
 
中大規模木造研究会 設計支援データベース Ki 

 

2023 年 2月 

防耐火に関する参考文献の概要書 QF-No.1 

 
①論文名［著者名・掲載学会］ 

防⽕被覆による⽊質部材の炭化抑制効果に関する研究（その 1）〜（その 10） 
［遊佐 秀逸（早稲⽥⼤学） 他・⽇本建築学会⼤会学術講演梗概集（2016 年 8 ⽉）］ 

 

②キーワード 

被覆型、燃えしろ、複合部材、取合部、スギ、載荷加熱実験 
 
③検証概要 

・部材、部位：壁、柱、床、はり、接合部 
・防耐火性能：準耐⽕構造（45 分、1 時間） 

 

 スギの集成材、LVL、CLT における被覆材の有無や種類の違いによる燃焼性状につい
て、⼩型試験体を⽤いた⽐較実験を実施し報告されている。壁、柱、床、はりの主要構
造部については、⼩型実験の結果を踏まえ、せっこうボードの防⽕被覆の燃焼抑制効果
を考慮した燃えしろ⼨法の検証がされ、下記仕様における載荷加熱実験により座屈性能
や変形性能が報告されている。また柱と壁の取り合い部については、柱をあらわしとし
た真壁収まりの場合について、載荷加熱実験より座屈性能が検証されている。 
 

 ◎壁  ：スギ集成材 or  CLT90mm 厚＋せっこうボード 12.5mm 厚 
 ◎柱  ：スギ集成材 105mm ⾓＋スギ 45mm 厚 or 30mm 厚 他 
 ◎床  ：スギ集成材 or  CLT150mm 厚＋せっこうボード 12.5mm 厚 
 ◎はり：スギ集成材 105×240mm＋スギ 60mm 厚 他 

 
また、合わせ柱（スギ集成材 105mm ⾓×4 本/ビス接合）、合わせはり（105mm×300mm

×2 本/ビス接合）についても、耐⽕被覆等を施さずにあらわしで使う 1 時間準耐⽕構造
の複合⽅法が⽰さている。 

 



 
中大規模木造研究会 設計支援データベース Ki 

 

2023 年 2月 

 

防耐火に関する参考文献の概要書 QF-No.2 

 
 
①論文名［著者名・発表学会］ 

スギ・ヒノキの製材を⽤いた⻑ビス組⽴柱の載荷加熱実験 
［安井昇（桜設計集団⼀級建築⼠事務所） 他・⽇本建築学会⼤会（2020 年 9 ⽉）］ 

 
②キーワード 

燃えしろ、座屈、埋め⽊、炭化速度、製材、組⽴柱、座屈補剛、⻑ビス 
 
③検証概要 

・部材、部位：合わせ柱 
・防耐火性能：準耐⽕構造（45 分） 

 
 庁舎建築（イ準耐⽕建築物-2）の新築⼯事の⼀環として、スギ・ヒノキの平⾓製材（120
×240mm スギ、105×210mm ヒノキ）2 本を⻑ビス（シネジック社・パネリードφ10-L200）
を⽤いて複合した組⽴柱（ビスによる座屈補剛効果あり）について、載荷加熱実験より座屈
性能が検証されている。また、耐⽕被覆等を施さずにあらわしで使う準耐⽕構造柱として、
⻑ビスでの複合や埋⽊の⽅法が⽰されている。 
 また⼀連の研究として、座屈実験や設計式の提案、材料管理⽅法についても、下記の関連
論⽂が報告されている。 
 

スギ製材を⽤いた⻑ビス組⽴柱の座屈性能 ［⽇本建築学会⼤会（2019 年 9 ⽉）］ 
その 1 製材組⽴柱の概要            ［⾜⽴亘 他］      
その 2 製材組⽴柱の概要の形状と要素実験    ［⼤前篤史 他］   
その 3 座屈試験の結果                      ［⽥淵敦⼠ 他］   
その 4 座屈性能と設計式の考察              ［北守顕久 他］ 
その 5 組⽴柱の材料管理⽅法の提案          ［萩⽣⽥秀之 他］ 

 

④関連情報 

 準耐⽕構造柱（合わせ柱）は、昭和 62 年建設省告⽰第 1902 号第 2 にて、柱⼜ははり
について、燃えしろから「⽊材その他の材料で防⽕上有効に被覆された部分を除く。」と
されている。 

 

⑤建物事例 

  京丹波町役場（京都府京丹波町／設計：⾹⼭建築研究所） 



 
中大規模木造研究会 設計支援データベース Ki 

 

2023 年 2月 

 

防耐火に関する参考文献の概要書 QF-No.3 

 
 
①論文名［著者名・発表学会］ 

ひのき製材を⽤いたスリット⼊り合わせ柱の載荷加熱実験（その 1）,（その 2） 
［岩永 陽輔（坪井宏嗣構造設計事務所） 他・⽇本建築学会⼤会（2020 年 9 ⽉）］ 

 
②キーワード 

燃えしろ、ひのき製材、背割れ、埋め⽊、炭化速度、組⽴柱、スリット、⻑ビス 
 
③検証概要 

・部材、部位：合わせ柱 
・防耐火性能：準耐⽕構造（45 分） 

 
 庁舎建築（イ準耐⽕建築物-2）の新築⼯事の⼀環として、背割りの⼊ったヒノキ製材
（150mm ⾓）4 本を⻑ビス（シネジック社・パネリードφ10-L230）およびヒノキのスペー
サーを⽤いて、22mm の⼗字スリットを設けて複合した合わせ柱について、載荷加熱実験よ
り座屈性能が検証されている。また、耐⽕被覆等を施さずにあらわしで使う準耐⽕構造柱と
して、⻑ビスでの複合や埋⽊、背割り部の埋⽊の⽅法が⽰されている。 
 
 

④関連情報 

 準耐⽕構造柱（合わせ柱）は、昭和 62 年建設省告⽰第 1902 号第 2 にて、柱⼜ははり
について、燃えしろから「⽊材その他の材料で防⽕上有効に被覆された部分を除く。」と
されている。 

 

⑤建物事例 

  上松町役場（⻑野県上松町／設計：エーシーエ設計） 



 
中大規模木造研究会 設計支援データベース Ki 

 

2023 年 2月 

 

防耐火に関する参考文献の概要書 QF-No.4 

 
 
①論文名［著者名・発表学会］ 

⼩断⾯・中断⾯集成材による準耐⽕構造部材（その 1）,（その 2） 
［⼩宮 祐⼈（⽇本建築総合試験所） 他・⽇本建築学会⼤会（2015 年 9 ⽉）］ 

 
②キーワード 

燃えしろ、集成材、複合部材、ボルト、埋⽊、スギ、ヒノキ 
 
③検証概要 

・部材、部位：合わせ柱、重ねばり、合わせばり、 
・防耐火性能：準耐⽕構造（45 分） 

 
 規格流通品である⼩・中断⾯の集成材を⽤いた組⽴柱（スギ集成材 105mm ⾓×4 本,同⼀
等級）、重ねばり（スギ集成材 105mm ⾓×2 本＋ヒノキ集成材 105mm ⾓×2 本,同⼀等級
／スギ集成材 105mm×270,対称異等級＋ヒノキ集成材 105mm ⾓×2 本,同⼀等級）、合わせ
ばり（スギ集成材 105×420mm×2 本,対称異等級）について、柱はボルト（ASSY plus VG 
φ10 及び 2-M16, 2-M12 または 2-M16 及び 2-M12）、はりはボルト（2-M12）で複合した
仕様について載荷加熱実験より準耐⽕性能が検証されている。また、耐⽕被覆等を施さずに
あらわしで使う準耐⽕構造柱として、留付材の埋⽊や重ねばりの側⾯被覆の⽅法が⽰され
ている。 
 
 

④関連情報 

 準耐⽕構造柱（合わせ柱）、はり（合わせばり等）は、昭和 62 年建設省告⽰第 1902 号
第 2 にて、柱⼜ははりについて、燃えしろから「⽊材その他の材料で防⽕上有効に被覆
された部分を除く。」とされている。 

 



 
中大規模木造研究会 設計支援データベース Ki 

 

2023 年 2月 

 

防耐火に関する参考文献の概要書 QF-No.5 

 
 
①論文名［著者名・発表学会］ 

1 時間準耐⽕性能を有する⽊製複合柱・はりの開発（その 1）,（その 2） 
［野本 浩平（ポラス暮らし科学研究所） 他・⽇本建築学会関東⽀部（2016 年 3 ⽉）］ 

 
②キーワード 

燃えしろ、集成材、住宅⽤⼩中断⾯、複合部材、ボルト、スギ、オウシュウアカマツ 
 
③検証概要 

・部材、部位：合わせ柱、合わせばり、組み⽴てばり 
・防耐火性能：準耐⽕構造（1 時間） 

 
事務所建築（1 時間準耐⽕建築物）の新築⼯事の⼀環として、⽊造住宅⽤の規格流通品で

ある⼩・中断⾯の集成材を⽤いた合わせ柱（スギ集成材 105mm ⾓×9 本,同⼀等級）、合わ
せばり（スギ集成材 105×600mm×3 本,対称異等級）について、載荷加熱実験より準耐⽕
性能が検証されている。また、耐⽕被覆等を施さずにあらわしで使う準耐⽕構造柱として、
ボルトでの複合や埋⽊の⽅法が⽰されている。 

また組み⽴てばり（オウシュウアカマツ集成材,ウェブ材 105×240mm＋上下フランジ材
105×210mm×2 本,いずれも対称異等級）については、下フランジ材の下端にスギ集成材
（105×210mm）を設け、1 時間準耐⽕構造床の告⽰仕様からスギ集成材が天井⾯から突き
出る I 型ばりの仕様について、載荷加熱実験より準耐⽕性能が検証されている。 
 

 

④関連情報 

 準耐⽕構造柱（合わせ柱）、はり（合わせばり等）は、昭和 62 年建設省告⽰第 1902 号
第 2 にて、柱⼜ははりについて、燃えしろから「⽊材その他の材料で防⽕上有効に被覆
された部分を除く。」とされている。 

 

⑤建物事例 

  ポラス建築技術訓練校（埼⽟県越⾕市／設計：ポラテック株式会社） 



 
中大規模木造研究会 設計支援データベース Ki 

 

2023 年 2月 

 

防耐火に関する参考文献の概要書 QF-No.6 

 
 
①論文名［著者名・発表学会］ 

鋼板挿⼊式ドリフトピン接合部の 45 分準耐⽕性能検討試験 
［野中 悠貴（株式会社エヌ・シー・エヌ） 他・⽇本建築学会関東⽀部（2020 年 3 ⽉）］ 

 
②キーワード 

燃えしろ、集成材、接合部、鋼板挿⼊、埋⽊の有無、⻑期許容せん断⼒ 
 
③検証概要 

・部材、部位：柱-梁接合部、梁-梁接合部 
・防耐火性能：準耐⽕構造（45 分） 

 
 燃えしろ設計の告⽰では、「継⼿⼜は仕⼝にボルト・ドリフトピン・釘・⽊ねじその他の
これらに類するものを⽤いる場合においては、これらが⽊材その他の材料で防⽕上有効に
被覆されていること」とされている。ドリフトピン頭以外を⽊材被覆したり（ドリフトピン
頭を無被覆）、⾦物によるスリット部において、⾦物と梁下端の距離をとること（⾦物下端
を無被覆）により、防⽕上有効に被覆する⼿法のバリエーションを増やそうとする実験であ
る。柱-梁接合⾦物の⻑期許容せん断耐⼒の 40%の負担荷重であれば、45 分準耐⽕構造にお
いて接合部が先⾏破壊しないことを明確にしている。 
 

④関連情報 

 燃えしろ設計を規定した告⽰は、昭和 62 年建設省告⽰第 1898 号、1901 号、1902 号、
平成 12 年建設省告⽰第 1358 号(45 分準耐⽕構造)、令和元年国⼟交通省告⽰第 195 号
（1 時間準耐⽕構造）等である。 

 
 
 



 
中大規模木造研究会 設計支援データベース Ki 

 

2023 年 2月 

 

防耐火に関する参考文献の概要書 QF-No.6 

 
 
①論文名［著者名・発表学会］ 

製材を⽤いた平⾏弦トラスの載荷加熱実験 
［福本満夫（テ・ドック） 他・⽇本建築学会⼤会学術講演梗概集（2016 年 8 ⽉）］ 

 
②キーワード 

トラス燃えしろ、ヒノキ製材、接合部、剛性低下、準耐⽕構造 
 
③検証概要 

・部材、部位：平⾏弦トラス 
・防耐火性能：準耐⽕構造（45 分） 

 
 180mm ⾓のヒノキ製材で構成した平⾏弦トラスを燃えしろ設計して、45 分準耐⽕構造
としての性能を確保するための措置が検討されている。部材同⼠の接合部をホゾパイプΦ
21.7mm＋ドリフトピンΦ12mm で構成して、できるだけ⾦物が加熱を受けないように⽊栓
等で被覆をしている。トラスは⼀つでも接合部が壊れると全体の安定を保てないため、45
分加熱中に接合部の剛性低下を⽣じないディテールとすることが必要としている。 
 本実験では、45 分準耐⽕構造の性能を有する仕様を明確にしているが、その他の実験的
な検討は⾒当たらない。そのため、トラスの燃えしろ設計時（特に 180mm ⾓程度の材料を
使う場合）は、接合⾦物の温度が上昇しないように、慎重にディテールの検討や構造設計す
る必要がある。 
 

④関連情報 

 燃えしろ設計を規定した告⽰は、昭和 62 年建設省告⽰第 1898 号、1901 号、1902 号、
平成 12 年建設省告⽰第 1358 号(45 分準耐⽕構造)、令和元年国⼟交通省告⽰第 195 号
（1 時間準耐⽕構造）等である。 
 

 


