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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既存建物の基礎の上に設けられる土台と柱と筋交とを前記基礎とともに固定する既存建
物の補強構造であって、
　略Ｌ字形状に形成され、前記土台と前記柱とで形成される入隅部に直角に取り付けられ
る第一の接続金具と、
　前記土台と前記柱とに斜めに取り付けられるように両端が折り曲げられ、一方の端部が
前記土台に、他方の端部が前記柱に取り付けられ、中間部が筋交に取り付けられる第二の
接続金具と、
　一方の端部が直角に折り曲げられて前記第二の接続金具と前記柱との間の前記土台の上
面に取り付けられ、残りの平面部が前記基礎に取り付けられる第三の接続金具と、
　を備えることを特徴とする既存建物の補強構造。
【請求項２】
　前記第一の接続金具、前記第二の接続金具は、それぞれ、取り付けのための複数の取り
付け穴を備え、
　前記取り付け穴は、
　直交する向きに位置する二つの前記入隅部にそれぞれ前記第一の接続金具、前記第二の
接続金具、を前記取り付け穴を介して取り付け具によって取り付けた場合に、
　一方の前記入隅部に取り付けられる前記第一の接続金具、前記第二の接続金具を取り付
ける前記取り付け具の軸線方向が、
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　他方の前記入隅部に取り付けられる他の前記第一の接続金具、前記第二の接続金具を取
り付ける他の取り付け具の軸線方向と交わらないように、
　他の取り付け穴の位置に対して縦方向又は／及び横方向に位置をずらして設けられると
ともに印を施されていることを特徴とする請求項１に記載の既存建物の補強構造。
【請求項３】
　前記第二の接続金具は、取り付けられたときに下側に位置する中間部の縁が折り曲げら
れてリブが形成されていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の既存建物の補
強構造。
【請求項４】
　前記第三の接続金具は、取り付けられたときに前記平面部の幅が土台の上面から下側の
所定の高さ位置まで拡幅して形成され、
　前記土台の上面及び側面に取り付けられる部位において、当該部位の表面に沿って略Ｌ
字形状の補強部材を少なくとも１つ備えていることを特徴とする請求項１に記載の既存建
物の補強構造。
【請求項５】
　既存建物の基礎の上に設けられた土台とこの土台の上に立設された柱とを前記基礎とと
もに固定する補強金具であって、
　前記柱の側面に固着される第１の柱固着部と、前記第１の柱固着部の一端に連続し前記
土台の上面に固着される第１の土台固着部と、前記第１の柱固着部の側縁と前記第１の土
台固着部とを連結する補強部と、を有する柱－土台接続金具と、
　前記土台の上面に固着される第２の土台固着部と、前記第２の土台固着部の一端に連続
し前記基礎の側面に固着される基礎固着部と、を有する土台－基礎接続金具と、を含んで
なり、
　前記補強部は、前記第２の土台固着部を挿通させるための挿通孔を備え、
　前記第２の土台固着部は、前記挿通孔に挿通されて前記第１の土台固着部と係合するこ
とを特徴とする補強金具。
【請求項６】
　前記柱－土台接続金具は、２つの前記補強部を有し、
　前記各補強部は、前記第１の柱固着部の両側端からそれぞれ延出するとともに、前記第
１の土台固着部に沿って折り曲げられ、当該補強部の前記第１の土台固着部側の側縁部が
、前記第１の土台固着部に向かって折り曲げられて前記第１の土台固着部に重ねられてい
ることを特徴とする請求項５に記載の補強金具。
【請求項７】
　前記土台－基礎接続金具は、前記第２の土台固着部と前記基礎固着部とが連続するコー
ナー部の表面に沿って略Ｌ字形状の補強部材を少なくとも１つ備えていることを特徴とす
る請求項５または請求項６に記載の補強金具。
【請求項８】
　前記柱と前記土台とが接合された入隅部に筋交を取り付けるための柱－筋交接続金具を
さらに備え、
　前記柱－筋交接続金具は、前記柱の側面に固着される第２の柱固着部と、当該第２の柱
固着部の一の側縁から前記柱の側面と直交する方向に延出し前記筋交の側面に固着される
筋交固着部と、前記第２の柱固着部の下端縁と前記筋交固着部の下端縁とを連結し前記第
２の土台固着部の上部に載置される底板部と、を有することを特徴とする請求項５から請
求項７のいずれか１項に記載の補強金具。
【請求項９】
　前記柱－土台接続金具は、前記第１の柱固着部と前記第１の土台固着部との間にコーナ
ー部を有し、
　前記コーナー部は、前記第１の柱固着部および前記第１の土台固着部に対して略４５°
の角度で傾いているとともに、取り付け具を挿通させるための取り付け穴を備えることを
特徴とする請求項５から請求項８のいずれか１項に記載の補強金具。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、既存建物の補強構造および補強金具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、建物に耐震補強をするために、建物の基礎と、その基礎の上に設けられる土
台と、土台上に設けられる柱及び筋交とを各種金具で接続している。
　例えば、特許文献１に記載されているように、１枚の金具で土台と柱と筋交との接合部
位を外側の側面から覆って木ネジで取り付けて耐震のための補強構造としている。また、
例えば、特許文献２に記載されているように、基礎と土台と柱とに外側の側面から略Ｌ字
型の金具を取り付けることで、耐震のための補強構造としている。
　このような、従来からの耐震のための補強構造は、新築で建てられる建物について適用
されている。したがって、作業性の面からも建物の外側から耐震補強のための金具を取り
付けるのが一般的となっている。
　また、特許文献３に記載されているように、土台の上面と、土台の上面に直交する柱の
側面とに取り付けられる金具には、基礎から土台を貫通しているアンカーボルトを挿入す
るボルト孔が設けられている。つまり、この金具は、アンカーボルトが決められた位置に
一定に配置されていないと用いることができないので、アンカーボルトの位置が異なると
、この金具を作り直さなければならず、経済性も施工性も悪くなるという問題があった。
【特許文献１】特開２０００－２０４６５６号公報（段落００１８～００２４、図２）
【特許文献２】特開２００３－３１４０６４号公報（段落０００９～００１７、図１）
【特許文献３】特開２０００－５４４９０号公報（段落００１２～００２１、図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来から用いられている金具を既存建物に適用させようとする場合、特
に既存建物の隅部に対する補強が必要となるが、防水構造が施されている外壁を取り外し
て既存建物の出隅部における基礎や土台、柱に当該金具を取り付けなければならないとい
う問題があった。
　また、既存建物の基礎に設けられるアンカーボルトの設置位置は、既存建物毎に異なる
場合があり、新築の建物に用いる金具をそのまま用いることができない場合があった。
　また、掃出しにおける柱と土台の接合部に、従来の補強金具を用いると、従来の補強金
具の筋交との接合部が掃出しの下枠にぶつかってしまうため、別の補強金具を用意しなけ
ればならないという問題があった。
【０００４】
　そこで、本発明では、前記した問題を解決し、既に設けられているアンカーボルトの位
置に関わりなく既存建物の内部から施工することができる既存建物の補強構造および補強
金具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】
【０００５】
　前記課題を解決するため、本発明は、既存建物の基礎の上に設けられる土台と柱と筋交
とを前記基礎とともに固定する既存建物の補強構造であって、略Ｌ字形状に形成され、前
記土台と前記柱とで形成される入隅部に直角に取り付けられる第一の接続金具と、前記土
台と前記柱とに斜めに取り付けられるように両端が折り曲げられ、一方の端部が前記土台
に、他方の端部が前記柱に取り付けられ、中間部が筋交に取り付けられる第二の接続金具
と、一方の端部が直角に折り曲げられて前記第二の接続金具と前記柱との間の前記土台の
上面に取り付けられ、残りの平面部が前記基礎に取り付けられる第三の接続金具と、を備
えることを特徴とする既存建物の補強構造である。
【０００６】
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　このように、本発明の既存建物の補強構造は、第一の接続金具で前記土台と前記柱とを
固定し、第二の接続金具で筋交と土台と柱とを固定し、第三の接続金具で基礎と土台とを
固定する構成とした。
　ここで、第二の接続金具は、中間部の平面に対して両端が直角に折り曲げられて形成さ
れている。この第二の接続金具の一方の端部が柱の側面に取り付けられ、他方の端部が土
台の上面に取り付けられるので、中間部が土台の上方に位置するようになる。そして、中
間部に筋交を取り付ける。したがって、筋交の端部は、土台と柱とが接続する位置に当接
されるので、その筋交の端部と土台の上面に取り付けられた第二の接続金具の端部との間
が空くこととなる。
　この空いた部分には、既に設けられているアンカーボルトが位置しており、このアンカ
ーボルトをかわして第三の接続金具の端部を取り付けることができるようになっている。
　したがって、アンカーボルトの位置にかかわらず、既存建物に耐震のための補強構造を
施すことができる。
　また、第三の接続金具が、土台の上面と、基礎の側面とに取り付けられるように略Ｌ字
型に形成されており、建物の内側から、基礎と土台とに取り付けることができる。
【０００７】
　また、本発明は、前記第一の接続金具、前記第二の接続金具が、それぞれ、取り付けの
ための複数の取り付け穴を備え、前記取り付け穴が、直交する向きに位置する二つの前記
入隅部にそれぞれ前記第一の接続金具、前記第二の接続金具、を前記取り付け穴を介して
取り付け具によって取り付けた場合に、一方の前記入隅部に取り付けられる前記第一の接
続金具、前記第二の接続金具を取り付ける前記取り付け具の軸線方向が、他方の前記入隅
部に取り付けられる他の前記第一の接続金具、前記第二の接続金具を取り付ける他の取り
付け具の軸線方向と交わらないように、他の取り付け穴の位置に対して縦方向又は／及び
横方向に位置をずらして設けられるとともに印を施されていても良い。
【０００８】
　このように、取り付けのための複数の取り付け穴を、他の取り付け穴の位置に対して縦
方向又は／及び横方向に位置をずらして設けられつつ印が施されていることにより、各取
り付け具が他の取り付け具をかわすことができるため、多方向に入隅部が存在していても
確実に第一の接続金具、第二の接続金具、の取り付けを行うことができるようになってい
る。
　ここで、取り付け具とは、木ネジやスクリューボルト、ケミカルアンカー等をいう。
【０００９】
　また、本発明は、前記第二の接続金具が、取り付けられたときに下側に位置する中間部
の縁が折り曲げられてリブが形成されていても良い。
【００１０】
　このように、第二の接続金具の中間部にリブが形成されるので、筋交に中間部を取り付
けた場合に、当該中間部が変形するのを防ぐことができるようになっている。
【００１１】
　また、本発明は、前記第三の接続金具が、取り付けられたときに、前記平面部の幅が土
台の上面から下側の所定の高さ位置まで拡幅して形成され、前記土台の上面及び側面に取
り付けられる部位において、当該部位の表面に沿って略Ｌ字形状の補強部材を少なくとも
１つ備えていても良い。
【００１２】
　このように、平面部の幅が土台の上面から下側の所定の高さ位置まで拡幅して形成され
ているので、取り付け具を第三の接続金具に取り付けたときに、広く基礎と土台とを固定
することができる。
　また、略Ｌ字形状の補強部材を少なくとも１つ、土台の上面及び側面に取り付けられる
部位、つまり、直角に折り曲げられた端部と、その端部側の平面部とに取り付けられるの
で、端部と平面部とで形成されている直角の状態を維持することができるようになってい
る。
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【００１３】
　また、本発明に係る接続金具は、既存建物の基礎の上に設けられた土台とこの土台の上
に立設された柱とを前記基礎とともに固定する補強金具であって、前記柱の側面に固着さ
れる第１の柱固着部と、前記第１の柱固着部の一端に連続し前記土台の上面に固着される
第１の土台固着部と、前記第１の柱固着部の側縁と前記第１の土台固着部とを連結する補
強部と、を有する柱－土台接続金具と、前記土台の上面に固着される第２の土台固着部と
、前記第２の土台固着部の一端に連続し前記基礎の側面に固着される基礎固着部と、を有
する土台－基礎接続金具と、を含んでなり、前記補強部は、前記第２の土台固着部を挿通
させるための挿通孔を備え、前記第２の土台固着部は、前記挿通孔に挿通されて前記第１
の土台固着部と係合することを特徴とする。
【００１４】
　かかる構成によれば、柱－土台接続金具によって柱と土台が接続され、土台－基礎接続
金具によって土台と基礎が接続される。そして、柱－土台接続金具の補強部は、第２の土
台固着部を挿通させるための挿通孔を備え、第２の土台固着部は、前記挿通孔に挿通され
て前記第１の土台固着部と係合することから、柱と土台と基礎とが一体的にしっかりと固
定されることとなる。すなわち、柱に作用する引き抜き力が、柱－土台接続金具と土台－
基礎接続金具とを介して建物の基礎に伝達されることとなる。そのため、柱に作用する引
き抜き力が土台だけあるいは土台を介して基礎に支えられていた場合に比べて、柱の安定
性を向上させることができる。
【００１５】
　さらに、かかる構成によれば、柱－土台接続金具と土台－基礎接続金具とを重ねて取り
付けることができることから、土台のアンカーボルトをかわすことが容易になる。したが
って、既存建物のアンカーボルトの位置にかかわりなく補強を行うことができる。
【００１６】
　なお、柱－土台接続金具は、取り付けのための複数の取り付け穴を備えるのが好ましく
、これら複数の取り付け穴は、２つの柱－土台接続金具を１つの柱の直交する面にそれぞ
れ取り付けたときに、取り付け穴に係合されたそれぞれの取り付け具同士が衝突しないよ
うに、例えば色違いの縁取りなどで２組に分けられているのがさらに好ましい。
【００１７】
　また、前記柱－土台接続金具は、２つの前記補強部を有し、前記各補強部は、前記第１
の柱固着部の両側縁からそれぞれ延出するとともに、前記第１の土台固着部に沿って折り
曲げられ、当該補強部の前記第１の土台固着部側の側縁部が、前記第１の土台固着部に向
かって折り曲げられて前記第１の土台固着部に重ねられているのが好ましい。
【００１８】
　かかる構成によれば、前記各補強部は、前記第１の柱固着部の両側縁からそれぞれ延出
するとともに、前記第１の土台固着部に沿って折り曲げられ、当該補強部の前記第１の土
台固着部側の側縁部が、前記第１の土台固着部に向かって折り曲げられて前記第１の土台
固着部に重ねられていることから、かかる補強部の挿通孔に前記土台－基礎接続金具の第
２の土台固着部を係合させると、前記第１の土台固着部に重ねられた補強部の前記第１の
土台固着部側の側縁部と当該第２の土台固着部とが係合することとなり、柱に作用する引
き抜き力を一層確実に基礎に伝達することが可能になる。
【００１９】
　また、かかる構成によれば、一枚の金属板を折り曲げ加工することにより、柱－土台接
続金具を製造することができる。そのため、溶接の手間が不要となり、補強金具の製造が
容易になるとともに、溶接不良の虞をなくすことができる。
【００２０】
　また、前記土台－基礎接続金具は、前記第２の土台固着部と前記基礎固着部とが連続す
るコーナー部の表面に沿って略Ｌ字形状の補強部材を少なくとも１つ備えているのが好ま
しい。
【００２１】
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　かかる構成によれば、略Ｌ字形状の補強部材によって、前記第２の土台固着部と前記基
礎固着部との折れ曲がり角度が一定に保たれることとなる。そのため、土台と基礎、さら
には柱と基礎とを一層しっかりと連結することができる。
【００２２】
　また、前記補強金具は、前記柱と前記土台とが接合された入隅部に筋交を取り付けるた
めの柱－筋交接続金具をさらに備え、前記柱－筋交接続金具は、前記柱の側面に固着され
る第２の柱固着部と、当該第２の柱固着部の一の側縁から前記柱の側面と直交する方向に
延出し前記筋交の側面に固着される筋交固着部と、前記第２の柱固着部の下端縁と前記筋
交固着部の下端縁とを連結し前記第２の土台固着部の上部に載置される底板部と、を有す
るのが好ましい。
【００２３】
　かかる構成によれば、柱と土台が接合された入隅部に、筋交を好適に設置することがで
きる。特に、筋交の入っていない既存の壁に筋交を後から取り付ける場合に好適である。
　このとき、前記第２の土台固着部の上部に載置された柱－筋交接続金具の底板部と土台
の上面との間に隙間ができるときは、当該隙間にスペーサを介設するのが好ましい。これ
により、筋交に加わる圧縮力を柱－筋交接続金具の底板部全体で土台に伝達することが可
能になる。
【００２４】
　また、前記第２の土台固着部と前記スペーサとの高さに段差（不陸）がある場合には、
これらと前記柱－筋交接続金具の底板部との間に、筋交に加えられた圧縮力によって圧縮
変形する圧縮変形部材を介在させることがさらに好ましい。これにより、筋交に加わる圧
縮力を柱－筋交接続金具の底板部全体で確実に土台に伝達することが可能になる。圧縮変
形部材としては、例えば硬質ゴムや合板などを用いることができる。
【００２５】
　また、前記柱－土台接続金具は、前記第１の柱固着部と前記第１の土台固着部との間に
コーナー部を有し、前記コーナー部は、前記第１の柱固着部および前記第１の土台固着部
に対して略４５°の角度で傾いているとともに、取り付け具を挿通させるための取り付け
穴を備えるように構成するのが好ましい。
【００２６】
　かかる構成によれば、柱－土台接続金具は、第１の柱固着部と第１の土台固着部との間
にコーナー部を有し、このコーナー部は、第１の柱固着部および第１の土台固着部に対し
て略４５°の角度で傾いているとともに、取り付け具を挿通させるための取り付け穴を備
えることから、柱と土台とが当接する隅部に向かって、取り付け具を斜めに打ち込むこと
が可能となる。そのため、柱に引き抜き力が作用した場合でも、柱－土台接続金具のコー
ナー部が浮き上がることがなく、引き抜き力を土台にしっかりと伝達することができる。
【発明の効果】
【００２７】
　このような既存建物の補強構造および補強金具によれば、既に設けられているアンカー
ボルトの位置に関わりなく既存建物の内部から施工して、既存建物を耐震のための補強構
造とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
＜第１実施形態＞
　次に、本発明を実施するための最良の一形態（以下「第１実施形態」という）について
、図面を参照して詳細に説明する。
　図１は、本発明の第１実施形態に係る既存建物の補強構造の一例を示す部分斜視図であ
る。図２は、入隅部に本発明の第１実施形態に係る既存建物の補強構造を適用した一例を
示す部分平面図である。図３は、入隅部に本発明の第１実施形態に係る既存建物の補強構
造を適用した一例を示す部分側面図である。図４（ａ）は第一の接続金具の一例を示す斜
視図であり、図４（ｂ）は第三の接続金具の一例を示す斜視図である。図５は、第二の接
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続金具の一例を示す斜視図である。図６（ａ）は第一の接続金具に取り付け具を取り付け
た状態の一例を示す部分斜視図であり、図６（ｂ）は取り付け具の取り付け状態の一例を
示す模式図である。
【００２９】
　本発明の既存建物の補強構造１０は、図１～図３に示すように、既存建物ＫＴの基礎Ｂ
、土台Ｄ、柱Ｈ、筋交ＳにそれぞれアンカーボルトＭをかわして取り付けられる、第一の
接続金具２０と第二の接続金具３０と第三の接続金具４０とから構成されている。
　これら第一の接続金具２０、第二の接続金具３０、第三の接続金具４０は、取り付け具
Ｇによって、基礎Ｂ、土台Ｄ、柱Ｈ、筋交Ｓに取り付けられる。
　また、第一の接続金具２０、第二の接続金具３０、第三の接続金具４０は、建物の入隅
部Ｅに取り付けられる。
【００３０】
　第一の接続金具２０は、図１～図３及び図４（ａ）に示すように、土台Ｄと柱Ｈとに取
り付けられ、この土台Ｄと柱Ｈとを固定する役割を果たす。
　この第一の接続金具２０は、土台Ｄの幅及び柱Ｈの幅より狭い幅を有する所定長さの板
部材を略Ｌ字形状に形成したものである。なお、この略Ｌ字形状の直角となる部分から両
方の端部までの縁にリブ２１を設けても良い。
　このリブ２１は、略三角形状となっており、Ｌ字形状の直角状態を維持する役割を果た
す。
【００３１】
　また、第一の接続金具２０には、土台Ｄ及び柱Ｈに取り付けるための取り付け穴２２Ａ
が複数、設けられている。
【００３２】
　図６（ａ）及び（ｂ）に示すように、２つの第一の接続金具２０，２０が直交する向き
に位置する二つの入隅部Ｅ，Ｅのそれぞれに取り付けられる場合、特に、柱Ｈにおいて、
一方の入隅部Ｅに取り付けられる第一の接続金具２０を取り付ける取り付け具Ｇの軸線方
向が、他方の入隅部Ｅに取り付けられる他の第一の接続金具２０を取り付ける取り付け具
Ｇの軸線方向と交わらないように、取り付け穴２２Ａは、隣接する他の取り付け穴２２Ａ
の位置に対して縦方向又は／及び横方向に位置をずらして設けられ、さらに印Ｎ（図４（
ａ）参照）が施されている。
　この印Ｎは、例えば、穴の周りを配色したり、記号や図形などのマークを施して設けら
れる。
【００３３】
　このように、ずらした取り付け穴２２Ａ・・・にさらに印Ｎを施したことにより、入隅
部Ｅごとに用いる取り付け穴２２Ａが区別されるので、確実に、他の入隅部へ取り付けら
れる取り付け具Ｇをかわすことができる。
【００３４】
　第二の接続金具３０は、図１～図３及び図５に示すように、土台Ｄと柱Ｈと筋交Ｓとに
取り付けられ、主に筋交Ｓを固定する役割を果たす。
　この第二の接続金具３０は、板状の中間部３２と、この中間部３２の両端が土台Ｄ及び
柱Ｈに取り付けられるために、この中間部３２の平面に対して直角となるように折り曲げ
られて形成された端部３１，３１と、中間部３２を補強するリブ３３Ａ，３３Ｂとから構
成されている。
【００３５】
　この中間部３２の幅は、両端部３１，３１の幅よりも広く形成されており、中間部３２
の略台形形状となる上底部分には、リブ３３Ａを形成するための帯部が形成されている。
つまり、中間部３２の縁が折り曲げられてリブ３３Ａが形成される。
【００３６】
　また、上底部分（縁）とこの上底部分から端部３１，３１までの斜辺部分との間にもリ
ブ３３Ｂ，３３Ｂを形成するための帯部が形成されている。これにより、この帯部を端部
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３１，３１と同方向に斜辺部分で折り曲げることによりリブ３３Ｂ，３３Ｂを形成する。
　なお、中間部３２は、後述する第三の接続金具４０に接触しない程度まで、入隅部Ｅ側
に拡幅しているのが好適である。
　このようにすることにより、第三の接続金具４０を土台Ｄの柱Ｈ寄りに設置可能にしつ
つ、拡幅された中間部３２によって筋交の端部に近い部分を固定することができる。
　この拡幅された部分（中間部３２）がリブ３３Ａ，３３Ｂによって補強されるようにな
っている。
【００３７】
　このように形成される第二の接続金具３０は、土台Ｄと柱Ｈとに取り付けられた場合に
、中間部３２の略台形形状となる上底部分が下側に位置することとなるので、リブ３３Ａ
は、中間部３２の下側に位置する。
【００３８】
　したがって、第二の接続金具３０は、リブ３３Ａを下側にした状態で一方の端部３１を
柱Ｈに取り付けられ、他方の端部を土台Ｄに取り付けられる。この状態で、中間部３２を
筋交Ｓに取り付ける。
【００３９】
　ここで、第二の接続金具３０を土台Ｄ，柱Ｈに取り付けるために、第二の接続金具３０
の折り曲げられた両端部には、複数の取り付け穴３４Ａが設けられている。なお、第１実
施形態では４つの取り付け穴３４Ａ・・・を設けている。
【００４０】
　取り付け穴３４Ａは、第一の接続金具２０の取り付け穴２２Ａと同様に、２つの第二の
接続金具３０，３０が直交する向きに位置する二つの入隅部Ｅ，Ｅのそれぞれに取り付け
られる場合、特に、柱Ｈにおいて、一方の入隅部Ｅに取り付けられる第二の接続金具３０
を取り付ける取り付け具Ｇの軸線方向が、他方の入隅部Ｅに取り付けられる他の第二の接
続金具３０を取り付ける取り付け具Ｇの軸線方向と交わらないように、隣接する他の取り
付け穴３４Ａの位置に対して縦方向又は／及び横方向に位置をずらして設けられ、さらに
印Ｎが施されている。なお、後述する第三の接続金具４０の取り付け穴４４Ａについても
同様である。
　また、中間部３２には、筋交Ｓに取り付けられるための取り付け穴３４Ｂが設けられて
いる。
【００４１】
　第三の接続金具４０は、図１～図３及び図４（ｂ）に示すように、基礎Ｂと土台Ｄとに
取り付けられ、この基礎Ｂと土台Ｄとを固定する役割を果たす。
　この第三の接続金具４０は、平面部４２の一方の端を平面部４２の平面に対して直角に
折り曲げた端部４１と、この端部４１と平面部４２との外側の表面に取り付けられる略Ｌ
字形状の補強部材４３とから構成されている。
【００４２】
　端部４１は、土台Ｄの上面に取り付けられるための取り付け穴４４Ａを設けており、取
り付け具Ｇによって土台Ｄの表面に取り付けられるようになっている。
【００４３】
　平面部４２は、基礎Ｂと土台Ｄとに取り付けられようになっており、土台Ｄの上面から
幅を拡幅し、所定の位置で均等の幅となるように形成されている。この平面部４２には、
土台Ｄの内側の側面に取り付けるための取り付け穴４４Ｂと、基礎Ｂの内側の側面に取り
付けるための取り付け穴４４Ｃと、を設けており、取り付け具Ｇによって土台Ｄの表面に
取り付けられるようになっている。
【００４４】
　補強部材４３は、略Ｌ字形状であって、幅と厚さとがほぼ同一となるように形成されて
いる。なお、「ほぼ同一」とは、「数ミリの差」がある場合でも「同一」という意味であ
る。
【００４５】
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　この補強部材４３は、その略Ｌ字形状の内角側の表面を、端部４１の外側の表面から平
面部４２における土台Ｄと向かい合う部分の外側の表面にかけて取り付けられるものであ
る。取り付けは、溶接が好ましいが、ボルト締め等を用いても良い。
　また、この補強部材４３は、端部４１の幅方向に少なくとも１つ設けられる。第１実施
形態においては、幅方向に２つ並べて設けている。
【００４６】
　次に、本発明の既存建物の補強構造１０の施工順序について説明する。
　なお、この既存建物ＫＴ（図１参照）に筋交Ｓが設けられていない場合について説明す
る。まず、既存建物ＫＴ（図１参照）の内側から基礎Ｂと土台Ｄと柱Ｈとを露出させる。
【００４７】
　この状態で、土台Ｄと柱Ｈとで形成される入隅部Ｅに第一の接続金具２０を取り付ける
。このとき、第一の接続金具２０は、基礎Ｂと土台Ｄとを固定しているアンカーボルトＭ
と柱Ｈとの間であって、土台Ｄの上面と柱Ｈの側面とに取り付けられる。
【００４８】
　そして、土台Ｄと柱Ｈとで形成される入隅部Ｅに第二の接続金具３０を取り付ける。こ
のとき、第二の接続金具３０は、前記アンカーボルトＭを跨いで、土台Ｄの上面と柱Ｈの
側面とに取り付けられる。なお、土台Ｄの上面に取り付けられる第二の接続金具３０の端
部３１とアンカーボルトＭとの間には、所定の長さの間隔が設けられた状態となっている
。
【００４９】
　ここで、第二の接続金具３０の中間部３２に筋交Ｓを取り付ける。この筋交Ｓは、その
端部を土台Ｄと柱Ｈとが交差する部分に当接された状態で第二の接続金具３０の中間部３
２に取り付けられる。
　そして、所定の長さの間隔に、第三の接続金具４０を既存建物ＫＴの内側から、基礎Ｂ
と土台Ｄとに取り付ける。
【００５０】
　このように既存建物の補強構造を構成したことにより、既存建物の外壁を取り外すこと
がないので、既存建物の防水構造を傷つけることがなく、屋内から既存建物の補強を行う
ことができる。
　また、既存建物の屋内から補強を行う場合は、入隅部に補強をすることとなるが、この
ような場合であっても、容易に入隅部に補強を施すことができる。
　また、既存建物ごとにアンカーボルトの位置が異なっていても、容易に既存建物を補強
することができる。
【００５１】
　以上、本発明の第１実施形態について説明したが、本発明は前記第１実施形態には限定
されない。例えば、第三の接続金具４０は、土台Ｄの上面に取り付けられる第二の接続金
具３０の端部３１と柱Ｈとの間の他に、前記端部３１の柱Ｈとは反対側の土台Ｄに取り付
けても良い。
【００５２】
＜第２実施形態＞
　つぎに、本発明の第２実施形態について図面を参照して説明する。なお、第１実施形態
と同一の要素には同一の番号を付し、重複する説明は省略する。図７は、本発明の第２実
施形態に係る補強金具を示した斜視図である。図８は、本発明の第２実施形態に係る補強
金具を示した平面図である。
【００５３】
　第２実施形態に係る補強金具５０は、土台Ｄと柱Ｈとで形成される入隅部Ｅを補強する
ための金具であり、図７に示すように、柱Ｈと土台Ｄとを接続する柱－土台接続金具６０
と、土台Ｄと基礎Ｂとを接続する土台－基礎接続金具７０と、柱Ｈと筋交Ｓとを接続する
柱－筋交接続金具８０と、から構成されている。
【００５４】
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　柱－土台接続金具６０は、図７、図８に示すように、略Ｌ字形状に形成されており、柱
Ｈの側面Ｈａと土台Ｄの上面Ｄａに亘って取り付けられている。また、第２実施形態では
、柱－土台接続金具６０は、筋交Ｓを入隅部Ｅに取り付けられるように、柱Ｈ（および土
台Ｄ）の幅方向の一方に寄せて取り付けられている。
【００５５】
　図９は、第２実施形態に係る補強金具の柱－土台接続金具を示した図であり、（ａ）は
斜視図、（ｂ）は展開図である。
　柱－土台接続金具６０は、図９（ａ）に示すように、主に、柱Ｈの側面Ｈａに固着され
る第１の柱固着部６１と、土台Ｄの上面Ｄａに固着される第１の土台固着部６２と、これ
ら第１の柱固着部６１の両側端と第１の土台固着部６２の両側端とを連結する２つの補強
部６３と、から構成されている。柱－土台接続金具６０は、図９（ｂ）に示すように、一
枚の板状部材を折り曲げて形成されている。
【００５６】
　第１の柱固着部６１は、図９（ａ），（ｂ）に示すように、長方形状を呈する板状体で
あり、固定用のねじなどを挿通させるための複数の取り付け穴Ｐ，Ｐ…を有している。第
１の柱固着部６１の下端部には、４５°の角度を成して、コーナー部６４が連続している
。また、第１の柱固着部６１の両側端からは、補強部６３，６３が延出している。
【００５７】
　第１の土台固着部６２は、図９（ａ），（ｂ）に示すように、長方形状を呈する板状体
であり、ねじを挿通させるための複数の取り付け穴Ｐ，Ｐ…を有している。第１の土台固
着部６２は、コーナー部６４を介して第１の柱固着部６１の下端部に連続している。また
、第１の土台固着部６２は、コーナー部６４に対して４５°の角度で傾斜しており、つま
りは、第１の柱固着部６１に対して９０°の角度を成している。
【００５８】
　補強部６３は、図９（ａ），（ｂ）に示すように、リブ部６３ａと、連結部６３ｂと、
挿通孔６３ｃとから構成されている。
　リブ部６３ａは、横Ｆ字形状を呈しており、第１の柱固着部６１の下端部寄りの両側端
から延出するとともに第１の土台固着部６２の側端に沿う方向に直角に折り曲げられてい
る。リブ部６３ａは、第１の土台固着部６２に沿って折り曲げた状態で、リブ部６３ａの
端部が第１の土台固着部６２の端部と同じ位置になる長さに形成されている。
【００５９】
　連結部６３ｂは、リブ部６３ａの下端側（図９（ｂ）の下側）に連続して形成されてい
る部分であり、リブ部６３ａに対して第１の土台固着部６２に向かって直角に折り曲げら
れている。すなわち、連結部６３ｂは、補強部６３の第１の土台固着部６２側の側縁部を
折り曲げて形成した部分である。これにより、連結部６３ｂは、第１の土台固着部６２の
上に重なることとなる。連結部６３ｂは、第１の土台固着部６２の取り付け穴Ｐ，Ｐ…に
対応する位置に、同じく取り付け穴Ｐ，Ｐ…を有している。そして、連結部６３ｂと第１
の土台固着部６２とを貫通してねじなどの取り付け具を土台Ｄに打ち込むことにより、連
結部６３ｂを介してリブ部６３ａが（ひいては第１の柱固着部６１の側端部が）、第１の
土台固着部６２に連結されるようになっている。これにより、第１の柱固着部６１と第１
の土台固着部６２とが、直角状態に保たれる。
【００６０】
　また、挿通孔６３ｃは、後記する土台－基礎接続金具７０が挿通される空間であり、リ
ブ部６３ａと連結部６３ｂとに囲まれて形成されている。挿通孔６３ｃの下端は、連結部
６３ｂの表面と面一になっている。
【００６１】
　ここで、連結部６３ｂの取り付け穴Ｐ，Ｐ…は、挿通孔６３ｃに挿通された土台－基礎
接続金具７０の第２の土台固着部７２と重ならない位置に形成するのが好ましい。このよ
うにすれば、取り付け穴Ｐから取り付け具Ｇの頭がはみ出した場合でも、第２の土台固着
部７２と干渉することがない。
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【００６２】
　コーナー部６４は、図９（ａ）に示すように、第１の柱固着部６１と第１の土台固着部
６２との間に位置する部分であり、両者に対して略４５°の角度で傾斜している。また、
コーナー部６４は、取り付け具Ｇを挿通させるための取り付け穴Ｐを備えることから、か
かる入隅部に対して斜めに取り付け具Ｇを差し込むことができる。
【００６３】
　つまり、コーナー部６４は、柱Ｈと土台Ｄとで形成される入隅部から少し浮いた状態と
なっていることから、取り付け穴Ｐに例えばねじを強くねじ込むことにより、コーナー部
６４を入隅部に向かって強く引き付けることができる。そのため、柱Ｈに大きな引張力（
引き抜き力）が作用しても、コーナー部６４が入隅部から浮き上がることがなく、引張力
を土台に確実に伝達することが可能となる。
【００６４】
　柱－土台接続金具６０は、補強部６３の高さが低く（例えば柱－土台接続金具６０の高
さの１／４～１／５程度に）形成されていることから、いわゆる掃出しを構成する柱Ｈと
土台Ｄとの入隅部Ｅに取り付ける場合でも、補強部６３が掃出しの下枠に干渉することが
ない。
【００６５】
　図１０は、第２実施形態に係る補強金具の土台－基礎接続金具を示した斜視図である。
　土台－基礎接続金具７０は、土台Ｄと基礎Ｂとを連結する部材であり、図１０に示すよ
うに、全体として逆Ｌ字形状を呈している。土台－基礎接続金具７０は、基礎Ｂの側面Ｂ
ａに連結される基礎固着部７１と、この基礎固着部７１の上端から水平方向に延出し土台
Ｄの上面Ｄａに連結される第２の土台固着部７２と、基礎固着部７１と第２の土台固着部
７２とが連続するコーナー部に沿って取り付けられた補強部材７３と、から構成されてい
る。
【００６６】
　基礎固着部７１は、図１０に示すように、平板形状を呈しており、上方に向かうほど先
細りしている。基礎固着部７１は、取り付け具Ｇを挿通するための取り付け穴Ｐ，Ｐ…を
有している。基礎固着部７１は、取り付け具Ｇ（例えばアンカーとナット）により、基礎
Ｂの側面Ｂａに連結されている。
【００６７】
　第２の土台固着部７２は、図１０に示すように、平板形状を呈しており、その先端部付
近に取り付け穴Ｐ，Ｐを備えている。そして、第２の土台固着部７２は、図７、図８に示
すように、柱－土台接続金具６０の挿通孔６３ｃに挿通された状態で、土台Ｄの上面Ｄａ
にボルトやねじなどの取り付け具Ｇによって連結されている。これにより、第２の土台固
着部７２と第１の土台固着部６２とが係合することとなる。
【００６８】
　補強部材７３は、Ｌ字形状を呈する部材であり、本実施形態では、基礎固着部７１と第
２の土台固着部７２とが連続するコーナー部に沿って逆Ｌ字形状に溶接固定されている。
これにより、コーナー部の断面剛性が大きくなり、土台Ｄが基礎Ｂにしっかりと固定され
ることとなる。また、これにより、柱－土台接続金具６０の第１の土台固着部６２が基礎
Ｂにしっかりと固定されることとなり、ひいては、柱Ｈが基礎Ｂにしっかりと固定される
こととなる。
　なお、第２実施形態においては、補強部材７３を用いてコーナー部の断面剛性を大きく
したが、これに限られるものではなく、例えば土台－基礎接続金具７０自体の部材厚さを
大きくしてもよい。
【００６９】
　図１１は、第２実施形態に係る補強金具の柱－筋交接続金具を示した斜視図である。ま
た、図１２は、第２実施形態に係る補強金具のスペーサを示した斜視図である。
　柱－筋交接続金具８０は、図１１（適宜図７参照）に示すように、柱Ｈの側面Ｈａに固
着される第２の柱固着部８１と、筋交Ｓの側面Ｓａに固着される筋交固着部８２と、土台
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Ｄに固着された土台－基礎接続金具７０の上部に載置される底板部８３と、から構成され
ている。
【００７０】
　第２の柱固着部８１は、図１１に示すように、長方形状を呈する板状体であり、ねじな
どを挿通させるための複数の取り付け穴Ｐ，Ｐ…を有している。第２の柱固着部８１の一
方の側端には、筋交固着部８２が、当該第２の柱固着部８１に対して直角方向に連続して
形成されている。
　筋交固着部８２は、第２の柱固着部８１同じく、略長方形状を呈する板状体であり、ね
じを挿通させるための複数の取り付け穴Ｐ，Ｐ…を有している。
　底板部８３は、長方形状を呈する板状体であり、第２の柱固着部８１と筋交固着部８２
の下端部に連続している。これにより、第２の柱固着部８１と筋交固着部８２とが、直角
状態に保たれる。
【００７１】
　柱－筋交接続金具８０は、図７，図８に示すように、入隅部Ｅの幅方向の他方寄りに設
置される。このとき、土台－基礎接続金具７０の第２の土台固着部７２と柱Ｈとの間には
、後記するスペーサ９０が設置されており、土台Ｄの上面Ｄａと柱－筋交接続金具８０の
底板部８３との隙間が埋まるようになっている。
　このように、柱－筋交接続金具８０は、柱－土台接続金具６０と土台－基礎接続金具７
０とを入隅部Ｅに設置した後に取り付けることができる。そのため、筋交Ｓを後から取り
付けて補強することが可能となる。
【００７２】
　スペーサ９０は、図１２に示すように、直方体形状を呈する部材であり、取り付け穴Ｐ
，Ｐを備えている。スペーサ９０は、柱－筋交接続金具８０の底板部８３と土台Ｄの上面
Ｄａとの間に設置され、筋交Ｓに作用する圧縮力を土台Ｄに伝達する役割を担うものであ
る。
【００７３】
　ここで、第２の土台固着部７２およびスペーサ９０と底板部８３との間に、例えば合板
（図示省略）などを挟むようにするのがさらに好適である。このようにすると、第２の土
台固着部７２およびスペーサ９０と底板部８３との間に小さな隙間や段差がある場合でも
、筋交Ｓに作用した圧縮力によって合板が潰れて隙間や段差が埋まり、底板部８３の底面
全体で、当該圧縮力を伝達することができる。
【００７４】
　なお、柱－筋交接続金具８０は、公知の接続金具であり、柱Ｈと筋交Ｓの固着に用いら
れている。本発明に係る柱－土台接続金具６０および土台－基礎接続金具７０は、このよ
うな公知の柱－筋交接続金具８０とも好適に組み合わせて使用することができる。
【００７５】
　以上、本発明の第２実施形態について説明したが、本発明は前記第２実施形態には限定
されない。
【００７６】
　例えば、図１３に示すように、柱－土台接続金具６０を柱Ｈ（および土台Ｄ）の幅方向
の他方に寄せて設置するとともに、土台－基礎接続金具７０の第２の土台固着部７２を柱
Ｈ（および土台Ｄ）の幅方向の一方から柱－土台接続金具６０の挿通孔６３ｃに係合させ
、さらに、柱Ｈ（および土台Ｄ）の幅方向の一方に寄せて柱－筋交接続金具８０を設置す
るようにしてもよい。このとき、柱－土台接続金具６０の第１の土台固着部６２および連
結部６３ｂには、土台－基礎接続金具７０の第２の土台固着部７２の取り付け穴Ｐ，Ｐに
対応する位置に取り付け穴Ｐ，Ｐを設けておくのが好ましい。このようにすれば、筋交Ｓ
を、柱Ｈの幅方向の一方又は他方によせて任意に設置することができる。そのため、既存
建物ＫＴの状況に合わせて補強金具５０を好適に取り付けることができる。
【００７７】
　また、図７，図８に示すように、柱Ｈの側面Ｈａに直交する側面Ｈｂに別の柱－土台接
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続金具６０を設置する場合には、第１実施形態において説明したように、取り付け具Ｇ同
士がぶつかり合わないように、例えば柱－土台接続金具６０の取り付け穴Ｐ，Ｐ…を２組
に分けてそれぞれに（あるいは一方に）識別マークを付しておくのが好適である。そして
、一方の識別マークが付された取り付け穴Ｐ，Ｐ…を用いて一方の柱－土台接続金具６０
を柱Ｈの側面Ｈａに取り付けたときは、他方の識別マークが付された取り付け穴Ｐ，Ｐ…
を用いて他方の柱－土台接続金具６０を側面Ｈｂに取り付ける。これにより、取り付け具
Ｇ同士が干渉することがなくなり、取り付け作業をスムーズに行うことができる。
【００７８】
　また、第２実施形態においては、柱－土台接続金具６０を、一枚の板状部材を折り曲げ
て溶接等することなく構成したが、これに限られるものではなく、例えば、補強部６３の
連結部６３ｂを省略し、第１の土台固着部６２と補強部６３のリブ部６３ａの下端部とを
溶接により連結するようにしてもよい。
【００７９】
　なお、参考的な使用例としては、第２実施形態にかかる柱－土台接続金具６０および土
台－基礎接続金具７０をそれぞれ単独で使用することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の第１実施形態に係る既存建物の補強構造の一例を示す部分斜視図である
。
【図２】入隅部に本発明の第１実施形態に係る既存建物の補強構造を適用した一例を示す
部分平面図である。
【図３】入隅部に本発明の第１実施形態に係る既存建物の補強構造を適用した一例を示す
部分側面図である。
【図４】（ａ）は第一の接続金具の一例を示す斜視図であり、（ｂ）は、第三の接続金具
の一例を示す斜視図である。
【図５】第二の接続金具の一例を示す斜視図である。
【図６】（ａ）は第一の接続金具に取り付け具を取り付けた状態の一例を示す部分斜視図
であり、（ｂ）は取り付け具の取り付け状態の一例を示す模式図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係る補強金具を示した斜視図である。
【図８】本発明の第２実施形態に係る補強金具を示した平面図である。
【図９】第２実施形態に係る補強金具の柱－土台接続金具を示した図であり、（ａ）は斜
視図、（ｂ）は展開図である。
【図１０】第２実施形態に係る補強金具の土台－基礎接続金具を示した斜視図である。
【図１１】第２実施形態に係る補強金具の柱－筋交接続金具を示した斜視図である。
【図１２】第２実施形態に係る補強金具のスペーサを示した斜視図である。
【図１３】第２実施形態に係る補強構造の変形例を示した斜視図である。
【符号の説明】
【００８１】
　１０　　既存建物の補強構造
　２０　　第一の接続金具
　２１　　リブ
　２２Ａ　取り付け穴
　３０　　第二の接続金具
　３１　　端部
　３２　　中間部
　３３Ａ，３３Ｂ　リブ
　３４Ａ　取り付け穴
　３４Ｂ　取り付け穴
　４０　　第三の接続金具
　４１　　端部
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　４２　　平面部
　４３　　補強部材
　４４Ａ　取り付け穴
　４４Ｂ　取り付け穴
　４４Ｃ　取り付け穴
　５０　　補強金具
　６０　　柱－土台接続金具
　７０　　土台－基礎接続金具
　８０　　柱－筋交接続金具
　ＫＴ　　既存建物
　Ｂ　　　基礎
　Ｄ　　　土台
　Ｈ　　　柱
　Ｓ　　　筋交
　Ｍ　　　アンカーボルト
　Ｇ　　　取り付け具
　Ｎ　　　印

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１２】

【図１３】
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