバクル付きのブレースを適用する技術が
記載されているが、いずれも、定まった勾配にしか対応することができない。また、ター
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ンバクルから掛かる力のバランスが悪い。
【０００６】
　蝶番式のブレース接合金物を用いれば、勾配が種々異なる勾配屋根に、一応は対応可能
と考えられる。しかし、勾配屋根のブレースは、水平および垂直方向の２方向の傾斜を持
つため、蝶番式ではブレース接合金物の構造が複雑となり、強度確保も難しい。
【０００７】
　この発明の目的は、勾配がある構面に使用されて、一つの金物で色々な勾配に対応でき
、構成が簡素で安価に製造でき、力のバランスも得易いブレース接合金物、およびこれを
用いた躯体構造並びに施工方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明のブレース接合金物は、基板と、この基板の上面に垂直に設けられたガセット
プレートとを備え、前記基板における、前記ガセットプレートからこのガセットプレート
の表面に沿う方向に離れた位置に、前記基板を建物の躯体に対して回転自在に支持する一
つの回転支持用ボルト孔が設けられ、前記ガセットプレートにブレースと接合するボルト
を挿通するブレース接合用ボルト孔が設けられている。
【０００９】
　この構成によると、前記基板が回転支持用ボルト孔で躯体の軸部材に接合されるため、
軸部材に対して基板が回転することで一方向に任意の角度に変わることができ、また基板
に垂直なガセットプレートに対してブレースの端部が１本のボルトで接合されることで、
前記一方向とは垂直な方向に任意の角度に変わることができる。このように垂直な２方向
に対してそれぞれ角度を任意に変えることができるため、勾配がある構面に使用されて、
一つの金物で色々な勾配に対応できる。
　また、基板にガセットプレートを垂直に接合し、基板およびガセットプレートにボルト
孔を設けた構成であるため、構成が簡素で安価に製造できる。基板の回転支持用ボルト孔
は、ガセットプレートの表面に沿う方向に離れた位置であるため、ブレースの軸心とブレ
ース接合金物を躯体に取付ける箇所とを略同軸心とすることも可能であり、ブレースから
作用する力のバランスも得易い。
【００１０】
　前記構成のブレース接合金物において、前記基板に、この基板を前記躯体に固定するた
めの固着具が挿通される複数の挿通孔が、前記ガセットプレートと前記回転支持用ボルト
孔との並びの両側に位置して２列に設けられていても良い。
　このブレース接合金物は、施工時に、基板の躯体への取付箇所、およびブレース接合金
物とブレースとの接合箇所において、回転が可能な程度の締め付け状態としておけば、ブ
レースのターンバクルを締めつけることで、ブレースが最短の長さとなるように、ブレー
ス接合金物が回転し、かつブレースのガセットプレートへの取付箇所も回転する。これに
より、各回転可能箇所が最適の回転角度となるが、その最適な角度となった後は、固定さ
れることが好ましい。この固定を、前記基板に設けられた固着具の挿通孔でボルトや木ね
じ等の固着具で行うことができる。
【００１１】
　この発明の躯体構造は、この発明のブレース接合金物を備える。前記ブレース接合金物
が、前記基板で建物躯体の軸部材の表面に配置され、かつ前記回転支持用ボルト孔および
前記軸部材に設けられたボルト孔に渡って挿通されたボルトにより回転可能に接合され、
前記ブレースが、前記ガセットプレートの前記ブレース接合用ボルト孔にボルトで接合さ
れ、それにより、前記ブレースが、前記軸部材の前記ブレース接合金物が配置された表面
に対して垂直に離れる方向と、前記表面に平行な方向との２方向に対して傾斜可能とされ
る。前記ブレース接合金物の前記基板は、前記軸部材の表面に沿い前記回転支持用ボルト
孔の回りで前記ブレースが傾斜している方向に近づくように前記軸部材の長手方向に対し
て回転した状態で、前記挿通孔に挿通された固着具で前記軸部材に取付けられている。
　そのため、上記のように２方向に対して傾斜するブレースを、バランス良く接合するこ
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とができる。
【００１２】
　この発明の躯体構造において、第１の軸部材と、この第１の軸部材に対して水平方向お
よび上下方向の両方向に離れて位置する第２の軸部材との、互いに表面の延長面が向かい
合う表面に、それぞれ前記ブレース接合金物が配置され、これら２つのブレース接合金物
は、いずれも、このブレース接合金物が配置された軸部材における前記表面に前記基板で
配置され、かつ前記回転支持用ボルト孔および前記軸部材に設けられたボルト孔に渡って
挿通されたボルトにより回転可能に接合され、前記両ブレース接合金物の前記ガセットプ
レートにおける前記ブレース接合用ボルト孔に、前記ブレースの両端がボルトで接合され
た構成としても良い。
　この躯体構造は、具体的には、例えば、勾配屋根の棟側の母屋と、軒側の桁等の間にブ
レースを設置した構成となる。
　このように、従来では対応が難しかった勾配がある構面で、一つの金物で色々な勾配に
対応でき、またブレース接合金物の構成が簡素で安価に製造でき、力のバランスも得易い
という利点が得られる。
　この発明の躯体構造の施工方法は、この発明の躯体構造を施工する方法であって、前記
ブレース接合金物を前記回転支持用ボルト孔および前記軸部材に設けられたボルト孔に渡
って挿通されたボルトにより回転可能に接合した状態で、前記ブレース接合金物に対して
前記ブレースを長手方向の引き寄せることで、前記ブレース接合金物の前記基板を前記軸
部材の表面に沿い前記回転支持用ボルト孔に挿通されたボルトの回りで、前記ブレースが
傾斜している方向に近づくように、前記軸部材の長手方向に対して回転させ、この回転さ
せた状態で、前記挿通孔に挿通された固着具で前記軸部材に固定する。
【発明の効果】
【００１３】
　この発明のブレース接合金物は、基板と、この基板の上面に垂直に設けられたガセット
プレートとを備え、前記基板における、前記ガセットプレートからこのガセットプレート
の表面に沿う方向に離れた位置に、前記基板を建物の躯体に対して回転自在に支持する一
つの回転支持用ボルト孔が設けられ、前記基板に、この基板を前記躯体に固定するための
固着具が挿通される複数の挿通孔が、前記ガセットプレートと前記回転支持用ボルト孔と
の並びの両側に位置して２列に設けられ、前記ガセットプレートにブレースと接合するボ
ルトを挿通するブレース接合用ボルト孔が設けられているため、勾配がある構面に使用さ
れて、一つの金物で色々な勾配に対応でき、構成が簡素で安価に製造でき、力のバランス
も得易いと言う利点がある。
【００１４】
　この発明の躯体構造は、この発明のブレース接合金物を備え、前記ブレース接合金物が
、前記基板で建物躯体の軸部材の表面に配置され、かつ前記回転支持用ボルト孔および前
記軸部材に設けられたボルト孔に渡って挿通されたボルトにより回転可能に接合され、前
記ブレースが、前記ガセットプレートの前記ブレース接合用ボルト孔にボルトで接合され
、それにより、前記ブレースが、前記軸部材の前記ブレース接合金物が配置された表面に
対して垂直に離れる方向と、前記表面に平行な方向との２方向に対して傾斜可能とされ、
前記ブレース接合金物の前記基板は、前記軸部材の表面に沿い前記回転支持用ボルト孔の
回りで前記ブレースが傾斜している方向に近づくように前記軸部材の長手方向に対して回
転した状態で、前記挿通孔に挿通された固着具で前記軸部材に取付けられているため、従
来では対応が困難であった勾配を持つ構面において、簡素でかつ種々な勾配に対応できる
ブレース接合金物でブレースを採用することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】この発明の一実施形態に掛かるブレース接合金物のブレースと接続した状態の正
面図である。
【図２】同ブレース接合金物の側面図である。
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【図３】（Ａ）は同ブレース接合金物の平面図、（Ｂ）は同正面図、（Ｃ）は同側面図で
ある。
【図４】同ブレース接合金物およびブレースを用いた勾配屋根の小屋組を示す斜視図であ
る。
【図５】（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）は、それぞれ同ブレース接合金物およびブレースを用い
た勾配屋根の小屋組を示す平面図、側面図、および正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　この発明の一実施形態を図１～図５と共に説明する。このブレース接合金物１は、基板
２と、この基板２の上面に垂直に設けられたガセットプレート３とを備えるＴ字形プレー
トである。基板２およびガセットプレート３は、いずれも鋼板からなる。基板２は平面形
状が矩形であり、その長手方向に偏った位置に、ガセットプレート３が、基板２の長手方
向に沿い、かつ短辺方向の中央に位置して設けられている。ガセットプレート３は、この
例では上端が円弧状で下方向に幅広になった形状とされている。
【００１７】
　基板２には、回転支持用ボルト孔４（図３（Ａ）参照）が設けられている。回転支持用
ボルト孔４は、基板２を建物の躯体を構成する軸部材である桁７に対して回転自在に支持
する回転支持用ボルト１０が挿通される孔であり、ガセットプレート３からこのガセット
プレート３の表面に沿う方向に離れた位置に設けられている。詳しくは、ガセットプレー
ト３の板厚中心を成す平面内に、前記躯体取付孔４の中心が位置する。前記回転支持用ボ
ルト１０は、前記桁７に設けられたボルト孔９と前記基板２の回転支持用ボルト孔４とに
渡って挿通され、ワッシャ１２およびナット１１を用いて締め付けられる。また、基板２
には、この基板２を躯体である桁７に固定する木ねじ等の固着具（図示せず）の挿通孔５
が複数設けられている。この挿通孔５は、基板２の両側の長辺に沿って複数並べられてい
る。
　ガセットプレート３には、ブレース８と接合するボルト１５を挿通するブレース接合用
ボルト孔６が突出端付近に設けられている。
【００１８】
　ブレース８は、鋼棒等の軸材１３の両端に板状の接合金物１４が設けられた鋼製ブレー
スであり、前記接合金物１４が前記ガセットプレート３に重ねられ、接合金物１４に設け
られたボルト孔（図示せず）とガセットプレート３の前記ブレース接合用ボルト孔６とに
渡って、ボルト１５により、ナットおよびワッシャと共に接合される。ブレース８は、長
さ方向の途中部分に、ターンバクル１５（図４参照）が用いられて長さ調整が可能とされ
ている。
【００１９】
　図４および図５は、このブレース接合金物１を用いた木造軸組工法の住宅における躯体
構造を示す。この例では、それぞれ軸部材である桁７と、この桁７と同じ高さ位置で屋内
側に位置する梁２１と、この梁２１の上方に位置する母屋７Ａと、桁７と母屋７Ａとの間
に接合された登り梁２２とで構成されている。
【００２０】
　同図の例では、桁７と母屋７Ａの互いに反対側の端部に位置して、図１～図３と共に説
明したブレース接合金物１，１が設置され、これらブレース接合金物１，１の間に、ブレ
ース８が設けられている。
【００２１】
　請求項の記載に対応させて説明すると、第１の軸部材である桁７に対して水平方向およ
び上下方向の両方向に離れて位置する第２の軸部材である母屋７Ａとの、互いに表面の延
長面が向かい合う表面に、それぞれ前記ブレース接合金物１，１が配置されている。これ
ら２つのブレース接合金物１，１は、いずれも、このブレース接合金物１が配置された軸
部材である桁７および母屋７Ａにおける前記表面に前記基板２で配置されている。また、
基板２の回転支持用ボルト孔４および軸部材である桁７，母屋７Ａに設けられたボルト孔
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９（母屋７Ａ側のボルト孔は図示せず）に渡って挿通されたボルト１０により回転可能に
接合され、両ブレース接合金物１，１の前記ガセットプレート３における前記ブレース接
合用ボルト孔６に、前記ブレース８の両端がボルト１５で接合されている。
【００２２】
　桁７側のブレース接合金物１について言えば、建物躯体の軸部材である桁７に、前記ブ
レース接合金物１が、前記基板２で桁７の表面に配置され、かつ回転支持用ボルト孔４お
よび前記梁７材に設けられたボルト孔９に渡って挿通されたボルト１０により回転可能に
接合されている。ブレース８は、前記軸部材である桁７の前記ブレース接合金物１が配置
された表面に対して垂直に離れる方向と、前記表面に平行な方向との２方向に対して傾斜
しており、ガセットプレート３のブレース接合用ボルト孔６にボルト１５で接合されてい
る。
【００２３】
　上記構成の設置手順および作用につき説明する。木造軸組の高さの異なる桁７と母屋７
Ａの間において、前記Ｔ字形のブレース接合金物１を用意する。施工時には、既に組み立
てられた建物の軸組の中に、ブレース接合金物１の回転支持用ボルト孔４にボルト１０ま
たはビス等を１本取付ける。ブレース接合金物１はガセットプレート３を有しており、タ
ーンバクル１５を有するブレース８を取付け、ターンバクル１５を締めつけて引き寄せる
ことで、適切な方向にブレース接合金物１が回転する。ブレース接合金物１の接合部の引
抜・せん断強度等が不足している場合は、ターンバクル１５を締め付けきらずに、位置が
決まった段階で、挿通孔５に挿通したビス等の着具で固定する。その後、ターンバクル１
５を本締めすることで、ブレース８に水平ブレースとしての機能が果たせるようになる。
【００２４】
　このブレース接合金物１の効果を以下に纏めて示す。
・１つのブレース接合金物１で色々な勾配対応できる。
・ブレース８の引張力が接合部のガセットプレート３を通じて芯に入るため、構造的に無
駄が生じない。
・従来の蝶番などで角度をつける構成は、可能ではあるが、力のバランスが悪くなる。こ
の実施形態は、このような従来の欠点が解消され、力のバランスが良くなる。
・また、ブレース接合金物１は、構成が簡素であり、非常に安価な構成で接合が可能にな
る。
【００２５】
　以上、実施例に基づいて本発明を実施するための形態を説明したが、ここで開示した実
施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではない。本発明の範囲は上記した説
明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内
でのすべての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【００２６】
１…ブレース接合金物
２…基板
３…ガセットプレート
４…回転支持用ボルト孔
５…挿通孔
６…ブレース接合用ボルト孔
７…桁（軸部材）
７Ａ…母屋（軸部材）
８…ブレース
１０…回転支持用ボルト
１３…軸材
１４…接合金物
１５…ボルト
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２１…梁（軸部材）

【図１】

【図２】
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