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プロジェクト名

（平成 26 年度）

補助種別

提案の
概要

木 造 化

提案者（事業者）

住友林業筑波研究所 新検証棟
住友林業株式会社 筑波研究所

設計者

住友林業アーキテクノ株式会社

施工者

川田工業株式会社

建設地

茨城県つくば市緑ヶ原 3-2

竣工済

A. プロジェクト全体の概要
●防耐火試験用の多目的大型炉を設置し、
試験体製作および加熱試験を行うための施設の建築である。
木質の防耐火部材を開発するための建屋として、
燃えしろ設計による木質架構を象徴的に表現した。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●マッシブホルツの柱を２つ組み合わせた耐力壁を、基礎との連結にポストテンションを導入して柱
脚の回転剛性を高め、せん断耐力を高めた構造である。

C. 提案のアピールポイント
❶大断面の耐力壁とポストテンション構造の組み合わせにより、多層の大型建築に向けた足がかりと
なる。
❷部材点数を少なくし、接合部を単純化するための工夫を行った。
❸降伏部材を交換できる機能を持たせ、地震被災後に耐震性の回復を行いやすい。

東側外観

評価の
ポイント

防耐火試験用の多目的大型炉を設置し、試験体製作及び加熱試験を行うための施設。厚板の
ＬＶＬ（単板積層材）とポストテンション構造の組み合わせによる耐力壁（ＬＶＬの柱を２本並べ
た合わせ面にテンションロッドを配置し、つづり材により一体化したもの）を採用し、回転剛性
とせん断耐力を大きくすることにより、部材数削減と接合部の単純化を図っている。耐力壁の
剛性・耐力向上が可能なポストテンション構造の事例を作ることで、今後の多層の大型木造建
築に向けた足がかりとなることが望まれる。
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木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性
●マッシブホルツ（厚板 L V L）による耐力壁とポストテンション構造の組み合わせにより、
回転剛性とせん断耐力を大きくして、部材数の削減と接合部の単純化を図った。
●ポストテンション効果により残留変形が小さく、地震被災後に耐震性の回復ができるよう
に、接合部の降伏部材を交換できるようにしている。
●高耐力化と部材数の削減により、非住宅用途でのプラン対応性や建設現場の建方工数や管
理項目を削減し、合理化が図れる。
● LVL 製造工場では一次接着工程から二次接着、プレカット加工まで一貫の生産を行ってお
り、注文から納品までの期間は鉄骨製品と同程度で供給できる。

波及性・普及性
●耐力壁の剛性 ･ 耐力向上が可能なポストテンション構造の事例を作ることで、今後の多層
の大型木造建築に向けた足がかりとなる。
●本案件のマッシブホルツ耐力壁としては L V L（A 種）を使用しているが、集成材厚板パネル、
B 種 L V L や C L T 等との組み合わせも可能と考える。
●マッシブホルツ（厚板 L V L）の使用事例として、ポステンション構造とともに自社のホー
ムページにて紹介する予定である。

使用する木材、木質建材の特徴
● L V L：樹種・等級：ラジアータパイン 110E 55V-47H（二次接着品）原板は幅 1,220㎜×
長さ 12m で厚みは最大 300㎜まで製造可能。
●柱は 厚 300 ×幅 1,220 より幅 960 を切り出して、２連の柱で幅広耐力壁とした。長さは
12m なので、階高 4m 程度で３層の鉛直部材に対応できる。
●本案件では、主架構部分に正味で約 102㎥の L V L を用いる。

平面図

断面図
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●構造設計

耐力壁の柱脚接合部にポストテンションを導入する構造を採用
した。柱梁接合のように繊維直交方向の材を含むポストテンショ
ン構造の場合は、横圧縮の強度が小さいこと、クリープの程度が
不明だったことから、梁部分は除外した。繊維方向のみの材で構
成する耐力壁と基礎部分に、ＰＣ鋼棒によりポストテンションを
導入する設計とした。単一の柱として幅 960㎜ × 厚 300㎜ の柱
二つを接して配置し、合わせ面にテンションロッドを配置し、つ
づり材により一体化した耐力壁としている。
耐力壁の側面に、胴縁用の金物や天井クレーンレールの腕木を
支持するためのチャンネル材を取りつけ、柱頭柱脚金物もこれに
連結している。テンションロッドには、770kN の張力を導入し
ている。本設計での耐力壁脚部の曲げ耐力は、ポストテンション
無しと比較すると約 1.6 倍（1,060kN･m）になり、柱脚の片側
が浮き上がるまでの荷重は約３倍（570kN･m）となっている。
構造計算では、ポストテンションありのケースとポストテンショ
ン 無しのケースの両方を検定している。
柱、梁と小屋組架構以外の二次部材はあえて鋼製とし、LVL に
よるポストテンション構造が目立つように表現した。木質の意匠
性、鉄骨との役割分担による木造化の可能性を示している。本案
件では、横架材間距離が 9.8m あり、テンション力により柱の座
屈が懸念されるため、耐風補剛を兼ねたキャットウォーク状の水
平梁を設けて座屈補剛している。多層構造の場合には床がこの役
割をする。
なお、建屋内に計測室などのユーティリティゾーンが部分的に
あり、ここは在来の木造軸組構法とし、建屋とは別の独立した構
造としている。（前頁平面図の赤囲み部分）
小屋のスパンは 14.6m で、一材で架け渡せないので、トラス
架構とした。長尺で板状の原板から木取りできる LVL の特徴を
生かして、上弦材はテーパー材とした。緩勾配なのでトラスエン
ド接合部は大きなせん断力が発生するが、テーパー加工により得
られる長い切断面により高耐力のせん断接合部とし、たて束を省
略した。（下の緑線部分）

マッシブホルツ（厚板 LVL）とポストテンションによる耐力壁

●防火設計

軒高が 9m を超える木造建築物なので令第 129 条の 2 の 3 第
二を適用して、木造躯体については 25㎜ の燃えしろ設計を行っ
た。テンションロッドの座金が露出しているため、火災時にはテ
ンションロッドの張力は無くなると考えられるが、張力が残存す
る可能性に配慮し、導入張力状態でも燃えしろ設計を行い、安全
性に影響がないことを確認した。火災時には、耐力壁の座屈補剛
として設けた水平梁も耐力が消失している仮定条件とした。
主室である試験室が火気使用室に該当するため、壁天井が内装
制限の対象となり、ユーティリティゾーンの試験室に面する間仕
切りと床は耐火構造にする必要がある。（平面図の赤囲み部分）
間仕切り壁・床には木住協仕様の耐火構造を採用した。
なお、柱・梁・トラスの内装制限の適用については、本案件の
ような壁や天井と直に接しないものは、つくば市では適用除外と
された。また消防見解は、避難距離が短いことから木部の不燃等
の措置は不問となった。しかし試験設備の使い方を考慮すると室
内に火の粉が舞う恐れがあるので、桁の上端面およびトラスの下
弦材・上弦材の上端面に板金を施して、防火の備えとした。

地震被災後の耐震性回復
大地震時に倒壊を免れても、変形が残留する程度に損傷を受けたビルの
多くは修復不能とされ、建て替えられる。一般的なＲＣ造や鉄骨造は部材
自体が降伏するので、耐震性の回復が難しい。木造の場合には損傷は接合
部に集中するので、これを意識すれば被災後に耐震性を回復しやすいデザ
インが可能である。
木造は全強度接合ができないため他の構造より価格的に高くなる傾向が
ある。これを逆手に取って、木部を壊さずに接合部品だけが壊れるように
すれば、被災後に部品交換により耐震性が回復でき、地震リスクが小さい
木造建築の訴求ができる。

住友林業筑波研究所 新検証棟—３

225

構造パースと木造化・木質化の取り組み内容

事業の実施体制

プロジェクト

提案者（事業者・建築主）
、設計者・施工者、建設地は
扉頁参照

データ

建物名称：住友林業筑波研究所 耐火検証棟増築工事
主要用途：研究施設
主要構造：■木造（■軸組構法
組構法

□枠組壁工法

□その他） □鉄骨造

クリート造

□丸太

□鉄筋コン

□鉄骨鉄筋コンクリート造

□

その他
防火地域等の区分：□防火地域
22 条区域

□準防火地域

■法

□その他の地域

耐火建築物等の要件：□耐火建築物

□準耐火建築物（60

分耐火） □準耐火建築物（45 分耐火）■そ
の他の建築物
敷地面積：25,196.44㎡
建築面積：410.40㎡
延べ面積：448.52㎡
軒

高：12.132m

最高の高さ：13.952m
階

数：地上２階

事業期間：平成 26 年度〜 27 年度
補助対象事業費：221,245 千円
補助金額：33,186 千円
（うち平成 26 年度分 3,490 千円）

36. 住友林業

事業スケジュール
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●
建築設計

施工期間
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竣工

着工
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竣工報告

外観

上から見た外観
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試験室内を見る

耐火炉

壁面の茶色の部分が、マッシブ・ホルツ
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