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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
既存梁の中央近傍側面に束材を垂設して該束材の下端を前記既存梁の各端部近傍に引張材
を介して連結し、該引張材に引張力を導入し、前記既存梁の下面に頂部が接合された柱を
撤去し、前記既存梁の下方に添梁を設置することを特徴とする木造建築物における梁の補
強方法。
【請求項２】
前記束材を湾曲状又は折曲げ状に形成するとともにその凸側が前記既存梁の側となるよう
に該束材を前記既存梁に垂設する請求項１記載の木造建築物における梁の補強方法。
【請求項３】
溶接用開口が中央に形成され該溶接用開口を取り囲むように複数の挿通孔が環状に穿孔形
成された円形台座と該溶接用開口の開口縁部に周縁が当接するように前記円形台座に突設
された雌ネジ部とから構成され前記雌ネジ部の背面と前記開口縁部とを溶接してなるボル
ト取付け具を介して前記引張材を前記既存梁の各端部近傍に連結する請求項１又は請求項
２記載の木造建築物における梁の補強方法。
【請求項４】
既存梁の各端部近傍に束材をそれぞれ立設して該束材を前記既存梁の中央近傍に引張材を
介してそれぞれ連結し、該引張材に引張力を導入し、前記既存梁の下面に頂部が接合され
た柱を撤去し、前記既存梁の下方に添梁を設置することを特徴とする木造建築物における
梁の補強方法。
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【請求項５】
前記既存梁の各端部近傍に立設された上階の柱を前記束材とする請求項４記載の木造建築
物における梁の補強方法。
【請求項６】
溶接用開口が中央に形成され該溶接用開口を取り囲むように複数の挿通孔が環状に穿孔形
成された円形台座と該溶接用開口の開口縁部に周縁が当接するように前記円形台座に突設
された雌ネジ部とから構成され前記雌ネジ部の背面と前記開口縁部とを溶接してなるボル
ト取付け具を介して前記引張材を前記束材の上端及び前記既存梁の中央近傍にそれぞれ連
結する請求項４又は請求項５記載の木造建築物における梁の補強方法。
【請求項７】
前記添梁を設置した後、所定の補剛板を、その上部が前記既存梁の側面に当接されその下
部が前記添梁の側面に当接されるように前記既存梁及び前記添梁の各側面にそれぞれ接着
し、該接着に用いた接着剤が硬化した後、前記引張材に導入されている引張力を解除して
該引張材を取り外す請求項１乃至請求項６のいずれか一記載の木造建築物における梁の補
強方法。
【請求項８】
前記添梁を設置した後、該添梁の下方に支保工を設置して該支保工の頂部を前記添梁の下
面に当接させ、前記引張材に導入されている引張力を解除して該引張材を取り外し、所定
の補剛板を、その上部が前記既存梁の側面に当接されその下部が前記添梁の側面に当接さ
れるように前記既存梁及び前記添梁の各側面にそれぞれ接着する請求項１乃至請求項６の
いずれか一記載の木造建築物における梁の補強方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主として住宅の梁を補強する際に用いられる木造建築物における梁の補強方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　住宅においては、家族構成の変動や生活指向の変化等に伴い、新築当時の間取りを変更
して下階に広い空間を確保したいというニーズが生じる。
【０００３】
　かかるニーズに応えるためには、居室の中央付近や隣接居室の境界に立設されている柱
を撤去するリフォーム工事を行うことになるが、柱を撤去すると、該柱の頂部が接合され
ていた既存梁が下方に撓む不具合を生じるとともに、場合によっては柱梁架構の水平剛性
が低下し、ひいては建物全体の耐震性も低下する。
【０００４】
　そのため、柱を撤去する場合には、該柱の頂部が接合されていた既存梁の下方に添梁を
配置したり（特許文献１）、既存梁の下面に添梁を接着するとともに既存梁が架け渡され
ている一対の柱に添柱をそれぞれ接着して添柱と添梁との接合部に補強板を接着する（特
許文献２，３）。
【０００５】
　かかる補強方法によれば、添梁によって既存梁の曲げ剛性が高くなるとともに、添梁、
添柱及び補強板の協働作用によって柱梁架構の水平剛性も向上し、かくして既存梁の撓み
が防止されるとともに、建物の耐震性も大幅に向上する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開2005-232678号公報
【特許文献３】特開2008-190169号公報
【特許文献５】特開2007-270546号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ここで、上述した補強方法を実施するにあたっては、柱を撤去する前に予め支保工を設
置し、該支保工で柱に作用する鉛直荷重をいったん仮受けする必要があるが、既存梁の直
下に支保工を設置すると、該支保工が邪魔になって既存梁の下方に添梁を設置することが
できないという問題を生じていた。
【０００８】
　一方、かかる問題を回避するため、柱を撤去する前に所定の治具で既存梁を仮受けし、
該治具で柱に作用する鉛直荷重を受け替えた後、該柱を撤去する方法が提案されてはいる
が（特許文献４）、リフォーム工事を効率よく進めるという点では必ずしも十分ではなか
った。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上述した事情を考慮してなされたもので、リフォーム工事において既存梁の
補強を効率よく進めることが可能な木造建築物における梁の補強方法を提供することを目
的とする。
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明に係る木造建築物における梁の補強方法は請求項１に
記載したように、既存梁の中央近傍側面に束材を垂設して該束材の下端を前記既存梁の各
端部近傍に引張材を介して連結し、該引張材に引張力を導入し、前記既存梁の下面に頂部
が接合された柱を撤去し、前記既存梁の下方に添梁を設置するものである。
【００１１】
　また、本発明に係る木造建築物における梁の補強方法は、前記束材を湾曲状又は折曲げ
状に形成するとともにその凸側が前記既存梁の側となるように該束材を前記既存梁に垂設
するものである。
【００１２】
　また、本発明に係る木造建築物における梁の補強方法は、溶接用開口が中央に形成され
該溶接用開口を取り囲むように複数の挿通孔が環状に穿孔形成された円形台座と該溶接用
開口の開口縁部に周縁が当接するように前記円形台座に突設された雌ネジ部とから構成さ
れ前記雌ネジ部の背面と前記開口縁部とを溶接してなるボルト取付け具を介して前記引張
材を前記既存梁の各端部近傍に連結するものである。
【００１３】
　また、本発明に係る木造建築物における梁の補強方法は、既存梁の各端部近傍に束材を
それぞれ立設して該束材を前記既存梁の中央近傍に引張材を介してそれぞれ連結し、該引
張材に引張力を導入し、前記既存梁の下面に頂部が接合された柱を撤去し、前記既存梁の
下方に添梁を設置するものである。
【００１４】
　また、本発明に係る木造建築物における梁の補強方法は、前記既存梁の各端部近傍に立
設された上階の柱を前記束材とするものである。
【００１５】
　また、本発明に係る木造建築物における梁の補強方法は、溶接用開口が中央に形成され
該溶接用開口を取り囲むように複数の挿通孔が環状に穿孔形成された円形台座と該溶接用
開口の開口縁部に周縁が当接するように前記円形台座に突設された雌ネジ部とから構成さ
れ前記雌ネジ部の背面と前記開口縁部とを溶接してなるボルト取付け具を介して前記引張
材を前記束材の上端及び前記既存梁の中央近傍にそれぞれ連結するものである。
【００１６】
　また、本発明に係る木造建築物における梁の補強方法は、前記添梁を設置した後、所定
の補剛板を、その上部が前記既存梁の側面に当接されその下部が前記添梁の側面に当接さ
れるように前記既存梁及び前記添梁の各側面にそれぞれ接着し、該接着に用いた接着剤が
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硬化した後、前記引張材に導入されている引張力を解除して該引張材を取り外すものであ
る。
【００１７】
　また、本発明に係る木造建築物における梁の補強方法は、前記添梁を設置した後、該添
梁の下方に支保工を設置して該支保工の頂部を前記添梁の下面に当接させ、前記引張材に
導入されている引張力を解除して該引張材を取り外し、所定の補剛板を、その上部が前記
既存梁の側面に当接されその下部が前記添梁の側面に当接されるように前記既存梁及び前
記添梁の各側面にそれぞれ接着するものである。
【００１８】
　本発明に係る木造建築物における梁の補強方法においては、まず、リフォーム工事を行
う対象階における既存梁の中央近傍側面に束材を垂設し、該束材の下端を既存梁の各端部
近傍に引張材を介して連結するか、又は、既存梁の各端部近傍に束材をそれぞれ立設し、
該束材を既存梁の中央近傍に引張材を介してそれぞれ連結する。
【００１９】
　次に、引張材に引張力を導入する。
【００２０】
　このようにすると、引張材に導入された引張力の鉛直上向き分力、いわば押上げ力が束
材を介してあるいは直接的に既存梁に作用し、かかる押上げ力が上載荷重を支持すること
となり、既存梁の下面に頂部が接合された柱には鉛直荷重が作用しなくなる。これは、既
存梁、引張材及び束材からなる支持構造が形成されるためであり、引張材が下弦材となる
前者の場合は特に張弦梁と呼ばれる。
【００２１】
　次に、上述した柱を撤去し、しかる後、既存梁の下方に添梁を設置する。
【００２２】
　このように、リフォーム工事を行う対象階の既存梁に引張材及び束材を加えることによ
って木造建築物内に支持構造をあらたに構築し、かかる支持構造に上階からの鉛直荷重を
支持させるようにしたので、既存梁の下方に支保工を設けずとも、既存梁の下方に立設さ
れた柱を撤去することが可能となる。
【００２３】
　支持構造は上述したように２通りあり、上階床を撤去しない場合には、既存梁の中央近
傍側面に束材を垂設し、該束材の下端を既存梁の各端部近傍に引張材を介して連結する（
以下、張弦梁タイプ）。
【００２４】
　一方、上階床を撤去する場合には、上述した手順に代えて、既存梁の各端部近傍に束材
をそれぞれ立設し、該束材の例えば上端を既存梁の中央近傍に引張材を介してそれぞれ連
結するようにしてもよい（以下、吊りタイプ）。
【００２５】
　ここで、張弦梁タイプにおいては、既存梁の中央近傍側面に束材を垂設するが、かかる
束材によって柱の撤去作業や添梁の設置作業が妨げられる場合には、束材を湾曲状又は折
曲げ状に形成するとともに、その凸側が既存梁の側となるように該束材を既存梁に垂設す
ればよい。
【００２６】
　このようにすれば、既存梁の下方空間が拡がるので、柱の撤去作業や添梁の設置作業を
行う際、柱や添梁が束材と干渉したり、束材が邪魔になって作業ができないという懸念が
なくなる。
【００２７】
　引張材は、添梁を設置した後であれば、任意のタイミングで撤去することが可能である
。
【００２８】
　すなわち、添梁の設置に引き続いて既存梁及び添梁に補剛板を接着する場合においては
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、補剛板の上部が既存梁の側面に当接され下部が添梁の側面に当接されるように、該補剛
板を既存梁及び添梁の各側面にそれぞれ接着し、該接着に用いた接着剤の硬化後、引張材
に導入されている引張力を解除して該引張材を取り外すことができる。
【００２９】
　かかる場合においては、上載荷重の支持が必要な間は引張材が継続的に設置され、上載
荷重の支持が不要になった時点で引張材が撤去されるため、リフォーム工事の間、上載荷
重を一貫して支持構造で支持することとなり、かくして上載荷重の処理に必要な部材や機
材あるいは工事の手間を最小限に抑えることができる。
【００３０】
　一方、添梁を設置した後、添梁の下方に支保工を設置し、該支保工で上載荷重を受け替
えた後、引張材に導入されている引張力を解除して該引張材を取り外し、しかる後、補剛
板の上部と下部が既存梁と添梁の側面にそれぞれ当接されように、該補剛板を既存梁及び
添梁の各側面にそれぞれ接着するようにしてもよい。
【００３１】
　かかる場合においては、添梁の設置後に支保工を設置しても何ら問題とはならないし、
補剛板を接着する段階では、既存梁や添梁の側方で引張材が張設されていないため、引張
材と補剛板とが干渉する懸念がなくなり、かくして補剛板の接着作業をスムーズに行うこ
とが可能となる。
【００３２】
　引張材は、例えば市販されているベルトタイプの荷締機で構成することが可能である。
【００３３】
　ここで、引張材は、張弦梁タイプにおいては、一端が既存梁中央近傍に垂設された束材
の下端に、他端が既存梁の各端部近傍にそれぞれ連結され、吊りタイプにおいては、一端
が既存梁の中央近傍に直接連結され、他端が既存梁の各端部近傍に立設された束材の例え
ば上端にそれぞれ連結されるが、既存梁の端部近傍とは、既存梁の端部をはじめ、その近
傍に位置する別部材をも含む概念であり、例えば既存梁が接合された胴差し等の水平横架
材が含まれる。
【００３４】
　引張材を既存梁や束材あるいは上述した別部材に連結するのに必要な取付け金物や取付
け具については適宜選択すればよいが、例えば溶接用開口が中央に形成され該溶接用開口
を取り囲むように複数の挿通孔が環状に穿孔形成された円形台座と、該溶接用開口の開口
縁部に周縁が当接するように円形台座に突設された雌ネジ部とからなるとともに、該雌ネ
ジ部の背面と開口縁部とを溶接して構成してなるボルト取付け具を採用することができる
。
【００３５】
　かかるボルト取付け具を用いて既存梁や束材あるいは上述した別部材に引張材を連結す
るには、円形台座の背面を既存梁や束材あるいは上述した別部材に当接し、かかる状態で
挿通孔に通された木ねじやビスをねじ込んでボルト取付け具を固定し、次いで、ボルト取
付け具の雌ネジ部に引張材の端部を螺着する。引張材の端部が雌ネジ部に直接螺着できる
構造になっていないのであれば、適当なボルト部材を介在させればよい。
【００３６】
　吊りタイプにおける束材は、既存梁の各端部近傍に立設された上階の柱位置を避けて、
胴差し等に適宜立設すればよいが、これに代えて、該上階の柱を前記束材としてもよい。
【００３７】
　かかる構成においては、束材を別部材としてあらたに立設する必要がなくなり、リフォ
ーム工事の手間が省ける。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】第１実施形態に係る木造建築物における梁の補強方法の実施手順を示したフロー
チャート。
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【図２】既存梁３の中央近傍側面に束材４を垂設し、該束材の下端を既存梁３の各端部近
傍に引張材５，５を介して連結した様子を示した図であり、(a)は正面図、(b)はＡ－Ａ線
に沿った断面図。
【図３】束材４を示した図であり、(a)は正面図、(b)は右側面図、(c)はＢ－Ｂ線に沿っ
た断面図。
【図４】ボルト取付け具８の全体斜視図。
【図５】ボルト取付け具８の図であり、(a)は分解斜視図、(b)は断面図。
【図６】ボルト取付け具８の取付け状況を示した断面図。
【図７】添梁７１を設置した様子を示した図であり、(a)は正面図、(b)はＣ－Ｃ線に沿っ
た断面図。
【図８】補剛板８１を設置した様子を示した図であり、(a)は正面図、(b)はＤ－Ｄ線に沿
った断面図。
【図９】変形例に係る正面図。
【図１０】第２実施形態に係る木造建築物における梁の補強方法の実施手順を示したフロ
ーチャート。
【図１１】既存梁３の各端部近傍に束材１１１，１１１を立設し、該束材を既存梁３の中
央近傍側面に引張材５，５を介して連結した様子を示した正面図。
【図１２】添梁７１及び補剛板８１を設置した様子を示した正面図。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下、本発明に係る木造建築物における梁の補強方法の実施の形態について、添付図面
を参照して説明する。なお、従来技術と実質的に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。
【００４０】
（第１実施形態）
【００４１】
　図１は、本実施形態に係る木造建築物における梁の補強方法の実施手順を示したフロー
チャートである。本実施形態に係る梁の補強方法においては、まず図２に示すように、リ
フォーム工事を行う対象階、本実施形態では一階において、天井（図示せず）を解体撤去
した後、柱１，１に架け渡された既存梁３の中央近傍側面に束材４を垂設し、該束材の下
端を既存梁３の各端部近傍に引張材５，５を介して連結する（ステップ２０１）。
【００４２】
　ここで、柱１，１の間には管柱２が立設されており、その頂部が既存梁３の下面に接合
されることで、該管柱が二階からの上載荷重を一部負担しているが、本実施形態では、か
かる管柱２の撤去とそれに伴う既存梁３の補強工事に本発明を適用する例として説明する
ものとする。
【００４３】
　束材４は図３に示すように、全体として溝形鋼を弱軸廻りにかつフランジ側に折り曲げ
た形状をなす２つの溝形部材３１ａ，３１ｂで構成されてなる束材本体３１を備え、該溝
形部材のうち、材軸方向長さが短い溝形部材３１ａのウェブ３２ａにはビス孔３３を形成
してあり、該ウェブの背面を既存梁３の中央近傍側面に当接した状態でビス孔３３にビス
６を挿通してねじ込むことにより、図２に示したように既存梁３に垂設できるようになっ
ている。
【００４４】
　一方、材軸方向長さが長い溝形部材３１ｂのウェブ３２ｂには、その先端の背面側に楕
円プレート３４を溶着してあるとともに、該楕円プレートのうち、溝形部材３１ｂのフラ
ンジ面から両側方に延びる突出部３６，３６には、引張材５の先端が掛止される丸孔３５
，３５をそれぞれ形成してある。
【００４５】
　束材本体３１は、例えばウェブの高さが１００ｍｍ、フランジの幅が５０ｍｍ、厚みが
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３．２ｍｍ程度の断面を有し部材長が１００ｍｍと６５０ｍｍ程度の２つの溝形鋼を、そ
れらのウェブが互いに非平行となるようにかつフランジ側に折れ曲がり状になるように突
き合わせて溶接し、短い方を溝形部材３１ａ、長い方を溝形部材３１ｂとしてもよいし、
同様の断面を有し全長が７５０ｍｍ程度の溝形鋼を、その端部から１００ｍｍ程度の箇所
で折り曲げることで製作することも可能である。
【００４６】
　このように製作された束材４を図２(b)に示すように、折曲げ状に形成された凸側（外
側）が既存梁３の側となるように該既存梁に垂設することにより、束材４が既存梁３に取
り付けられた状態であっても、管柱２をスムーズに撤去することが可能となる。
【００４７】
  束材本体３１の折曲げ角度θは、既存梁３に取り付けられた束材４と干渉することなく
管柱２の撤去作業を円滑に進めることができるよう適宜定めればよく、例えば５゜程度に
設定することができる。
【００４８】
　引張材５としては、例えばベルトタイプの荷締機を採用することが可能であり、具体的
には明大株式会社から「ロックスリング」（登録商標）の商品名で市販されている荷締機
を採用することができる。
【００４９】
　束材４の下端と既存梁３の各端部近傍との間には上述したように引張材５をそれぞれ張
設してあり、図２で左側に位置する引張材５については、その右側端部を束材４の楕円プ
レート３４に形成された左側の丸孔３５に掛止するとともに、右側に位置する引張材５に
ついては、その左側端部を束材４の楕円プレート３４に形成された右側の丸孔３５に掛止
してある。
【００５０】
　また、既存梁３の各端部は、該既存梁に直交配置された水平横架材としての胴差し７に
それぞれ接合されているが、左側に位置する引張材５は、その左端をボルト取付け具８を
介して左側の胴差し７に連結し、右側に位置する引張材５は、その右端をボルト取付け具
８を介して右側の胴差し７に連結してある。
【００５１】
　ボルト取付け具８は図４及び図５に示すように、六角形状をなす溶接用開口４５が中央
に形成され該溶接用開口を取り囲むように複数の挿通孔４３が環状に穿孔形成された円形
台座４１と、溶接用開口４５の開口縁部４４に周縁が当接するように円形台座４１に突設
された雌ネジ部としてのナット４２とから構成してあるとともに、ナット４２の裏面と開
口縁部４４との間に隅肉継手あるいは重ね継手として溶接４６を施すことにより、ナット
４２を円形台座４１に強固に固定してある。
【００５２】
　溶接用開口４５は、該溶接用開口の開口縁部４４とナット４２の裏面との間に必要十分
な溶接を施すことができるよう、ナット４２及び円形台座４１の寸法形状とも併せて適宜
その仕様を設定すればよい。
【００５３】
　ボルト取付け具８を用いて引張材５の端部を胴差し７に連結固定するには図６に示した
ように、ボルト取付け具８を、その円形台座４１の背面が胴差し７の側面に当接されるよ
うに配置するとともに、挿通孔４３にビス５２を挿通して胴差し７にねじ込むことにより
該胴差しに固定し、次いで、ナット４２にボルト部材としてのアイリング５１を螺着し、
該アイリングに引張材５の端部を掛止すればよい。
【００５４】
　次に、引張材５，５に引張力を導入する（ステップ２０２）。
【００５５】
　引張力の導入は、引張材５の仕様や構造に応じて適宜操作すればよい。
【００５６】
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　このようにすると、既存梁３、引張材５，５及び束材４が張弦梁を構成するため、引張
材５に導入した引張力の鉛直上向き分力、いわば押上げ力が束材４を介して既存梁３に作
用し、かかる押上げ力が管柱２に作用していた上載荷重を支持し、管柱２には鉛直荷重が
作用しなくなる。
【００５７】
　このように管柱２に作用していた上載荷重を既存梁３、引張材５，５及び束材４からな
る張弦梁で受け替えたならば、次に、管柱２を撤去する（ステップ２０３）。
【００５８】
　管柱２を撤去するにあたり、既存梁３に垂設された束材４は上述したように、例えば５
゜の角度で既存梁３から斜め下方に延びており、該既存梁を含む鉛直構面から離間してい
る。そのため、束材４を残置した状態で管柱２の撤去作業を円滑に進めることができる。
【００５９】
　次に、図７に示すように既存梁３の下方に添梁７１を配置するとともに、該添梁の上面
を既存梁３の下面に接着する（ステップ２０４）。
【００６０】
　次に、図８に示すように既存梁３及び添梁７１を両側から挟み込むようにして補剛板８
１，８１をそれらの側面に接着する（ステップ２０５）。補剛板８１は、それらの上部が
既存梁３の側面に当接され、下部が添梁７１の側面に当接されるように、既存梁３及び添
梁７１の各側面に接着する。
【００６１】
　次に、接着剤の硬化後、引張材５，５に導入されていた引張力を解除し、次いで、ビス
６を抜いて束材４を既存梁３から取り外すとともに、引張材５，５の他端をアイリング５
１から外すことで該引張材を撤去する（ステップ２０６）。
【００６２】
　なお、撤去された引張材５や束材４は、他の建築現場に適宜転用することができる。ま
た、胴差し７に取り付けられているボルト取付け具８やそれに螺着されたアイリング５１
は、天井懐に設置されているため、残置しても問題はないが、これらを取り外すようにす
れば、引張材５や束材４と同様、再利用が可能である。
【００６３】
　以上説明したように、本実施形態に係る木造建築物における梁の補強方法によれば、リ
フォーム工事を行う一階の既存梁３に引張材５，５及び束材４を加えることによって木造
建築物内に支持構造としての張弦梁をあらたに構築し、かかる張弦梁に二階からの鉛直荷
重を支持させるようにしたので、既存梁３の下方に支保工を設けずとも、一階の管柱２を
撤去することが可能となる。
【００６４】
　また、本実施形態に係る木造建築物における梁の補強方法によれば、木造建築物内にあ
らたに構築する支持構造を張弦梁としたので、リフォーム対象階である一階だけが工事対
象となり、二階については一切手を加える必要がない。そのため、リフォーム工事をより
効率的に進めることが可能となる。
【００６５】
　また、本実施形態に係る木造建築物における梁の補強方法によれば、束材４を折曲げ状
に形成するとともに、その凸側が既存梁３の側となるように該束材を既存梁３に垂設する
ようにしたので、既存梁３の下方空間が拡がり、管柱２の撤去作業や添梁７１の設置作業
を行う際、管柱２や添梁７１が束材４と干渉したり、束材４が邪魔になって作業ができな
いという懸念がなくなる。
【００６６】
　また、本実施形態に係る木造建築物における梁の補強方法によれば、補剛板８１の上部
が既存梁３の側面に当接され下部が添梁７１の側面に当接されるように、該補剛板を既存
梁３及び添梁７１の各側面にそれぞれ接着し、該接着に用いた接着剤の硬化後、引張材５
，５に導入されている引張力を解除して該引張材を撤去するようにしたので、上載荷重の
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支持が必要な間は、引張材５，５が継続的に設置され、上載荷重の支持が不要になった時
点で引張材５，５が撤去されるため、リフォーム工事中、上載荷重を一貫して張弦梁で支
持することが可能となり、かくして上載荷重の処理に必要な部材や機材あるいは工事の手
間を最小限に抑えることができる。
【００６７】
　また、本実施形態に係る木造建築物における梁の補強方法によれば、ボルト取付け具８
を、その円形台座４１の背面が胴差し７の側面に当接されるように配置し、挿通孔４３に
挿通されたビス５２を該胴差しにねじ込むとともに、ナット４２に螺合されたアイリング
５１に引張材５を連結するようにしたので、引張材５と胴差し７とを十分な引張強度で連
結することが可能となり、かくして二階からの鉛直荷重を引張材５，５を含む張弦梁で確
実に支持することが可能となる。
【００６８】
　本実施形態では、ボルト取付け具８及びそれに螺着されたアイリング５１を介して引張
材５の他端を胴差し７に連結するようにしたが、引張材５の他端を胴差し７に連結する構
成は任意であって、かかる構成に代えて、公知の連結手段を適宜採用することができる。
【００６９】
　また、本実施形態では、引張材５の他端を既存梁３の端部近傍に位置する胴差し７の側
面に連結するようにしたが、これに代えて既存梁３の端部、例えばその側面や下面に連結
するようにしてもかまわない。
【００７０】
　また、本実施形態では、束材４を折曲げ状に形成したが、これに代えて湾曲状に形成し
てもよいし、管柱２の撤去や添梁７１の設置に支障がないのであれば、かかる構成に代え
て、真直な鋼材で構成してもかまわない。なお、束材をＨ形鋼などの他の鋼材で構成する
ことができることは言うまでもない。
【００７１】
　また、本実施形態では、既存梁３の一方の側面にのみ、束材４を取り付けるようにした
が、これに代えて、既存梁の両側面に束材を取り付けるとともに、各束材の下端を既存梁
の各端部近傍に引張材を介して連結するようにしてもかまわない。
【００７２】
　かかる構成によれば、既存梁３の梁軸方向から見たときの荷重の対称性が確保されるこ
ととなり、上載荷重をより確実かつ安全に支持することが可能となる。なお、本実施形態
のように既存梁３の一方の側面にのみ束材４を取り付ける構成は、既存梁３が胴差しに相
当する位置、すなわち建物外周部に配置されているために背面側に束材４を設置すること
ができない場合に有利な構成となる。
【００７３】
　また、本実施形態では、既存梁３の補強対策として、該既存梁の下面に添梁７１を接着
した上、既存梁３及び添梁７１の両側面に補剛板８１，８１を接着するようにしたが、既
存梁３の下面に添梁７１の上面を接着するだけで両者の一体化を図ることができるのであ
れば、補剛板８１を省略してもかまわない。
【００７４】
　また、本実施形態では、引張材５が設置された状況であっても、補剛板８１を取り付け
ることができるという前提で説明したが、引張材５が邪魔で補剛板８１を取り付けること
が困難であり又は作業効率が悪い場合には、図９に示すように、添梁７１を設置した後、
その下面に頂部が当接されるように支保工９１を設置して該支保工で上載荷重を受け替え
、しかる後、引張材５を緩めてこれを撤去してから上述と同様にして補剛板８１を取り付
けるようにしてもかまわない。
【００７５】
　かかる構成においては、添梁７１の設置後に支保工９１を設置しても何ら問題とはなら
ないし、補剛板８１を接着する段階では、既存梁３や添梁７１の側方において引張材５が
張設されていないため、引張材５と補剛板８１とが干渉する懸念がなくなり、かくして補
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剛板８１の接着作業をスムーズに行うことが可能となる。
【００７６】
（第２実施形態）
【００７７】
　次に、第２実施形態について説明する。なお、上述の実施形態と実質的に同一の部品等
については同一の符号を付してその説明を省略する。
【００７８】
　図１０は、本実施形態に係る木造建築物における梁の補強方法の実施手順を示したフロ
ーチャートである。本実施形態に係る梁の補強方法においては、まず図１１に示すように
、リフォーム工事を行う対象階（本実施形態では一階）の上階床、本実施形態では二階床
を撤去し、次いで、柱１，１に架け渡された既存梁３の各端部近傍に束材１１１，１１１
をそれぞれ立設して該束材の上端を既存梁３の中央近傍に引張材５，５を介してそれぞれ
連結する（ステップ３０１）。
【００７９】
　ここで、柱１，１の間には管柱２が立設されており、その頂部が既存梁３の下面に接合
されることで、該管柱が二階からの上載荷重を一部負担しているが、本実施形態では、か
かる管柱２の撤去とそれに伴う既存梁３の補強工事に本発明を適用する例として説明する
ものとする。
【００８０】
　束材１１１は、既存梁３の端部が接合された胴差し７，７の上面にそれぞれ立設してあ
り、例えば柱１と同程度の断面を有する木材で構成することができる。なお、柱１と同じ
平面位置に上階柱が存在する場合、該上階柱の立設位置を避け、該上階柱の側方に束材１
１１を立設すればよい。
【００８１】
　束材１１１，１１１の上端と既存梁３の中央近傍との間には上述したように引張材５を
それぞれ張設してあるが、図１１で左側に位置する引張材５については、その右側端部を
既存梁３の中央近傍側面に、左側端部を左側の束材１１１の上端にボルト取付け具８を介
してそれぞれ連結してある。
【００８２】
　同様に、図１１で右側に位置する引張材５については、その左側端部を既存梁３の中央
近傍側面に、右側端部を右側の束材１１１の上端にボルト取付け具８を介してそれぞれ連
結してある。
【００８３】
　ボルト取付け具８を用いた連結手順は第１実施形態と同様であり、ボルト取付け具８を
、その円形台座４１の背面が既存梁３の側面や束材１１１の上端側面に当接されるように
配置するとともに、挿通孔４３にビス５２を挿通してねじ込むことにより既存梁３や束材
１１１に固定し、次いで、ナット４２にアイリング５１を螺着し、該アイリングに引張材
５の端部を掛止すればよい。
【００８４】
　次に、引張材５，５に引張力を導入する（ステップ３０２）。
【００８５】
　このようにすると、引張材５に導入した引張力の鉛直上向き分力、いわば押上げ力が既
存梁３に作用し、かかる押上げ力が管柱２に作用していた上載荷重を支持し、管柱２には
鉛直荷重が作用しなくなる。
【００８６】
　このように管柱２に作用していた上載荷重を既存梁３、引張材５，５及び束材１１１，
１１１からなる支持構造で受け替えたならば、次に、管柱２を撤去する（ステップ３０３
）。
【００８７】
　次に、図１２に示すように既存梁３の下方に添梁７１を配置するとともに、該添梁の上
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面を既存梁３の下面に接着する（ステップ３０４）。
【００８８】
　次に、既存梁３及び添梁７１を両側から挟み込むようにして補剛板８１，８１をそれら
の側面に接着する（ステップ３０５）。補剛板８１は、それらの上部が既存梁３の側面に
当接され、下部が添梁７１の側面に当接されるように、既存梁３及び添梁７１の各側面に
接着する。
【００８９】
　次に、接着剤の硬化後、引張材５，５に導入されていた引張力を解除し、次いで、引張
材５，５の両端をアイリング５１からそれぞれ外すことで該引張材を撤去する（ステップ
３０６）。
【００９０】
　以上説明したように、本実施形態に係る木造建築物における梁の補強方法によれば、リ
フォーム工事を行う一階の既存梁３に引張材５，５及び束材１１１，１１１を加えること
によって木造建築物内に支持構造をあらたに構築し、かかる支持構造に二階からの鉛直荷
重を支持させるようにしたので、既存梁３の下方に支保工を設けずとも、一階の管柱２を
撤去することが可能となる。
【００９１】
　また、本実施形態に係る木造建築物における梁の補強方法によれば、補剛板８１の上部
が既存梁３の側面に当接され下部が添梁７１の側面に当接されるように、該補剛板を既存
梁３及び添梁７１の各側面にそれぞれ接着し、該接着に用いた接着剤の硬化後、引張材５
，５に導入されている引張力を解除して該引張材を撤去するようにしたので、上載荷重の
支持が必要な間は、引張材５，５が継続的に設置され、上載荷重の支持が不要になった時
点で引張材５，５が撤去されるため、リフォーム工事中、上載荷重を一貫して上述の支持
構造で支持することが可能となり、かくして上載荷重の処理に必要な部材や機材あるいは
工事の手間を最小限に抑えることができる。
【００９２】
　また、本実施形態に係る木造建築物における梁の補強方法によれば、ボルト取付け具８
を、その円形台座４１の背面が既存梁３の側面や束材１１１の上端側面に当接されるよう
に配置し、挿通孔４３に挿通されたビス５２を既存梁３や束材１１１にねじ込むとともに
、ナット４２に螺合されたアイリング５１に引張材５を連結するようにしたので、引張材
５と束材１１１とを十分な引張強度で連結することが可能となり、かくして二階からの鉛
直荷重を引張材５，５を含む支持構造で確実に支持することが可能となる。
【００９３】
　本実施形態では、ボルト取付け具８及びそれに螺着されたアイリング５１を介して引張
材５を既存梁３の側面や束材１１１の上端側面に連結するようにしたが、引張材５をそれ
らに連結する構成は任意であって、かかる構成に代えて、公知の連結手段を適宜採用する
ことができる。
【００９４】
　また、本実施形態では、上階の柱位置を避けた胴差し７の上に束材１１１，１１１を立
設するようにしたが、これに代えて、該上階の柱を束材としてもよい。
【００９５】
　かかる構成においては、束材を別部材としてあらたに立設する必要がなくなり、リフォ
ーム工事の手間が省ける。
【００９６】
　また、本実施形態では、既存梁３の一方の側にのみ、引張材５，５を張設するようにし
たが、これに加えて、他方の側にも引張材５，５を張設するようにしてもかまわない。
【００９７】
　かかる構成によれば、既存梁３の梁軸方向から見たときの荷重の対称性が確保されるこ
ととなり、上載荷重をより確実かつ安全に支持することが可能となる。なお、本実施形態
のように既存梁３の一方の側でのみ、引張材５，５を張設する構成は、既存梁３が胴差し
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設できない場合に有利な構成となる。
【００９８】
　また、本実施形態では、既存梁３の補強対策として、該既存梁の下面に添梁７１を接着
した上、既存梁３及び添梁７１の両側面に補剛板８１，８１を接着するようにしたが、既
存梁３の下面に添梁７１の上面を接着するだけで両者の一体化を図ることができるのであ
れば、補剛板８１を省略してもかまわない。
【００９９】
　また、本実施形態では、引張材５が設置された状況であっても、補剛板８１を取り付け
ることができるという前提で説明したが、引張材５が邪魔で補剛板８１を取り付けること
が困難であり又は作業効率が悪い場合には、図９で説明したと同様、添梁７１を設置した
後、その下面に頂部が当接されるように支保工９１を設置して該支保工で上載荷重を受け
替え、しかる後、引張材５を緩めてこれを撤去してから上述と同様にして補剛板８１を取
り付けるようにしてもかまわない。
【０１００】
　かかる構成においては、添梁７１の設置後に支保工９１を設置しても何ら問題とはなら
ないし、補剛板８１を接着する段階では、既存梁３や添梁７１の側方において引張材５が
張設されていないため、引張材５と補剛板８１とが干渉する懸念がなくなり、かくして補
剛板８１の接着作業をスムーズに行うことが可能となる。
【符号の説明】
【０１０１】
　２　　　撤去対象の柱
　３　　　既存梁
　４　　　束材
　５　　　引張材
　７      胴差し（水平横架材）
　８      ボルト取付け具
４１      円形台座
４２　　　ナット（雌ネジ部）
４３　　　挿通孔
４４　　　開口縁部
４５　　　溶接用開口
４６　　　溶接
５１　　　アイリング（ボルト部材）
７１　　　添梁
８１　　　補剛板
９１　　　支保工
１１１　　束材
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