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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の建築用パネルを用いて建物を構築する際に、隣接する建築用パネル同士を接合金
物で接合してなる建築用パネルの接合構造において、
　前記隣接する建築用パネルのそれぞれにはスリットが形成されており、
　前記接合金物は、
　前記隣接する建築用パネルそれぞれのスリットに差し込まれる差込板部と、
　前記差込板部と一体形成されるとともに、当該差込板部の差込方向と直交する方向に張
り出す張出板部と、
　前記張出板部と一体形成されるとともに、前記差込板部の突出方向とは反対の方向に突
出し、前記差込板部が差し込まれる建築用パネルとは異なる建築用パネルに差し込まれる
突出部位と、を備え、
　前記建築用パネルには、前記接合金物の前記張出板部を収容する凹部が形成されている
ことを特徴とする建築用パネルの接合構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の建築用パネルの接合構造において、
　前記突出部位は、前記張出板部の張出方向のうち少なくとも一方側に設けられているこ
とを特徴とする建築用パネルの接合構造。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の建築用パネルの接合構造において、
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　前記突出部位は、前記張出板部に対して複数設けられており、
　前記異なる建築用パネルは、前記差込板部が差し込まれる前記建築用パネルに対して複
数設けられており、
　複数の前記突出部位は、複数の前記異なる建築用パネルのいずれかに差し込まれている
ことを特徴とする建築用パネルの接合構造。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の建築用パネルの接合構造において、
　前記建築用パネルは、横框と縦框とが矩形枠状に組み立てられるとともに、矩形枠の内
部に補助桟材が組み付けられ、横框と縦框と補助桟材との両面もしくは片面に面材が貼設
されてなる木質パネルであり、
　前記スリットは、前記建築用パネルのうち少なくとも前記横框または前記縦框に対して
形成されていることを特徴とする建築用パネルの接合構造。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の建築用パネルの接合構造において、
　前記隣接する建築用パネルは、横方向に隣接する壁パネルであり、
　前記スリットは、前記隣接する壁パネルの上端面または／および下端面に跨って形成さ
れており、
　前記接合金物の前記差込板部は、前記隣接する壁パネルに跨って形成された前記スリッ
トに対して差し込まれていることを特徴とする建築用パネルの接合構造。
【請求項６】
　請求項５に記載の建築用パネルの接合構造において、
　前記隣接する壁パネルの下端面に形成された前記スリットに対して、前記差込板部が差
し込まれる前記接合金物は、前記隣接する壁パネルが立設される他の前記建築用パネルの
上面に固定されていることを特徴とする建築用パネルの接合構造。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の建築用パネルの接合構造において、
　前記隣接する建築用パネルは、横方向に隣接する床パネルであり、
　前記スリットは、前記隣接する床パネルの側端面に跨って形成されており、
　前記接合金物の前記差込板部は、前記隣接する床パネルに跨って形成された前記スリッ
トに対して差し込まれていることを特徴とする建築用パネルの接合構造。
【請求項８】
　請求項７に記載の建築用パネルの接合構造において、
　前記床パネルの下面には、前記隣接する床パネルの側端面に跨って形成された前記スリ
ットとは異なる他のスリットが形成されており、
　前記スリットと前記他のスリットは、前記床パネルにおける隅部に配置されており、
　前記スリットにおける差込口と前記他のスリットにおける差込口は同一の方向に長く形
成されていることを特徴とする建築用パネルの接合構造。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の建築用パネルの接合構造において、
　前記隣接する建築用パネルは、上下方向に隣接する壁パネルと床パネルとであり、
　前記スリットは、前記壁パネルの上端面と前記床パネルの下面のそれぞれに形成されて
おり、
　前記接合金物の前記差込板部は複数であり、それぞれの前記差込板部が、前記壁パネル
に形成された前記スリットと、前記床パネルに形成された前記スリットに差し込まれてい
ることを特徴とする建築用パネルの接合構造。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項に記載の建築用パネルの接合構造が採用された建物であっ
て、
　複数階建てに構築された躯体を有しており、
　前記躯体のうち最下階は鉄骨造とされ、前記躯体のうち前記最下階よりも上の階は木造
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とされており、
　前記木造とされた階は、前記複数の建築用パネルによって構成されていることを特徴と
する建物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建築用パネルの接合構造および建物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　住宅等の建物の構築においては、建物の工業化が進み、例えば、壁や床、屋根といった
構成要素を予め工場にてパネル化しておき、施工現場でこれらの建築用パネルを組み立て
ることにより、建物を構築するといったパネル工法が知られている。
　このようなパネル工法においては、従来、建築用パネル同士の接合方法として、接合す
べき建築用パネルの接合面に接着剤を塗布しておき、建築用パネル相互からそれ自体抜け
止め機能を備えたスクリュー釘を打ち込んで建築用パネル同士を圧締させて固定すること
によって接合する方法が採用されている（例えば、特許文献１参照）。このような建築用
パネル同士の接合方法を採用すれば、接着剤の塗布工程と、スクリュー釘の打ち込み工程
を行うだけで済むので、比較的容易に建物を建築することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２１６１４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、例えば流通上の問題や気候の問題等を始めとする様々な要因で、建物を建築
する際に接着剤を使用できない場合がある。そのため、接着剤を極力使用せずに建物を建
築できるような技術の開発が望まれていた。
【０００５】
　本発明の課題は、接着剤を極力使用せずに建築用パネル同士を接合することができると
ともに、簡易に建物を建築できる建築用パネルの接合構造および建物を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、例えば図１～図１２に示すように、複数の建築用パネル３～
７を用いて建物１（３０）を構築する際に、隣接する建築用パネル３～７同士を接合金物
２１～２３，２８で接合してなる建築用パネル３～７の接合構造において、
　前記隣接する建築用パネル３～７のそれぞれにはスリット１５が形成されており、
　前記接合金物２１～２３，２８は、
　前記隣接する建築用パネル３～７それぞれのスリット１５に差し込まれる差込板部２５
と、
　前記差込板部２５と一体形成されるとともに、当該差込板部２５の差込方向と直交する
方向に張り出す張出板部２６と、
　前記張出板部２６と一体形成されるとともに、前記差込板部２５の突出方向とは反対の
方向に突出し、前記差込板部２５が差し込まれる建築用パネル３～７とは異なる建築用パ
ネル３～７に差し込まれる突出部位と、を備え、
　前記建築用パネル３～７には、前記接合金物２１～２３，２８の前記張出板部２６を収
容する凹部１６が形成されていることを特徴とする。
【０００７】
　請求項１に記載の発明によれば、隣接する建築用パネル３～７のそれぞれにはスリット
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１５が形成されており、接合金物２１～２３，２８は、隣接する建築用パネル３～７それ
ぞれのスリット１５に差し込まれる差込板部２５と、差込板部２５と一体形成されるとと
もに、当該差込板部２５の差込方向と直交する方向に張り出す張出板部２６と、を備える
ので、差込板部２５がスリット１５に差し込まれることによって、隣接する建築用パネル
３～７は、当該建築用パネル３～７同士が互いに近づく方向と、差込板部２５の側面と直
交する方向への移動が規制されることとなる。これによって、建物１（３０）を建築する
際に、接着剤を極力使用せずに建築用パネル３～７同士を接合することができるとともに
、簡易に建物１（３０）を建築できる。
　また、建築用パネル３～７には、接合金物２１～２３，２８の張出板部２６を収容する
凹部１６が形成されているので、凹部１６に張出板部２６を収容することによって、隣接
する建築用パネル３～７の接合箇所に、当該張出板部２６による段差が生じなくなる。こ
れによって、建物１（３０）を建築する際に、張出板部２６による段差を解消するための
手段を採用する必要がなくなり、結果的に、建物１（３０）の施工性を向上できる。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、例えば図５，図６，図１２に示すように、請求項１に記載の
建築用パネル３～７の接合構造において、
　前記突出部位は、前記張出板部２６の張出方向のうち少なくとも一方側に設けられてい
ることを特徴とする。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の建築用パネル３～７の接合構造にお
いて、
　前記突出部位は、前記張出板部２６に対して複数設けられており、
　前記異なる建築用パネル３～７は、前記差込板部２５が差し込まれる前記建築用パネル
３～７に対して複数設けられており、
　複数の前記突出部位は、複数の前記異なる建築用パネルのいずれかに差し込まれている
ことを特徴とする。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、例えば図４～図８に示すように、請求項１～３のいずれか一
項に記載の建築用パネル３～７の接合構造において、
　前記建築用パネル３～７は、横框８と縦框９とが矩形枠状に組み立てられるとともに、
矩形枠の内部に補助桟材１０が組み付けられ、横框８と縦框９と補助桟材１０との両面も
しくは片面に面材１１が貼設されてなる木質パネルであり、
　前記スリット１５は、前記建築用パネル３～７のうち少なくとも前記横框８または前記
縦框９に対して形成されていることを特徴とする。
【００１３】
　請求項４に記載の発明によれば、スリット１５は、建築用パネル３～７のうち少なくと
も横框８または縦框９に対して形成されているので、建築用パネル３～７の中でも比較的
構造強度の高い位置にスリット１５を形成できる。これによって、例えば構造強度の低い
部位にスリット１５を形成し、当該部位を接合箇所とする場合に比して、構造的な安定性
を得ることができる。
【００１４】
　請求項５に記載の発明は、例えば図３～図６，図８，図１０に示すように、請求項１～
４のいずれか一項に記載の建築用パネル３～７の接合構造において、
　前記隣接する建築用パネルは、横方向に隣接する壁パネル４，４（６，６）であり、
　前記スリット１５は、前記隣接する壁パネル４，４（６，６）の上端面または／および
下端面に跨って形成されており、
　前記接合金物２０～２４，２８の前記差込板部２５は、前記隣接する壁パネル４，４（
６，６）に跨って形成された前記スリット１５に対して差し込まれていることを特徴とす
る。
【００１５】
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　請求項５に記載の発明によれば、接合金物２０～２４，２８の差込板部２５は、隣接す
る壁パネル４，４（６，６）に跨って形成されたスリット１５に対して差し込まれている
ので、横方向に隣接する壁パネル４，４（６，６）は、当該壁パネル４，４（６，６）同
士が互いに近づく方向と、差込板部２５の側面と直交する方向への移動が規制されること
となる。これによって、接着剤を極力使用せずに、横方向に隣接する壁パネル４，４（６
，６）同士を接合金物２０～２４，２８によって接合することができるとともに、簡易に
建物１（３０）を建築できる。
【００１６】
　請求項６に記載の発明は、例えば図３，図５，図６，図８に示すように、請求項５に記
載の建築用パネル３～７の接合構造において、
　前記隣接する壁パネル４，４（６，６）の下端面に形成された前記スリット１５に対し
て、前記差込板部２５が差し込まれる前記接合金物２０～２４，２８は、前記隣接する壁
パネル４，４（６，６）が立設される他の前記建築用パネル（床パネル３，５）の上面に
固定されていることを特徴とする。
【００１７】
　請求項６に記載の発明によれば、隣接する壁パネル４，４（６，６）の下端面に形成さ
れたスリット１５に対して、差込板部２５が差し込まれる接合金物２０～２４，２８は、
隣接する壁パネル４，４（６，６）が立設される他の建築用パネル（床パネル３，５）の
上面に固定されているので、隣接する壁パネル４，４（６，６）を、接合金物２０～２４
，２８を介して他の建築用パネルの上面に確実に立設させることができる。
【００１８】
　請求項７に記載の発明は、例えば図５～図７に示すように、請求項１～６のいずれか一
項に記載の建築用パネル３～７の接合構造において、
　前記隣接する建築用パネルは、横方向に隣接する床パネル３，３（５，５）であり、
　前記スリット１５は、前記隣接する床パネル３，３（５，５）の側端面に跨って形成さ
れており、
　前記接合金物２０～２４，２８の前記差込板部２５は、前記隣接する床パネル３，３（
５，５）に跨って形成された前記スリット１５に対して差し込まれていることを特徴とす
る。
【００１９】
　請求項７に記載の発明によれば、接合金物２０～２４，２８の差込板部２５は、隣接す
る床パネル３，３（５，５）に跨って形成されたスリット１５に対して差し込まれている
ので、横方向に隣接する床パネル３，３（５，５）は、当該床パネル３，３（５，５）同
士が互いに近づく方向と、差込板部２５の側面と直交する方向への移動が規制されること
となる。これによって、接着剤を極力使用せずに、横方向に隣接する床パネル３，３（５
，５）同士を接合金物２０～２４，２８によって接合することができるとともに、簡易に
建物１（３０）を建築できる。
【００２０】
　請求項８に記載の発明は、例えば図５～図７に示すように、請求項７に記載の建築用パ
ネル３～７の接合構造において、
　前記床パネル３（５）の下面には、前記隣接する床パネル３，３（５，５）の側端面に
跨って形成された前記スリット１５とは異なる他のスリット１５が形成されており、
　前記スリット１５と前記他のスリット１５は、前記床パネル３（５）における隅部に配
置されており、
　前記スリット１５における差込口と前記他のスリット１５における差込口は同一の方向
に長く形成されていることを特徴とする。
【００２２】
　請求項９に記載の発明は、例えば図５，図６に示すように、請求項１～８のいずれか一
項に記載の建築用パネル３～７の接合構造において、
　前記隣接する建築用パネルは、上下方向に隣接する壁パネル４（６）と床パネル３（５
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）とであり、
　前記スリット１５は、前記壁パネル４（６）の上端面と前記床パネル３（５）の下面の
それぞれに形成されており、
　前記接合金物２１，２２の前記差込板部２５は複数であり、それぞれの前記差込板部２
５が、前記壁パネル４（６）に形成された前記スリット１５と、前記床パネル３（５）に
形成された前記スリット１５に差し込まれていることを特徴とする。
【００２３】
　請求項９に記載の発明によれば、接合金物２１，２２の差込板部２５は複数であり、そ
れぞれの差込板部２５が、壁パネル４（６）に形成されたスリット１５と、床パネル３（
５）に形成されたスリット１５に差し込まれているので、上下方向に隣接する壁パネル４
（６）と床パネル３（５）は、当該壁パネル４（６）と床パネル３（５）同士が互いに近
づく方向と、差込板部２５の側面と直交する方向への移動が規制されることとなる。これ
によって、接着剤を極力使用せずに、上下方向に隣接する壁パネル４（６）と床パネル３
（５）同士を接合金物２０～２４によって接合することができるとともに、簡易に建物１
（３０）を建築できる。
【００２４】
　請求項１０に記載の発明は、例えば図１～図１１に示すように、請求項１～９のいずれ
か一項に記載の建築用パネル３～７の接合構造が採用された建物３０であって、
　複数階建てに構築された躯体を有しており、
　前記躯体のうち最下階３１は鉄骨造とされ、前記躯体のうち前記最下階３１よりも上の
階３２は木造とされており、
　前記木造とされた階３２は、前記複数の建築用パネル５～７によって構成されているこ
とを特徴とする。
【００２５】
　請求項１０に記載の発明によれば、接着剤を極力使用せずに建築用パネル３～７同士を
接合することができるとともに、簡易に建築できる。さらに、複数階建てに構築された躯
体のうち最下階３１は鉄骨造とされているので、シロアリを始めとする様々な虫によって
被害を受けやすい最下階３１の虫害を抑えることができる。
　また、最下階３１よりも上の階３２は木造とされ、かつ複数の建築用パネル５～７によ
って構成されているので、接着剤を極力使用せずに建築用パネル５～７同士を接合するこ
とができるとともに、簡易に、最下階３１よりも上の階３２を建築できる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、接着剤を極力使用せずに建築用パネル同士を接合することができると
ともに、簡易に建物を建築できる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】パネル工法によって建築される建物の施工例を示す斜視図である。
【図２】パネル工法によって建築される建物の一階部分および二階の床パネルの施工例を
示す斜視図である。
【図３】壁パネル同士の接合形態を説明する図である。
【図４】壁パネル同士の上端部の接合形態を示す斜視図である。
【図５】一階から二階にかけてのパネル同士の接合形態を示す断面図である。
【図６】一階と二階との間の接合形態を示す断面図である。
【図７】床パネル同士の接合形態を示す斜視図である。
【図８】建物のコーナー部における接合形態を示す斜視図である。
【図９】接合金物の例を示す斜視図である。
【図１０】接合金物の例を示す断面図である。
【図１１】一階を鉄骨軸組工法で建築し、二階をパネル工法で建築した建物の施工例を示
す図である。
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【図１２】図９に示す接合金物の変形例を示しており、（ａ）はその斜視図であり、（ｂ
）はその使用例である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
　図１において符号１は、建物を示す。この建物１は、二階建ての住宅であり、複数の建
築用パネル３～７を用いるパネル工法によって建築されている。
　パネル工法では、床パネル、壁パネル、小屋壁パネル、屋根パネル（図示せず）等の建
築用パネルが用いられる。また、これら各種建築用パネルは、天候や作業者の技量に左右
される可能性が高い現場施工ではなく、高品質で安定した性能を実現できる工場で生産さ
れている。
　また、各種建築用パネルは、主に木質パネルであり、横框８と縦框９とを矩形枠状に組
み立てるとともに、矩形枠の内部に補助桟材１０を縦横に組み付け、横框８と縦框９と補
助桟材１０との両面もしくは片面に面材１１を貼設したものである。また、矩形枠の中空
部に対しては、グラスウール等の断熱材（図示せず）が適宜充填される。
　また、本実施の形態の建築用パネル３～７は、後述するように、接合金物２０～２４に
よって接合される。
　なお、本実施の形態の建築用パネル３～７は、木質の建築用パネルを採用したが、これ
に限られるものではなく、例えばコンクリート製や樹脂製の建築用パネルを採用してもよ
いし、これらを複合させた構造の建築用パネルを採用してもよい。
【００２９】
　各建築用パネル３～７を木質パネルとした場合、虫害対策は常に考慮されるべきもので
ある。そのため、各建築用パネル３～７を構成する横框８と縦框９と補助桟材１０に、防
虫用の薬剤を浸透させておくことが望ましい。
【００３０】
　なお、防虫用の薬剤を浸透させる作業は、予め工場で行われるものとする。具体的には
、工場で、材料となる木材に対して、回転するインサイジング刃物によって多数の微小孔
を均一に形成し、当該多数の微小孔から薬剤を浸透させるようにする。また、横框８と縦
框９と補助桟材１０の防虫処理としては、上述の防虫用の薬剤を浸透させる方法以外にも
、例えば薬剤を加圧注入する方法を採用してもよい。
【００３１】
　そして、このように横框８と縦框９と補助桟材１０に防虫用の薬剤が浸透していれば、
シロアリを始めとする様々な虫（例えば、キクイムシ、シバンムシ等、また腐朽菌等によ
る腐れも含む）による被害を低減できる。
　これによって、虫害（虫による木材の食害）による建築用パネル３～７の劣化を防ぐこ
とができるので、主に接合金物２０～２４で接合される建築用パネル３～７同士の接合状
態を良好に維持することができる。
【００３２】
　建物１の躯体構造について概略的に説明すると、図５，図８に示すように、コンクリー
トの基礎２上に、台輪２ｄを介して一階の床パネル３が固定され、この一階の床パネル３
上に、一階の壁パネル４が立設されている。さらに、その上に二階の床パネル５が設置さ
れ、この二階の床パネル５上に二階の壁パネル６が立設されている。二階の壁パネル６の
上には、屋根の傾斜に対応する傾斜面を有する小屋壁パネル７が立設され、小屋壁パネル
７の上に屋根パネルが設置される。
　なお、各種パネル３～７に対しては、予め工場等で取り付けておけるものは取り付けて
おく。すなわち、例えば予め工場等で、壁パネル４，６や小屋壁パネル７に対して外壁材
や石膏ボード等の内壁材を取り付けたり、床パネル３，５に対して防虫シートを取り付け
たりすることが行われる。
【００３３】
　また、一階の床パネル３によって形成される一階の床の外周には半土台１２が設けられ
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ており、外周壁を形成する一階の壁パネル４は、一階の床パネル３の横框８または縦框９
と、半土台１２の上に配置されている。
　二階の床パネル５によって形成される二階の床の外周には胴差１３（半胴差）が設けら
れている。すなわち、外周壁を形成する一階の壁パネル４の上には、胴差１３と、二階の
床パネル５の横框８または縦框９とが設置される。そして、外周壁を形成する二階の壁パ
ネル６は、二階の床パネル５の横框８または縦框９と、胴差１３の上に配置されている。
【００３４】
　以上のような各種建築用パネル３～７のうち、隣接する建築用パネル３～７同士を接合
する際は、図３～図１０に示すように、差込板部２５と、張出板部２６と、を備えた接合
金物２０，２１，２２，２３，２４が使用される。一方、各種建築用パネル３～７には、
接合金物２０～２４の差込板部２５に対応するスリット１５が形成されている。
　すなわち、各種建築用パネル３～７のうち、隣接する建築用パネル３～７のそれぞれに
はスリット１５が形成されている。そして、接合金物２０～２４は、隣接する建築用パネ
ル３～７それぞれのスリット１５に差し込まれる差込板部２５と、差込板部２５の差込方
向と直交する方向に張り出す張出板部２６と、を備える。また、差込板部２５と張出板部
２６は一体形成されている。
【００３５】
　より詳細に説明すると、スリット１５は、建築用パネル３～７のうち少なくとも横框８
または縦框９に対して形成されている。
　さらに、隣接する建築用パネル３～７のうち少なくとも一方の建築用パネルの横框８ま
たは縦框９には、図４等に示すように、接合金物２０～２４の張出板部２６を収容する凹
部１６が形成されている。すなわち、凹部１６は、張出板部２６の寸法に対応して、縦横
の寸法および深さ寸法が設定されている。したがって、張出板部２６が凹部１６に収容さ
れた状態においては、凹部１６のある建築用パネルの端面と、凹部１６に収容された張出
板部２６の表面とが略面一となっている。
　そして、当該凹部１６の底面（差込板部２５の差込方向によっては天面）にスリット１
５が形成された状態となっている。
【００３６】
　接合金物２０は、他の接合金物２１～２４の基本となる形態の接合金物であり、図４等
に示すように、一つの差込板部２５と、張出板部２６とからなる。差込板部２５と張出板
部２６は双方とも矩形板状に形成されている。
　また、差込板部２５は、張出板部２６の中央部から、張出板部２６と直交する方向に突
出しており、接合金物２０自体は、断面略Ｔ字状に形成されている。
【００３７】
　接合金物２１は、壁パネル４と床パネル５との接合に用いられるものであり、図５に示
すように、二つの差込板部２５と、張出板部２６とからなる。
　二つの差込板部２５のうち一方の差込板部２５は、張出板部２６の中央部から突出して
おり、他方の差込板部２５は、張出板部２６の縁部に一体形成されて、一方の差込板部２
５とは反対の方向に突出している。
【００３８】
　接合金物２２は、壁パネル４と複数の床パネル５との接合に用いられるものであり、図
６に示すように、三つの差込板部２５と、張出板部２６とからなる。
　三つの差込板部２５のうち一つは、張出板部２６の中央部から突出しており、他の二つ
の差込板部２５，２５は、張出板部２６の両側縁部のそれぞれに一体形成されて、一つの
差込板部２５とは反対の方向に突出している。
【００３９】
　接合金物２３は、図９に示すように、一つの差込板部２５と、張出板部２６と、複数の
ピン２７とからなる。
　複数のピン２７は、張出板部２６と一体的に形成され、差込板部２５とは反対の方向に
突出している。また、複数のピン２７は、張出板部２６の長さ方向一端部と他端部のそれ
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ぞれに配置されている。
　隣接する建築用パネル３～７を、当該接合金物２３で接合する場合は、隣接する建築用
パネル３～７同士のそれぞれに、ピン２７に対応する差込穴（図示せず）が適宜形成され
る。一方のピン２７は、隣接する建築用パネル３～７の一方に形成された差込穴に差し込
まれ、他方のピン２７は、他方の建築用パネルの差込穴に差し込まれる。
【００４０】
　図１２には、接合金物２３の変形例として、一つの差込板部２５と、張出板部２６と、
複数のピン２７とからなる接合金物２８が示されている。
　複数のピン２７は、張出板部２６と一体的に形成され、差込板部２５とは反対の方向に
突出している。また、複数のピン２７は、張出板部２６の張出方向の両側（差込板部２５
の左右両側）に配置されている。さらに、これら複数のピン２７は、張出板部２６の長さ
方向一端部と他端部のそれぞれに配置されているが（計四本）、これに限られるものでは
なく、張出板部２６の張出方向の中央に一本ずつ配置されていてもよいし、より多くピン
２７が配置されていてもよい。
　隣接する建築用パネル３～７を、当該接合金物２８で接合する場合は、隣接する建築用
パネル３～７同士のそれぞれに、ピン２７に対応する差込穴２７ａが適宜形成される。図
１２に示す例では、張出板部２６の張出方向の一方側にあるピン２７は、隣接する一方の
建築用パネル５に形成された差込穴２７ａに差し込まれ、張出板部２６の張出方向の他方
側にあるピン２７は、隣接する他方の建築用パネル５に形成された差込穴２７ａに差し込
まれる。
【００４１】
　接合金物２４は、図１０に示すように、概略Ｌ字型の金物として形成されており、Ｌ字
状に屈曲する差込板部２５と、平面視Ｌ字状の張出板部２６と、からなる。
　接合金物２４は、建物１のコーナーに設けられるものであり、図８に示す接合金物２０
に替えて、当該接合金物２４を用いてもよい。その場合、コーナーを形成する隣接する建
築用パネル３～７には、Ｌ字状のスリット１５が形成される。
【００４２】
　なお、図示はしないが、平面視Ｔ字状に形成された接合金物や、平面視十字状に形成さ
れた接合金物、断面十字状に形成された接合金物等を用いてもよい。
　また、いずれの接合金物２０～２４，２８であっても、張出板部２６には、当該張出板
部２６を建築用パネル３～７に取り付けるためのビスや釘を通すための複数の取付孔２６
ａが形成されている。そして、接合金物２０～２４，２８は、ビスや釘によって、建築用
パネル３～７自体、もしくは建築用パネル３～７が設置される対象（例えば図６に示す二
階の床パネル５と壁パネル６との接合状態を参照）に対して固定される。
【００４３】
　また、接合金物２０～２４，２８は、壁パネルの接合（壁パネル４同士、壁パネル６同
士、床パネル３と壁パネル４、壁パネル４と床パネル５、床パネル５と壁パネル６）に用
いられる場合には、差込板部２５が上向きまたは下向きに配置され、張出板部２６は横方
向（水平方向）に配置される。
　一方、接合金物２０～２４，２８が、床パネルの接合（床パネル３同士、床パネル５同
士）に用いられる場合には、差込板部２５は横方向（水平方向）に配置され、張出板部２
６は上下方向に配置される。
【００４４】
　以下、建築用パネル３～７の接合構造について、より具体的に説明する。
【００４５】
　まず、図３，図４に示すように、前記隣接する建築用パネルが、一方の壁パネル４（６
）と他方の壁パネル４（６）である場合について説明する。なお、一階においても、二階
においても隣接する壁パネルの接合構造は同様であるため、以下では、一階の隣接する壁
パネル４，４について説明し、二階の隣接する壁パネル６，６については省略する。
【００４６】
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　建物１の一階の壁（外壁・内壁）を構成する壁パネル４は、床パネル３の上面に、一直
線状にまたは交差して複数配置される。
　複数の壁パネル４が一直線状に配置される場合、スリット１５は、図３，図４に示すよ
うに、隣接する壁パネル４，４の上端面および下端面に跨って形成される。
　すなわち、本実施の形態においては、壁パネル４を構成する二本の縦框９の上端面およ
び下端面のそれぞれにスリット１５が形成されている。そして、二つの壁パネル４，４を
隣接配置した時に、差込板部２５の長さと略等しいスリット１５が形成される。このよう
なスリット１５に対して、接合金物２０の差込板部２５が、隣接する壁パネル４，４に跨
るようにして差し込まれる。
【００４７】
　複数の壁パネル４が交差して配置される場合においても、スリット１５は、隣接する壁
パネル４，４の上端面および下端面に跨って形成される。そして、接合金物２０の差込板
部２５は、直交して隣接する壁パネル４，４に跨って差し込まれる（図８参照）。
　さらに、接合金物２０の張出板部２６は、隣接する壁パネル４，４の上端面および下端
面に跨って形成された凹部１６に収容される。
　なお、壁パネル４，４の交差部分には、図８に示すように寸法を調整するための調整材
１４が設けられる場合がある。スリット１５や凹部１６は、当該調整材１４に対して形成
されてもよい。
【００４８】
　隣接する壁パネル４，４の下端面に形成されたスリット１５に対して、差込板部２５が
差し込まれる接合金物２０は、隣接する壁パネル４，４が立設される一階の床パネル３の
上面に固定されている。
　すなわち、壁パネル４を床パネル３（建物１外周の場合は半土台１２を含んでもよい）
の上面に立設する際は、接合金物２０を、床パネル３の上面のうち、隣接する壁パネル４
，４の下端面に跨って形成されるスリット１５に対応する位置に予め固定しておく。そし
て、その接合金物２０の位置に合わせて、隣接する壁パネル４，４を、当該隣接する壁パ
ネル４，４のスリット１５に差込板部２５が差し込まれるようにして床パネル３の上面に
設置する。
【００４９】
　隣接する壁パネル４，４の上端面に形成されたスリット１５に対して、差込板部２５が
差し込まれる接合金物２０は、張出板部２６が、隣接する壁パネル４，４に跨って形成さ
れた凹部１６に収容される。
　さらに、張出板部２６に形成された複数の取付孔２６ａにビス・釘等の固定具が挿入さ
れ、壁パネル４側に打ち付けられて、接合金物２０が隣接する壁パネル４，４の上端面に
跨って固定される。
【００５０】
　なお、隣接する壁パネル４，４同士を接合する接合金物は、図４に示すような平面視矩
形状・断面Ｔ字状の接合金物２０だけでなく、図９に示す接合金物２３や、図１０に示す
接合金物２４を採用してもよい。
　すなわち、例えば隣接する壁パネル４，４の上端面に、図９に示す接合金物２３を取り
付けた場合、隣接する壁パネル４，４の上に設置される隣接する二階の床パネル５，５（
建物１外周の場合は胴差１３を含んでもよい）の下面に形成されるピン差込穴のそれぞれ
にピン２７，２７が差し込まれる。
　また、交差する壁パネル４，４の交差部分の上端面に接合金物２３を取り付けた場合、
交差する壁パネル４，４の上に設置される二階の床パネル５（建物１外周の場合は胴差１
３を含んでもよい）の下面に形成されるピン差込穴のそれぞれにピン２７が差し込まれる
。
　図１０に示す接合金物２４は、交差する壁パネル４，４の交差部分の上端面または下端
面に設けられる。当該接合金物２４を用いる場合は、交差する壁パネル４，４の交差部分
の上端面または下端面には、Ｌ字状のスリット１５および凹部１６が形成される。
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【００５１】
　続いて、図７に示すように、前記隣接する建築用パネルが、一方の床パネル３（５）と
他方の床パネル３（５）である場合について説明する。なお、一階においても、二階にお
いても隣接する床パネルの接合構造は同様であるため、以下では、一階の隣接する床パネ
ル３，３について説明し、二階の隣接する床パネル５，５については省略する。
【００５２】
　建物１の一階を構成する複数の床パネル３は、台輪２ｄを介して基礎２上に設置されて
いる。また、複数の床パネル３は、水平方向に隣接するようにして配置されている。
　複数の床パネル３を水平方向に隣接させて配置する場合、スリット１５は、図７に示す
ように、隣接する床パネル３，３の側端面に跨って形成されている。図７に示す例では、
隣接する縦框９，９の端面にスリット１５が跨って形成されているが、横框８，８同士が
隣接する場合には、当該隣接する横框８，８に跨ってスリット１５が形成されてもよい。
　このようなスリット１５に対して、接合金物２０の差込板部２５が、隣接する床パネル
３，３に跨るようにして差し込まれる。さらに、張出板部２６は、隣接する床パネル３，
３の側端面に跨って形成された凹部１６に収容されるとともに、ビス等の固定具によって
隣接する床パネル３，３に跨って固定される。
【００５３】
　なお、図示はしないが、水平方向に隣接する床パネル同士は、隣接する横框８同士や、
隣接する縦框９同士、または隣接する横框８と縦框９同士を、ボルト・ナット等の固定具
で固定してもよい。
【００５４】
　続いて、図５，図６，図８に示すように、前記隣接する建築用パネルのうち一方が壁パ
ネルであり、他方が床パネルである場合について説明する。
　建物１の一階においては、一階の床パネル３および半土台１２の上に、一階の壁パネル
４が設置されている。すなわち、床パネル３と壁パネル４は上下方向に隣接した状態とな
っている。
　これら床パネル３と壁パネル４は、接合金物２０によって接合されるとともに、アンカ
ーボルト２ａによって連結されている。
【００５５】
　接合金物２０による接合は、上述したように、接合金物２０を床パネル３（建物１外周
の場合は半土台１２を含んでもよい）の上面の所定位置に固定し、当該接合金物２０の差
込板部２５を、壁パネル４側のスリット１５に差し込むようにする。
【００５６】
　アンカーボルト２ａによる連結は、例えば図５に示すような形態となるように行われる
。すなわち、例えば建物１外周の場合では、床パネル３と半土台１２にボルト挿通孔（半
割り状態）が形成され、当該ボルト挿通孔にアンカーボルト２ａが挿通される。アンカー
ボルト２ａは、床パネル３を貫通するとともに壁パネル４の下端部の横框８を貫通し、さ
らに当該横框８の上面よりも上方に突出しており、当該突出部分に、ナット２ｂおよび座
金２ｃが設けられる。これによって、床パネル３と壁パネル４、さらに基礎２とが連結さ
れている。
【００５７】
　また、一階の壁パネル４の上には、二階の床パネル５が設置されている。建物１外周に
おいては、壁パネル４の上に床パネル５および胴差１３が設置されている。すなわち、壁
パネル４と床パネル５は上下方向に隣接した状態となっている。これら壁パネル４と床パ
ネル５は、接合金物２１および接合金物２２によって接合されるとともに、胴差ボルト１
３ａによって連結されている。
　さらに、二階の床パネル５の上には、二階の壁パネル６が設置されている。
建物１外周においては、床パネル５および胴差１３の上に壁パネル６が立設されている。
すなわち、床パネル５と壁パネル６は上下方向に隣接した状態となっている。これら床パ
ネル５と壁パネル６は、接合金物２０によって接合されるとともに、胴差ボルト１３ａに



(12) JP 6444094 B2 2018.12.26

10

20

30

40

50

よって連結されている。
【００５８】
　接合金物２１による接合は、図５に示すように、接合金物２１の下向きの差込板部２５
を、壁パネル４の上端面に形成されたスリット１５に差し込むとともに、張出板部２６を
、壁パネル４の上端面に形成された凹部１６に収容して、ビス・釘等の固定具によって固
定する。
　そして、接合金物２１の上向きの差込板部２５を、床パネル５の下面に形成されたスリ
ット１５に差し込むようにして、床パネル５を壁パネル４の上に設置する。
【００５９】
　図６に示す例では、壁パネル４の上に、二つの床パネル５の端部が載せられた状態とな
っている。
　これを踏まえ、接合金物２２による接合は、図６に示すように、接合金物２１の下向き
の差込板部２５を、壁パネル４の上端面に形成されたスリット１５に差し込むとともに、
張出板部２６を、壁パネル４の上端面に形成された凹部１６に収容して、ビス・釘等の固
定具によって固定する。
　そして、接合金物２２の一方の上向きの差込板部２５を、一方の床パネル５の下面に形
成されたスリット１５に差し込むようにして、当該一方の床パネル５を壁パネル４の上に
設置する。さらに、接合金物２２の他方の上向きの差込板部２５を、他方の床パネル５の
下面に形成されたスリット１５に差し込むようにして、当該他方の床パネル５を壁パネル
４の上に設置する。
【００６０】
　床パネル５と壁パネル６とを接合金物２０で接合する形態は、一階の床パネル３と一階
の壁パネル４とを接合金物２０で接合する形態と同様であるため、説明は省略する。
【００６１】
　一階の壁パネル４と、二階の床パネル５と、二階の壁パネル６は、胴差ボルト１３ａに
よって連結されている。
　すなわち、建物１外周の場合では、図５に示すように、一階の壁パネル４の上端部にあ
る横框８と、二階の床パネル５および胴差１３と、二階の壁パネル６の下端部にある横框
８には、ボルト挿通孔が形成されている。そして、当該ボルト挿通孔に胴差ボルト１３ａ
が挿通される。胴差ボルト１３ａは、下端部が、一階の壁パネル４の上端部にある横框８
の下面よりも下方に突出し、上端部が、二階の壁パネル６の下端部にある横框８の上面よ
りも上方に突出する長さに設定されている。その突出部分のそれぞれに、ナット１３ｂお
よび座金１３ｃが設けられる。これによって、一階の壁パネル４と、二階の床パネル５と
、二階の壁パネル６とが連結されている。
【００６２】
　アンカーボルト２ａは、基礎２の上面に沿って複数点在するようにして設けられており
、これに対応して、一階の床パネル３および一階の壁パネル４にはボルト挿通孔が形成さ
れている。
　胴差ボルト１３ａは、建物１の外周に沿って複数設けられている。
　また、図８に示すように、アンカーボルト２ａは、建物１のコーナー部分や建物１内部
の壁が直交する部分等に重点的に設けられているものとする。さらに、胴差ボルト１３ａ
も、建物１のコーナー部分には重点的に設けられているものとする。
　なお、ナット２ｂ，１３ｂの締付は、壁パネル４の面材１１、壁パネル６の面材１１の
それぞれに形成された作業用開口（図示せず）を利用して行われる。
【００６３】
　二階の壁パネル６と小屋壁パネル７は、図示はしないが、互いの横框８を貫通するボル
トによって連結されている。また、接合金物２０～２４，２８のいずれかを適宜使用して
もよい。
　また、二階の壁パネル６と小屋壁パネル７との間には、大梁や軒桁等の横材を適宜介在
させてもよい。その場合も、二階の壁パネル６と、小屋壁パネル７、横材とがボルト連結



(13) JP 6444094 B2 2018.12.26

10

20

30

40

50

されるものとする。
【００６４】
　建物１には、以上のような建築用パネル３～７同士の接合構造が採用されている。すな
わち、建築用パネル３～７同士の接合には、接着剤が使用されておらず、接合金物２０～
２４，２８によって接合されている。
　なお、建築用パネル３～７の製造時には接着剤が使用されてはいるものの、現場の施工
段階では接着剤は極力使用されていない。
　また、図３等に示すように、接合金物２０は、一つの壁パネル４（６）の四隅に対して
設けられることになる。すなわち、四隅の接合金物２０は、横方向に隣接する壁パネル４
（６）や上下方向に隣接する床パネル３（５）に対して固定されるため、当該四隅の接合
金物２０が四隅に配置された状態にある壁パネル４（６）は、振動等が加わったとしても
動きにくい状態となる。
　床パネル３（５）の場合も同様に、一つの床パネル３（５）が、その四隅が接合金物２
０によって移動が抑えられた状態にあれば、振動等が加わったとしても動きにくい状態と
なる。
　したがって、接着剤を極力使用せずに建築用パネル３～７同士を接合することが可能と
なる。特に、建物１の施工完了後は、建物自体の自重も加味されるため、地震等によって
建物１が振動したとしても、接合金物２０～２４，２８の差込板部２５はスリット１５か
ら極めて外れにくい状態にあり、構造的にも安定する。
【００６５】
　また、建物１の施工方法は、通常のパネル工法による建物の施工方法と同様であり、図
２に示すように、下方から上方に向かって順次行われる。
　すなわち、コンクリートの基礎２上に、台輪２ｄを介して一階の床パネル３を固定し、
この一階の床パネル３上に、一階の壁パネル４を立設する。さらに、その上に二階の床パ
ネル５を設置し、この二階の床パネル５上に二階の壁パネル６を立設する。そして、二階
の壁パネル６の上に、小屋壁パネル７を立設し、小屋壁パネル７の上に屋根パネルを設置
する。
　また、各建築用パネル３～７同士は、接合金物２０～２４，２８と、アンカーボルト２
ａ、胴差ボルト１３ａ等を用いて接合・連結される。
　なお、上述のように、例えば予め工場等で、壁パネル４，６や小屋壁パネル７に対して
外壁材や石膏ボード等の内壁材を取り付けたり、床パネル３，５に対して防虫シートを取
り付けたりしておけば、現場での施工手間を省略できるので好ましい。
　さらに、スリット１５についても予め工場で形成しておくことが望ましい。接合金物２
０～２４，２８も、予め取り付けておくことが可能な場合には、予め取り付けておくよう
にすることが好ましい。このようにスリット１５を予め工場で形成したり、接合金物２０
～２４，２８を予め取り付けたりすれば、現場での施工手間を省略することができるとと
もに、特別な技能を必要としないので、建物１の施工性の向上に貢献できる。
　以上のようにして、接合金物２０～２４，２８を用いた建物１を施工することができる
。
【００６６】
　なお、図３，図５，図６，図８に示す例を始め、本実施の形態においては、壁パネル４
，６の上下端部に接合金物２０～２４，２８を配置するものとしたが、これに限られるも
のではない。すなわち、接合金物２０～２４，２８によって、隣接する建築用パネル３～
７同士を接合する際に、当該隣接する建築用パネル３～７の一端部同士を接合金物２０～
２４，２８で接合した場合には、他端部同士を接合金物２０～２４，２８で接合しなくて
もよい。
　したがって、隣接する建築用パネル３～７の一端部同士および他端部同士の双方を接合
金物２０～２４，２８で接合するか、一端部同士だけを接合金物２０～２４，２８で接合
するかは、適宜変更可能である。
　特にアンカーボルト２ａや胴差ボルト１３ａで隣接する建築用パネル３～７同士が連結
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される場合には、一端部同士だけを接合金物２０～２４，２８で接合する方法を採用した
としても構造上の問題が生じることはないので、コストや施工性の面を考慮すれば好まし
い。
【００６７】
　また、以上のようにアンカーボルト２ａや胴差ボルト１３ａで隣接する建築用パネル３
～７同士が連結される場合には、必ずしも、図７に示すように床パネル３，３（５，５）
同士を接合金物２０～２４，２８で接合しなくてもよい。すなわち、アンカーボルト２ａ
や胴差ボルト１３ａで隣接する建築用パネル３～７同士が連結される場合は、床パネル３
，５は、基礎２と壁パネル４との間、壁パネル４と壁パネル６との間に介在される。その
ため、床パネル３，３（５，５）同士を接合金物２０～２４，２８で接合せずとも、これ
ら床パネル３，４は、壁パネル４，６と連結されることになる。したがって、床パネル３
，３（５，５）同士を隣接させる際は、必要に応じて接合金物２０～２４，２８を用いれ
ばよいものとする。
【００６８】
　本実施の形態によれば、隣接する建築用パネル３～７のそれぞれにはスリット１５が形
成されており、接合金物２０～２４，２８は、隣接する建築用パネル３～７それぞれのス
リット１５に差し込まれる差込板部２５と、差込板部２５と一体形成されるとともに、当
該差込板部２５の差込方向と直交する方向に張り出す張出板部２６と、を備えるので、差
込板部２５がスリット１５に差し込まれることによって、隣接する建築用パネル３～７は
、当該建築用パネル３～７同士が互いに近づく方向と、差込板部２５の側面と直交する方
向への移動が規制されることとなる。これによって、建物１を建築する際に、接着剤を極
力使用せずに建築用パネル３～７同士を接合することができるとともに、簡易に建物１を
建築できる。
【００６９】
　また、スリット１５は、建築用パネル３～７のうち少なくとも横框８または縦框９に対
して形成されているので、建築用パネル３～７の中でも比較的構造強度の高い位置にスリ
ット１５を形成できる。これによって、例えば構造強度の低い部位にスリット１５を形成
し、当該部位を接合箇所とする場合に比して、構造的な安定性を得ることができる。
【００７０】
　また、隣接する建築用パネル３～７のうち少なくとも一方の建築用パネル３～７の横框
８または縦框９には、接合金物２０～２４，２８の張出板部２６を収容する凹部１６が形
成されているので、凹部１６に張出板部２６を収容することによって、隣接する建築用パ
ネル３～７の接合箇所に、当該張出板部２６による段差が生じなくなる。これによって、
建物１を建築する際に、張出板部２６による段差を解消するための手段を採用する必要が
なくなり、結果的に、建物１の施工性を向上できる。
【００７１】
　また、接合金物２０～２４，２８の差込板部２５は、隣接する壁パネル４，４（６，６
）に跨って形成されたスリット１５に対して差し込まれているので、横方向に隣接する壁
パネル４，４（６，６）は、当該壁パネル４，４（６，６）同士が互いに近づく方向と、
差込板部２５の側面と直交する方向への移動が規制されることとなる。これによって、接
着剤を極力使用せずに、横方向に隣接する壁パネル４，４（６，６）同士を接合金物２０
～２４，２８によって接合することができるとともに、簡易に建物１を建築できる。
【００７２】
　また、隣接する壁パネル４，４（６，６）の下端面に形成されたスリット１５に対して
、差込板部２５が差し込まれる接合金物２０～２４，２８は、隣接する壁パネル４，４（
６，６）が立設される他の建築用パネル（床パネル３，５）の上面に固定されているので
、隣接する壁パネル４，４（６，６）を、接合金物２０～２４，２８を介して他の建築用
パネルの上面に確実に立設させることができる。
【００７３】
　また、接合金物２０～２４，２８の差込板部２５は、隣接する床パネル３，３（５，５
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）に跨って形成されたスリット１５に対して差し込まれるので、横方向に隣接する床パネ
ル３，３（５，５）は、当該床パネル３，３（５，５）同士が互いに近づく方向と、差込
板部２５の側面と直交する方向への移動が規制されることとなる。これによって、接着剤
を極力使用せずに、横方向に隣接する床パネル３，３（５，５）同士を接合金物２０～２
４，２８によって接合することができるとともに、簡易に建物１を建築できる。
【００７４】
　また、接合金物２１，２２の差込板部２５は複数であり、それぞれの差込板部２５が、
壁パネル４（６）に形成されたスリット１５と、床パネル３（５）に形成されたスリット
１５に差し込まれているので、上下方向に隣接する壁パネル４（６）と床パネル３（５）
は、当該壁パネル４（６）と床パネル３（５）同士が互いに近づく方向と、差込板部２５
の側面と直交する方向への移動が規制されることとなる。これによって、接着剤を極力使
用せずに、上下方向に隣接する壁パネル４（６）と床パネル３（５）同士を接合金物２１
，２２によって接合することができるとともに、簡易に建物１を建築できる。
【００７５】
　また、以上のような建築用パネル３～７の接合構造を採用した建物１であれば、接着剤
を極力使用せずに建築用パネル３～７同士を接合することができるとともに、簡易に建築
できる。
【００７６】
　なお、本発明を適用可能な実施形態は、上述した実施形態に限定されることなく、本発
明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。以下、変形例について説明する。以下
に挙げる変形例は可能な限り組み合わせてもよい。
【００７７】
〔変形例１〕
　本変形例の建物３０は、図１１に示すように、複数階建てに構築された躯体を有してお
り、躯体のうち最下階３１は鉄骨造とされ、躯体のうち最下階３１よりも上の階３２は木
造とされている。そして、木造とされた階３２は、複数の建築用パネル５～７によって構
成されている。
　鉄骨造の最下階３１は、複数の柱３３と、複数の柱３３の下端部間を連結する下梁３４
と、複数の柱３３の上端部間を連結する上梁３５と、によって構築されている。また、柱
３３と下梁３４と上梁３５とによって形成される複数の架構のいずれかにはブレース３６
が適宜設けられている。
【００７８】
　本変形例の建物３０によれば、複数階建てに構築された躯体のうち最下階３１は鉄骨造
とされているので、シロアリを始めとする様々な虫によって被害を受けやすい最下階３１
の虫害を抑えることができる。
　また、最下階３１よりも上の階３２は木造とされ、かつ複数の建築用パネル５～７によ
って構成されているので、接着剤を極力使用せずに建築用パネル５～７同士を接合するこ
とができるとともに、簡易に、最下階３１よりも上の階３２を建築できる。
　なお、本変形例では、木造とされた上の階３２として複数の建築用パネル５～７によっ
て構成されるものとしたが（所謂パネル工法）、参考例として、当該上の階３２をツーバ
イフォー構造や木造軸組構造等の各種木造工法を採用してもよい。この場合、虫害を抑え
るために、上の階３２を構成する木材には、上記実施形態で挙げた防虫用の薬剤が浸透し
ているものを採用することが望ましい。
【００７９】
〔変形例２〕
　上記実施形態および変形例１において、木質パネルである建築用パネル３～７や各種木
造工法のための木材を使用するものとしたが、その原材料として、例えばラバーウッドが
用いられている。当該ラバーウッドを用いる場合は、積層材として形成したものを用いる
ことが望ましい。
　ラバーウッドは、ゴムの樹液採取のために東南アジアで広く植林栽培されている。また
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、ラバーウッドは樹液が採取できなくなると、約２５年毎に植樹しなおされるので、大量
の原木を継続的、かつ安定して入手できる。
　また、ラバーウッド同様に大量の原木を継続的、かつ安定して入手できる原材料であれ
ば、建築用パネル３～７や前記木材の原材料として使用可能である。
【符号の説明】
【００８０】
１　建物
２ａ　アンカーボルト
２ｂ　ナット
３　一階の床パネル
４　一階の壁パネル
５　二階の床パネル
６　二階の壁パネル
８　横框
９　縦框
１１　面材
１２　半土台
１３　胴差
１３ａ　胴差ボルト
１５　スリット
１６　凹部
２０　接合金物
２１　接合金物
２２　接合金物
２５　差込板部
２６　張出板部
３０　建物
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