
3. 基礎固定耐力　性能証明計算書

1. 金物本体引張最大荷重力証明　試験グラフ書

2. 金物本体引張最大荷重力証明　試験成績書
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シナプス･インターナショナルcompany.

4. 木部固定耐力コーチボルト検査証明書による計算書

5. 耐震 ・ 制震補強金物　後付ホールダウン防止金物　設計基準強度 (Fc) 対応について。



3. 基礎固定耐力　性能証明計算書

1. 金物本体引張最大荷重力証明　試験グラフ書

2. 金物本体引張最大荷重力証明　試験成績書
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4. 木部固定耐力コーチボルト検査証明書による計算書

「特許登録証書」制震構造の特許技術登録証

後付ホールダウン防止金物　各箇所の［耐震補強性能］［取付仕様性能］［証明技術資料］

●資　料

対象製品名　：　AXX-700　(SUS304　/　SSB　/SSU)　

シナプス・インターナショナル有限会社シナプス・インターナショナル有限会社シナプス・インターナショナル有限会社シナプス・インターナショナル有限会社シナプス・インターナショナル有限会社

3. アンカーボルト性能詳細説明書

1.2. 耐震金物引張耐荷重力性能試験成績書



■製品名 :AXX-700SUS304HL製品試験結果書

■製品名 :AXX-700/SS30-B/SS30-U製品試験結果書

試験対象　AXX-700 金物単体　鉄製品 /ステンレス製品　試験
依頼試験　埼玉県産業技術総合センター
試験方法　金属材料引張試験
試験機　　( 株 ) 島津製作所製　UH-F300KN

下記、単体製品の試験により、AXX-70 金物本体の引張最大耐荷重力 [SS/62.1KN]　[SUS/147.0KN] を実証。 以下の試験成績書は金物本体の引張強度を証明したものです。

1. 金物本体引張最大荷重力証明　試験グラフ書 2. 金物本体引張最大荷重力証明　試験成績書

●AXX-700SS30-U/B　金物本体の「制震システムホール」限界耐荷重力試験グラフ

●AXX-700SUS304HL　金物本体の「制震システムホール」限界耐荷重力試験グラフ

●AXX-700SS30-U
●AXX-700SS30-B

●AXX-700SUS304-HL

●AXX-700SUS304-HL

●AXX-700SUS304HL



1 条件
対象アンカー：ボルトオールアンカーSBA-1012タイプ(ステンレス/SUS304系)
品番：SBA-1012(分類：スリーブ打込み式）
設計基準強度 FC：18～21N/mm2の場合　※14N～17Nは参考計算数値

2

アンカー1本合計 アンカー3本合計

使用コンクリート（母材）毎の強度 品番：SBA-1012 品番：SBA-1012 AXX-700SUS AXX-700SS

対象母材 設計基準強度（Fc) 許容せん断　(短期)　(KN) 減変数　(-KN) 減耐(%) SUS　(KN) SUS　(KN) MAX147.9KN (*1) MAX62.1KN (*1)

(例外参考)　14　N/㎟ 7.55 0.9 11.4% 7.55 22.65

(例外参考)　15　N/㎟ 7.97 0.5 6.4% 7.97 23.91

(例外参考)　16　N/㎟ 8.36 0.2 1.9% 8.36 25.08

(例外参考)　17　N/㎟ 8.52 0.0 0.0% 8.52 25.56

(軽微なコンクリート構造物)　18　N/㎟

(軽微なコンクリート構造物)　19　N/㎟

(軽微なコンクリート構造物)　20　N/㎟

(中低層の建築物)　21　N/㎟

3

A　計算基準 B C D

試験時の限界ボルト耐力 2の計算結果 A×B－A＝C C×3本＝D AXX-700SUS AXX-700SS

対象母材 設計基準強度（Fc) 1本のせん断最大荷重　(KN)　 減耐(%) 1本せん断荷重(KN) 3本合計耐力(KN) MAX147.9KN (*1) MAX62.1KN (*1)

(例外参考)　14　N/㎟ × 11.4% 15 .8 47 .3

(例外参考)　15　N/㎟ × 6.4% 16 .7 50 .0

(例外参考)　16　N/㎟ × 1.9% 17 .5 52 .4

(例外参考)　17　N/㎟ × 0.0% 17 .8 53 .4

(軽微なコンクリート構造物)　18　N/㎟

(軽微なコンクリート構造物)　19　N/㎟

(軽微なコンクリート構造物)　20　N/㎟

(中低層の建築物)　21　N/㎟

*
*
* アンカーボルトサイズ種を変更することで金物本体性能内で引き上げる事が出来ます。※例　SBA-1290×3本に交換した場合　(　25.2KN(1本) × 3本 = 75.6KN　)　3.表対象

基礎固定ボルト部材性能表

8.52 25.56

●製品には、こちらの表を採用しています。

●最小値の参考表です。

(D数値迄)　対応

(D数値迄)　対応

(　12.39KN(1本) × 3本 = 37.17KN　)

×

0.0 0.0%

0.0% 17.8 53.4

※2015年1月現在のサンコーテクノ カタログ短期せん断耐力確認数値

※SBA-1290×3本に交換した場合

(　25.2KN(1本) × 3本 = 75.6KN　)

※準拠：各種合成構造設計指針・同解説（日本建築学会）

※準拠：各種合成構造設計指針・同解説（日本建築学会）

17.8

17.8

8.52

※2015年1月現在のサンコーテクノ カタログせん断耐力確認数値

※SBA-1290×3本に交換した場合

 (*1)金物本体引張最大荷重性能数値

 (*1)金物本体引張最大荷重性能数値

※参考　設計者ご判断

※参考　設計者ご判断

母材特性 普通コンクリート(無筋)

使用コンクリート（母材Fc）毎の基礎ボルト許容せん断耐力とAXX-700対応状況　

使用コンクリート（母材Fc）毎の基礎ボルトせん断耐力計算とAXX-700対応状況　

母材特性 普通コンクリート(無筋)

※2の計算結果とせん断最大荷重(KN )の減耐(% )数値計算表　 AXX-700基礎補強力対応状況

AXX-700金物　短期許容せん断条件　※制震構造を主とした金物

アンカー耐力性能は普通コンクリート設計基準強度［Fc18N/㎟以上36N/㎟以下］を基準としています。基準を下回る［設計基準強度Fc］に使用される場合は下記表を参考に、設計者のご判断でご使用ください。
尚、AXX-700の本体補強性能は21N/㎟を基準として造られておりますが、各ボルト軸に組込まれた制震構造が一瞬の衝撃力緩和動作を対象として表記数値に追加されます。

許容せん断(短期)(KN )計算表 あと施工アンカー固定耐力性能算出　（せん断耐力） AXX-700基礎補強力対応状況

AXX-700金物　短期許容せん断条件　※制震構造を主とした金物 (基準Fc)21N/㎟の変化率%

4. 基礎固定耐力　性能証明計算書

製品NO. 製品名 最大引張耐荷重力 試験成績書

4560286271063 AXX-700SUS　外付HD金物 MAX147.9KN(53.4KN) 別紙資料参考

4560286271076/1083 AXX-700SSB/SSU　外付HD金物 MAX62.1KN(53.4KN) 別紙資料参考

　　ラムダ　後付ホールダウン防止金物　基礎部材性能計算書

設計基準強度（Fc)

(例外参考)　14　N/㎟

(例外参考)　15　N/㎟

(例外参考)　16　N/㎟

(例外参考)　17　N/㎟

(軽微なコンクリート構造物)　18　N/㎟

(軽微なコンクリート構造物)　19　N/㎟

(軽微なコンクリート構造物)　20　N/㎟

(中低層の建築物)　21　N/㎟

項目(埋め込み部) 仕様項目 単位
 アンカーボルト材質 SUS N/mm2
 規格降伏点強度 205 N/mm2
アンカーボルト径 10 mm
アンカーボルト長さ 90 mm
突出部アンカーボルト M10
使用条件　　 剪断耐力

あと施工アンカー諸元

ねじの長さ
ねじの呼び

外径

全長
埋込み長さ

製品：後付ホールダウン防止金物　AXX-700　(SUS304HL)(SS-B)(SS-U)

※こちらの計算表は使用される設計者のご判断で
採用する数値になります。
シナプスでは参考としてご覧頂くための例として
記載しております。

※こちらの計算表は使用される設計者のご判断で
採用する数値になります。
シナプスでは参考としてご覧頂くための例として
記載しております。



5. 耐震・制震補強金物　後付ホールダウン防止金物　設計基準強度 (Fc) 対応について。

●基礎設計基準強度 (Fc)14N ～ 21N 値対応状況について。
(Fc)21N ～ 17N までは柱金物の補強性能を「100%」推移出来る基礎耐力数値になります。
(Fc)16N ～ 14N では「約－1.9%～－11.4%」基礎耐力が減耐します。
(Fc)16N ～ 14N に使用する場合の最終金物補強性能は各 (Fc)(N)(%) を減じた計算で得られた数値になります。
◎別紙計算表 (3. 基礎固定耐力　性能証明計算書 ) を参考にご覧ください。

●基礎設計基準強度 (Fc)14N 時の金物補強性能 (・参考金物 ラムダ SUS とスモールラムダ SUS)
金物性能は、最終的に固定ボルト部材で決まります。
参考金物の場合、引張最大荷重MAX71.5KN に対し、その性能を保証する為の基礎固定部材「※97.6KN」を採用。
金物性能MAX71.5KN を 26.6KN 上回る仕様となっています。
◎97.6KN( 基礎固定部材 ) － MAX71.5KN( 金物引張最大荷重 ) ＝ 26.6KN( 金物耐力を上回る数値で保証値 )

●金物補強性能 (・参考金物 ラムダ SUS とスモールラムダ SUS)
基礎設計基準強度 (Fc)14N に使用する場合の金物性能は、基礎固定部材「※97.6KN」から「約－11.4%」を減じた
数値「約 86.5KN」が参考金物の補強性能となります。
参考金物「引張最大荷重MAX71.5KN」に対して「15KN」上回ることからカタログ性能数値そのままでご使用頂けます。
◎97.6KN( 基礎固定部材 ) × －11.4%( 減じる数値 (Fc)14N)  ＝  86.5KN( 参考金物補強性能 )

●金物性能を保証できない場合の例。(※免震・制震構造を持たない金物 )
金物 ( 引張最大荷重性能 50KN)　→　取付部材 ( せん断耐力合計 10KN〈※1〉)　＝　金物の最終補強性能→10KN
※金物性能は 10KN で 50KN 表記でカタログ記載することはできず、金物性能も保証できません。
〈※1〉基礎部の固定耐力。又は各取付部毎に必要な (KN)。

下記図は、構造物 ( 柱・土台・基礎 ) に金物を取付けて引張試験を行う例です。
この試験方法の場合では、使用する金物製品種に関係なく構造物を上回る引張性能を備えた金物で実施する構造躯体に限定し
た試験です。
得られる結果は試験躯体の強度試験結果となり、使用した金物性能に置き換える事は正確さに欠ける為出来ません。
同耐力金物であればどのような金物を取付けて試験を行っても大凡同じような結果となります。

14N/mm²
15N/mm²
16N/mm²

「引張最大荷重」
MAX71.5KN ～ 76.7KN

※97.6KN

147.9KN

28.9KN×5

「設計基準強度」(Fc)

「12Mアンカーボルト」

「制震構造部破断耐力」

「コーチボルトせん断耐力」

●構造物に金物を取付て行う試験の目的と結果採用について。

以上の試験で得られる結果は構造躯体性能であり、試験に使用した金物性能を把握する為の試験方法とは異なります。
使用した金物は、試験構造躯体に対応できる金物であるという参考、確認と証明になります。

◎金物試験ではなく構造躯体の試験 ( 使用金物は構造躯体以上の性能を備えていれば種は問わない )



2014 年 11 月 10 日　現在　　SUS コーチボルト　9M(10)×125mm　/　10M(10)×125mm　※(　) 軸径Synapse.International.,Company.

((Inspection　Certifcate))

2013/8/01

1本応力 採用数

コーチボルト　10M×125mm/SUS304 使用(%) ボルト軸径 N/mm2 N 1N/mm2Kgf 本 Kgf 1N/mm2 N KN

1 「鋼材検査証明書」値 100% 10 460 36,110 36,847 5 184,235 180,550 180.6
2 後付柱金物製品　部材仕様値 80% 10 368 28,888 29,478 5 147,388 144,440 144.4

1本の耐力数値 せん断耐力合計　(採用せん断耐力)

■コーチスクリュー性能計算表

仕様対象項目　(※許容耐力100%の％仕様)

■製品名：後付ホールダウン防止金物　採用コーチボルト性能表

synapse.international.,company.,

Coach screws

【
As】(m

m
^2)

【
d】(10m

m
)

「
17」Socket

SU
S304　

Steel types

【
L】(120m

m
)

ミルシート（INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書）

6. 木部固定耐力コーチボルト検査証明書による計算書



3. 金物本体引張最大荷重力証明　試験成績書





3. 金物本体引張最大荷重力証明　試験成績書

有限会社

竹　田　正　洋

SUS304

有限会社

竹　田　正　洋

溶接手法 NO1　3 手鋼層　

溶接手法 NO2　2 手鋼層　

製品採用



3. 基礎固定耐力　性能証明計算書

1. 金物本体引張最大荷重力証明　試験グラフ書

2. 金物本体引張最大荷重力証明　試験成績書

後付ホールダウン防止金物　各箇所の［耐震補強性能］［取付仕様性能］［証明技術資料］

本　　　社:〒331-0052埼玉県さいたま市西区三橋6-1070-2
　　　　　　TEL:048-625-7406　　　　FAX:048-625-7379
関東営業所:〒362-0805埼玉県北足立郡伊奈町　　栄6-170-2
           TEL:090-9374-4919　　　FAX:090-4924-8171 synapsejp.com

シナプス･インターナショナルcompany.

4. 木部固定耐力コーチボルト検査証明書による計算書

5. 耐震 ・ 制震補強金物　後付ホールダウン防止金物　設計基準強度 (Fc) 対応について。



「特許登録証書」制震構造の特許技術登録証

「特許登録証書」耐震金物の構造技術登録証

4. コーチボルト性能検査証明書

1.2. 耐震金物引張耐荷重力性能試験成績書

3. アンカーボルト性能詳細説明書

後付ホールダウン防止金物　各箇所の［耐震補強性能］［取付仕様性能］［証明技術資料］

●資　料

対象製品名　：　ラムダ　(SUS304　/　SSB)　　　　　　スモール ラムダ(SUS304)

シナプス・インターナショナル有限会社シナプス・インターナショナル有限会社

[ 二軸可変構造技術　特許 ] [ 衝撃力緩和　制震構造技術特許 ]

耐震金物ラムダは、[ 特許技術 ]＋[ 金物本体耐力 ]＋[ 木部固定部材耐力 ]＋[ 基礎固定部材耐力 ] 全てに高条件を備えています。



有限会社

竹　田　正　洋

溶接手法 NO1　3 手鋼層　

溶接手法 NO2　2 手鋼層　

製品採用

■製品名 : ラムダ　スチール (SS) 製品試験結果書

有限会社

竹　田　正　洋

SUS304

■製品名 : ラムダ　ステンレス (SUS304) 製品試験結果書

●SS( 鉄製品 )

●

■ラムダ　SUS304HL( ステンレス製品 )

■ラムダ　SS( スチール製品 )

試験対象　ラムダ金物単体　鉄製品 /ステンレス製品　試験
依頼試験　埼玉県産業技術総合センター
試験方法　金属材料引張試験
試験機　　( 株 ) 島津製作所製　UH-F300KN

下記、単体製品の試験により、ラムダ金物本体の引張最大耐荷重力 [SS/76.7KN]　[SUS/71.7KN] を実証。

SS( 鉄 ) 製品には溶接強度を確認する目的で溶接方法
を 2タイプ用意し試験を行った。

ラムダ SS1　溶接範囲を 100%行った製品。
ラムダ SS2　溶接範囲を約 80%行った製品。

試験結果成績の良かったラムダ SS1 の加工方法を製
品に採用することを決定。

※製品化されたラムダは更に新しい溶接技術と方法で強化され
　試験結果数値を保証しています。

SUS( ステンレス ) 製品は溶接範囲を 100%行った製品で試験
を行っています。

※製品化されたラムダは更に新しい溶接技術と方法で強化され
　試験結果数値を保証しています。

以下の試験成績書は金物本体の引張強度を証明したものです。

1. 金物本体引張最大荷重力証明　試験グラフ書 2. 金物本体引張最大荷重力証明　試験成績書



1 条件
対象アンカー：オールアンカー SC-1290タイプ(ステンレス/SUS304系)

製品：後付ホールダウン防止金物　ラムダ　(SUS304HL)(SS-B)　　製品：スモールラムダ　(SUS304HL)

品番：SC-1290(分類：芯棒打込み式）
設計基準強度 FC：18～21N/mm2の場合　※14N/㎟～17N/㎟は「参考」計算数値になります。

2

アンカー 1本合計 アンカー 4本合計

使用コンクリート（母材）毎の強度 品番：SC-1290 品番：SC-1290 LAMBDA-SUS LAMBDA-SSB

対象母材 設計基準強度（Fc) 許容せん断　(短期)　(KN) 減変数　(-KN) 減耐(%) SUS　(KN) SUS　(KN) MAX71.5KN (*1) MAX76.7KN (*1)

(例外参考)　14　N/㎟ 8.32 0.95 11.4% 8.32 33.28

(例外参考)　15　N/㎟ 8.79 0.56 6.4% 8.79 35.16

(例外参考)　16　N/㎟ 9.21 0.17 1.9% 9.21 36.84

(例外参考)　17　N/㎟ 9.39 0.00 0.0% 9.39 37.56

(軽微なコンクリート構造物)　18　N/㎟

(軽微なコンクリート構造物)　19　N/㎟

(軽微なコンクリート構造物)　20　N/㎟

(中低層の建築物)　21　N/㎟

3

A　計算基準 B C D

試験時の限界ボルト耐力 2の計算結果 A×B－A＝C C×4本＝D LAMBDA-SUS LAMBDA-SSB

対象母材 設計基準強度（Fc) 1本のせん断最大荷重　(KN)　 減耐(%) 1本せん断荷重(KN) 4本合計耐力(KN) MAX71.5KN (*1) MAX76.7KN (*1)

(例外参考)　14　N/㎟ 23.3 × 11.4% 20 .6 82 .6

(例外参考)　15　N/㎟ 23.3 × 6.4% 21 .8 87 .2

(例外参考)　16　N/㎟ 23.3 × 1.9% 22 .9 91 .4

(例外参考)　17　N/㎟ 23.3 × 0.0% 23 .3 93 .2

(軽微なコンクリート構造物)　18　N/㎟

(軽微なコンクリート構造物)　19　N/㎟

(軽微なコンクリート構造物)　20　N/㎟

(中低層の建築物)　21　N/㎟

*
*

●製品には、こちらの表を採用しています。

●最小値の参考表です。

基礎固定ボルト部材性能表

23.3 93.2×

※準拠：各種合成構造設計指針・同解説（日本建築学会） ※2015年1月現在のサンコーテクノ カタログ短期せん断耐力確認数値

※参考　設計者ご判断

(D数値迄)　対応37.560.00 0.00% 9.39

 (*1)金物本体引張最大荷重性能数値

 (*1)金物本体引張最大荷重性能数値

※参考　設計者ご判断

(D数値迄)　対応

普通コンクリート(無筋)

あと施工アンカー固定耐力性能算出　（せん断耐力） ラムダ基礎補強力対応状況

ラムダ金物　短期許容せん断条件　※制震構造を主とした金物

アンカー耐力性能は普通コンクリート設計基準強度［Fc18N/㎟以上36N/㎟以下］を基準としています。基準を下回る［設計基準強度Fc］に使用される場合は表を参考に、設計者のご判断でご使用ください。

使用コンクリート（母材Fc）毎の基礎ボルト許容せん断耐力とラムダ対応状況　

許容せん断(短期)(KN )計算表

普通コンクリート(無筋)

(基準Fc)21N/㎟の変化率%

ラムダ金物　短期許容せん断条件　※制震構造を主とした金物

母材特性

使用コンクリート（母材Fc）毎の基礎ボルトせん断耐力計算とラムダ対応状況　

9.39

23.3 0.0%

※準拠：各種合成構造設計指針・同解説（日本建築学会） ※2015年1月現在のサンコーテクノ カタログ短期せん断耐力確認数値

尚、ラムダの本体補強性能は21N/㎟を基準として造られておりますが、各ボルト軸に組込まれた制震構造が一瞬の衝撃力緩和動作を対象として表記数値に追加されます。

母材特性

ラムダ基礎補強力対応状況※2の計算結果とせん断最大荷重(KN )の減耐(% )数値計算表　

3. 基礎固定耐力　性能証明計算書

製品NO. 製品名 最大引張耐荷重力 試験成績書

4560286270048 LAMBDA-SUS　外付HD金物 MAX71.5KN 別紙資料参考

4560286270055 LAMBDA-SSB　外付HD金物 MAX76.7KN 別紙資料参考

　　ラムダ　後付ホールダウン防止金物　基礎部材性能計算書

設計基準強度（Fc)

(例外参考)　14　N/㎟

(例外参考)　15　N/㎟

(例外参考)　16　N/㎟

(例外参考)　17　N/㎟

(軽微なコンクリート構造物)　18　N/㎟

(軽微なコンクリート構造物)　19　N/㎟

(軽微なコンクリート構造物)　20　N/㎟

(中低層の建築物)　21　N/㎟

 
項目(埋め込み部) 仕様項目 単位
 アンカーボルト材質 SUS N/mm2
 規格降伏点強度 205 N/mm2
アンカーボルト径 12 mm
アンカーボルト長さ 90 mm
突出部アンカーボルト M12
使用条件　　 剪断耐力

あと施工アンカー諸元

※こちらの計算表は使用される設計者のご判断で
採用する数値になります。
シナプスでは参考としてご覧頂くための例として
記載しております。

製品：後付ホールダウン防止金物　ラムダ　(SUS304HL)(SS-B)
製品：スモールラムダ　(SUS304HL)

※こちらの計算表は使用される設計者のご判断で
採用する数値になります。
シナプスでは参考としてご覧頂くための例として
記載しております。



5. 耐震・制震補強金物　後付ホールダウン防止金物　設計基準強度 (Fc) 対応について。

●基礎設計基準強度 (Fc)14N ～ 21N 値対応状況について。
(Fc)21N ～ 17N までは柱金物の補強性能を「100%」推移出来る基礎耐力数値になります。
(Fc)16N ～ 14N では「約－1.9%～－11.4%」基礎耐力が減耐します。
(Fc)16N ～ 14N に使用する場合の最終金物補強性能は各 (Fc)(N)(%) を減じた計算で得られた数値になります。
◎別紙計算表 (3. 基礎固定耐力　性能証明計算書 ) を参考にご覧ください。

●基礎設計基準強度 (Fc)14N 時の金物補強性能 (・参考金物 ラムダ SUS とスモールラムダ SUS)
金物性能は、最終的に固定ボルト部材で決まります。
参考金物の場合、引張最大荷重MAX71.5KN に対し、その性能を保証する為の基礎固定部材「※97.6KN」を採用。
金物性能MAX71.5KN を 26.6KN 上回る仕様となっています。
◎97.6KN( 基礎固定部材 ) － MAX71.5KN( 金物引張最大荷重 ) ＝ 26.6KN( 金物耐力を上回る数値で保証値 )

●金物補強性能 (・参考金物 ラムダ SUS とスモールラムダ SUS)
基礎設計基準強度 (Fc)14N に使用する場合の金物性能は、基礎固定部材「※97.6KN」から「約－11.4%」を減じた
数値「約 86.5KN」が参考金物の補強性能となります。
参考金物「引張最大荷重MAX71.5KN」に対して「15KN」上回ることからカタログ性能数値そのままでご使用頂けます。
◎97.6KN( 基礎固定部材 ) × －11.4%( 減じる数値 (Fc)14N)  ＝  86.5KN( 参考金物補強性能 )

●金物性能を保証できない場合の例。(※免震・制震構造を持たない金物 )
金物 ( 引張最大荷重性能 50KN)　→　取付部材 ( せん断耐力合計 10KN〈※1〉)　＝　金物の最終補強性能→10KN
※金物性能は 10KN で 50KN 表記でカタログ記載することはできず、金物性能も保証できません。
〈※1〉基礎部の固定耐力。又は各取付部毎に必要な (KN)。

下記図は、構造物 ( 柱・土台・基礎 ) に金物を取付けて引張試験を行う例です。
この試験方法の場合では、使用する金物製品種に関係なく構造物を上回る引張性能を備えた金物で実施する構造躯体に限定し
た試験です。
得られる結果は試験躯体の強度試験結果となり、使用した金物性能に置き換える事は正確さに欠ける為出来ません。
同耐力金物であればどのような金物を取付けて試験を行っても大凡同じような結果となります。

14N/mm²
15N/mm²
16N/mm²

「引張最大荷重」
MAX71.5KN ～ 76.7KN

※97.6KN

147.9KN

28.9KN×5

「設計基準強度」(Fc)

「12Mアンカーボルト」

「制震構造部破断耐力」

「コーチボルトせん断耐力」

●構造物に金物を取付て行う試験の目的と結果採用について。

以上の試験で得られる結果は構造躯体性能であり、試験に使用した金物性能を把握する為の試験方法とは異なります。
使用した金物は、試験構造躯体に対応できる金物であるという参考、確認と証明になります。

◎金物試験ではなく構造躯体の試験 ( 使用金物は構造躯体以上の性能を備えていれば種は問わない )



2014 年 11 月 10 日　現在　　SUS コーチボルト　9M(10)×125mm　/　10M(10)×125mm　※(　) 軸径Synapse.International.,Company.

((Inspection　Certifcate))

2013/8/01

1本応力 採用数

コーチボルト　10M×125mm/SUS304 使用(%) ボルト軸径 N/mm2 N 1N/mm2Kgf 本 Kgf 1N/mm2 N KN

1 「鋼材検査証明書」値 100% 10 460 36,110 36,847 5 184,235 180,550 180.6
2 後付柱金物製品　部材仕様値 80% 10 368 28,888 29,478 5 147,388 144,440 144.4

1本の耐力数値 せん断耐力合計　(採用せん断耐力)

■コーチスクリュー性能計算表

仕様対象項目　(※許容耐力100%の％仕様)

■製品名：　ラムダ　後付ホールダウン防止金物　採用コーチボルト性能表

synapse.international.,company.,

Coach screws

【
As】(m

m
^2)

【
d】(10m

m
)

「
17」Socket

SU
S304　

Steel types

【
L】(120m

m
)

ミルシート（INSPECTION CERTIFICATE 検査証明書）

4. 木部固定耐力コーチボルト検査証明書による計算書




