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(57)【要約】
【課題】長期間に亘って強度を保持できる壁補強構造を
提供することを課題とする。
【解決手段】縦方向に延在する複数の縦弦材１１と、こ
れら縦弦材１１，１１間に架け渡される複数の斜材１２
とを備えてなる金属製の柱構造体１０を、木造建築物の
壁２内に設置して柱として使用したことを特徴とする。
斜材１２は、丸型パイプにて構成されており、さらに、
斜材１２の端部には、スリット１６が形成され、縦弦材
１１には、ガセットプレート１５が設けられており、ガ
セットプレート１５をスリット１６に挿入して溶接する
ことで、斜材１２が縦弦材１１に接合されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向に延在する複数の縦弦材と、これら縦弦材間に架け渡される複数の斜材とを備え
てなる金属製の柱構造体を、木造建築物の壁内に設置して柱として使用した
　ことを特徴とする壁補強構造。
【請求項２】
　前記斜材は、丸型パイプにて構成されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の壁補強構造。
【請求項３】
　前記斜材の端部には、スリットが形成され、
　前記縦弦材には、ガセットプレートが設けられており、
　前記ガセットプレートを前記スリットに挿入して溶接することで、前記斜材が前記縦弦
材に接合されている
　ことを特徴とする請求項２に記載の開口部補強構造。
【請求項４】
　前記柱構造体は、金属製の連結梁を介して梁に接続されており、
　前記連結梁は、前記梁の一部を取り除いてその部分に設けられ、その両端部が両側の梁
にそれぞれ接続されている
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の壁補強構造。
【請求項５】
　前記縦弦材が、複数の階層に亘って延在して通し柱を構成している
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載の壁補強構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建築物の壁補強構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、木造の建築物における壁の補強構造としては、柱や梁に構造用合板を固定する構
造（例えば特許文献１参照）や、柱や梁の外側に鋼製筋交いフレームを固定する構造（例
えば特許文献２参照）などがあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２２６１６６号公報
【特許文献２】特許第３３４３６４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記のような壁補強構造では、構造用合板や鋼製筋交いフレームなどの補強部材は、木
製の柱や梁の表面に固定されているので、柱や梁から外れ易い。さらに、補強部材は、釘
やラグスクリューなどの固定治具によって木製の柱や梁の表面に固定されているので、完
成から長年経過すると、柱や梁の材木が乾いた状態となり、材木と固定治具との摩擦力が
極度に低下する場合がある。このような状態で大地震が発生すると固定部材が材木から外
れ易くなり、耐力壁としての強度を喪失してしまう虞があるという問題があった。
【０００５】
　そこで、本発明は、前記の問題を解決するためになされたものであり、長期間に亘って
強度を保持できる壁補強構造を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　前記課題を解決するための請求項１に係る発明は、縦方向に延在する複数の縦弦材と、
これら縦弦材間に架け渡される複数の斜材とを備えてなる金属製の柱構造体を、木造建築
物の壁内に設置して柱として使用したことを特徴とする壁補強構造である。
【０００７】
　このような構成によれば、強度が大きいトラス状の金属製柱構造体が、木造建築物の構
造材の一部として壁内で一体化されることとなるので、完成から長年経過した後に地震が
発生したとしても柱構造体が木製構造材から外れ難く、また柱構造体自体の強度も大きい
ので、長期間に亘って耐力壁としての強度を保持できる。
【０００８】
　請求項２に係る発明は、前記斜材が、丸型パイプにて構成されていることを特徴とする
。このような構成によれば、丸型パイプを用いることで、応力が局所的に作用せず、また
外周面のどの方向から応力が作用しても剛性が一定であるので、板厚が必要以上に厚くな
る部分がないので、必要最小限の板厚にすることができ、柱構造体の軽量化と高剛性化を
同時に図れる。
【０００９】
　請求項３に係る発明は、前記斜材の端部には、スリットが形成され、前記縦弦材には、
ガセットプレートが設けられており、前記ガセットプレートを前記スリットに挿入して溶
接することで、前記斜材が前記縦弦材に接合されていることを特徴とする。このような構
成によれば、溶接長を確保することができるので、縦弦材と斜材との固定強度を高められ
る。
【００１０】
　請求項４に係る発明は、前記柱構造体が、金属製の連結梁を介して梁に接続されており
、前記連結梁は、前記梁の一部を取り除いてその部分に設けられ、その両端部が両側の梁
にそれぞれ接続されていることを特徴とする。このような構成によれば、柱構造体から作
用する応力を連結梁で受けて分散させた後に木製の梁に伝達することができるので、壁の
耐力を向上させることができる。
【００１１】
　請求項５に係る発明は、前記縦弦材が、複数の階層に亘って延在して通し柱を構成して
いることを特徴とする。このような構成によれば、値段の高い木製の通し柱を省略できる
ので、建築費用の低減を図ることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る壁補強構造によれば、長期間に亘って壁の強度を保持できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係る壁補強構造を示した側面図である。
【図２】柱構造体を示した側面図である。
【図３】（ａ）は柱構造体と上部梁との接続状態を示した側面図、（ｂ）は柱構造体と中
間梁との接続状態を示した側面図、（ｃ）は柱構造体と基礎との接続状態を示した側面図
である。
【図４】（ａ）は図３のＡ－Ａ線断面図、（ｂ）は図３のＢ－Ｂ線断面図である。
【図５】斜材とガセットプレートを示した分解斜視図である。
【図６】柱構造体をＬ字状に配置した実施形態を示した断面図である。
【図７】柱構造体をＬ字状に配置した実施形態の柱構造体と基礎との取合いを示した断面
図である。
【図８】柱構造体をＴ字状に配置した実施形態を示した断面図である。
【図９】柱構造体をＴ字状に配置した実施形態の柱構造体と基礎との取合いを示した断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
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　本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。図１に示すように、本実施
形態に係る壁補強構造１は、木造建築物の壁を補強する構造であって、壁２内に金属製の
柱構造体１０を設けてなる。柱構造体１０は、縦方向に延在する一対の縦弦材１１と、こ
れら縦弦材間に架け渡される複数の斜材１２と水平材１３とを備えてなり、壁２内の柱と
して使用されている。柱構造体１０の上端は、上階の梁３に連結され、柱構造体１０の下
端は、下階の梁３（最下層の柱構造体１０の場合は基礎４）に連結されている。本実施形
態では、柱構造体１０は、壁２内で所定間隔（たとえば、柱構造体１０の芯で略３６００
ｍｍピッチ）をあけて配置されている。なお、柱構造体１０の配置間隔は、一例であって
、建築物に応じて適宜設定されるものである。
【００１５】
　図４に示すように、縦弦材１１は、一対のリップみぞ型鋼の背面同士を接合してなり、
断面Ｈ形状を呈している。図２および図３に示すように、縦弦材１１は、垂直に配置され
、一対の縦弦材１１，１１は、互いに平行に配置されている。縦弦材１１は、リップみぞ
型鋼の背面が壁２の長手方向に沿うように配置されており、一方のフランジ面（リップみ
ぞ型鋼の側面同士を並べてなる面）１１ａが隣り合う縦弦材１１に対向するように配置さ
れている（図４参照）。縦弦材１１の上端および下端には、梁３に連結するためのベース
プレート１４，１４がそれぞれ溶接されている。なお、梁３と縦弦材１１との連結構造は
後記する。
【００１６】
　図２乃至図４に示すように、互いに対向するフランジ面１１ａには、斜材１２または水
平材１３を接合するためのガセットプレート１５が溶接されている。ガセットプレート１
５は、複数設けられており、斜材１２または水平材１３の取付位置にそれぞれ設けられて
いる。複数のガセットプレート１５のうち、上端および下端に配置されるガセットプレー
ト１５の一方には、一本の斜材１２と水平材１３が接合され、他方には、１本の水平材１
３が接合される（図３参照）。上端と下端のガセットプレート１５，１５以外の中間部に
設けられるガセットプレート１５には、二本の斜材１２が接合される。ガセットプレート
１５は、縦弦材１１の長手方向に沿うとともに、外周面の法線方向に延出している。ガセ
ットプレート１５は、矩形形状を呈しており、取り付けられる斜材１２および水平材１３
を接合可能な高さ寸法（縦長さ）と突出寸法（横長さ）を有している。
【００１７】
　図２に示すように、斜材１２および水平材１３は、縦弦材１１，１１を連結する連結材
を構成している。水平材１３は、縦弦材１１の上端部および下端部にそれぞれ配置されて
おり、水平方向に延在している。斜材１２は、上下の水平材１３，１３間に配置されてお
り、水平材１３，１３と同じ構面に配置されている。斜材１２および水平材１３は、とも
に鋼製の丸型パイプにて構成されている。
【００１８】
　図５に示すように、斜材１２および水平材１３の両端部には、スリット１６が形成され
ている（図５では、斜材１２の端部のみ図示）。スリット１６は、ガセットプレート１５
が挿通される部分であって、ガセットプレート１５が挿通可能な幅寸法（ガセットプレー
ト１５の厚さ寸法より若干大きい寸法）を有している。スリット１６は、丸型パイプの端
部の外周縁部で、互いに対向する二箇所に形成されている。スリット１６は、斜材１２お
よび水平材１３をガセットプレート１５に取り付けた状態で、外周縁部の上側と下側に位
置する。斜材１２および水平材１３は、スリット１６，１６にガセットプレート１５を挿
通させて、スリット１６の内周面とガセットプレート１５の表面とが付き合わされた部分
を溶接することで、ガセットプレート１５に接合されている。溶接は、スリット１６の内
周面の全周に渡って施されている。
【００１９】
　図３に示すように、柱構造体１０と梁３との接続部分には、連結梁３０が設けられてい
る。連結梁３０は、Ｈ型鋼にて構成されており、木製の梁３の一部を取り除いてその部分
に設けられている。連結梁３０は、梁３と同等の梁せいを備えている。連結梁３０は、両
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端部が両側の梁３にそれぞれ接続されており、柱構造体１０を連結梁３０に固定すること
で、柱構造体１０が梁３に連結される。図２にも示すように、連結梁３０は、柱構造体１
０の幅よりも長い寸法に形成されている。連結梁３０のウエブ３１ａの先端部は、両端部
から外側に延出しており、梁３の厚さ方向中間部に形成された切欠き部３ａに挿入されて
いる。切欠き部３ａが形成された部分の梁３の幅方向両側面には、金属プレート３２（図
３参照）がそれぞれ敷設される。ウエブ３１ａの先端部と、切欠き部３ａの外側の梁３と
、両側面の金属プレート３２，３２には、それぞれボルト穴（図２のウエブ３１ａのボル
ト穴のみ図示）が形成されており、長尺ボルトＢ１とナット（図示せず）で外側から締め
付けることで、連結梁３０とその両端に位置する梁３が連結されている。
【００２０】
　柱構造体１０の上端部は連結梁３０の下面に連結される。柱構造体１０の上端のベース
プレート１４は、連結梁３０の下フランジ３１ｂの下面に当接している。ベースプレート
１４と下フランジ３１ｂには、それぞれボルト穴（図示せず）が形成されており、ボルト
Ｂ２とナットＮで締め付けることで、連結梁３０とその下部に位置する柱構造体１０が連
結されている。連結梁３０のボルト穴の長手方向両側には、補強リブ３３が設けられてい
る。補強リブ３３は、縦方向に立設されており、上フランジ３１ｃの下面、ウエブ３１ａ
の側面および下フランジ３１ｂの上面にそれぞれ溶接されている。
【００２１】
　上階に設けられる柱構造体１０の下端部は、連結梁３０の上面に連結される。柱構造体
１０の下端のベースプレート１４は、連結梁３０の上フランジ３１ｃの上面に当接してい
る。ベースプレート１４と上フランジ３１ｃには、それぞれボルト穴（図示せず）が形成
されており、ボルトＢ２とナットＮで締め付けることで、連結梁３０とその上部に位置す
る柱構造体１０が連結されている。
【００２２】
　なお、図３中、符号「５」は間柱（スタッド）、符号「６ａ」は上枠（上ランナー）、
符号「６ｂ」は下枠（下ランナー）を示す。上枠６ａは、梁３の下面に沿って配置されて
おり、上枠６ａの端部は、連結梁３０の下面に沿って柱構造体１０の近傍まで延出してい
る。下枠６ｂは、梁３の上面に沿って配置されており、下枠６ｂの端部は、連結梁３０の
上面に沿って柱構造体１０の近傍まで延出している。
【００２３】
　最下階に設けられる柱構造体１０の下端部は、基礎４の上面に調整モルタル８を介して
設置された連結部材３３の上面に連結される。連結部材３３は、連結梁３０と同様にＨ型
鋼にて構成されている。連結部材３３の上フランジ３４ｃおよび下フランジ３４ｂには、
ボルト穴（図示せず）が形成されており、連結部材３３のボルト穴の長手方向両側には、
補強リブ３２が設けられている。連結部材３３は、木製の土台７の一部を取り除いてその
部分に設けられている。連結部材３３は、基礎４に埋設されたアンカーボルトＢ３を下フ
ランジ３４ｂに挿通させてナットＮで締め付けることで基礎４に固定されている。
【００２４】
　最下階に設けられる柱構造体１０と基礎４との接続部分には、連結部材３５が設けられ
ている。連結部材３５は、連結梁３０と同様に、Ｈ型鋼にて構成されており、基礎４上に
設けられた高さ調整モルタル７を介して設置されている。連結部材３５は、連結梁３０と
同等の梁せいを備えている。連結部材３５は、基礎４に埋設されたアンカーボルトＢ３を
下フランジ３６ｂのボルト穴（図示せず）に挿通させてナットＮで締め付けることで、基
礎４に固定されている。
【００２５】
　最下階に設けられる柱構造体１０の下端のベースプレート１４は、連結部材３５の上フ
ランジ３６ｃの上面に当接している。ベースプレート１４と上フランジ３６ｃには、それ
ぞれボルト穴（図示せず）が形成されており、ボルトＢ２とナットＮで締め付けることで
、連結部材３５とその上部に位置する柱構造体１０が連結されている。連結部材３５にも
、連結梁３０と同様に、補強リブ３３が設けられている。なお、最下階に位置する下枠６
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ｂは、基礎４上に調整モルタル７を介して設置された土台８上に敷設されている。
【００２６】
　以上のような構成の壁補強構造１によれば、強度が大きいトラス状の金属製の柱構造体
１０が、木造建築物の構造材の一部として壁２内に一体化されることとなるので、完成か
ら長年経過した後に地震が発生したとしても柱構造体１０が木製構造材から外れ難く、柱
構造体１０自体の強度も大きいので、長期間に亘って耐力壁としての強度を保持できる。
特に本実施形態では、梁３と連結梁３０と柱構造体１０は、地震の主な揺れ方向（水平方
向）がボルト軸方向に直交する方向に作用するように取り付けられたボルトナットにて固
定されているので、固定治具と木材の摩擦力に左右されない。したがって、地震の揺れを
繰り返し受けたとしても、柱構造体１０が梁３から外れることはない。
【００２７】
　さらに、本実施形態では、柱構造体１０の上下に金属製の連結梁３０を設けたことによ
って、柱構造体１０から作用する応力を連結梁３０で受けて分散させた後に木製の梁３に
伝達することができる。さらに、最下階に設けられる柱構造体１０の下に連結部材３５を
設けたことによって、柱構造体１０から作用する応力を、連結部材３５を介して基礎４に
伝達することができる。これによって、壁２の耐力を大きくすることができる。
【００２８】
　また、上下の柱構造体１０，１０が連結梁３０に接続されているので、複数の階層に亘
って複数の柱構造体１０を一体化できるので、柱構造体１０の幅を備えた大きな通し柱と
することができるので、壁２の耐力をより一層大きくすることができる。
【００２９】
　さらに、斜材１２および水平材１３が丸型パイプにて構成されているので、角パイプや
Ｈ型鋼などのように応力が局所的に作用せず、また外周面のどの方向から応力が作用して
も剛性が一定であるので、板厚が必要以上に厚くなる部分がない。したがって、斜材１２
および水平材１３を必要最小限の板厚にすることができ、柱構造体１０の軽量化と高剛性
化を同時に図れる。
【００３０】
　また、斜材１２および水平材１３の端部には、スリット１６が形成され、縦弦材１１に
取り付けられたガセットプレート１５をスリット１６に挿入して溶接するようにしたこと
で、溶接長を確保することができる。これによって、斜材１２および水平材１３と、縦弦
材１１との固定強度を高めることができる。
【００３１】
　次に、木造建築物の出隅部に柱構造体２０を設ける場合の実施形態について説明する。
図６に示すように、出隅部に設けられる柱構造体２０は、互いに直交する壁２，２のそれ
ぞれに縦弦材１１と斜材１２と水平材１３が設けられており（図６では斜材１２のみ図示
）、平面視Ｌ字状を呈している。具体的には、柱構造体２０は、第一トラス柱２１ａと第
二トラス柱２１ｂとを備えて構成されており、第一トラス柱２１ａと第二トラス柱２１ｂ
が互いに直交して配置されている。第一トラス柱２１ａは一方の壁２に設けられており、
第二トラス柱２１ｂは他方の壁２に設けられている。第一トラス柱２１ａの一端（出隅部
角部）に第二トラス柱２１ｂが連結されている。第一トラス柱２１ａと第二トラス柱２１
ｂとの連結部分の縦弦材１１は共用されており、一本の縦弦材１１の二側面にガセットプ
レート１５が設けられている。
【００３２】
　共用される縦弦材１１（以下、端部の縦弦材１１と区別する場合は「共用縦弦材１１’
」という場合がある）は、角パイプにて構成されており、直交する２つの側面それぞれに
ガセットプレート１５が取付可能となっている。図７に示すように、共用縦弦材１１’の
角パイプの上端および下端には、断面十字状の脚部ブラケット１７がそれぞれ溶接されて
おり、さらに脚部ブラケット１７の端部にはベースプレート１４が溶接されている。脚部
ブラケット１７は、ベースプレート１４を締め付けるボルトナットの設置スペースを確保
するためのものである。脚部ブラケット１７は、縦方向に延在しており、互いに直交する
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一対のプレートで４つに分割された空間にボルトＢ２およびナットＮがそれぞれ設けられ
る。脚部ブラケット１７の高さは、角パイプとベースプレート１４との間に、ボルトＢ２
を挿入してナットＮを締め付けることができるスペースを確保できるように設定されてい
る。
【００３３】
　連結側とは逆側の端部の縦弦材１１は、柱構造体１０のものと同様に、一対のリップみ
ぞ型鋼の背面同士を接合してなるが、角パイプにて構成してもよい。縦弦材１１を一対の
リップみぞ型鋼で構成した場合は、ベースプレート１４は、柱構造体１０と同様に、リッ
プみぞ型鋼の上端部および下端部に直接溶接される（図７参照）。縦弦材１１を角パイプ
で構成した場合は、脚部ブラケットを介してベースプレートが溶接される。
【００３４】
　柱構造体２０の斜材１２と水平材１３とガセットプレート１５は、柱構造体１０のもの
と同等の構成であるので、同じ符号を付して説明を省略する。
【００３５】
　柱構造体２０と梁（図示せず）との接続部分には、前記連結梁３０を平面視Ｌ字状に組
み合わせて構成されたＬ字連結梁（図示せず）が設けられている。柱構造体２０の上端部
は、上部に位置するＬ字連結梁の下面に連結され、柱構造体２０の下端部は、下部に位置
するＬ字連結梁の上面に連結されている。
【００３６】
　以上のような構成の柱構造体２０を構築するに際しては、一方の縦弦材１１と共用縦弦
材１１’と斜材１２と水平材１３とを組み付けてなる平面状のトラス柱状構成部材と、他
方の縦弦材１１と斜材１２と水平材１３とを組み付けてなる平面状の分離構成部材とを、
工場などで予め溶接固定して製作しておく。このとき、トラス柱状構成部材の共用縦弦材
１１’には、分離構成部材の斜材１２と水平材１３を取り付けるためのガセットプレート
１５を予め接合しておく。トラス柱状構成部材と分離構成部材は、工場などで製作される
ので寸法精度や固定強度が高いものが得られるとともに、共に平面状であるので、現場へ
の運搬を行い易い。
【００３７】
　施工現場においては、まずトラス柱状構成部材を立設した後に、分離構成部材を立設す
る。このとき、分離構成部材の斜材１２および水平材１３のスリットに、トラス柱状構成
部材のガセットプレート１５を挿通させて溶接することで、分離構成部材をトラス柱状構
成部材に固定して一体化する。柱構造体２０が構築されたなら、その上部にＬ字連結梁を
載置して、このＬ字連結梁を柱構造体２０の上部に固定するとともに、梁に固定する。
【００３８】
　このような構成によれば、柱構造体１０を備えた前記実施形態と同等の作用効果を得ら
れる他に、以下のような作用効果を得られる。平面視Ｌ字状に一体形成された柱構造体２
０を設けたことによって、木造建築物の出隅部の形状に沿わせることができるとともに、
一平面状である柱構造体１０よりも柱構造体２０の剛性を高めることができ、補強効率を
より一層向上させることができる。
【００３９】
　なお、前記実施形態では、柱構造体２０は、階層ごとにそれぞれ別体で設けて、Ｌ字連
結梁で上下の柱構造体２０，２０を一体的に連結するようにしているが、このような構成
に限定されるものではない。たとえば、共用縦弦材１１’を複数の階層に亘って延在する
通し柱として構成してもよい。具体的には、Ｌ字連結梁の角部に共用縦弦材１１’が挿通
する貫通穴（図示せず）が形成されており、共用縦弦材１１’が前記貫通穴を貫通して、
複数の階層に亘って設けられている。共用縦弦材１１’（通し柱）とＬ字連結梁とは、貫
通穴を挿通した共用縦弦材１１’とＬ字連結梁との対向部分で現場溶接することで固定さ
れている。なお、共用縦弦材１１’とＬ字連結梁の固定方法は、溶接に限定されるもので
はなく、ガセットプレートを適宜設けてボルト固定するようにしてもよい。
【００４０】
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　このような構成によれば、値段の高い木製の通し柱を省略できるので、建築費用の低減
を図ることができる。さらに、金属製の共用縦弦材１１’を用いるので、通し柱の剛性を
高めることができる。
【００４１】
　次に、木造建築物の壁の交差部に柱構造体２５を設ける場合の実施形態について説明す
る。図８に示すように、壁の交差部に設けられる柱構造体２５は、平面視Ｔ字状を呈して
いる。具体的には、柱構造体２５は、第一トラス柱２６ａと、第一トラス柱２６ａの長さ
方向中間部に連結される第二トラス柱２６ｂとを備えて構成されている。
【００４２】
　第一トラス柱２６ａは、たとえば外壁２ａに設けられており、３本の縦弦材１１と、隣
り合う縦弦材１１，１１間に設けられる斜材１２と水平材１３とを備えて構成されている
（図８では水平材１３は図示せず）。３本の縦弦材１１，１１，１１は、一平面状である
外壁２ａ内に配置されており、互いに平行に配置されている。第二トラス柱２６ｂは、外
壁２ａに直交する内壁２ｂに設けられており、一対の縦弦材１１と、縦弦材１１，１１間
に設けられる斜材１２と水平材１３とを備えて構成されている。
【００４３】
　第一トラス柱２６ａの長手方向中間部（中央の縦弦材１１が設けられている部分）に第
二トラス柱２６ｂが連結されている。第一トラス柱２６ａと第二トラス柱２６ｂとの連結
部分の縦弦材１１は共用されており、一本の縦弦材１１の三側面にガセットプレート１５
が設けられている。共用される縦弦材１１（以下、端部の縦弦材１１と区別する場合は「
共用縦弦材１１”」という場合がある）は、角パイプにて構成されており、互いに直交す
る３つの側面（第一トラス柱２６ａの両端部にそれぞれ対向する側面と、第二トラス柱２
６ｂの端部に対向する側面）のそれぞれにガセットプレート１５が取付可能となっている
。共用縦弦材１１”の上端および下端には、断面十字状の脚部ブラケット１７がそれぞれ
溶接されており、さらに脚部ブラケット１７の端部にはベースプレート１４が溶接されて
いる（図９参照）。脚部ブラケット１７およびベースプレート１４は、図７のものと同等
の構成である。
【００４４】
　共用縦弦材１１”を除いた他の縦弦材１１は、柱構造体１０のものと同様に、一対のリ
ップみぞ型鋼の背面同士を接合してなるが、角パイプにて構成してもよい。なお、柱構造
体２５の斜材１２と水平材１３とガセットプレート１５は、柱構造体１０のものと同等の
構成であるので、同じ符号を付して説明を省略する。
【００４５】
　柱構造体２５と梁（図示せず）との接続部分には、前記連結梁３０を平面視Ｔ字状に組
み合わせて構成されたＴ字連結梁（図示せず）が設けられている。柱構造体２５の上端部
は、上部に位置するＴ字連結梁の下面に連結され、柱構造体２０の下端部は、下部に位置
するＴ字連結梁の上面に連結されている。Ｔ字連結梁の各端部のウエブの先端部は、両端
部から外側に延出しており、梁の端部に形成された切欠き部に挿入されている。Ｔ字連結
梁は、連結梁３０と同様に一対のプレートと長尺ボルトとナットにて梁に固定されている
。
【００４６】
　以上のような構成の柱構造体２５を構築するに際しては、第一トラス柱２６ａの一方の
縦弦材１１と共用縦弦材１１”と斜材１２と水平材１３とを組み付けてなる平面状のトラ
ス柱状構成部材と、第一トラス柱２６ａの他方の縦弦材１１と斜材１２と水平材１３とを
組み付けてなる平面状の第一分離構成部材と、第二トラス柱の他方の縦弦材１１と斜材１
２と水平材１３とを組み付けてなる平面状の第二分離構成部材を工場などで予め溶接固定
して製作しておく。このとき、トラス柱状構成部材の共用縦弦材１１”には、第一分離構
成部材および第二分離構成部材の斜材１２と水平材１３を取り付けるためのガセットプレ
ート１５を予め接合しておく。トラス柱状構成部材と第一分離構成部材および第二分離構
成部材は、工場などで製作されるので寸法精度や固定強度が高いものが得られるとともに
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、共に平面状であるので、現場への運搬を行い易い。
【００４７】
　施工現場においては、まずトラス柱状構成部材を立設した後に、分離構成部材を立設す
る。その後、第一分離構成部材および第二分離構成部材を立設するとともに、その斜材１
２および水平材１３に、トラス柱状構成部材のガセットプレート１５を挿通させて溶接す
ることで、第一分離構成部材および第二分離構成部材をトラス柱状構成部材に固定する。
柱構造体２０が構築されたなら、その上部にＴ字連結梁を載置して、このＴ字連結梁を柱
構造体２０の上部に固定するとともに、梁に固定する。
【００４８】
　このような構成によれば、一平面状である柱構造体１０を備えた前記実施形態と同等の
作用効果を得られる他に、以下のような作用効果を得られる。平面視Ｔ字状に一体形成さ
れた柱構造体２０を設けたことによって、木造建築物の壁の交差部の形状に沿わせること
ができるとともに、柱構造体２５の剛性を高めて補強効率を向上させることができる。
【００４９】
　なお、前記実施形態においても、共用縦弦材１１”を複数の階層に亘って延在する通し
柱として構成してもよい。このような構成によれば、値段の高い木製の通し柱を省略でき
るので、建築費用の低減を図ることができる。さらに、金属製の共用縦弦材１１”を用い
るので、通し柱の剛性を高めることができる。
【００５０】
　以上、本発明を実施するための形態について説明したが、本発明は前記実施の形態に限
定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜設計変更が可能である。例えば、前記実
施形態では、縦弦材１１を一対のリップみぞ型鋼の背面同士を接合して構成しているが、
これに限定されるものではなく、必要な剛性を有していれば、例えばＨ形鋼や鋼管などの
他の形状の形鋼にて構成してもよい。このような縦弦材によれば、リップみぞ型鋼を接合
する手間が省略される。
【００５１】
　また、前記実施形態では、連結梁３０を介して柱構造体１０を梁３に連結しているが、
梁３が必要な強度を備えていれば、柱構造体１０を梁３に直接連結してもよい。この場合
、梁３を上下からベースプレート１４で挟んで長尺ボルトとナットで挟持するようにする
のが好ましい。このような構成によれば、梁３を加工する手間が省略される。
【符号の説明】
【００５２】
　１　　　壁補強構造
　２　　　壁
　３　　　梁
　４　　　基礎
　１０　　柱構造体
　１１　　縦弦材
　１２　　斜材
　１３　　水平材
　１５　　ガセットプレート
　１６　　スリット
　２０　　柱構造体
　２５　　柱構造体
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