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第１章 検討の背景と目的 

 

１．１ 検討の背景と目的 

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」（平成 22 年法律第 36 号、

平成 22 年 5 月 26 日公布、同年 10 月 1 日施行）が成立し、低層建築物については原則

として木質構造により建築することとなった。公共建築物の木造化を推進していくため

には、大規模木造建築物の構法、構造設計法を一般化していく必要があるが、大規模木

造建築物を可能にするための一つの構法として、クロス・ラミネイティド・ティンバー

（Cross Laminated Timber：CLT）のパネルを使用した壁式構造（CLT 構法）がある。

CLT 構法は、ヨーロッパで発祥した構法で、木材の挽き板を直交して積層接着した厚

型パネルを躯体として使用するものであるが、躯体の施工時間が短い構法であるため、

大規模木造建築物の有効な構造方法として普及促進のための一般化が国内外から求め

られている。しかし、地震の多いわが国に適用するためには、耐震性能を十分に確保す

ることが必要である。 

これに対して、この CLT 構法に関する耐震設計法は確立していない。耐震設計法の

構築を企図して技術的知見の収集を進める必要がある。平成 24 年 2 月に CLT 構法の

耐震設計法の構築を目的とする検討の第一歩として、実大の試験棟を設計し、振動台実

験によって性能の確認を行った。結果は、振動実験による変形が、先んじて実施された

接合部や構面のせん断実験の結果に基づく事前の解析で推定した値より極めて小さく、

目立った損傷は見られなかった。技術基準の検討にあたり構造計算方法を定めるには、

そのような高い性能となった理由を明らかにするとともに、壊れ方の特定が必須である。 

本事業では、解析及び動的接合部実験による振動台実験結果の分析を行うとともに、 

各部の荷重負担と変形挙動を探る目的で振動台実験と同様の試験体で静的加力実験を

実施することにより、直交壁の負担荷重、せん断抵抗用金物の引き抜き抵抗力、荷重速

度依存性などに関する知見を得て、合理的かつ再現可能な損傷限界の算定方法の検討、

及び今後の安全限界の検討に資するものとする。 

また、今年度より幅 2.7ｍの CLT 大型パネルの生産が可能になったため、本事業で

静的加力による構面の要素実験を併せて実施する。 

 

１．２ 実施体制 

「木造長期優良住宅の総合的検証委員会 材料・構造分科会」の下に、学識者、研究

者等の木造建築物の構造専門家委員や材料供給者の代表を中心として「CLT 構造検討

タスクグループ」を設置し、検討を進めた。 

 さらに、昨年度の振動台実験の結果分析及び実大静的加力実験の具体的な内容につい

ては、学識経験者、研究者、中心とした少人数でサブワーキング・グループを設けて検

討を行った。 
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