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わずかな費用で 短い工期で 家を壊さず
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■かぞくまもる製品ラインナップ
取付位置に合わせて選べる3タイプをご用意

●かぞくまもるのカバーは外壁の色に
　合わせて採用できる4種類

〔オプション〕

住宅等を建築する際の最低限の基準となる「建
築基準法」は、巨大地震による大規模な地震災害
が発生するたびに改正されてきました。土台と柱を
つなぐ“接合部”についても、建築基準法の改正と

共に基準が厳しくなり、土台から柱が抜ける“ホゾ
抜け”への対策が強化されています。まずはご自
宅の建築年で、接合部がどのような状況か確認し
てみましょう。

柱と土台は「かすがい」と
いう金物で止められてい
ました。耐力としては非常
に頼りないものです。

少しずつ「平金物」や「か
ど金物」などが用いられる
ようになりましたが、耐力と
してはまだ弱く、阪神淡路
大震災での被害を機に
見直されました。

平成12年に基準法改正が
行われ、柱にかかる引き抜
け力に応じた耐力のホール
ダウン金物等を設置するこ
とになりました。現在はこの
基準で建築されています。

まずは接合部の安全性をCheck！

平成12年6月以降の建物昭和56年6月～平成12年5月までの建物昭和56年5月以前の建物

ご自宅の
築年月で
簡単に確認
できます

※2014年6月 引張り強度試験

耐力
4.5トン
を実証

●アッパープロテクター×1本
　10本のビスで柱に固定するパーツ
　裏面のゴムで外壁の凹凸を吸収

●ロアープロテクター×1本
　コンクリート基礎に固定するパーツ

●アッパープロテクター固定ビス×10本
　柱に開ける穴の径を最小限にとどめます

●ジョイントボルトセット×1本
　アッパーとロアーのプロテクターをつなぐボルト
　高圧縮ウレタンゴムとスプリングで、中規模地震の
　衝撃を吸収します

●基礎固定用ボルトセット×2本
　ロアープロテクターとコンクリート基礎をつなぎます

●ケミカルセッター×2本
　基礎固定用ボルトを留める、エポキシアクリレート
　樹脂等を用いた接着剤
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ロアーカバー（ヘアーラインのみ） ※ステンレス製

アッパーカバー4色 ※ステンレス製

短期耐力
0.1トン

短期耐力
0.3トン

短期耐力
2.5トン



壁の形を
保とうとして
足元が抜ける

柱脚部の
破壊

弱い壁

弱い壁

地震で
壁全体が
傾きやすい

筋かいを多用した住宅でも
１階が完全倒壊し、２階が残る状態

建物全体が崩壊してバラバラになる

強い壁

強い壁
柱が元に
戻らないで
脱落する

さらに傾きが増大

柱の折れ 柱の折れ

3m超の津波

住宅の基礎住宅の基礎

❶津波がくる

住宅の基礎住宅の基礎

❷浮力で基礎から
　上の部分が
　浮いてしまう

浮力

住宅の基礎住宅の基礎

❸基礎だけ残った
　状態で建物が
　流される

流される
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アッパー金物の変形アッパー金物の変形

特に昭和５６年５月以前に建築された住宅に多い。

後付けホールダウン金物

家屋減災プロテクター

かぞくまもるかぞくまもる

災害に強い家になる災害に強い家になる
わずかな費用で 短い工期で 家を壊さず

阪神・淡路大震災時の
引き抜き力

4トン

阪神・淡路大震災時の
引き抜き力

4トン

◉実証試験◉実証試験

「かぞくまもる」の特長

◉ビス留めで外壁・柱への
　負担が少ない
開ける穴の径が小さく、柱に対する
負担が少ない

◉柱・基礎を緊結
柱と基礎をつなぎとめるので、ホゾ
抜け防止に効果絶大

◉津波・地震・竜巻に効果を発揮
ホールダウン金物が自然災害からの
被害を抑制します

◉衝撃をコントロール
固定しすぎると力が一ヶ所に集中する
ため、緩衝材として高圧縮ウレタンゴ
ムと、ハイテンションスプリングで衝撃を
ソフトに吸収・コントロールします

◉外側からの施工で工期短縮
壁を壊さずに施工ができるから、工期
を短縮できます

◉ステンレス製
ジョイント部・基礎コンクリート部に取り
付けるボルト・ナットは全て錆びにくい
ステンレス製

倒壊防止の基本は足元から！

災害時、建物の主な倒壊の原因となる
「柱のホゾ抜け」や「基礎との分離」。
かぞくまもるは基礎・土台・柱を緊結し
「ホゾ抜け」や「分離」を防止します。

地震による倒壊の要因①【壁が不足している】 壁の不足によっておこる建物の転倒による倒壊イメージ

地震による倒壊の要因②【柱の引き抜け（ホゾ抜け）】 柱端部の破壊によっておこる建物の転倒による倒壊イメージ

津波で古い住宅が流されるメカニズム

※2014年6月 引張り強度試験

耐力
4.5トン
を実証

カバーなし

カバーあり

シロアリ被害などの老朽化が進んでいる家や筋か
いの少ない家は、地震の揺れに対する抵抗力が
小さいため、１・２階共に崩れるケースが多かった。

筋かいの多用で建物自体が強くなっ
ているため、柱の足元がぬけやすく
なった。

耐力
4.5トン
を実証

注）基礎の強度・鉄筋の有無によって強度が低下する場合があります

昭和５６年６月以降～平成１２年５月以前の建物は壁が強くても柱の接合が弱い。

▲一方、ホールダウ
ン金物で固定された
住宅では、津波被害
は受けたものの流さ
れずに残った住宅が
ありました。

▲2011年3月に発生した東
日本大震災では、巨大な津波
が発生して住宅を押し流し、
写真のように基礎コンクリート
と土台だけが残るケースが多
く見られました。

対策として【壁補強】が有効

対策として【ホゾ抜け防止金物補強】が有効

最大4.5トンの柱の引抜き力に耐えることが実験により実証されています。（2014年6月実験）



かぞく まもる

施工マニュアル

地震・津波・竜巻から家屋と家族を守る
家屋減災プロテクター

Aim Corporation エイム 株式会社

※大切に保管して下さい

はじめに

　この度は弊社、「家屋減災プロテクター【かぞくまもる】」をご購入いただき、誠にありがとうござ

います。

　この施工マニュアルは本製品を施工頂くためのガイドブックですので、よくお読みになり、内容

を理解された上で施工下さいます様お願い致します。

　また、この施工マニュアルは、常にお手元に置かれて施工される事をお勧め致します。

安全に施工頂くために

施工作業をされる際は、不慮のケガ等を防ぐ為、必ず軍手･ヘルメット･防

塵メガネ等の保護具を装着して下さい。

プロテクターの落下によるケガ等を防ぐ為、複数の作業者による共同作業

をお勧め致します。
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 チェック･リスト

□ハンマードリル　　□インパクトドライバー　　□ラチェットレンチ　　□スパナ　

□ハンマー　　　　　□コンベックス　　　　　　□電気コードドラム　　□掃除機　　

□ノギス　　　　　　□マジック　　　　　　　　□四角ビット（■3番）

□ドリル替え刃（木工用-下穴用4～5㎜）（コンクリート用-下穴6.5㎜,13㎜･本穴19㎜）

□ボックスソケット（24㎜　M16ナット用）　 □孔内清掃用ブラシ

□ケミカルアンカーアダプター（インパクトレンチでも可）

● 使用する工具 ●

● 使用する材料 ●

□家屋減災プロテクター各種セット

□コーキングガン＋外壁用シーリング剤

□防蟻･防腐剤（注入ポンプまたはスプレー）

 施工の手順（概略）

①取り付ける柱の位置及び柱の中心線を確認します【STEP1】P2

②柱にアッパープロテクターを取り付けます【STEP2】P3～4

③基礎にロアープロテクターを取り付けます【STEP3】P5～7

④ジョイントボルトでアッパープロテクターとロアープロテクターを連結します【STEP4】P8

⑤ステンレスカバーを装着します（オプション）【STEP5】P8

- 1 -

プロテクター各種セットに含まれるものは下記の通りです。

　　・アッパープロテクター　１本　　　　・ロアープロテクター　１個

　　・アッパープロテクター固定用ビス　１３本（予備３本含む）

　　・ジョイントボルトセット　１本　　　・基礎固定用ボルトセット　２本

　　・ケミカルセッター　２本

　　　※アッパーカバー及びロアーカバーはオプションとなります。



【STEP1】取り付ける柱の位置及び、柱の中心線の確認

施工するお宅に使用されている柱の寸法（3寸･3.5寸･4寸）を、和室等の真壁の柱を見て確認します。

①

②

①内壁（外壁からは計れません）から取

り付ける柱の位置を割り出します。

②内壁・外壁から基点となるポイント

（例えば窓枠の両サイド等）を定め、

　取り付ける柱までの距離を測り、

　柱の位置を確認します。

柱 柱

3尺
（910㎜）

- 2 -

①

かぞくまもるを設置する箇所については、「出隅柱」や「通し柱」への設置を

推奨いたします。

：推奨設置個所

【参考】



【STEP2】柱にアッパープロテクターを取り付ける

柱の中心線とアッパープロテクターの中心線を、
アッパープロテクターの下端と外壁の下端
（基礎部との境）を合わせ、ビス穴の所に印を
つけます。

STEP2-1

マーキングしたビス穴位置に、6.5㎜の径のドリルで
「外壁材」に下穴を開けます。

STEP2-2

その後，4～5㎜径の木工用ドリルで「柱」に80㎜程度
の深さで下穴を開けます。

STEP2-3

本穴に防腐・防蟻剤・コーキング剤を注入します。

STEP2-5

- 3 -

ビス穴が小さいため、先の細いサインペンが
あると便利です。

外壁材が割れない様に必ず先に外壁材へ下穴を
開けて下さい。



インパクトドライバーで留め付けビスを１本仮止めし、
残りの全てのビスも同様に仮止めの形で固定します。

STEP2-6

仮止めしたビスを最後まで締め付けます。
締め付けすぎは壁にクラックが入る原因となるため、
ビス頭がアッパープロテクターに接触する手前で一度
ドライバーの回転を緩め、最後の締め付けでアッパー
プロテクターとビス頭との隙間がなくなったら回転を
止めてください。
ビス設置後、ビス頭にコーキング剤を塗布してくだ
さい。

STEP2-7

- 4 -

全てのビスを仮止めする前に、先行して最後まで
固定してしまうと、他のビスが入らなくなる可能
性があります。

ビス施工時には四角ビット（■3番）を使用しま
すが、ビットが摩耗していると施工時にビス頭が
ナメてしまう場合がありますのでご注意下さい。



【STEP3】基礎にロアープロテクターを取り付ける

アッパープロテクタージョイント部に、M16ジョイン
トボルト（ハイテンションスプリング･高圧縮ウレタ
ンゴム等をセット済みボルト）を垂直に通します。こ
の時、必ず水平方向から見て、ロアープレートジョイ
ント部と、M16ジョイントボルトのネジ山上端が、合
う様に仮付けします。その位置で、ケミカルアンカー
用ボルト取り付け穴位置をマーキングします。

STEP3-1

基礎を崩さない様に6.5㎜，13㎜径の順で深さ85㎜の
下穴をハンマードリルで開けます。（必ず先に下穴を
開けて下さい）

STEP3-2

次に19㎜径，深さ85㎜の本穴を開けます。

STEP3-3

ブロアーで穴内部の削りカスを取り除きます。

STEP3-4
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更にブラシで削りカスを完全に除去します。
（APケミカルアンカー　仕様書参照）

STEP3-5

ケミカルアンカーを穴に挿入します。

STEP3-6

ハンマードリルにケミカルアンカーアダプターをセッ
トし，ケミカルアンカーでカプセルを割りながらゆっ
くり揉み込みます。

STEP3-7

アダプターのセット手順
アダプターのセット手順

ハンマードリル
（何も装着せず）

これにケミカル
アンカーアダプターを付け，

最後にインパクトレンチの
ボックスを装着

- 6 -

ケミカルアンカーの強度を出すためには
この作業が最も重要です。

撹拌し過ぎると固まり難くなります。



ケミカルセッターが固まるまで夏場２０分，
冬場６０分程，そのままにします。
（APケミカルセッター　仕様書参照）

STEP3-9

ラチェットレンチでボルトを締めます。

STEP3-10

固まるまでの目安

夏場 ： 約20分

冬場 ： 約60分
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【STEP4】アッパー、ロアープロテクターの連結

セット済みのM16ジョイントボルト・ハイテンション
スプリング・高圧縮ウレタンゴム等を、アッパー及び
ロアープロテクターに通し、ラチェットレンチにて手
で調節しながら、ダブルナットで連結します。

STEP4-1

錆を防止する為に、スプリング部分にグリースをスプ
レーします。

STEP4-2

アッパー ロアー

ダブルナットで連結する際に、強く締めすぎるとハイテンションスプリングが
縮み過ぎますので、若干縮む程度に調節しながら連結して下さい。

【STEP5】ステンレスカバーの装着（オプション）

取り付けたアッパープロテクターに、ステンレスカ
バーを下から差し入れます。（プロテクター裏面に付
いているラバーとの隙間を利用します）

STEP5-1
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仕上げの状況により外壁とアッパープレート
との間に隙間が生じる場合は、必要に応じて
コーキング剤等による雨水侵入防止対策を
行ってください。

ステンレスカバーの断面で、ケガ等をしない
様に注意して作業して下さい。

※コンクリート基礎より外壁が多く出ている場合、
　基礎と外壁調整用にアジャースタープレート（厚
9.0mm）もご用意しています。


	''aim'' 1406 かぞくまもる-A4.4p-006 のコピー
	''aim'' 1406 かぞくまもる-A4.4p-006 のコピー 2.pdf

