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(57)【要約】
【課題】別段の加工を必要とせず容易に施工することが
できる木枠架構補強材を提供する。
【解決手段】木枠架構補強材１０Ａは、木枠架構１１Ａ
の土台１３の側に設置された架構下補強材１５と、木枠
架構１１Ａの梁１４ａまたは桁１４ｂの側に設置された
架構上補強材１６とから形成されている。架構下補強材
１５は、柱１２ａ，１２ｂの間に延びる土台１３の直上
に配置された第１水平部材１７と、柱１２ａ，１２ｂと
第１水平部材１７とを連結する第１および第２コーチボ
ルト１８ａ，１９ａまたは第１および第２ロングビス１
８ｂ，１９ｂとから形成され、架構上補強材１６は、柱
１２ａ，１２ｂの間に延びる梁１４ａまたは桁１４ｂの
直下に配置された第２水平部材２０と、柱１２ａ，１２
ｂと第２水平部材２０とを連結する第３および第４コー
チボルト２１ａ，２２ａまたは第３および第４ロングビ
ス２１ｂ，２２ｂとから形成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホゾ穴にホゾを嵌め込むことで柱と土台とを連結しつつ柱と梁または桁とを連結して作
られた木造建築物の木枠架構に設置され、前記木造建築物を耐震補強する木枠架構補強材
において、
　前記木枠架構補強材が、前記木枠架構の土台の側に設置された架構下補強材と、前記木
枠架構の梁または桁の側に設置された架構上補強材とから形成され、
　前記架構下補強材が、前記木枠架構の横方向へ対向する柱の間であってそれら柱の間に
延びる土台の直上に配置され、前記木枠架構の横方向内方へせん断力が作用したときにそ
れら柱の水平変形を抑える第１水平部材と、前記横方向へ対向する柱のうちの一方の柱と
前記第１水平部材とを連結し、前記木枠架構の横方向外方へせん断力が作用したときにそ
れら柱の水平変形を抑える第１連結部材と、前記横方向へ対向する柱のうちの他方の柱と
前記第１水平部材とを連結し、前記木枠架構の横方向外方へせん断力が作用したときにそ
れら柱の水平変形を抑える第２連結部材とから形成され、
　前記架構上補強材が、前記木枠架構の横方向へ対向する柱の間であってそれら柱の間に
延びる梁または桁の直下に配置され、前記木枠架構の横方向内方へせん断力が作用したと
きにそれら柱の水平変形を抑える第２水平部材と、前記横方向へ対向する柱のうちの一方
の柱と前記第２水平部材とを連結し、前記木枠架構の横方向外方へせん断力が作用したと
きにそれら柱の水平変形を抑える第３連結部材と、前記横方向へ対向する柱のうちの他方
の柱と前記第２水平部材とを連結し、前記木枠架構の横方向外方へせん断力が作用したと
きにそれら柱の水平変形を抑える第４連結部材とから形成されていることを特徴とする木
枠架構補強材。
【請求項２】
　前記第１水平部材が、前記土台から上方へ離間する第１上面と、前記土台の上面に当接
する第１下面と、前記一方の柱の内側面に当接する一方の端面と、前記他方の柱の内側面
に当接する他方の端面とを有し、前記第２水平部材が、前記梁または桁から下方へ離間す
る第２下面と、前記梁または桁の下面に当接する第２上面と、前記一方の柱の内側面に当
接する一方の端面と、前記他方の柱の内側面に当接する他方の端面とを有し、前記架構下
補強材では、前記第１水平部材が前記一方の柱と他方の柱との間に嵌め込まれ、前記第１
連結部材によって前記一方の柱と前記第１水平部材とが隙間なく連結されているとともに
、前記第２連結部材によって前記他方の柱と前記第１水平部材とが隙間なく連結され、前
記架構上補強材では、前記第２水平部材が前記一方の柱と他方の柱との間に嵌め込まれ、
前記第３連結部材によって前記一方の柱と前記第２水平部材とが隙間なく連結されている
とともに、前記第４連結部材によって前記他方の柱と前記第２水平部材とが隙間なく連結
されている請求項１に記載の木枠架構補強材。
【請求項３】
　前記木造建築物の震動を抑制する耐震要素が、前記架構下補強材と前記架構上補強材と
の間であって、該架構下補強材および該架構上補強材を設置した前記木枠架構の横方向へ
対向する一方の柱と他方の柱とに架設されている請求項１または請求項２に記載の木枠架
構補強材。
 
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、木造建築物の木枠架構に設置され、前記木造建築物を耐震補強する木枠架構
補強材に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　木造建築物の木枠架構には、木造建築物を耐震補強するための各種の補強材が設置され
る場合がある。木枠架構の補強の一例としては、図１３に示すように、木枠架構の柱脚と
土台との連結箇所の両側に断面三角形状の補強材６０を設置し、木枠架構の柱頭と梁や桁
との連結箇所の両側に断面三角形状の補強材６０を設置する。木枠架構の補強の他の一例
としては、図１４に示すように、木枠架構の柱脚と土台との連結箇所の背面に面付金物６
１（Ｖ金物）を取り付け、木枠架構の柱頭との連結箇所の背面に面付金物６１（Ｖ金物）
を取り付ける。なお、木造建築物に対する補強が特開２０１４－２２４４１５号公報（特
許文献１）や特開２０１７－００２５６９号公報（特許文献２）に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－２２４４１５号公報
【特許文献２】特開２０１７－００２５６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　図１３に示す木枠架構の補強は、補強材６０を柱脚と土台との連結箇所の両側や柱頭と
梁や桁との連結箇所の両側に設置する必要があり、柱脚と土台との連結箇所の片側のみや
柱頭と梁や桁との連結箇所の片側のみに設置しても補強として機能しない。また、外壁の
隅角部に施工することはできず、室内空間に干渉する場合も施工することができない。さ
らに、壁の基部に引き抜き防止のための鎹等の金物を別途取り付ける必要があり、施工時
にそれらの補強材が納まるような別段の加工や特別な配慮が必要になる。図１４に示す面
付金物は、大きなせん断力に抵抗するために大きな厚み寸法の面付金物６１を利用する必
要があり、補強後に面材等を取り付ける場合や直交方向に壁がある場合、それらを納める
ための別段の加工や特別な配慮が必要となり、施工工程が複雑かつ多くなり、施工に時間
と手間とを要する。
【０００５】
　なお、木造建築物の木枠架構は、ホゾ穴にホゾを嵌め込み、柱と土台とを木ネジによっ
て連結しつつ、柱と梁または桁とを木ネジによって連結して作られるが、地震等による震
動によって水平方向のせん断力が生じた場合、ホゾやホゾ穴が脆性破壊され、柱と土台と
の連結や柱と梁または桁との連結が不用意に解除されて木造建築物の倒壊につながる場合
がある。
【０００６】
　本発明の目的は、別段の加工や特別な配慮を必要とせず容易に施工することができ、木
造建築物の他の部材に干渉することなく木枠架構内に納めることができるとともに、各種
の施工をプランどおりに行うことができる木枠架構補強材を提供することにある。本発明
の他の目的は、地震等による震動によって水平方向のせん断力が木枠架構に生じた場合の
柱の水平変形を抑えることで木枠架構の耐震性能を向上させることができ、地震等から木
造建築物を保護することができる木枠架構補強材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するための本発明の前提は、ホゾ穴にホゾを嵌め込むことで柱と土台と
を連結しつつ柱と梁または桁とを連結して作られた木造建築物の木枠架構に設置され、木
造建築物を耐震補強する木枠架構補強材である。
【０００８】
　前記前提における本発明の特徴は、木枠架構補強材が、木枠架構の土台の側に設置され
た架構下補強材と、木枠架構の梁または桁の側に設置された架構上補強材とから形成され
、架構下補強材が、木枠架構の横方向へ対向する柱の間であってそれら柱の間に延びる土
台の直上に配置され、木枠架構の横方向内方へせん断力が作用したときにそれら柱の水平
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変形を抑える第１水平部材と、横方向へ対向する柱のうちの一方の柱と第１水平部材とを
連結し、木枠架構の横方向外方へせん断力が作用したときにそれら柱の水平変形を抑える
第１連結部材と、横方向へ対向する柱のうちの他方の柱と第１水平部材とを連結し、木枠
架構の横方向外方へせん断力が作用したときにそれら柱の水平変形を抑える第２連結部材
とから形成され、架構上補強材が、木枠架構の横方向へ対向する柱の間であってそれら柱
の間に延びる梁または桁の直下に配置され、木枠架構の横方向内方へせん断力が作用した
ときにそれら柱の水平変形を抑える第２水平部材と、横方向へ対向する柱のうちの一方の
柱と第２水平部材とを連結し、木枠架構の横方向外方へせん断力が作用したときにそれら
柱の水平変形を抑える第３連結部材と、横方向へ対向する柱のうちの他方の柱と第２水平
部材とを連結し、木枠架構の横方向外方へせん断力が作用したときにそれら柱の水平変形
を抑える第４連結部材とから形成されていることにある。
【０００９】
　本発明の一例としては、第１水平部材が、土台から上方へ離間する第１上面と、土台の
上面に当接する第１下面と、一方の柱の内側面に当接する一方の端面と、他方の柱の内側
面に当接する他方の端面とを有し、第２水平部材が、梁または桁から下方へ離間する第２
下面と、梁または桁の下面に当接する第２上面と、一方の柱の内側面に当接する一方の端
面と、他方の柱の内側面に当接する他方の端面とを有し、架構下補強材では、第１水平部
材が一方の柱と他方の柱との間に隙間なく嵌め込まれ、第１連結部材によって一方の柱と
第１水平部材とが隙間なく連結されているとともに、第２連結部材によって他方の柱と第
１水平部材とが隙間なく連結され、架構上補強材では、第２水平部材が一方の柱と他方の
柱との間に隙間なく嵌め込まれ、第３連結部材によって一方の柱と第２水平部材とが隙間
なく連結されているとともに、第４連結部材によって他方の柱と第２水平部材とが隙間な
く連結されている。
【００１０】
　本発明の他の一例としては、第１連結部材～前記第４連結部材が、横方向へ長いコーチ
ボルトまたは横方向へ長いロングビスであり、少なくとも１本のコーチボルトまたは少な
くとも１本のロングビスが、一方の柱の外側面から第１水平部材の一方の端面に向かって
螺着または打ち込まれることで一方の柱と第１水平部材とが連結され、他方の柱の外側面
から第１水平部材の他方の端面に向かって螺着または打ち込まれることで他方の柱と第１
水平部材とが連結されているとともに、一方の柱の外側面から第２水平部材の一方の端面
に向かって螺着または打ち込まれることで一方の柱と第２水平部材とが連結され、他方の
柱の外側面から第２水平部材の他方の端面に向かって螺着または打ち込まれることで他方
の柱と第２水平部材とが連結されている。
【００１１】
　本発明の他の一例としては、コーチボルトまたはロングビスのネジ部の第１水平部材の
一方の端面および他方の端面から第１水平部材の内部への進入寸法が、一方の柱および他
方の柱の横方向の厚み寸法程度であり、コーチボルトまたはロングビスのネジ部の第２水
平部材の一方の端面および他方の端面から第２水平部材の内部への進入寸法が、一方の柱
および他方の柱の横方向の厚み寸法程度である。
【００１２】
　本発明の他の一例としては、第１連結部材～第４連結部材が、横方向へ長い連結プレー
トとドリフトピンとであり、少なくとも１つの連結プレートが、一方の柱の外側面から第
１水平部材の一方の端面に向かって挿入され、他方の柱の外側面から第１水平部材の他方
の端面に向かって挿入され、一方の柱の外側面から第２水平部材の一方の端面に向かって
挿入されているとともに、他方の柱の外側面から第２水平部材の他方の端面に向かって挿
入され、少なくとも１つのドリフトピンが、第１水平部材の上面と側面との少なくとも一
面から連結プレートに向かって打ち込まれることで一方の柱および他方の柱と該第１水平
部材とが連結され、第２水平部材の上面と側面との少なくとも一面から連結プレートに向
かって打ち込まれることで一方の柱および他方の柱と第２水平部材とが連結されている。
【００１３】
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　本発明の他の一例としては、木造建築物の震動を抑制する耐震要素が、架構下補強材と
架構上補強材との間であって、架構下補強材および架構上補強材を設置した木枠架構の横
方向へ対向する一方の柱と他方の柱とに架設されている。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る木枠架構補強材によれば、それが木枠架構の土台の側に設置された架構下
補強材と木枠架構の梁または桁の側に設置された架構上補強材とから形成され、架構下補
強材が柱の間に延びる土台の直上に配置された第１水平部材、一方の柱と第１水平部材と
を連結する第１連結部材、他方の柱と第１水平部材とを連結する第２連結部材から形成さ
れ、架構上補強材が柱の間に延びる梁または桁の直下に配置された第２水平部材、一方の
柱と第２水平部材とを連結する第３連結部材、他方の柱と第２水平部材とを連結する第４
連結部材とから形成されているから、第１水平部材を土台の上に配置し、第１連結部材と
第２連結部材とでそれら柱と第１水平部材とを連結するとともに、第２水平部材を梁や桁
の下に配置し、第３連結部材と第４連結部材とでそれら柱と第２水平部材とを連結するこ
とで、木枠架構に架構下補強材や架構上補強材を施工することができ、別段の加工や特別
な配慮を必要とせず木枠架構に容易に施工することができる。木枠架構補強材は、架構下
補強材および架構上補強材が木造建築物の他の部材に干渉することはなく、架構下補強材
と架構上補強材とを木枠架構内に納めることができ、木枠架構補強材の取り付け後の各種
の施工をプランどおりに行うことができる。木枠架構補強材は、地震等による震動によっ
て水平方向のせん断力が木枠架構に生じ、柱にかかる水平方向のせん断力が木枠架構の内
側方向（横方向内方）に作用した場合、第１水平部材や第２水平部材がその圧縮剛性によ
って柱の水平変形を抑制し、柱にかかる水平方向のせん断力が木枠架構の外側方向に作用
した場合、第１～第４連結部材がその引張剛性によって柱の水平変形を抑制するから、木
枠架構の耐震性能を向上させることができ、地震等による水平方向のせん断力によってホ
ゾやホゾ穴が脆性破壊されることはなく、柱と土台との連結や柱と梁または桁との連結を
維持することができ、地震等による震動から木造建築物を保護することができる。
【００１５】
　第１水平部材が土台から上方へ離間する第１上面、土台の上面に当接する第１下面、一
方の柱の内側面に当接する一方の端面、他方の柱の内側面に当接する他方の端面を有し、
第２水平部材が梁または桁から下方へ離間する第２下面、梁または桁の下面に当接する第
２上面、一方の柱の内側面に当接する一方の端面、他方の柱の内側面に当接する他方の端
面を有し、第１水平部材が一方の柱と他方の柱との間に隙間なく嵌め込まれ、第１連結部
材によって一方の柱と第１水平部材とが隙間なく連結されているとともに、第２連結部材
によって他方の柱と第１水平部材とが隙間なく連結され、第２水平部材が一方の柱と他方
の柱との間に隙間なく嵌め込まれ、第３連結部材によって一方の柱と第２水平部材とが隙
間なく連結されているとともに、第４連結部材によって他方の柱と第２水平部材とが隙間
なく連結されている木枠架構補強材は、第１水平部材を一方の柱と他方の柱との間に嵌め
込み、第１水平部材のそれら端面を各柱の内側面に当接させ、第２水平部材を一方の柱と
他方の柱との間に嵌め込み、第２水平部材のそれら端面を各柱の外側面に当接させ、第１
および第２連結部材によってそれら柱と第１水平部材とを連結し、第３および第４連結部
材によってそれら柱と第２水平部材とを連結することで、木枠架構に架構下補強材と架構
上補強材を施工することができ、別段の加工や特別な配慮を必要とせず木枠架構に容易に
施工することができる。木枠架構補強材は、地震等による震動によって水平方向のせん断
力が木枠架構に生じ、柱にかかる水平方向のせん断力が木枠架構の内側方向（横方向内方
）に作用した場合、各端面が各柱の内側面に当接する第１水平部材や第２水平部材がその
圧縮剛性によって柱の水平変形を抑制し、柱にかかる水平方向のせん断力が木枠架構の外
側方向に作用した場合、第１および第２水平部材と各柱とを連結する第１～第４連結部材
がその引張剛性によって柱の水平変形を抑制するから、木枠架構の耐震性能を向上させる
ことができ、地震等による水平方向のせん断力によってホゾやホゾ穴が脆性破壊されるこ
とはなく、柱と土台との連結や柱と梁または桁との連結を維持することができ、地震等に
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よる震動から木造建築物を保護することができる。
【００１６】
　木造建築物の震動を抑制する耐震要素が架構下補強材と架構上補強材との間であって、
架構下補強材および架構上補強材を設置した木枠架構の横方向へ対向する一方の柱と他方
の柱とに架設されている木枠架構補強材は、架構下補強材と架構上補強材とによって木枠
架構の接合部耐力が向上し、地震等による水平方向のせん断力によってホゾやホゾ穴が脆
性破壊されることはなく、柱と土台との連結や柱と梁または桁との連結を維持することが
できる。同時に架構下補強材と架構上補強材によって木枠架構の接合部剛性が向上し、地
震等による水平方向のせん断変形が一方の柱と他方の柱とに架設された耐震要素に効率良
く伝達し、震動抑制機能を最大限に発揮することができ、地震等による震動から木造建築
物を確実に保護することができる。
【００１７】
　第１連結部材～第４連結部材が横方向へ長いコーチボルトまたは横方向へ長いロングビ
スであり、少なくとも１本のコーチボルトまたは少なくとも１本のロングビスが、一方の
柱の外側面から第１水平部材の一方の端面に向かって螺着または打ち込まれることで一方
の柱と第１水平部材とが連結され、他方の柱の外側面から第１水平部材の他方の端面に向
かって螺着または打ち込まれることで他方の柱と第１水平部材とが連結されているととも
に、一方の柱の外側面から第２水平部材の一方の端面に向かって螺着または打ち込まれる
ことで一方の柱と第２水平部材とが連結され、他方の柱の外側面から第２水平部材の他方
の端面に向かって螺着または打ち込まれることで他方の柱と第２水平部材とが連結されて
いる木枠架構補強材は、第１水平部材を一方の柱と他方の柱との間に嵌め込み、第１水平
部材のそれら端面を各柱の内側面に当接させ、第２水平部材を一方の柱と他方の柱との間
に嵌め込み、第２水平部材のそれら端面を各柱の外側面に当接させ、少なくとも１本のコ
ーチボルトまたは少なくとも１本のロングビスを柱の外側面から第１および第２水平部材
の端面に向かって螺着または打ち込み、コーチボルトまたはロングビスによってそれら柱
と第１水平部材とを連結し、コーチボルトまたはロングビスによってそれら柱と第２水平
部材とを連結することで、木枠架構に架構下補強材と架構上補強材を施工することができ
、別段の加工や特別な配慮を必要とせず木枠架構に容易に施工することができる。木枠架
構補強材は、地震等による震動によって水平方向のせん断力が木枠架構に生じ、柱にかか
る水平方向のせん断力が木枠架構の内側方向（横方向内方）に作用した場合、各端面が各
柱の内側面に当接する第１水平部材や第２水平部材がその圧縮剛性によって柱の水平変形
を抑制し、柱にかかる水平方向のせん断力が木枠架構の外側方向に作用した場合、第１お
よび第２水平部材と各柱とを連結するコーチボルトまたはロングビスがその引張剛性によ
って柱の水平変形を抑制するから、木枠架構の耐震性能を向上させることができ、地震等
による水平方向のせん断力によってホゾやホゾ穴が脆性破壊されることはなく、コーチボ
ルトやロングビスによって柱と土台との連結や柱と梁または桁との連結を維持することが
でき、地震等による震動から木造建築物を保護することができる。
【００１８】
　コーチボルトまたはロングビスのネジ部の第１水平部材の一方の端面および他方の端面
から第１水平部材の内部への進入寸法を十分に取り、コーチボルトまたはロングビスのネ
ジ部の第２水平部材の一方の端面および他方の端面から第２水平部材の内部への進入寸法
を十分に取る木枠架構補強材は、地震等による震動によって水平方向のせん断力が木枠架
構に生じたとしても、第１および第２水平部材と各柱とを連結が解除されることはなく、
各端面が各柱の内側面に当接する第１水平部材や第２水平部材の圧縮剛性によって柱の水
平変形を確実に抑制することができ、柱にかかる水平方向のせん断力が木枠架構の外側方
向に作用した場合、第１および第２水平部材と各柱とを連結するコーチボルトまたはロン
グビスの引張剛性によって柱の水平変形を確実に抑制することができる。木枠架構補強材
は、木枠架構の耐震性能を向上させることができ、地震等による水平方向のせん断力によ
ってホゾやホゾ穴が脆性破壊されることはなく、コーチボルトやロングビスによって柱と
土台との連結や柱と梁または桁との連結を確実に維持することができ、地震等による震動
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から木造建築物を保護することができる。
【００１９】
　第１連結部材～第４連結部材が横方向へ長い連結プレートとドリフトピンとであり、少
なくとも１つの連結プレートが、一方の柱の外側面から第１水平部材の一方の端面に向か
って挿入され、他方の柱の外側面から第１水平部材の他方の端面に向かって挿入され、一
方の柱の外側面から第２水平部材の一方の端面に向かって挿入されているとともに、他方
の柱の外側面から第２水平部材の他方の端面に向かって挿入され、少なくとも１つのドリ
フトピンが、第１水平部材の上面と側面との少なくとも一面から連結プレートに向かって
打ち込まれることで一方の柱および他方の柱と第１水平部材とが連結され、第２水平部材
の上面と側面との少なくとも一面から連結プレートに向かって打ち込まれることで一方の
柱および他方の柱と第２水平部材とが連結されている木枠架構補強材は、第１水平部材を
一方の柱と他方の柱との間に嵌め込み、第１水平部材のそれら端面を各柱の内側面に当接
させ、第２水平部材を一方の柱と他方の柱との間に嵌め込み、第２水平部材のそれら端面
を各柱の外側面に当接させ、連結プレートを柱の外側面から第１および第２水平部材の端
面に向かって挿入し、ドリフトピンを第１および第２水平部材の面から連結プレートに向
かって打ち込み、連結プレートおよびドリフトピンによってそれら柱と第１水平部材とを
連結し、連結プレートおよびドリフトピンによってそれら柱と第２水平部材とを連結する
ことで、木枠架構に架構下補強材と架構上補強材を施工することができ、別段の加工や特
別な配慮を必要とせず木枠架構に容易に施工することができる。木枠架構補強材は、地震
等による震動によって水平方向のせん断力が木枠架構に生じ、柱にかかる水平方向のせん
断力が木枠架構の内側方向（横方向内方）に作用した場合、各端面が各柱の内側面に当接
する第１水平部材や第２水平部材がその圧縮剛性によって柱の水平変形を抑制し、柱にか
かる水平方向のせん断力が木枠架構の外側方向に作用した場合、第１および第２水平部材
と各柱とを連結する連結プレートおよびドリフトピンがその引張剛性によって柱の水平変
形を抑制するから、木枠架構の耐震性能を向上させることができ、地震等による水平方向
のせん断力によってホゾやホゾ穴が脆性破壊されることはなく、コーチボルトやロングビ
スによって柱と土台との連結や柱と梁または桁との連結を維持することができ、地震等に
よる震動から木造建築物を保護することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】一例として示す木枠架構補強材を設置した木枠架構１１Ａの正面図。
【図２】木枠架構補強材の架構下補強材の斜視図。
【図３】架構下補強材の部分拡大斜視図。
【図４】木枠架構補強材の架構上補強材の斜視図。
【図５】架構上補強材の部分拡大斜視図。
【図６】木枠架構補強材を設置した木枠架の部分拡大側面図。
【図７】木枠架構補強材の架構下補強材のせん断力に対する抵抗の一例を説明する図。
【図８】木枠架構補強材を設置した他の一例として示す木枠架構の正面図。
【図９】木枠架構補強材を設置した他の一例として示す木枠架構の正面図。
【図１０】木枠架構補強材の架構下補強材の斜視図。
【図１１】木枠架構補強材の架構上補強材の斜視図。
【図１２】木枠架構補強材の架構下補強材のせん断力に対する抵抗の一例を説明する図。
【図１３】木枠架構の従来の補強材の一例を示す図。
【図１４】木枠架構の従来の補強材の他の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　一例として示す木枠架構補強材１０Ａを設置した木枠架構１１Ａの正面図である図１等
の添付の図面を参照し、本発明に係る木枠架構補強材の詳細を説明すると、以下のとおり
である。なお、図２は、木枠架構補強材１０Ａの架構下補強材１５の斜視図であり、図３
は、架構下補強材１５の部分拡大斜視図である。図４は、木枠架構補強材１０Ａの架構上
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補強材１６の斜視図であり、図５は、架構上補強材１６の部分拡大斜視図である。図６は
、木枠架構補強材１０Ａを設置した木枠架構１１Ａの部分拡大側面図である。図１，２，
４では、上下方向を矢印Ｘ、横方向を矢印Ｙで示し、前後方向を矢印Ｚで示す。
【００２２】
　木枠架構補強材１０Ａ（木枠架構補強材１０Ｂを含む）は、木造建築物の木枠架構１１
Ａ（木枠架構１１Ｂを含む）に設置され、木枠架構１１Ａを補強するとともに、地震等に
よる震動から木造建築物を保護する。木造建築物に特に制限はなく、一般住宅や店舗、社
寺等のあらゆる木造建築物に木枠架構補強材１０Ａ（木枠架構補強材１０Ｂを含む）を設
置することができる。なお、木造建築物には、新築のみならず既設（中古）のそれも含ま
れる。
【００２３】
　木造建築物の木枠架構１１Ａ（木枠架構１１Ｂを含む）は、横方向へ離間対向して上下
方向へ延びる一対の柱１２ａ，１２ｂと、上下方向へ離間対向して横方向へ延びる土台１
３および梁１４ａまたは桁１４ｂとから形成されている。木枠架構１１Ａ（木枠架構１１
Ｂを含む）は、それら柱１２ａ，１２ｂに形成されたホゾ（図示せず）を土台１３および
梁１４ａまたは桁１４ｂに穿孔されたホゾ穴（図示せず）に嵌め込み、それら柱１２ａ，
１２ｂと土台１３とを木ネジ（図示せず）によって連結しつつ、それら柱１２ａ，１２ｂ
と梁１４ａまたは桁１４ｂとを木ネジによって連結することから作られている。木枠架構
１１Ａには、木枠架構補強材１０Ａが設置されている。
【００２４】
　木枠架構補強材１０Ａは、木枠架構１１Ａの土台１３の側に設置された架構下補強材１
５と、木枠架構１１Ａの梁１４ａまたは桁１４ｂの側に設置された架構上補強材１６とか
ら形成されている。架構下補強材１５は、第１水平部材１７と第１連結部材１８と第２連
結部材１９とから形成されている。架構上補強材１６は、第２水平部材２０と第３連結部
材２１と第４連結部材２２とから形成されている。
【００２５】
　第１水平部材１７は、木枠架構１１Ａの横方向へ対向する柱１２ａ，１２ｂの間であっ
てそれら柱１２ａ，１２ｂの間に延びる土台１３の直上に配置されている。第１水平部材
１７は、木枠架構１１Ａの横方向内方へせん断力が作用したときにそれら柱１２ａ，１２
ｂの水平変形を抑える。第１水平部材１７には横方向へ長い六面体の角材（木材）が使用
されているが、第１水平部材１７が横方向へ長い角柱状の合成樹脂材であってもよい。第
１水平部材１７は、土台１３から上方へ離間する矩形の第１上面２３と、土台１３の上面
２４に当接する矩形の第１下面２５と、第１上面２３と第１下面２５との間に延びる矩形
の第１両側面２６と、一方の柱１２ａの内側面２７に当接する矩形の第１端面２８（一方
の端面２８）と、他方の柱１２ｂの内側面２９に当接する矩形の第２端面３０（他方の端
面３０）とを有する。
【００２６】
　第１水平部材１７の横方向の長さ寸法Ｌ１は、横方向へ対向する一方の柱１２ａと他方
の柱１２ｂとの間の土台１３の横方向の長さ寸法Ｌ２と略同一または土台１３の横方向の
長さ寸法Ｌ２よりもわずかに短い。第１水平部材１７は、横方向へ対向する一方の柱１２
ａと他方の柱１２ｂとの間の木枠架構１１Ａの下スペース３１に配置され、一方の柱１２
ａと他方の柱１２ｂとの間に隙間なく嵌め込まれている。
【００２７】
　第１水平部材１７には、その第１上面２３から土台１３の上面２４に向かって横方向へ
並ぶ複数本のビス３２（ボルトや釘を含む）が打ち込まれている。第１水平部材１７は、
それらビス３２によって土台１３に固定されている。第１水平部材１７の前後方向の長さ
寸法Ｌ３は、土台１３の前後方向の長さ寸法Ｌ４と略同一である。第１水平部材１７は、
その第１下面２５が土台１３の上面２４の略全域に当接している。なお、第１水平部材１
７の前後方向の長さ寸法Ｌ３が土台１３の前後方向の長さ寸法Ｌ４より短くてもよい。
【００２８】
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　第１連結部材１８には、横方向へ長い金属製または合成樹脂製の第１コーチボルト１８
ａ（コーチボルト）または横方向へ長い金属製または合成樹脂製の第１ロングビス１８ｂ
（ロングビス）のいずれかが使用されている。第１コーチボルト１８ａや第１ロングビス
１８ｂは、一方の柱１２ａと第１水平部材１７（土台１３）とが交差する第１交差箇所３
３において、一方の柱１２ａの外側面３４から第１水平部材１７の第１端面２８に向かっ
て螺着または打ち込まれている。
【００２９】
　第１コーチボルト１８ａや第１ロングビス１８ｂは、そのネジ部３５が柱１２ａの内部
を貫通しつつ、第１水平部材１７の第１端面２８から第１水平部材１７の内部に進入して
いる。第１コーチボルト１８ａや第１ロングビス１８ｂは、木枠架構１１Ａの横方向外方
へせん断力が作用したときにそれら柱１２ａ，１２ｂの水平変形を抑える。
【００３０】
　第１コーチボルト１８ａ（第１連結部材１８）や第１ロングビス１８ｂ（第１連結部材
１８）によって一方の柱１２ａと第１水平部材１７とが隙間なく連結されている。第１コ
ーチボルト１８ａまたは第１ロングビス１８ｂのネジ部３５の第１水平部材１７の第１端
面２８から第１水平部材１７の内部への進入寸法Ｌ５を十分に取る（図３参照）。第１コ
ーチボルト１８ａや第１ロングビス１８ｂは、その頭部３６が一方の柱１２ａの外側面３
４から柱１２ａの内部に進入し、頭部３６が柱１２ａの外側面３４に露出せず、柱１２ａ
の外側面３４と第１コーチボルト１８ａや第１ロングビス１８ｂの頭部３６の頂面とが面
一になっている。
【００３１】
　第２連結部材１９には、横方向へ長い金属製または合成樹脂製の第２コーチボルト１９
ａ（コーチボルト）または横方向へ長い金属製または合成樹脂製の第２ロングビス１９ｂ
（ロングビス）のいずれかが使用されている。第２コーチボルト１９ａや第２ロングビス
１９ｂは、他方の柱１２ｂと第１水平部材１７（土台１３）とが交差する第２交差箇所３
７において、他方の柱１２ｂの外側面３８から第１水平部材１７の第２端面３０に向かっ
て螺着または打ち込まれている。
【００３２】
　第２コーチボルト１９ａや第２ロングビス１９ｂは、そのネジ部３５が柱１２ｂの内部
を貫通しつつ、第１水平部材１７の第２端面３０から第１水平部材１７の内部に進入して
いる。第２コーチボルト１９ａや第２ロングビス１９ｂは、木枠架構１１Ａの横方向外方
へせん断力が作用したときにそれら柱１２ａ，１２ｂの水平変形を抑える。
【００３３】
　第２コーチボルト１９ａ（第２連結部材１９）や第２ロングビス１９ｂ（第２連結部材
１９）によって他方の柱１２ｂと第１水平部材１７とが隙間なく連結されている。第２コ
ーチボルト１９ａまたは第２ロングビス１９ｂのネジ部３５の第１水平部材１７の第２端
面３０から第１水平部材１７の内部への進入寸法Ｌ５を十分に取る（図３参照）。第２コ
ーチボルト１９ａや第２ロングビス１９ｂは、その頭部３６が他方の柱１２ｂの外側面３
８から柱１２ｂの内部に進入し、頭部３６が柱１２ｂの外側面３８に露出せず、柱１２ｂ
の外側面３８と第２コーチボルト１９ａや第２ロングビス１９ｂの頭部３６の頂面とが面
一になっている。
【００３４】
　木枠架構１１Ａに架構下補強材１５を設置するには、第１水平部材１７を一対の柱１２
ａ，１２ｂの間の木枠架構１１Ａの下スペース３１に嵌め込み、第１水平部材１７の第１
下面２５を土台１３の上面２４に当接させるとともに、第１水平部材１７の第１および第
２端面２８，３０を各柱１２ａ，１２ｂの内側面２７，２９に当接させ、第１水平部材１
７の第１上面２３から土台１３の上面２４に向かってビス３２を打ち込み、第１水平部材
１７を土台１３に固定する。
【００３５】
　次に、一方の柱１２ａと第１水平部材１７とが交差する第１交差箇所３３において、第
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１コーチボルト１８ａや第１ロングビス１８ｂを一方の柱１２ａの外側面３４から第１水
平部材１７の第１端面２８に向かって螺着または打ち込み、第１コーチボルト１８ａや第
１ロングビス１８ｂによって一方の柱１２ａと第１水平部材１７とを連結する。他方の柱
１２ｂと第１水平部材１７とが交差する第２交差箇所３７において、第２コーチボルト１
９ａや第２ロングビス１９ｂを他方の柱１２ｂの外側面３８から第１水平部材１７の第２
端面３０に向かって螺着または打ち込み、第２コーチボルト１９ａや第２ロングビス１９
ｂによって他方の柱１２ｂと第１水平部材１７とを連結する。
【００３６】
　図２，３では、４本の第１および第２コーチボルト１８ａ，１９ａまたは４本の第１お
よび第２ロングビス１８ｂ，１９ｂによって各柱１２ａ，１２ｂと第１水平部材１７とが
連結されているが、３本以下または５本以上の第１および第２コーチボルト１８ａ，１９
ａや第１および第２ロングビス１８ｂ，１９ｂによって各柱１２ａ，１２ｂと第１水平部
材１７とが連結されていてもよい。なお、第１および第２コーチボルト１８ａ，１９ａや
第１および第２ロングビス１８ｂ，１９ｂの他に、長尺の釘を利用することもできる。長
尺の釘を利用する場合は、第１および第２柱１２ａ，１２ｂの外側面３４，３８から第１
水平部材１７の端面２８，３０に向かって釘を打ち込み、各柱１２ａ，１２ｂと第１水平
部材１７とを連結する。
【００３７】
　第２水平部材２０は、木枠架構１１Ａの横方向へ対向する柱１２ａ，１２ｂの間であっ
てそれら柱１２ａ，１２ｂの間に延びる梁１４ａまたは桁１４ｂの直下に配置されている
。第２水平部材２０は、木枠架構１１Ａの横方向内方へせん断力が作用したときにそれら
柱１２ａ，１２ｂの水平変形を抑える。第２水平部材２０には横方向へ長い六面体の角材
（木材）が使用されているが、第２水平部材２０が横方向へ長い角柱状の合成樹脂材であ
ってもよい。第２水平部材２０は、梁１４ａまたは桁１４ｂから下方へ離間する矩形の第
２下面３９と、梁１４ａまたは桁１４ｂの下面４０に当接する矩形の第２上面４１と、第
２下面３９と第２上面４１との間に延びる矩形の第２両側面４２と、一方の柱１２ａの内
側面２７に当接する矩形の第３端面４３（一方の端面４３）と、他方の柱１２ｂの内側面
２９に当接する矩形の第４端面４４（他方の端面４４）とを有する。
【００３８】
　第２水平部材２０の横方向の長さ寸法Ｌ７は、横方向へ対向する一方の柱１２ａと他方
の柱１２ｂとの間の梁１４ａまたは桁１４ｂの横方向の長さ寸法Ｌ８と略同一または梁１
４ａまたは桁１４ｂの横方向の長さ寸法Ｌ８よりもわずかに短い。第２水平部材２０は、
横方向へ対向する一方の柱１２ａと他方の柱１２ｂとの間の木枠架構１１Ａの上スペース
４５に配置され、一方の柱１２ａと他方の柱１２ｂとの間に隙間なく嵌め込まれている。
【００３９】
　第２水平部材２０には、その第２下面３９から梁１４ａまたは桁１４ｂの下面４０に向
かって横方向へ並ぶ複数本のビス３２（ボルトや釘を含む）が打ち込まれている。第２水
平部材２０は、それらビス３２によって梁１４ａまたは桁１４ｂに固定されている。第２
水平部材２０の前後方向の長さ寸法Ｌ９は、梁１４ａまたは桁１４ｂの前後方向の長さ寸
法Ｌ１０と略同一である。第２水平部材２０は、その第２下面３９が梁１４ａまたは桁１
４ｂの下面４０の略全域に当接している。なお、第２水平部材２０の前後方向の長さ寸法
Ｌ９が梁１４ａまたは桁１４ｂの前後方向の長さ寸法Ｌ１０より短くてもよい。
【００４０】
　第３連結部材２１には、横方向へ長い金属製または合成樹脂製の第３コーチボルト２１
ａ（コーチボルト）または横方向へ長い金属製または合成樹脂製の第３ロングビス２１ｂ
（ロングビス）のいずれかが使用されている。第３コーチボルト２１ａや第３ロングビス
２１ｂは、一方の柱１２ａと第２水平部材２０（梁１４ａまたは桁１４ｂ）とが交差する
第３交差箇所４６において、一方の柱１２ａの外側面３４から第２水平部材２０の第３端
面４３に向かって螺着または打ち込まれている。
【００４１】
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　第３コーチボルト２１ａや第３ロングビス２１ｂは、そのネジ部３５が柱１２ａの内部
を貫通しつつ、第２水平部材２０の第３端面４３から第２水平部材２０の内部に進入して
いる。第３コーチボルト２１ａや第３ロングビス２１ｂは、木枠架構１１Ａの横方向外方
へせん断力が作用したときにそれら柱１２ａ，１２ｂの水平変形を抑える。
【００４２】
　第３コーチボルト２１ａ（第３連結部材２１）や第３ロングビス２１ｂ（第３連結部材
２１）によって一方の柱１２ａと第２水平部材２０とが隙間なく連結されている。第３コ
ーチボルト２１ａまたは第３ロングビス２１ｂのネジ部３５の第２水平部材２０の第３端
面４３から第２水平部材２０の内部への進入寸法Ｌ５を十分に取る（図５参照）。第３コ
ーチボルト２１ａや第３ロングビス２１ｂは、その頭部３６が一方の柱１２ａの外側面３
４から柱１２ａの内部に進入し、頭部３６が柱１２ａの外側面３４に露出せず、柱１２ａ
の外側面３４と第３コーチボルト２１ａや第３ロングビス２１ｂの頭部３６の頂面とが面
一になっている。
【００４３】
　第４連結部材２２には、横方向へ長い金属製または合成樹脂製の第４コーチボルト２２
ａ（コーチボルト）または横方向へ長い金属製または合成樹脂製の第４ロングビス２２ｂ
（ロングビス）のいずれかが使用されている。第４コーチボルト２２ａや第４ロングビス
２２ｂは、他方の柱１２ｂと第２水平部材２０（梁１４ａまたは桁１４ｂ）とが交差する
第４交差箇所４７において、他方の柱１２ｂの外側面３８から第２水平部材２０の第４端
面４４に向かって螺着または打ち込まれている。
【００４４】
　第４コーチボルト２２ａや第４ロングビス２２ｂは、そのネジ部３５が柱１２ｂの内部
を貫通しつつ、第２水平部材２０の第４端面４４から第２水平部材２０の内部に進入して
いる。第４コーチボルト２２ａや第４ロングビス２２ｂは、木枠架構１１Ａの横方向外方
へせん断力が作用したときにそれら柱１２ａ，１２ｂの水平変形を抑える。
【００４５】
　第４コーチボルト２２ａ（第４連結部材２２）や第４ロングビス２２ｂ（第４連結部材
２２）によって他方の柱１２ｂと第２水平部材２０とが隙間なく連結されている。第４コ
ーチボルト２２ａまたは第４ロングビス２２ｂのネジ部３５の第２水平部材２０の第４端
面４４から第２水平部材２０の内部への進入寸法Ｌ５を十分に取る（図５参照）。第４コ
ーチボルト２２ａや第４ロングビス２２ｂは、その頭部３６が他方の柱１２ｂの外側面３
８から柱１２ｂの内部に進入し、頭部３６が柱１２ｂの外側面３８に露出せず、柱１２ｂ
の外側面３８と第４コーチボルト２２ａや第４ロングビス２２ｂの頭部３６の頂面とが面
一になっている。
【００４６】
　図４，５では、４本の第３および第４コーチボルト２１ａ，２２ａまたは４本の第３お
よび第４ロングビス２１ｂ，２２ｂによって各柱１２ａ，１２ｂと第２水平部材２０とが
連結されているが、３本以下または５本以上の第３および第４コーチボルト２１ａ，２２
ａや第３および第４ロングビス２１ｂ，２２ｂによって各柱１２ａ，１２ｂと第２水平部
材２０とが連結されていてもよい。なお、第３および第４コーチボルト２１ａ，２２ａや
第３および第４ロングビス２１ｂ，２２ｂの他に、長尺の釘を利用することもできる。長
尺の釘を利用する場合は、第３および第４柱１２ａ，１２ｂの外側面３４，３８から第２
水平部材２０の端面４３，４４に向かって釘を打ち込み、各柱１２ａ，１２ｂと第２水平
部材２０とを連結する。
【００４７】
　木枠架構１１Ａに架構上補強材１６を設置するには、第２水平部材２０を一対の柱１２
ａ，１２ｂの間の木枠架構１１Ａの上スペース４５に嵌め込み、第２水平部材２０の第２
上面４１を梁１４ａまたは桁１４ｂの下面４０に当接させるとともに、第２水平部材２０
の第３および第４端面４３，４４を各柱１２ａ，１２ｂの内側面２７，２９に当接させ、
第２水平部材２０の第２下面３９から梁１４ａまたは桁１４ｂの下面４０に向かってビス
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３２を打ち込み、第２水平部材２０を梁１４ａまたは桁１４ｂに固定する。
【００４８】
　次に、一方の柱１２ａと第２水平部材２０とが交差する第３交差箇所４６において、第
３コーチボルト２１ａや第３ロングビス２１ｂを一方の柱１２ａの外側面３４から第２水
平部材２０の第３端面４３に向かって螺着または打ち込み、第３コーチボルト２１ａや第
３ロングビス２１ｂによって一方の柱１２ａと第２水平部材２０とを連結する。他方の柱
１２ｂと第２水平部材２０とが交差する第４交差箇所４７において、第４コーチボルト２
２ａや第４ロングビス２２ｂを他方の柱１２ｂの外側面３８から第２水平部材２０の第４
端面４４に向かって螺着または打ち込み、第４コーチボルト２２ａや第４ロングビス２２
ｂによって他方の柱１２ｂと第２水平部材２０とを連結する。
【００４９】
　図７は、木枠架構補強材１０Ａの架構下補強材１５のせん断力に対する抵抗の一例を説
明する図である。木枠架構補強材１０Ａは、地震等による震動によって水平方向のせん断
力が木枠架構１１Ａに生じ、柱１２ａや柱１２ｂにかかる水平方向のせん断力が木枠架構
１１Ａの図７に矢印Ｎ１で示す内側方向（横方向内方）へ作用した場合、一方の柱１２ａ
の内側面２７や他方の柱１２ｂの内側面２９に当接する第１水平部材１７が図７に矢印Ｎ
２で示す外側方向（横方向外方）へ抵抗し、第１水平部材１７がその圧縮剛性によって柱
１２ａや柱１２ｂの水平変形を抑制する。
【００５０】
　なお、架構上補強材１６では、柱１２ａや柱１２ｂにかかる水平方向のせん断力が木枠
架構１１Ａの内側方向（横方向内方）へ作用した場合（図７の矢印Ｎ１参照）、一方の柱
１２ａの内側面２７や他方の柱１２ｂの内側面２９に当接する第２水平部材２０が外側方
向（横方向外方）へ抵抗し（図７の矢印Ｎ２参照）、第２水平部材２０がその圧縮剛性に
よって柱１２ａや柱１２ｂの水平変形を抑制する。
【００５１】
　逆に、地震等による震動によって水平方向のせん断力が木枠架構１１Ａに生じ、柱１２
ａや柱１２ｂにかかる水平方向のせん断力が木枠架構１１Ａの図７に矢印Ｎ３で示す外側
方向（横方向外方）へ作用した場合、第１水平部材１７と柱１２ａおよび柱１２ｂとを連
結する第１コーチボルト１８ａ（第１連結部材１８）または第１ロングビス１８ｂ（第１
連結部材１８）や第２コーチボルト１９ａ（第２連結部材１９）または第２ロングビス１
９ｂ（第２連結部材１９）が図７に矢印Ｎ４で示す内側方向（横方向内方）へ抵抗し、第
１コーチボルト１８ａまたは第１ロングビス１８ｂや第２コーチボルト１９ａまたは第２
ロングビス１９ｂがその引張剛性によって柱１２ａや柱１２ｂの水平変形を抑制する。
【００５２】
　なお、架構上補強材１６では、柱１２ａや柱１２ｂにかかる水平方向のせん断力が木枠
架構１１Ａの外側方向（横方向外方）へ作用した場合（図７の矢印Ｎ３参照）、第２水平
部材２０と柱１２ａおよび柱１２ｂとを連結する第３コーチボルト２１ａ（第３連結部材
２１）または第３ロングビス２１ｂ（第３連結部材２１）や第４コーチボルト２２ａ（第
４連結部材２２）または第４ロングビス２２ｂ（第４連結部材２２）が内側方向（横方向
内方）へ抵抗し（図７の矢印Ｎ４参照）、第３コーチボルト２１ａまたは第３ロングビス
２１ｂや第４コーチボルト２２ａまたは第４ロングビス２２ｂがその引張剛性によって柱
１２ａや柱１２ｂの水平変形を抑制する。
【００５３】
　木枠架構補強材１０Ａは、第１水平部材１７を一方の柱１２ａと他方の柱１２ｂとの間
の木枠架構１１Ａの下スペース３１に嵌め込み、第１水平部材１７の第１下面２５を土台
１３の上面２４に当接させるとともに、第１水平部材１７の第１および第２端面２８，３
０を各柱１２ａ，１２ｂの内側面２７，２９に当接させ、第１水平部材１７を土台１３に
固定し、第２水平部材２０を一方の柱１２ａと他方の柱１２ｂとの間の木枠架構１１Ａの
上スペース４５に嵌め込み、第２水平部材２０の第２上面４１を梁１４ａまたは桁１４ｂ
の下面４０に当接させるとともに、第２水平部材２０の第３および第４端面４３，４４を
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各柱１２ａ，１２ｂの内側面２７，２９に当接させ、第２水平部材２０を梁１４ａまたは
桁１４ｂに固定し、第１～第４コーチボルト１８ａ，１９ａ，２１ａ，２２ａ（第１～第
４連結部材１８，１９，２１，２２）または第１～第４ロングビス１８ｂ，１９ｂ，２１
ｂ，２２ｂ（第１～第４連結部材１８，１９，２１，２２）を各柱１２ａ，１２ｂの外側
面３４，３８から第１および第２水平部材１７，２０の各端面２８，３０，４３，４４に
向かって螺着または打ち込み、第１および第２コーチボルト１８ａ，１９ａまたは第１お
よび第２ロングビス１８ｂ，１９ｂによってそれら柱１２ａ，１２ｂと第１水平部材１７
とを連結し、コーチボルト２１ａ，２２ａまたはロングビス２１ｂ，２２ｂによってそれ
ら柱１２ａ，１２ｂと第２水平部材２０とを連結することで、木枠架構１１Ａに架構下補
強材１５と架構上補強材１６を施工することができ、別段の加工や特別な配慮を必要とせ
ず木枠架構１１Ａに容易に施工することができる。
【００５４】
　木枠架構補強材１０Ａは、第１および第２コーチボルト１８ａ，１９ａ（第１および第
２連結部材１８，１９）または第１および第２ロングビス１８ｂ，１９ｂ（第１および第
２連結部材１８，１９）が各柱１２ａ，１２ｂの内部と第１水平部材１７の内部とに螺着
または打ち込まれ、コーチボルト２１ａ，２２ａ（第３および第４連結部材２１，２２）
またはロングビス２１ｂ，２２ｂ（第３および第４連結部材２１，２２）が各柱１２ａ，
１２ｂの内部と第２水平部材２０の内部とに螺着または打ち込まれ、第１および第２コー
チボルト１８ａ，１９ａや第１および第２ロングビス１８ｂ，１９ｂが各柱１２ａ，１２
ｂの外側面３４，３８から露出することはなく、第１および第２水平部材１７，２０が土
台１３や梁１４ａまたは桁１４ｂからはみ出すことはないから、第１および第２水平部材
１７，２０や第１～第４コーチボルト１８ａ，１９ａ，２１ａ，２２ａまたは第１～第４
ロングビス１８ｂ，１９ｂ，２１ｂ，２２ｂ（架構下補強材１５や架構上補強材１６）が
木造建築物の他の部材に干渉することはなく、第１および第２水平部材１７，２０や第１
～第４コーチボルト１８ａ，１９ａ，２１ａ，２２ａまたは第１～第４ロングビス１８ｂ
，１９ｂ，２１ｂ，２２ｂ（架構下補強材１５や架構上補強材１６）を木枠架構１１Ａ内
に納めることができ、木枠架構補強材１０Ａの取り付け後の各種の施工をプランどおりに
行うことができる。
【００５５】
　木枠架構補強材１０Ａは、地震等による震動によって水平方向のせん断力が木枠架構１
１Ａに生じ、柱１２ａ，１２ｂにかかる水平方向のせん断力が木枠架構１１Ａの内側方向
（横方向内方）に作用した場合、各端面２８，３０，４３，４４が各柱１２ａ，１２ｂの
内側面２７，２９に当接する第１水平部材１７や第２水平部材２０がその圧縮剛性によっ
て各柱１２ａ，１２ｂの水平変形を抑制し、柱１２ａ，１２ｂにかかる水平方向のせん断
力が木枠架構１１Ａの外側方向（横方向外方）に作用した場合、第１および第２水平部材
１７，２０と各柱１２ａ，１２ｂとを連結する第１～第４コーチボルト１８ａ，１９ａ，
２１ａ，２２ａ（第１～第４連結部材１８，１９，２１，２２）または第１～第４ロング
ビス１８ｂ，１９ｂ，２１ｂ，２２ｂ（第１～第４連結部材１８，１９，２１，２２）が
その引張剛性によって各柱１２ａ，１２ｂの水平変形を抑制するから、木枠架構１１Ａの
耐震性能を向上させることができ、地震等による水平方向のせん断力によってホゾやホゾ
穴が脆性破壊されることはなく、第１～第４コーチボルト１８ａ，１９ａ，２１ａ，２２
ａまたは第１～第４ロングビス１８ｂ，１９ｂ，２１ｂ，２２ｂによって各柱１２ａ，１
２ｂと土台１３との連結や各柱１２ａ，１２ｂと梁１４ａまたは桁１４ｂとの連結を維持
することができ、地震等による震動から木造建築物を保護することができる。
【００５６】
　木枠架構補強材１０Ａは、第１～第４コーチボルト１８ａ，１９ａ，２１ａ，２２ａ（
第１～第４連結部材１８，１９，２１，２２）または第１～第４ロングビス１８ｂ，１９
ｂ，２１ｂ，２２ｂ（第１～第４連結部材１８，１９，２１，２２）のネジ部３５の進入
寸法Ｌ５が十分な長さであるから、地震等による震動によって水平方向のせん断力が木枠
架構１１Ａに生じたとしても、第１および第２水平部材１７，２０と各柱１２ａ，１２ｂ
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とを連結が解除されることはなく、第１水平部材１７や第２水平部材２０の圧縮剛性によ
って各柱１２ａ，１２ｂの水平変形を確実に抑制することができ、第１～第４コーチボル
ト１８ａ，１９ａ，２１ａ，２２ａまたは第１～第４ロングビス１８ｂ，１９ｂ，２１ｂ
，２２ｂの引張剛性によって各柱１２ａ，１２ｂの水平変形を確実に抑制することができ
、木枠架構１１Ａの耐震性能を確実に向上させることができる。
【００５７】
　図８は、木枠架構補強材１０Ａを設置した他の一例として示す木枠架構１１Ｂの正面図
である。図８に示す木枠架構１１Ｂが図１のそれと異なるところは、木造建築物の震動を
抑制する耐震要素の一例である耐震ブレース４８がそれら柱１２ａ，１２ｂに架設されて
いる点にある。木枠架構１１Ｂに設置された木枠架構補強材１０Ａのその他の構成は、図
１のそれらと同一であるから、図１と同一の符号を付すとともに、図１の説明を援用する
ことで、木枠架構１１Ｂに設置された木枠架構補強材１０Ａのその他の構成の詳細な説明
は省略する。
【００５８】
　木枠架構補強材１０Ａは、木枠架構１１Ｂの土台１３の側に設置された架構下補強材１
５と、木枠架構１１Ｂの梁１４ａまたは桁１４ｂの側に設置された架構上補強材１６とか
ら形成されている。架構下補強材１５は、第１水平部材１７と、第１コーチボルト１８ａ
（第１連結部材１８）または第１ロングビス１８ｂ（第１連結部材１８）と、第２コーチ
ボルト１９ａ（第２連結部材１９）または第２ロングビス１９ｂ（第２連結部材１９）と
から形成されている。架構上補強材１６は、第２水平部材２０と、第３コーチボルト２１
ａ（第３連結部材２１）または第３ロングビス２１ｂ（第３連結部材２１）と、第４コー
チボルト２２ａ（第４連結部材２２）または第４ロングビス２２ｂ（第４連結部材２２）
とから形成されている。
【００５９】
　架構下補強材１５を形成する第１水平部材１７や第１コーチボルト１８ａ（第１連結部
材１８）または第１ロングビス１８ｂ（第１連結部材１８）、第２コーチボルト１９ａ（
第２連結部材１９）または第２ロングビス１９ｂ（第２連結部材１９）は、図１の木枠架
構補強材１０Ａのそれらと同一である（図２，３参照）。架構上補強材１６を形成する第
２水平部材２０や第３コーチボルト２１ａ（第３連結部材２１）または第３ロングビス２
１ｂ（第３連結部材２１）、第４コーチボルト２２ａ（第４連結部材２２）または第４ロ
ングビス２２ｂ（第４連結部材２２）は、図１の木枠架構補強材１０Ａのそれらと同一で
ある（図４，５参照）。木枠架構１１Ｂに設置された木枠架構補強材１０Ａの地震等の震
動によるせん断力に対する抵抗は、木枠架構１１Ａに設置された図１の木枠架構補強材１
０Ａのそれと同一である（図７参照）。
【００６０】
　耐震ブレース４８は、架構下補強材１５と架構上補強材１６との間であって、架構下補
強材１５および架構上補強材１６を設置した木枠架構１１Ｂの横方向へ対向する一方の柱
１２ａと他方の柱１２ｂとに架設されている。耐震ブレース４８は、一対の固定金具４９
ａ，４９ｂと筋かい材５０とから形成されている。固定金具４９ａは、第１交差箇所３３
の近傍に延びる一方の柱１２ａの内側面２７に取り付けられている。固定金具４９ｂは、
第４交差箇所４７の近傍に延びる他方の柱１２ｂの内側面２９に取り付けられている。筋
かい材５０は、固定金具４９ｂ（他方の柱１２ｂ）から固定金具４９ａ（一方の柱１２ａ
）に向かって斜め下方へ傾斜して延びている。筋かい材５０は、その上端が固定金具４９
ｂに連結され、その下端が固定金具４９ａに連結されている。
【００６１】
　耐震ブレース４８は、たとえば、筋かい材５０に内蔵された履歴ダンパーの塑性変形に
よって地震等による震動を吸収し、震動エネルギーを減衰させる。なお、耐震ブレース４
８の種類について特に限定はなく、各種の耐震要素を木枠架構１１Ｂに設置することがで
きる。また、耐震ブレース４８の他に、各種の制震ダンパーを木枠架構１１Ｂに設置する
こともできる。
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【００６２】
　木枠架構１１Ｂに設置された木枠架構補強材１０Ａは、木枠架構１１Ａに設置された木
枠架構補強材１０Ａが有する効果に加え、以下の効果を有する。木枠架構補強材１０Ａは
、架構下補強材１５と架構上補強材１６とによって木枠架構１１Ｂの接合部耐力（耐震性
能）が向上し、地震等による震動によって水平方向のせん断力が木枠架構１１Ａに生じた
としても、そのせん断力によってホゾやホゾ穴が脆性破壊されることはなく、各柱１２ａ
，１２ｂと土台１３との連結や各柱１２ａ，１２ｂと梁１４ａまたは桁１４ｂとの連結を
確実に維持することができる。木枠架構補強材１０Ａは、架構下補強材１５と架構上補強
材１６によって地震等の震動による水平方向のせん断変形が一方の柱１２ａと他方の柱１
２ｂとに架設された耐震ブレース４８（耐震要素）に効率良く伝達され、耐震ブレース４
８の震動抑制機能を最大限に利用することができ、地震等による震動から木造建築物を確
実に保護することができる。
【００６３】
　図９は、木枠架構補強材１０Ｂを設置した他の一例として示す木枠架構１１Ａの正面図
であり、図１０は、木枠架構補強材１０Ｂの架構下補強材１５の斜視図である。図１１は
、木枠架構補強材１０Ｂの架構上補強材１６の斜視図である。図９～１１では、上下方向
を矢印Ｘ、横方向を矢印Ｙで示し、前後方向を矢印Ｚで示す。
【００６４】
　図９に示す木枠架構補強材１０Ｂが図１のそれと異なるところは、第１連結部材１８と
して第１連結プレート１８ｃおよび第１ドリフトピン１８ｄが使用され、第２連結部材１
９として第２連結プレート１９ｃおよび第２ドリフトピン１９ｄが使用されているととも
に、第３連結部材２１として第３連結プレート２１ｃおよび第３ドリフトピン２１ｄが使
用され、第４連結部材２２として第４連結プレート２２ｃおよび第４ドリフトピン２２ｄ
が使用されている点にある。木枠架構１１Ａに設置された木枠架構補強材１０Ｂのその他
の構成は、図１のそれらと同一であるから、図１と同一の符号を付すとともに、図１の説
明を援用することで、木枠架構１１Ｂに設置された木枠架構補強材１０Ｂのその他の構成
の詳細な説明は省略する。
【００６５】
　木枠架構補強材１０Ｂは、木枠架構１１Ａの土台１３の側に設置された架構下補強材１
５と、木枠架構１１Ａの梁１４ａまたは桁１４ｂの側に設置された架構上補強材１６とか
ら形成されている。架構下補強材１５は、第１水平部材１７と、第１連結プレート１８ｃ
（第１連結部材１８）および第１ドリフトピン１８ｄ（第１連結部材１８）と、第２連結
プレート１９ｃ（第２連結部材１９）および第２ドリフトピン１９ｄ（第２連結部材１９
）とから形成されている。架構上補強材１６は、第２水平部材２０と、第３連結プレート
２１ｃ（第３連結部材２１）および第３ドリフトピン２１ｄ（第３連結部材２１）と、第
４連結プレート２２ｃ（第４連結部材２２）および第４ドリフトピン２２ｄ（第４連結部
材２２）とから形成されている。第１水平部材１７や第２水平部材２０は、図１の木枠架
構補強材１０Ａのそれらと同一である。
【００６６】
　第１連結プレート１８ｃは、金属または合成樹脂から作られ、平面形状が横方向へ長い
四角形の板状に成形されている。第１連結プレート１８ｃには、第１ドリフトピン１８ｄ
を挿入する貫通孔が穿孔されている。第１連結プレート１８ｃは、一方の柱１２ａと第１
水平部材１７（土台１３）とが交差する第１交差箇所３３において、一方の柱１２ａの外
側面３４から第１水平部材１７の第１端面２８に向かって挿入されている。第１連結プレ
ート１８ｃは、柱１２ａの内部を貫通しつつ、第１水平部材１７の第１端面２８から第１
水平部材１７の内部に進入している。
【００６７】
　第１ドリフトピン１８ｄは、金属、合成樹脂または木材から作られて棒状に成形されて
いる。第１ドリフトピン１８ｄは、第１水平部材１７の第１両側面２６から第１水平部材
１７の内部に打ち込まれているとともに、柱１２ａの両側面から柱１２ａの内部に打ち込
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まれ、第１連結プレート１８ｃの各貫通孔に挿入されている。第１連結プレート１８ｃお
よび第１ドリフトピン１８ｄによって一方の柱１２ａと第１水平部材１７とが隙間なく連
結されている。第１連結プレート１８ｃおよび第１ドリフトピン１８ｄは、木枠架構１１
Ａの横方向外方へせん断力が作用したときにそれら柱１２ａ，１２ｂの水平変形を抑える
。
【００６８】
　第２連結プレート１９ｃは、金属または合成樹脂から作られ、平面形状が横方向へ長い
四角形の板状に成形されている。第２連結プレート１９ｃには、第２ドリフトピン１９ｄ
を挿入する貫通孔が穿孔されている。第２連結プレート１９ｃは、他方の柱１２ｂと第１
水平部材１７（土台１３）とが交差する第２交差箇所３７において、他方の柱１２ｂの外
側面３８から第１水平部材１７の第２端面３０に向かって挿入されている。第２連結プレ
ート１９ｃは、柱１２ｂの内部を貫通しつつ、第１水平部材１７の第２端面３０から第１
水平部材１７の内部に進入している。
【００６９】
　第２ドリフトピン１９ｄは、金属、合成樹脂または木材から作られて棒状に成形されて
いる。第２ドリフトピン１９ｄは、第１水平部材１７の第１両側面２６から第１水平部材
１７の内部に打ち込まれているとともに、柱１２ｂの両側面から柱１２ｂの内部に打ち込
まれ、第２連結プレート１９ｃの各貫通孔に挿入されている。第２連結プレート１９ｃお
よび第２ドリフトピン１９ｄによって他方の柱１２ｂと第１水平部材１７とが隙間なく連
結されている。第２連結プレート１９ｃおよび第２ドリフトピン１９ｄは、木枠架構１１
Ａの横方向外方へせん断力が作用したときにそれら柱１２ａ，１２ｂの水平変形を抑える
。
【００７０】
　木枠架構１１Ａに架構下補強材１５を設置するには、第１水平部材１７を一対の柱１２
ａ，１２ｂの間の木枠架構１１Ａの下スペース３１に嵌め込み、第１水平部材１７の第１
下面２５を土台１３の上面２４に当接させるとともに、第１水平部材１７の第１および第
２端面２８，３０を各柱１２ａ，１２ｂの内側面２７，２９に当接させ、第１水平部材１
７の第１上面２３から土台１３の上面２４に向かってビス３２を打ち込み、第１水平部材
１７を土台１３に固定する。次に、第１交差箇所３３において第１連結プレート１８ｃを
一方の柱１２ａの外側面３４から第１水平部材１７の第１端面２８に向かって挿入し、第
１ドリフトピン１８ｄを第１水平部材１７の第１両側面２６から第１水平部材１７の内部
に向かって打ち込むとともに柱１２ａの両側面から柱１２ａの内部に向かって打ち込み、
一方の柱１２ａと第１水平部材１７とを連結する。さらに、第２交差箇所３７において第
２連結プレート１９ｃを他方の柱１２ｂの外側面３８から第１水平部材１７の第２端面３
０に向かって挿入し、第２ドリフトピン１９ｄを第１水平部材１７の第１両側面２６から
第１水平部材１７の内部に向かって打ち込むとともに柱１２ｂの両側面から柱１２ｂの内
部に向かって打ち込み、他方の柱１２ｂと第１水平部材１７とを連結する。
【００７１】
　図１０では、２枚の第１連結プレート１８ｃおよび２枚の第２連結プレート１９ｃ、８
つの第１ドリフトピン１８ｄおよび８つの第２ドリフトピン１９ｄによって各柱１２ａ，
１２ｂと第１水平部材１７とが連結されているが、第１連結プレート１８ｃや第２連結プ
レート１９ｃの数、第１ドリフトピン１８ｄおよび第２ドリフトピン１９ｄの数に特に制
限はない。
【００７２】
　第３連結プレート２１ｃは、金属または合成樹脂から作られ、平面形状が横方向へ長い
四角形の板状に成形されている。第３連結プレート２１ｃには、第３ドリフトピン２１ｄ
を挿入する貫通孔が穿孔されている。第３連結プレート２１ｃは、一方の柱１２ａと第２
水平部材２０（梁１４ａまたは桁１４ｂ）とが交差する第３交差箇所４６において、一方
の柱１２ａの外側面３４から第２水平部材２０の第３端面４３に向かって挿入されている
。第３連結プレート２１ｃは、柱１２ａの内部を貫通しつつ、第２水平部材２０の第３端
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面４３から第２水平部材２０の内部に進入している。
【００７３】
　第３ドリフトピン２１ｄは、金属、合成樹脂または木材から作られて棒状に成形されて
いる。第３ドリフトピン２１ｄは、第２水平部材２０の第２両側面４２から第２水平部材
２０の内部に打ち込まれているとともに、柱１２ａの両側面から柱１２ａの内部に打ち込
まれ、第３連結プレート２１ｃの各貫通孔に挿入されている。第３連結プレート２１ｃお
よび第３ドリフトピン２１ｄによって一方の柱１２ａと第２水平部材２０とが隙間なく連
結されている。第３連結プレート２１ｃおよび第３ドリフトピン２１ｄは、木枠架構１１
Ａの横方向外方へせん断力が作用したときにそれら柱１２ａ，１２ｂの水平変形を抑える
。
【００７４】
　第４連結プレート２２ｃは、金属または合成樹脂から作られ、平面形状が横方向へ長い
四角形の板状に成形されている。第４連結プレート２２ｃには、第４ドリフトピン２２ｄ
を挿入する貫通孔が穿孔されている。第４連結プレート２２ｃは、他方の柱１２ｂと第２
水平部材２０（梁１４ａまたは桁１４ｂ）とが交差する第４交差箇所４７において、他方
の柱１２ｂの外側面３８から第２水平部材２０の第４端面４４に向かって挿入されている
。第４連結プレート２２ｃは、柱１２ｂの内部を貫通しつつ、第２水平部材２０の第４端
面４４から第２水平部材２０の内部に進入している。
【００７５】
　第４ドリフトピン２２ｄは、金属、合成樹脂または木材から作られて棒状に成形されて
いる。第４ドリフトピン２２ｄは、第２水平部材２０の第２両側面４２から第２水平部材
２０の内部に打ち込まれているとともに、柱１２ｂの両側面から柱１２ｂの内部に打ち込
まれ、第４連結プレート２２ｃの各貫通孔に挿入されている。第４連結プレート２２ｃお
よび第４ドリフトピン２２ｄによって他方の柱１２ｂと第２水平部材２０とが隙間なく連
結されている。第４連結プレート２２ｃおよび第４ドリフトピン２２ｄは、木枠架構１１
Ａの横方向外方へせん断力が作用したときにそれら柱１２ａ，１２ｂの水平変形を抑える
。
【００７６】
　木枠架構１１Ａに架構上補強材１６を設置するには、第２水平部材２０を一対の柱１２
ａ，１２ｂの間の木枠架構１１Ａの上スペース４５に嵌め込み、第２水平部材２０の第２
上面４１を梁１４ａまたは桁１４ｂの下面４０に当接させるとともに、第２水平部材２０
の第３および第４端面４３，４４を各柱１２ａ，１２ｂの内側面２７，２９に当接させ、
第２水平部材２０の第２下面３９から梁１４ａまたは桁１４ｂの下面４０に向かってビス
３２を打ち込み、第２水平部材２０を梁１４ａまたは桁１４ｂに固定する。次に、第３交
差箇所４６において第３連結プレート２１ｃを一方の柱１２ａの外側面３４から第２水平
部材２０の第３端面４３に向かって挿入し、第３ドリフトピン２１ｄを第２水平部材２０
の第２両側面４２から第１水平部材１７の内部に向かって打ち込むとともに柱１２ａの両
側面から柱１２ａの内部に向かって打ち込み、一方の柱１２ａと第１水平部材１７とを連
結する。さらに、第４交差箇所４７において第４連結プレート２２ｃを他方の柱１２ｂの
外側面３８から第２水平部材２０の第４端面４４に向かって挿入し、第４ドリフトピン２
２ｄを第２水平部材２０の第２両側面４２から第２水平部材２０の内部に向かって打ち込
むとともに柱１２ｂの両側面から柱１２ｂの内部に向かって打ち込み、他方の柱１２ｂと
第２水平部材２０とを連結する。
【００７７】
　図１１では、２枚の第３連結プレート２１ｃおよび２枚の第４連結プレート２２ｃ、８
つの第３ドリフトピン２１ｄおよび８つの第４ドリフトピン２２ｄによって各柱１２ａ，
１２ｂと第２水平部材２０とが連結されているが、第３連結プレート２１ｃや第４連結プ
レート２２ｃの数、第３ドリフトピン２１ｄおよび第４ドリフトピン２２ｄの数に特に制
限はない。
【００７８】
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　図１２は、木枠架構補強材１０Ｂの架構下補強材１５のせん断力に対する抵抗の一例を
説明する図である。木枠架構補強材１０Ｂは、地震等による震動によって水平方向のせん
断力が木枠架構１１Ａに生じ、柱１２ａや柱１２ｂにかかる水平方向のせん断力が木枠架
構１１Ａの図１２に矢印Ｎ１で示す内側方向（横方向内方）へ作用した場合、一方の柱１
２ａの内側面２７や他方の柱１２ｂの内側面２９に当接する第１水平部材１７が図１２に
矢印Ｎ２で示す外側方向（横方向外方）へ抵抗し、第１水平部材１７がその圧縮剛性によ
って柱１２ａや柱１２ｂの水平変形を抑制する。
【００７９】
　なお、架構上補強材１６では、柱１２ａや柱１２ｂにかかる水平方向のせん断力が木枠
架構１１Ａの内側方向（横方向内方）へ作用した場合（図１２の矢印Ｎ１参照）、一方の
柱１２ａの内側面２７や他方の柱１２ｂの内側面２９に当接する第２水平部材２０が外側
方向（横方向外方）へ抵抗し（図１２の矢印Ｎ２参照）、第２水平部材２０がその圧縮剛
性によって柱１２ａや柱１２ｂの水平変形を抑制する。
【００８０】
　逆に、地震等による震動によって水平方向のせん断力が木枠架構１１Ａに生じ、柱１２
ａや柱１２ｂにかかる水平方向のせん断力が木枠架構１１Ａの図１２に矢印Ｎ３で示す外
側方向（横方向外方）へ作用した場合、第１水平部材１７と柱１２ａおよび柱１２ｂとを
連結する第１連結プレート１８ｃ（第１連結部材１８）および第１ドリフトピン１８ｄ（
第１連結部材１８）や第２連結プレート１９ｃ（第２連結部材１９）および第２ドリフト
ピン１９ｄ（第２連結部材１９）が図１２に矢印Ｎ４で示す内側方向（横方向内方）へ抵
抗し、第１連結プレート１８ｃおよび第１ドリフトピン１８ｄや第２連結プレート１９ｃ
および第２ドリフトピン１９ｄがその引張剛性によって柱１２ａや柱１２ｂの水平変形を
抑制する。
【００８１】
　なお、架構上補強材１６では、柱１２ａや柱１２ｂにかかる水平方向のせん断力が木枠
架構１１Ａの外側方向（横方向外方）へ作用した場合（図１２の矢印Ｎ３参照）、第２水
平部材２０と柱１２ａおよび柱１２ｂとを連結する第３連結プレート２１ｃ（第３連結部
材２１）および第３ドリフトピン２１ｄ（第３連結部材２１）や第４連結プレート２２ｃ
（第４連結部材２２）および第４ドリフトピン２２ｄ（第４連結部材２２）が内側方向（
横方向内方）へ抵抗し（図１２の矢印Ｎ４参照）、第３連結プレート２１ｃおよび第３ド
リフトピン２１ｄや第４連結プレート２２ｃおよび第４ドリフトピン２２ｄがその引張剛
性によって柱１２ａや柱１２ｂの水平変形を抑制する。
【００８２】
　木枠架構補強材１０Ｂは、第１水平部材１７を一方の柱１２ａと他方の柱１２ｂとの間
の木枠架構１１Ａの下スペース３１に嵌め込み、第１水平部材１７の第１下面２５を土台
１３の上面２４に当接させるとともに、第１水平部材１７の第１および第２端面２８，３
０を各柱１２ａ，１２ｂの内側面２７，２９に当接させ、第１水平部材１７を土台１３に
固定し、第２水平部材２０を一方の柱１２ａと他方の柱１２ｂとの間の木枠架構１１Ａの
上スペース４５に嵌め込み、第２水平部材２０の第２上面４１を梁１４ａまたは桁１４ｂ
の下面４０に当接させるとともに、第２水平部材２０の第３および第４端面４３，４４を
各柱１２ａ，１２ｂの内側面２７，２９に当接させ、第２水平部材２０を梁１４ａまたは
桁１４ｂに固定し、第１～第４連結プレート１８ｃ，１９ｃ，２１ｃ，２２ｃ（第１～第
４連結部材１８，１９，２１，２２）を各柱１２ａ，１２ｂの外側面３４，３８から第１
および第２水平部材１７，２０の各端面２８，３０，４３，４４に向かって打ち込むとと
もに、第１～第４ドリフトピン１８ｄ，１９ｄ，２１ｄ，２２ｄ（第１～第４連結部材１
８，１９，２１，２２）を第１および第２２水平部材１７，２０の第１および第２両側面
２６，４２および各柱１２ａ，１２ｂの両側面から第１～第４連結プレート１８ｃ，１９
ｃ，２１ｃ，２２ｃに向かって打ち込み、第１～第４連結プレート１８ｃ，１９ｃ，２１
ｃ，２２ｃおよび第１～第４ドリフトピン１８ｄ，１９ｄ，２１ｄ，２２ｄによってそれ
ら柱１２ａ，１２ｂと第１および第２水平部材１７，２０とを連結することで、木枠架構
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１１Ａに架構下補強材１５と架構上補強材１６を施工することができ、別段の加工や特別
な配慮を必要とせず木枠架構１１Ａに容易に施工することができる。
【００８３】
　木枠架構補強材１０Ｂは、第１～第４連結プレート１８ｃ，１９ｃ，２１ｃ，２２ｃ（
第１～第４連結部材１８，１９，２１，２２）や第１～第４ドリフトピン１８ｄ，１９ｄ
，２１ｄ，２２ｄ（第１～第４連結部材１８，１９，２１，２２）が各柱１２ａ，１２ｂ
の内部と第１および第２水平部材１７，２０の内部とに挿入または打ち込まれ、第１～第
４連結プレート１８ｃ，１９ｃ，２１ｃ，２２ｃや第１～第４ドリフトピン１８ｄ，１９
ｄ，２１ｄ，２２ｄが各柱１２ａ，１２ｂや第１および第２水平部材１７，２０の外側へ
露出することはなく、第１および第２水平部材１７，２０が土台１３や梁１４ａまたは桁
１４ｂからはみ出すことはないから、第１および第２水平部材１７，２０や第１～第４連
結プレート１８ｃ，１９ｃ，２１ｃ，２２ｃ、第１～第４ドリフトピン１８ｄ，１９ｄ，
２１ｄ，２２ｄ（架構下補強材１５や架構上補強材１６）が木造建築物の他の部材に干渉
することはなく、第１および第２水平部材１７，２０や第１～第４連結プレート１８ｃ，
１９ｃ，２１ｃ，２２ｃ、第１～第４ドリフトピン１８ｄ，１９ｄ，２１ｄ，２２ｄ（架
構下補強材１５や架構上補強材１６）を木枠架構１１Ａ内に納めることができ、木枠架構
補強材１０Ｂの取り付け後の各種の施工をプランどおりに行うことができる。
【００８４】
　木枠架構補強材１０Ｂは、地震等による震動によって水平方向のせん断力が木枠架構１
１Ａに生じ、柱１２ａ，１２ｂにかかる水平方向のせん断力が木枠架構１１Ａの内側方向
（横方向内方）に作用した場合、各端面２８，３０，４３，４４が各柱１２ａ，１２ｂの
内側面２７，２９に当接する第１水平部材１７や第２水平部材２０がその圧縮剛性によっ
て各柱１２ａ，１２ｂの水平変形を抑制し、柱１２ａ，１２ｂにかかる水平方向のせん断
力が木枠架構１１Ａの外側方向（横方向外方）に作用した場合、第１および第２水平部材
１７，２０と各柱１２ａ，１２ｂとを連結する第１～第４連結プレート１８ｃ，１９ｃ，
２１ｃ，２２ｃ（第１～第４連結部材１８，１９，２１，２２）や第１～第４ドリフトピ
ン１８ｄ，１９ｄ，２１ｄ，２２ｄ（第１～第４連結部材１８，１９，２１，２２）がそ
の引張剛性によって各柱１２ａ，１２ｂの水平変形を抑制するから、木枠架構１１Ａの耐
震性能を向上させることができ、地震等による水平方向のせん断力によってホゾやホゾ穴
が脆性破壊されることはなく、第１～第４連結プレート１８ｃ，１９ｃ，２１ｃ，２２ｃ
や第１～第４ドリフトピン１８ｄ，１９ｄ，２１ｄ，２２ｄによって各柱１２ａ，１２ｂ
と土台１３との連結や各柱１２ａ，１２ｂと梁１４ａまたは桁１４ｂとの連結を維持する
ことができ、地震等による震動から木造建築物を保護することができる。
【符号の説明】
【００８５】
　１０Ａ　木枠架構補強材
　１０Ｂ　木枠架構補強材
　１１Ａ　木枠架構
　１１Ｂ　木枠架構
　１２ａ　一方の柱
　１２ｂ　他方の柱
　１３　　土台
　１４ａ　梁
　１４ｂ　桁
　１５　　架構下補強材
　１６　　架構上補強材
　１７　　第１水平部材
　１８　　第１連結部材
　１８ａ　第１コーチボルト
　１８ｂ　第１ロングビス
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　１８ｃ　第１連結プレート
　１８ｄ　第１ドリフトピン
　１９　　第２連結部材
　１９ａ　第２コーチボルト
　１９ｂ　第２ロングビス
　１９ｃ　第２連結プレート
　１９ｄ　第２ドリフトピン
　２０　　第２水平部材
　２１　　第３連結部材
　２１ａ　第３コーチボルト
　２１ｂ　第３ロングビス
　２１ｃ　第３連結プレート
　２１ｄ　第３ドリフトピン
　２２　　第４連結部材
　２２ａ　第４コーチボルト
　２２ｂ　第４ロングビス
　２２ｃ　第４連結プレート
　２２ｄ　第４ドリフトピン
　２３　　第１上面
　２４　　上面
　２５　　第１下面
　２６　　第１両側面
　２７　　内側面
　２８　　第１端面
　２９　　内側面
　３０　　第２端面
　３１　　下スペース
　３２　　ビス
　３３　　第１交差箇所
　３４　　外側面
　３５　　ネジ部
　３６　　頭部
　３７　　第２交差箇所
　３８　　外側面
　３９　　第２下面
　４０　　下面
　４１　　第２上面
　４２　　第２両側面
　４３　　第３端面
　４４　　第４端面
　４５　　上スペース
　４６　　第３交差箇所
　４７　　第４交差箇所
　４８　　耐震ブレース
　４９ａ　固定金具
　４９ｂ　固定金具
　５０　　筋かい材
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