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(57)【要約】
【課題】高強度、高耐久の木造建築を安定した品質で得
られるようにすることが手軽に行え、工期短縮のほか低
コスト化なども実現できるようにする。
【解決手段】木造軸組構法か板倉構法で建築される建築
物を構成する複数の線材と、これら線材の側面に端面が
結合される面材を有して前記建築物の壁を構成する壁パ
ネルと、前記線材とこれら線材の側面に結合される面材
を有して前記建築物の床を構成する床パネルと、前記壁
パネルで囲まれる上部開口に嵌合する枠材と、該枠材に
固定されて前記上部開口を塞ぐ面材を有して前記建築物
の屋根を構成する屋根パネルを備える。壁パネルと床パ
ネルは互いの線材同士を接合する接合金物を備える。各
パネルは規格化されたものであって予め準備され、接合
金物によって壁パネルと床パネルのすべての線材を互い
に接合して内側に面材を有する線材結合体を形成したの
ち屋根パネルを嵌合して建築物を形成する木造システム
建築構法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　木造軸組構法または板倉構法のうち少なくとも一方で建築される建築物を構成する複数
の線材と、これら線材の側面に端面が結合される面材を有し、前記建築物の壁を構成する
壁パネルと、
前記線材とこれら線材の側面に結合される面材を有し、前記建築物の床を構成する床パネ
ルと、
前記壁パネルで囲まれる上部開口に嵌合する枠材と、該枠材に固定されて前記上部開口を
塞ぐ面材を有し、前記建築物の屋根を構成する屋根パネルを備え、
前記壁パネル及び／又は前記床パネルの前記線材には、これら線材同士を接合して、建築
する一の前記建築物に必要な前記壁パネル及び前記床パネルのすべての前記線材を一つに
接合する複数の接合金物が固定されており、
前記壁パネルと前記床パネルと前記屋根パネルが規格化されたものであるとともに予め準
備され、
前記接合金物によって前記壁パネルと前記床パネルのすべての前記線材が互いに接合され
て内側に前記面材を有する線材結合体が形成されるとともに、
該線材結合体の上部に前記屋根パネルが嵌合されて一の前記建築物が形成される
木造システム建築構法。
【請求項２】
　前記接合金物による接合と、前記屋根パネルの嵌合が着脱自在である
請求項１に記載の木造システム建築構法。
【請求項３】
　前記接合金物のうち前記線材の端部同士を接合する前記接合金物が、接合される前記線
材の端面間に介在し、前記端面に当接する当接面と、これら当接面から突出して前記端面
から前記線材内に挿入されるに差し込み部を有するものである
請求項１または請求項２に記載の木造システム建築構法。
【請求項４】
　前記接合金物のうち前記線材の端部を前記線材の中間部に接合する前記接合金物が、前
記線材の端部に埋め込まれて前記線材の端面と面一になる当接面と、該当接面に形成され
たボルト挿入穴を有するものである
請求項１から請求項３のうちいずれか一項に記載の木造建築構法。
【請求項５】
　前記壁パネルが、前記線材で囲まれている前記面材に切欠形成された開口と、該開口に
固定された窓枠を有する
請求項１から請求項４のうちいずれか一項に記載の木造システム建築構法。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のうちいずれか一項に記載の木造システム建築構法の前記壁パネ
ル、前記床パネル及び前記屋根パネルを建築現場に搬入して組み立てて一の前記建築物を
建築する
木造システム建築の建築方法。
【請求項７】
　請求項１から請求項５のうちいずれか一項に記載の木造システム建築構法の前記壁パネ
ル、前記床パネル及び前記屋根パネルを組み立てて一の前記建築物、または一の前記建築
物を構成するユニットを形成し、
一の前記建築物または前記ユニットを建築現場に搬入し、前記ユニットを搬入した場合に
はこれらを組み立てて、一の前記建築物を建築する
木造システム建築の建築方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　この発明は木造建築に関し、より詳しくは、工場生産される規格化された構成部材を用
いて、安定品質、工期短縮、低コスト化などの利点を享受できるような新規の木造システ
ム建築構法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　木造建築の構法のひとつに軸組構法がある。これは、柱や梁などの線材からなる軸組で
外力に抵抗するように構成する構法であり、線材の曲げ強度のほか、斜材による変形抑制
、面材によるせん断抵抗を必要に応じて発揮させて強度を得る。
【０００３】
　下記特許文献１の耐力壁構成パネルは、軸組構法において強度を得るためのパネルであ
る。この耐力壁構成パネルは、線材で囲まれる開口部の内側面に当接する当接端面を有す
る面材と、この面材における当接端面部分を表裏両面から挟んで線材に対して固定される
挟持材を有する構成である。
【０００４】
　このほかに、下記特許文献２のように板倉構法を利用した壁板材がある。この壁板材は
線材の側面に形成された溝に落とし込み板からなる面材を嵌め込んで構成されている。こ
のような壁板材を用いた木造建築でも高い強度を得られる。
【０００５】
　このように壁の強度を高めて高強度、高耐久の木造建築を得られるようにしてきたが、
このような木造建築を手軽に得られるようにしたものはこれまでになかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第５４０４００７号公報
【特許文献２】特許第５０６１２５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　この発明は、高強度、高耐久の木造建築を安定した品質で得られるようにすることが手
軽に行え、工期短縮のほか低コスト化なども実現できるようにすることを主な目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　そのための手段は木造システム建築構法である。すなわち、木造システム建築構法は、
木造軸組構法または板倉構法のうち少なくとも一方で建築される建築物を構成する複数の
線材と、これら線材の側面に端面が結合される面材を有し、前記建築物の壁を構成する壁
パネルと、前記線材とこれら線材の側面に結合される面材を有し、前記建築物の床を構成
する床パネルと、前記壁パネルで囲まれる上部開口に嵌合する枠材と、該枠材に固定され
て前記上部開口を塞ぐ面材を有し、前記建築物の屋根を構成する屋根パネルを備え、前記
壁パネル及び／又は前記床パネルの前記線材には、これら線材同士を接合して、建築する
一の前記建築物に必要な前記壁パネル及び前記床パネルのすべての前記線材を一つに接合
する複数の接合金物が固定されており、前記壁パネルと前記床パネルと前記屋根パネルが
規格化されたものであるとともに予め準備され、前記接合金物によって前記壁パネルと前
記床パネルのすべての前記線材が互いに接合されて内側に前記面材を有する線材結合体が
形成されるとともに、該線材結合体の上部に前記屋根パネルが嵌合されて一の前記建築物
が形成される構法である。前記「予め準備され」とは、組み立て時点で存在すればよいと
いう意味である。
【０００９】
　この構成では、規格化されており予め形成され準備された壁パネルと床パネルと屋根パ
ネルを組み合わせると、建築物を構成するすべての面が形成されて一の建築物を建築でき
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る。壁パネルと床パネルは必要な線材を組み込んでパネル化されており、一体に備えられ
た接合金物を用いてすべての線材を接合すると、内側に面材を有する線材結合体が得られ
る。線材結合体は面材の端面が線材の側面に結合する構成であるので強度が高く、そのう
え線材と面材が互いに支えあう。線材結合体の上部、つまり組み合わされた壁パネルの上
部開口に屋根パネルの枠材を嵌合して一体化すると線材結合体の上部も形状が保持される
。壁パネルと床パネルと屋根パネルは規格化、つまり品質、形状、寸法などが規格に合わ
せて統一されているので組み方を変えたりすることもできる。工場で生産された各パネル
を建築現場に搬入してから組み立てても、工場で建築物を組み立ててから建築現場に搬入
しても、建築物を構成するユニットを工場で組み立ててからこれを建築現場に搬入して組
み立ててもよい。
【発明の効果】
【００１０】
　この構成によれば、高強度、高耐久の木造建築を安定した品質で得られるようにするこ
とが手軽に行え、工期短縮のほか低コスト化なども実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】木造システム建築構法の概念図。
【図２】建築物斜視図。
【図３】建築物の主な構成部材を示す分解斜視図。
【図４】桁壁パネルの正面図。
【図５】妻壁パネルの正面図。
【図６】桁壁パネルと床パネルの端部の接合部分を示す分解斜視図。
【図７】桁壁パネルと妻壁パネルの接合部分を示す分解斜視図。
【図８】桁壁パネル下部の間柱部分の接合部分と、桁壁パネルと床パネルの中間部の接合
部分を示す分解斜視図。
【図９】桁壁パネル上部の間柱部分の接合部を示す分解斜視図。
【図１０】壁パネルの横断面図。
【図１１】建築物の縦断面図。
【図１２】壁パネルを組んだ状態の平面図。
【図１３】屋根パネルの固定状態を示す縦断面図。
【図１４】壁パネルに窓枠を固定する態様を示す正面図。
【図１５】組み上げた壁パネルの上部角部分を示す斜視図。
【図１６】組み立て途中の建築物の斜視図。
【図１７】壁パネルの組み立て状態を示す横断面図。
【図１８】線材結合体を示す斜視図。
【図１９】他の例に係る壁パネルの横断面図。
【図２０】図１９の壁パネルの接合態様を示す分解斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　この発明を実施するための一形態を、以下図面を用いて説明する。　
　この発明は木造建築においてパネル化や工業化、システム化をはかるもので、あらかじ
め形成されたパネルを組み立てて建築される木造システム建築構法である。パネルをはじ
めとしてすべての部材は規格化されている。つまり、部材の品質、形状、寸法などが規格
に合わせて統一されている。
【００１３】
　図１にこの木造システム建築構法の概念図を示す。すなわち木造システム建築構法では
、あらかじめ形成されたパネルとして、壁パネルと床パネルと屋根パネルを準備し、これ
らのうち壁パネルと床パネルを接合金物による接合で組み立てて一体化するとともに、壁
パネルの上部開口に屋根パネルを嵌合して一体化し、一の建築物が建築される。建築物と
しては、たとえば、店舗や事務所、ユニットハウスやバンガロ、東屋、物置、倉庫、ガレ
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ージ、休憩所、案内所、勉強部屋、仮設住宅、一般住宅、社寺建築、茶室などさまざまな
ものがある。
【００１４】
　図２は木造システム建築構法で建築した建築物１１の一例を示す斜視図であり、図３が
その建築物１１の主な構成部材を示す分解斜視図である。図３に示したように建築物１１
は４枚の壁パネル１２と１枚の床パネル１３と１枚の屋根パネル１４で構成される。
【００１５】
　これらのパネルのうち壁パネル１２と床パネル１３は線材Ｘと面材Ｙを有し、線材Ｘに
は、これら線材Ｘ同士を接合して、構築する一の建築物１１に必要な壁パネル１２及び床
パネル１３のすべての線材Ｘを一つに接合する複数の接合金物Ｚが固定されている。接合
金物Ｚによる接合は、着脱自在である。
【００１６】
　各パネルについて具体的に説明すると、壁パネル１２は建築物１１の周囲を形成する壁
を構成するもので、木造軸組構法または板倉構法のうち少なくとも一方で建築される建築
物１１を構成する複数の線材Ｘと、これら線材Ｘの側面に端面が結合される面材Ｙで構成
されている。壁パネル１２の線材Ｘは、建築物１１の通し柱２１や間柱２２、土台２３、
軒桁２４、妻梁２５を構成するものであって、角材で構成される。
【００１７】
　この例の建築物１１は平面視長方形であり、壁パネル１２には長手方向にのびる桁壁パ
ネル１２ａと、桁壁パネル１２ａに直角に設けられる妻壁パネル１２ｂの２種類を有する
。桁壁パネル１２ａは、図４に示したように、線材Ｘとしての通し柱２１、間柱２２、土
台２３及び軒桁２４を有している。妻壁パネル１２ｂは図５に示したように、線材Ｘとし
ての妻梁２５を有している。これら線材Ｘには一般に柱材等として用いられるものと同等
の角材が使用され、すべて同一太さ、例えば１０５ｍｍ角に設定されている。この例で線
材Ｘは板倉構法で建築される建築物を構成するものであり、長手方向に沿ってのびる所定
幅の溝Ｘａを側面に有する。溝Ｘａは面材Ｙが嵌る部分であり、面材Ｙが嵌る側面に形成
される。
【００１８】
　まず、桁壁パネル１２ａについて説明する。桁壁パネル１２ａは面材Ｙを線材Ｘで囲む
構成であり、通し柱２２は桁壁パネル１２ａの左右両側に平行に配置され、これらの間に
間柱２２が通し柱２１と平行に設けられ、間柱２２の下端面に土台２３の側面を接合し、
間柱２２の上端面に軒桁２４の側面を接合して枠状に形成されている。土台２３と軒桁２
４の長さは、左右両側の通し柱２１間の距離に対応する長さである。
【００１９】
　通し柱２１と土台２３および軒桁２４間と、間柱２２と土台２３および軒桁２４間は、
接合金物Ｚで接合される。
【００２０】
　通し柱２１と土台２３、通し柱２１と軒桁２４の端部同士を接合する接合金物２６は、
接合される線材Ｘの端面Ｘｂ間に介在し、端面Ｘｂに当接する当接面２６ａと、これら当
接面２６ａから突出して端面Ｘｂから線材Ｘ内に挿入される差し込み部２６ｂを有する。
具体的には、図６、図７に示したように、立方体形状に形成され、一つの角をとりまく３
つの面を前述の当接面２６ａとしている。各当接面２６ａには、板状をなす前述の差し込
み部２６ｂが１枚ずつ突設されている。差し込み部２６ｂは複数の穴部２６ｃを有する。
これらの穴部２６ｃは、ドリフトピン９１を挿入するための部分であり、接合金物２６に
よって接合される通し柱２１と土台２３、軒桁２４の端部には、穴部２６ｃと対応する位
置に貫通穴Ｘｃが形成されている。
【００２１】
　通し柱２１と土台２３を接合する、図６に示した接合金物２６では、内部にナット９２
を入れて柱脚金物１５を固定できるようにしている。柱脚金物１５は、接合金物２６の下
と土台２３の下を支える長さで平面視略Ｌ字形の支持板１５ａと、この支持板１５ａを支
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える支柱１５ｂを有し、支柱１５ｂの下にはアジャスタ１５ｃを備えている。支持板１５
ａの中間点には支柱１５ｂから延びるボルト１５ｄが備えられ、支持板１５ａの両端部に
は土台２３に対する固定を行うボルト９３を必要に応じて通す穴部１５ｅが形成されてい
る。
【００２２】
　通し柱２１と軒桁２４を接合する、図７に示した接合金物２６では、当接面２６ａ以外
の面の少なくとも１つにねじ穴２６ｅを形成している。ねじ穴２６ｅは、接合金物２６を
構成する板材に形成した穴部と、穴部の内側に保持したナットで構成される。
【００２３】
　間柱２２の端部と土台２３および軒桁２４の中間部を接合する接合金物２７は、線材Ｘ
である間柱２２の端部に埋め込まれて間柱２２の端面Ｘｂと面一になる当接面２７ａと、
この当接面２７ａに形成されたボルト挿入穴２７ｂを有する。具体的には図８、図９に示
したように、接合金物２７は前述の当接面２７ａを有する基板２７ｃと、この基板２７ｃ
における当接面２７ａと反対側の面から立設される板状の差し込み部２７ｄを有する。基
板２７ｃの中央には前述のボルト挿入穴２７ｂが形成されており、差し込み部２７ｄには
前述の接合金物２６の差し込み部２６ｂと同様にドリフトピン９１を挿入する複数の穴部
２７ｅが形成されている。
【００２４】
　この接合金物２７は、当接面２７ａを予め土台２３や軒桁２４の側面に当接した状態で
固定されるものであって、ボルト挿入穴２７ｂには差し込み部２７ｄ側からボルト９３を
挿入する。挿入したボルト９３は土台２３や軒桁２４に保持した雌ねじ部材９４に螺合す
る。
【００２５】
　雌ねじ部材９４は、円筒状に形成され、内部に雌ねじを有し、長手方向の中間位置に、
中心を通って横切る貫通穴９４ａを備えている。この貫通穴９４ａは、接合金物２６，２
７の穴部２６ｃ，２７ｅと同様にドリフトピン９１で固定したり、ボルト９５で固定した
りするための部分である。
【００２６】
　間柱２２と土台２３を接合する図８に示した接合金物２７の固定部分には、土台２３を
支える柱脚金物１６を備える。柱脚金物１６は、形状は異なるものの前述の通し柱２１の
下の接合金物２６の下に固定する柱脚金物１５と同様の構成である。すなわち、柱脚金物
１６は、平面視略円形で、土台２３の側面に対して接合する床パネル１３の線材Ｘ（大引
３２）に向けて延びる延長部分を有した支持板１６ａと、この支持板１６ａを支える支柱
１６ｂを有し、支柱１６ｂの下にはアジャスタ１６ｃを備えている。支持板１６ａの中央
には支柱１６ｂからのびるボルト１６ｄが備えられ、支持板１６ａの周囲には、壁パネル
１２の土台２３と床パネル１３の線材Ｘである大引３２に対して木ねじや釘等で固定する
ための穴部１６ｅが適宜形成されている。
【００２７】
　柱脚金物１６の固定は、図８に示したように、土台２３に内蔵した雌ねじ部材９４を利
用して行われる。接合金物２７の固定位置とは別の位置に固定することもできる。
【００２８】
　桁壁パネル１２ａの通し柱２１における上部の妻側の側面には、図７に示したように雌
ねじ部材９４が内蔵されている。雌ねじ部材９４は、前述のようにドリフトピン９１で固
定される。
【００２９】
　妻壁パネル１２ｂは、図３、図５に示したように、面材Ｙの上縁に線材Ｘとして妻梁２
５のみを有する構成である。妻梁２５の長さは、面材Ｙの幅よりも短く、一対の桁壁パネ
ル１２ａの通し柱２１間の距離に等しい。
【００３０】
　桁壁パネル１２ａと妻壁パネル１２ｂの面材Ｙは、相互に嵌合して結合される複数の落
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とし込み板Ｙａで構成される。落とし込み板Ｙａは外壁と内壁を兼用できる程度の厚さ、
たとえば３０ｍｍ程度に設定され、落とし込み板Ｙａ同士の結合面は、凸型の凸条と凹型
の凹溝の嵌合で結合されている。
【００３１】
　面材Ｙの４辺の縁は線材Ｘの溝Ｘａに嵌る部分であり、図４、図５、図１０に示したよ
うに、縁が溝Ｘａに嵌ることで面材Ｙの端面Ｙｂが線材Ｘに結合される。縁は、落とし込
み板Ｙａに対して落とし込み板Ｙａとは別体の角材からなる縁材Ｙｃを固定して構成され
る。縁材Ｙｃの固定は釘等（図示せず）で行える。
【００３２】
　図１０に拡大して示すように、縁材Ｙｃの厚さは落とし込み板Ｙａの厚さよりも若干厚
く形成され、線材Ｘの溝Ｘａとクリアランスをほとんど有しない厚さである。この縁材Ｙ
ｃは壁の内側において落とし込み板Ｙａと面一に設定されている。このため、落とし込み
板Ｙａと溝Ｘａとの間には壁の外側において幅狭で浅い周溝Ｙｄが形成されることになる
。この周溝Ｙｄは必要に応じてコーキング９６が施される部分である。
【００３３】
　桁壁パネル１２ａと妻壁パネル１２ｂの面材Ｙの外側面における四隅と、左右両側縁の
上下方向中間部には、図４、図５に示したように補助板２８が固定されている。補助板２
８は、面材Ｙの表面に固定したときに線材Ｘの表面よりも内側に収まる厚さの板状であり
（図１０参照）、線材Ｘの側面に接する接触面２８ａを有する。つまり四隅の補助板２８
は直角をなす２つの接触面２８ａを有し、上下方向の中間部の補助板２８は直線状の１つ
の接触面２８ａを有する。これらの接触面２８ａを有する辺以外の部分は、必要な面積を
確保しつつデザイン性も考慮して適宜の形状に形成されている。
【００３４】
　床パネル１３は、線材Ｘとこれら線材Ｘの側面に結合される面材Ｙで形成され、建築物
１１の床を構成する。
【００３５】
　床パネル１３の線材Ｘは、土台３１や大引３２を構成するものであって、前述の壁パネ
ル１２の線材Ｘと同じ角材で構成される。図３に示したように、床パネル１３は長手方向
の両端の２本の土台３１と、これらの間で土台３１と平行に並んだ３本の大引３２を備え
、これら土台３１と大引３２の上に面材Ｙが固定されている。土台３１と大引３２の長さ
は一対の桁壁パネル１２ａの通し柱２１間の長さ、つまり妻壁パネル１２ｂの妻梁２５の
長さと同じである。
【００３６】
　土台３１の上面（上側の側面）には、図６に示したように溝Ｘａが形成されている。こ
の溝Ｘａは、妻壁パネル１２ｂの面材Ｙの下端の縁が嵌る部分である。溝Ｘａを有するた
め、面材Ｙの長手方向の端は溝Ｘａの内面と面一に固定される。面材Ｙの長手方向と直交
する方向の端には、間柱２２に対応する部位を除いて、接合時に桁壁パネル１２ａの土台
２３の上面にのる載置縁部３３が形成されている。土台３１と大引３２に対する面材Ｙの
固定は、釘等（図示せず）で行える。
【００３７】
　床パネル１３の線材Ｘのうちの大引３２は、その端部を壁パネル１２の線材Ｘである土
台２３の中間部に接合する接合金物３５を有している。この接合金物３５は、図８に示し
たように、前述の間柱２２と土台２３を接合する接合金物２７と同様の構成である。
【００３８】
　つまり接合金物３５は、線材Ｘの端部に埋め込まれて線材Ｘの端面Ｘｂと面一になる当
接面３５ａと、この当接面３５ａに形成されたボルト挿入穴３５ｂを有する。当接面３５
ａは接合を行う時に土台２３の側面に当接する部分である。具体的には、接合金物３５は
前述の当接面３５ａを有する基板３５ｃと、この基板３５ｃにおける当接面３５ａと反対
側の面から立設される板状の差し込み部３５ｄを有する。基板３５ｃの中央には前述のボ
ルト挿入穴３５ｂが形成されており、差し込み部３５ｄにはドリフトピン９１を挿入する
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複数の穴部３５ｅが形成されている。また、当接面３５ａ側からボルト挿入穴３５ｂに挿
入したボルト９５を保持するため、基板３５ｃの差し込み部３５ｄ側にはナット３５ｆを
保持している。ナット３５ｆは基板３５ｃと補助板３５ｇの間に保持される。
【００３９】
　この接合金物３５は、当接面３５ａを予め大引３２の端部に埋設状態でドリフトピン９
１によって固定される。接合金物３５による桁壁パネル１２ａと大引３２の固定のため、
桁壁パネル１２ａの土台２３の外側面から挿入されるボルト９５を備える。図８の例では
、間柱２２を有する位置と同じ位置に大引３２を固定する例を示したため、ボルト９５は
土台２３と共に雌ねじ部材９４の貫通穴９４ａを通すように描いたが、間柱２２を有しな
い位置に大引３２を固定する場合には、図示は省略するが、土台２３のみに通すことにな
る。
【００４０】
　屋根パネル１４は図３に示したように、組みつけられる壁パネル１２で囲まれる上部開
口に着脱可能に嵌合する枠材４１と、この枠材４１に固定されて上部開口を塞ぐ面材４２
で形成されている。
【００４１】
　枠材４１は、図１１に示したように外嵌合するものであって、断面長方形の角材を縦長
にして平面視長方形に組んで形成する。面材４２は枠材４１の平面視形状よりも大きい長
方形に形成され、枠材４１の上面を塞ぐように固定される。面材４２には、壁パネル１２
を構成した板材と同じ構成の板材を結合したものであっても、合板であっても、その他の
板材であっても、いずれでもよい。
【００４２】
　枠材４１は図１２に示したように、壁パネル１２の軒桁２４と接合金物２６に対してボ
ルト９７で固定できるように、適宜位置に貫通穴４１ａ（図１３参照）を有する。貫通穴
４１ａに挿通するボルト９７は、図１３に示したように軒桁２４に内蔵された雌ねじ部材
９４や、図７に示したように接合金物２６の外面に形成したねじ穴２６ｅに螺合される。
【００４３】
　壁パネル１２と床パネル１３と屋根パネル１４のほか、図１２に示したように壁パネル
１２の上端に固定される火打ち部材５１と梁材５２を備える。火打ち部材５１は、壁パネ
ル１２や床パネル１３を構成する線材Ｘと同断面の角材からなり、両端に、軒桁２４や妻
梁２５などに接合する傾斜面５１ａが形成されている。梁材５２の端部には床パネル１３
における大引３２の端部の接合金物３５と同一の接合金物３５が備えられる。火打ち部材
５１と梁材５２は、軒桁２４や妻梁２５などに貫通するボルト９８で固定される。
【００４４】
　また、壁パネル１２には、パネル形成後か、パネル形成前の段階、または接合金物２６
，２７，３５によって壁パネル１２と床パネル１３のすべての線材Ｘが互いに結合されて
内側に面材Ｙを有する線材結合体１７（図１８参照）が形成された後に、図１４に示した
ように面材Ｙに開口５３が切欠形成され、この開口５３に窓枠５４を装着する。開口５３
は出入り口となる部分や掃出し窓、腰窓など、所望の開口とする。窓枠５４には、開口に
対応した扉や窓が取り付けられる。
【００４５】
　さらに、壁パネル１２には、図１５に示したように固定される吊金具５５が取り付けら
れる。吊金具５５は、長方形板状の定着板部５５ａと、これと一体で横に張りだし後に上
に延びる本体部５５ｂを有し、本体部５５ｂの上端に環状部５５ｃが形成されている。
【００４６】
　これらのほか、屋根パネル１４の上を覆う防水シート（図示せず）や屋根板５６（図２
参照）などの必要な部材も備える。
【００４７】
　以上のように壁パネル１２と床パネル１３と屋根パネル１４とその他の部材は、少なく
とも一の建築物１１を建築するのに必要な種類と数をあらかじめ準備され、建築物１１を
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建築する建築現場に搬入して組み立てて一の建築物１１を建築する。あるいは、一の建築
物または一の建築物を構成するユニット（図示せず）を工場等で形成して、一の建築物１
１またはユニットを建築現場に搬入する。ユニットを搬入した場合にはこれらを組み立て
て、一の建築物を建築する。
【００４８】
　まずは、壁パネル１２と床パネル１３を接合金物２６，２７，３５によって接合する。
接合の順序は、組み立て場所の状況や作業人員などの条件に応じて適宜設定する。
【００４９】
　たとえば図１６に示したように、１枚の桁壁パネル１２ａに床パネル１３を接合して、
妻壁パネル１２ｂと他の桁壁パネル１２ａを順に固定したり、２枚の桁壁パネル１２ａの
間に床パネル１３を接合してから２枚の妻壁パネル１２ｂを固定したりする。
【００５０】
　桁壁パネル１２ａの土台２３と床パネル１３の土台３１との接合は、図６に示したよう
に、接合金物２６の差し込み部２６ｂを土台３１に差し込むとともに、ドリフトピン９１
を土台３１に挿入すると行える。
【００５１】
　桁壁パネル１２ａの土台と２３床パネル１３の大引３２との接合は、図８に示したよう
に、接合金物３５が装着された大引３２の端部をボルト９５で締結して行う。
【００５２】
　妻壁パネル１２ｂは、桁壁パネル１２ａの通し柱２１における溝Ｘａに対して対応する
縁を嵌め込んで、接合金物２６，３５によって線材Ｘ同士の接合状態を得ると、横断面図
である図１７に示したように、桁壁パネル１２ａの通し柱２１の側面の溝Ｘａに妻壁パネ
ル１２ｂの面材Ｙの縁が嵌り込んで端面Ｙｂが面接触して一体となる。このとき、面材Ｙ
に備えた補助板２８の接触面は線材Ｘの側面に面接触する。同様に、桁壁パネル１２ａや
妻壁パネル１２ｂの床パネル１３に対する接合を行って線材Ｘ同士の接合状態を得ると、
縦断面図である図１１に示したように、床パネル１３の土台３１の溝Ｘａに妻壁パネル１
２ｂの縁が嵌り込んで、端面Ｙｂが面接触して一体となる。このとき、面材Ｙに備えた補
助板２８の接触面は線材Ｘの側面に面接触する。
【００５３】
　このようにして接合金物２６，２７，３５によって壁パネル１２と床パネル１３の組み
立て状態を得ると、壁パネル１２と床パネル１３のすべての線材Ｘが互いに接合されて内
側に面材Ｙを有する図１８に示したような線材結合体１７が形成される。線材結合体１７
の上端部には前述の火打ち部材５１などが固定される。
【００５４】
　そして線材結合体１７の上部には、屋根パネル１４を嵌合してから、図２に示したよう
な一の建築物１１を形成する。屋根パネル１４は、図１２に示したようにボルト９７で固
定され、屋根パネル１４の上には防水シートと屋根板５６を固定する。すると、図２に示
したような建築物が得られる。
【００５５】
　工場等で建築物を構築した場合には、吊金具５５を利用して、クレーン等で吊り下げて
車両等で移動し、建築現場の所定位置に設置する。
【００５６】
　このようにして構成する建築物１１は、部材が仕様の似た用途ごとに工場等で予め規格
に基づいて製造され、工場等や建築現場において組み立てられるので、品質の安定化と工
期短縮、低コスト化を実現できる。組み立ては、主に接合金物２６，２７，３５やボルト
９３，９５，９７，９８、ドリフトピン９１を用いて行うので、熟練工なしに単純工でも
施工できる。にもかかわらず、建築物１１を構成するすべての線材Ｘが一体に接合される
とともに、線材Ｘで囲まれる空間には面材Ｙがその端面Ｙｂを線材Ｘの側面に結合してお
り、線材結合体１７は線材Ｘと面材Ｙが互いに支えあうので、強度は高く、耐久性、耐震
性が良好である。
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【００５７】
　また、建築現場での端材発生を少なくできるうえに、接合金物Ｚによる接合と屋根パネ
ル１４の嵌合が着脱自在であるので、解体も可能で、解体した時には一部の部材を再利用
することもできる。このため資源循環型商品となる利点も有する。
【００５８】
　さらに、規格化された部材の組み合わせ方法の選択により、デザインの変更ができる。
つまり、デザインの自由度は高く、デザイン性を向上できる。
【００５９】
　以下、他の例について説明する。この説明において前述の構成と同様の部位については
それと同一の符号を付してその詳しい説明を省略する。
【００６０】
　図１９は、木造軸組構法で建築される建築物１１を構成する壁パネル１２の横断面図で
ある。この図に示すように、壁パネル１２は、前述と同様に複数の線材Ｘと、これら線材
Ｘの側面に端面が結合される面材Ｙで構成されるが、面材Ｙの縁の端面Ｙｃは線材Ｘの側
面に当接するものであって、面材Ｙの縁の表裏両面は、線材Ｘの側面に固定される挟持材
２９で挟み込まれている。挟持材２９は角材で構成され、線材Ｘに対して複数の釘９９で
固定される。
【００６１】
　このような構成の壁パネル１２においては、桁壁パネル１２ａでも妻壁パネル１２ｂで
も通し柱２１を有する。
【００６２】
　壁パネル１２の外側面や内側面には、図示を省略するが仕上げ材、つまり板材が必要に
応じてあらかじめ備えられる。仕上げ材は後で付けてもよいが、仕上げ材も付けてパネル
化しておくのが、作業性などの点で好ましい。
【００６３】
　組み立てに際しては、例えば図２０に示したように、通し柱２１と土台２３を接合して
いる接合金物２６同士と、通し柱２１同士をボルト９５で結合するとよい。
【００６４】
　このような壁パネル１２を用いた木造システム建築構法でも、前述と同様の作用、効果
を有する。
【００６５】
　また、前述のように木造軸組構法と板倉構法のいずれか一方のみを利用するのではなく
、その双方を混在させてもよい。
【００６６】
　建築物１１の内部に間仕切りパネル（図示せず）を追加することもできる。
【００６７】
　壁パネル１２と床パネル１３を接合する接合金物Ｚは壁パネル１２のみに備えることも
できる。
【００６８】
　屋根パネル１４は前述例のように一つではなく、複数備えて組み合わせるようにしても
よい。また線材結合体１７に対する屋根パネル１４の嵌合は内嵌合としてもよい。
【００６９】
　前述のように柱脚金物を使用せずに、別途に基礎を設けてその基礎の上に建築物を設置
してもよい。
【符号の説明】
【００７０】
　１１…建築物
　１２…壁パネル
　１３…床パネル
　１４…屋根パネル
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　１７…線材結合体
　Ｘ…線材
　Ｘｂ…端面
　Ｙ…面材
　Ｙｂ…端面
　Ｚ，２６，２７，３５…接合金物
　２６ａ，２７ａ，３５ａ…当接面
　２６ｂ…差し込み部
　２７ｂ，３５ｂ…ボルト挿入穴
　４１…枠材
　４２…面材
　５３…開口
　５４…窓枠

【図１】 【図２】
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