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耐火構造とは、壁、柱、床、その他建築物の構造のうち、耐火性能※2の基準に適合する構造で、国土交通

大臣が定めたもの（平12 建告1399）又は、国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。

耐火性能とは、通常の火災が終了するまで倒壊、延焼を防止するために必要とされる性能のことで、火熱

が令107条に示された時間加えられた場合でも構造耐力上支障のないものをいいます。

主要構造部に木材を使用した耐火構造※1は、構造部材に無垢材または集成材を用い、これ

に耐火被覆、木製仕上げを行い、耐火構造のとしての性能を確保するとともに木の質感を確保

します。

＜製品例＞ COOL WOOD

※1

※2

木質部材の耐火構造への応用
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～ 木質耐火部材を使用したの建築例 ～
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＜資料提供＞
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一般社団法人日本木造耐火建築協会について
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不燃・準不燃木材とは

不燃・準不燃 大臣認定（一部）

とちぎ材を活かした不燃・準不燃内装材
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＜資料提供＞
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Ⅳ　木造木質化を実現する新たな技術

一般材を用いた平行弦トラスの開発

平行弦トラス（プラットトラス）は、使用部材（束材に木材、斜材に鋼材）を工夫するこ

とで、優れた加工性及び施工性を持つ。

使用部材に地域材（一般流通材）、仕口等加工に住宅用プレカットを活用することで地域

工務店施工による大スパンを実現。

トラスの背を上げることで同じ断面の部材で、さらに大スパンも可能であり、倉庫、店舗

に使用できる。

下弦材接合部

（M16両引きボルト）

背：1.5 m

スパン：10 m

上弦材：ヒノキ無垢材（腰掛鎌継ぎ）

E90～130，120×240㎜

下弦材：ｽｷﾞﾋﾉｷ異樹種異等級集成材

E110相当，120×240mm

束材：スギ無垢材

E90，120×120mm

斜材

（φ16丸鋼）

特徴

（一社）中大規模木造プレカット技術協会

HPに木造接合部標準図として掲載

～自由に使用可能～
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2016.8.24～26 日本建築学会大会（九州）にて東京大学から発表

県林業センターと東京大学大学院 農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 木質材料学研究室

との共同研究にて、構造・接合部の強度性能試験を実施し、強度性能を明らかにした。

強度性能試験の取組

＜資料提供：東京大学大学院 農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 木質材料学研究室

稲山正弘教授＞
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一般材を用いたトラス構法の事例
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＜資料提供＞
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栃木県産「桧」を使用した合板

品質・性能に優れた栃木県産の桧を活かした構造用合板が商品化されています。

製品化にあたり、県林業センターで各種強度試験を実施し、面材として高い性能を

持つことが示されています。

曲げ試験

【曲げ試験】

【釘一面せん断試験】
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荷
重

kN

ストローク mm

荷重ーストローク包絡線

ヒノキ

スギ

OSB

ヒノキ合板

1675.0

904.4

基本耐力
（N/本）

降伏耐力
（N/本）

種別 ＯＳＢ スギ合板

1364.4 1554.6

757.3 870.0

【面内せん断試験】
ヒノキ合板 試験終了時（1/13rad）

1/15radまで
耐力維持

特定変形時耐力(1/120)
(kN/0.91m)

5.89

3.30

TP-1 5.56 6.20 7.95

壁倍率（参考） 3.12 3.48 4.46

種別
降伏耐力 Py
(kN/0.91m)

Pu×(0.2/Ds)
(kN/0.91m)

2/3Pmax
(kN/0.91m)

曲げ強度
（MPa）

30.4 15.8 50.0 32.2 

ヤング係数
（GPa）

10.47 2.03 10.61 5.08

種別 スギ合板
構造用２級 C-D

ヒノキ合板
構造用２級　C-D

スパン方向に
対する繊維方向

平行 直角 平行 直角
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～ 試験結果を元に実用化 ～
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とちぎ材の良質な高齢級材を生かした板材として、塗装や特殊加工した新商品が開発され

ています。

＜製品例＞ 二宮木材(株) やみぞ美人

とちぎ材の美観を活かした内装材（板材）
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＜資料提供＞
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WPC床材（Wood Plastic Combination）

中大型公共建築物は、多くの場合建築基準法２条に定められた特殊建築物に該当する。

特殊建築物には火災による災害防止のため「内装制限」があるが、床材は内装制限の規制が

ないことから木質材料の使用面積が広くとれる。

化粧材に県産材を活用することにより、日本の樹の美しさを表現した、意匠性に優れた内層

を公共施設、商業施設で使用できる。

工夫点

丸太径・品質

木取り

規格（幅・厚み・長さ）

複層化（フェイスバック・内層）

スギなど軟質な材を硬質にし、

キズへの強さや耐久性を付与

公共施設等の中大規模建築物に要求される

さまざまな傷・汚染への耐久性を持つ床・壁・天井材に！

とちぎ材の内装材（床材）への活用



- 47 -

＜製品例＞ 大建工業(株) 公共施設向け土足対応床材

日本の樹国産材活用WPCフロア

コミュニケーションタフDW

化粧材にとちぎ材使用可能

（断面例）

＜資料提供：大建工業（株）＞

保育所・幼稚園

図書館

店舗
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とちぎ材を活かした断熱材

規格(㎜)

430×1240×100



- 49 -

＜資料提供：エヌケーケー(株)・(株)渡良瀬林産＞

調湿性能



- 50 -

国土交通大臣認定取得した木造軸組耐力壁「蔵・玄」

栃木県を代表する地域工務店の一つである（株）けんちく

や前長と県林業センターの共同研究により、県産杉の真壁工

法で耐力と意匠性を兼ね備えた２タイプの木造軸組「耐力

壁」を開発し、平成27年11月30日付で国土交通大臣によ

る認定を取得しました。

性能評価：壁倍率 2.5倍相当

落し込み板壁

（右図：0.6倍）

の４倍以上！

⇒ 構造用合板・パーティクル

ボード・OSBの面材張り大壁

（2.5倍）

と同等！

2016年4月5日下野新聞

（１）MBW「蔵」パネル

※栃木県林業センターにおける性能評価試験

大臣認定書
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（２）MLW「玄」パネル

性能評価：壁倍率 3.0倍相当

告示の面格子壁

（0.6～1.0倍

…格子幅・規格に

よる）の３～５倍！

⇒ たすき掛け筋かい

（3.0倍）と同等！

＜実用化先行事例＞

大臣認定のない床構面（床倍率）については、既に試験データを基に実用化されています。

※栃木県林業センターにおける性能評価試験

＜資料提供＞

㈱けんちくや前長 住所 : 那須烏山市野上389-9

TEL  : 0287-82-3311

URL : https://www.maetyou.co.jp

大臣認定書

施工事例

※栃木県林業センターにおける

性能評価試験
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3Ｄ壁面材 木製遊具

下足入れ 学習用机・椅子

木質材料の造作材・家具等への応用

＜資料提供 星野工業（株）＞

長年培ってきた木工の技術を生かした職人による手加工から、技術・経験と最新の3Dマシ

ンニングセンタ加工技術を融合した三次元加工まで、栃木県にはクライアントのニーズに合っ

た木の良さを最大限引き出す技術と製品があります。

3Dマシンニングセンタ

3次元加工の製品
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＜資料提供 鹿沼木工（株）＞

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｳｫｰﾙ ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｳｫｰﾙ

＜資料提供 （有）山口材木店＞

木製ｸﾗｲﾐﾝｸﾞﾎｰﾙﾄﾞ

日光杉ルーバー（栃木県県庁）

寺社向け八角柱

天然木不燃突板シート
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とちぎ材による簡易木造ユニット
簡易木造ユニットは、イベントにおける仮店舗・物販スペースや工事現場事務所、倉庫な

ど基礎を持たない小面積の小屋です。

無垢材をあらかじめ規格化された寸法・仕口等を加工した部材を利用することで、設置場

所への搬入出が容易で、組立・解体の短時間化・省力化を実現しています。また、無垢材の

現わし仕様でデザイン性も高いのが特徴です。

＜製品例＞ (株)栃毛木材工業 イージーヒュッテ

価格 550,000円（税別）

運搬費・設置費別途

間口 2.73 × 奥行2.73 7.45㎡

勉強部屋や物置部屋にも利用可

ヒュッテ（小）

価格 600,000円（税別）

運搬費・設置費別途

間口 3.64 × 奥行2.73 9.94㎡

災害時緊急仮説住宅にも利用可

ヒュッテ（中）

価格 600,000円（税別）

運搬費・設置費別途

間口 4.90 × 奥行2.00 9.80㎡

仮説現場事務所に最適

ヒュッテT.O(Temporary Office)
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＜使用例＞

＜資料提供＞
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<topics> 魅力ある強度性能を持った耐力壁

K タイプ… 枠外周のみビス留め KP タイプ … 交点・枠外周ビス留め

降伏耐力 終局耐力 最大耐力 特定変形時耐力

Py Pu×(0.2/Ds) 2/3 Pmax 1/120

K 短期基準せん断耐力(kN) 17.1 10.5 18.7 13.3

組子ﾊﾟﾈﾙ端部のみﾊﾟﾈﾘｰﾄﾞ固定 壁倍率(倍) 4.79 2.94 5.24 3.73

KP 短期基準せん断耐力(kN) 18.6 13.7 21.0 14.1

組子ﾊﾟﾈﾙ各交点ﾊﾟﾈﾘｰﾄﾞ固定 壁倍率(倍) 5.21 3.84 5.89 3.95

試験体 No.

建材試験センターでの品質性能試験

2018年１月13日下野新聞

◯ 破壊試験後も軸材が健全

⇒ 地震等で損傷した場合でも組子パネルのみを交換

すれば修繕可能

◯ 壁倍率換算で約３～４倍

⇒ 一般的な合板による面材張り大壁と同等以上の性能

◯ 組子の高い意匠性に加え、和紙などにより透かし加工を

行えば、更に意匠性が高めることができる

品質性能試験報告書

※林セ算定値

※林セ算定値

栃木県立宇都宮工業高等学校建築デザイン科と県林業センター

との共同研究により、栃木の伝統工芸である鹿沼組子の意匠を取

り入れた２種類の耐力壁を開発し、全国385校・3247件がエン

トリーした「全国高校生ビジネスプランＧＰ」において、上位10

組のファイナルに進出し、グランプリ・準グランプリに次ぐ審査

員特別賞を受賞しました。

また、全国的にもほとんど例のない高校生主体による指定性能

評価機関（建材試験センター）での品質性能試験を実施しました。



平成30年 3月

栃木県林業木材産業課

栃木県林業センター
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