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プレス発表資料（実験実施のお知らせ）  
平成 21年 9月 28日 

（独）防災科学技術研究所 

（社）木を活かす建築推進協議会 

E－ディフェンスを用いた 3階建て木造住宅の 

倒壊実験実施のお知らせ 
独立行政法人防災科学技術研究所は、一般社団法人 木を活かす建築推進協議会との共

同研究として、軸組構法*1で建設された実大の 3階建て木造住宅（2棟）の震動台実験を

実施します。この実験は、同協議会が国土交通省の補助を得て、同省国土技術政策総合

研究所、並びに独立行政法人建築研究所の指導のもと、実施するものです。 

木造 3階建て軸組構法住宅の許容応力度設計法*2２には種々の方法があり、これらを相

互比較することで、長期優良住宅*3 の構造安全性の向上に資する実験を行うものです。

長期優良住宅の認定基準である耐震等級２*4をベースに、以下の 4 つの試験体を用いた

一連の実大破壊実験を行います。 

試験体１：許容応力度設計（ルート１）を行った建物 

試験体２：耐力壁が耐震等級２を満たすが接合部設計を存在応力に基づき行った建物

試験体３：水平構面*5の剛性が不足する建物 

試験体４：耐震等級 1*4とした建物 

この度、上記建物 4 棟の内、試験体 1 及び 2 を震動台に並べ、同時に人工地震波*6を

用いて加振する公開実験を実施します。 
１．実験主体：独立行政法人 防災科学技術研究所 

       一般社団法人 木を活かす建築推進協議会 

２．実験日時：平成 21年 10月 27 日（火）13：00～14：00 受付開始 11：30 

３．実験場所：独立行政法人 防災科学技術研究所 

兵庫耐震工学研究センター（Ｅ-ディフェンス） 

兵庫県三木市志染町三津田西亀屋 1501-21（地図別添資料） 

４．実 験 棟：3階建て木造軸組構法住宅 2棟 

（試験体１および試験体２）※別添資料参照 

５．本件配布先：文部科学記者会、科学記者会、筑波研究学園都市記者会、 

兵庫県政記者クラブ、三木市政記者クラブ、 

大阪科学・大学記者クラブ 

（国土交通省記者会には別途配布） 

６．申込み方法：取材をご希望される場合は、別紙の「取材申し込み用紙」にて、下記

の（財）日本住宅・木材技術センター企画技術部へ 10 月 16 日（金）

までに FAX でご連絡ください。 

７．連 絡 先：（実験及び施設全般についてのお問い合わせ） 

独立行政法人 防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター企画室 

TEL：0794-85-8211  FAX：0794-85-7994 

(取材申し込み及び事業全体についてお問い合わせ) 

一般社団法人 木を活かす建築推進協議会 

TEL：03-3560-2882  FAX：03-3588-8829 
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（ 語句説明 ） 

＊1 軸組構法   ： 我が国で古来より伝わる建築構造様式で、現代でも最も一般的な構法。

主に柱や梁といった軸組（線材）で鉛直荷重を支えるが、地震や風圧に

よる水平力には筋かいや構造面材張りなど、鉛直構面要素で抵抗するも

のである。 

＊2 許容応力度設計法：建築基準法施行令第 82 条および同条の４に定めるところによる計算。

木造の場合３階建て以上、または延べ面積 500m2以上であって、かつ高

さ 13 m 以下、軒高さ 9 m 以下の建物に適用される構造計算（ルート１）。 

＊3 長期優良住宅 ： 長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備につ

いて講じられた優良な住宅のことを示す。 

（長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成 20年法律第 87号）） 

＊4 耐震等級   ： 極めて稀に発生する地震により発生する地震力に対し、耐震等級１では

１．０倍、耐震等級２では１．２５倍を乗じた地震力においても、構造

躯体が倒壊、崩壊等しないという指標のことを示す。 

＊5 水平構面   ： 主に床を示す。地震により建物が横力を受ける際に、床が面内でせん断

変形しないように構成された構造要素。 

＊6 人工地震波  ： 地震による観測記録で見られるような、特定の周期を持つ建物のみが大

きく揺れないように人工的に作成した地震波を示す。 

今回の実験では、試験体の短手方向のみに対する1方向加振を行います。 
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別添資料 1 

■建物概要（3階建て軸組構法木造住宅） 

 試験体１ 試験体２ 

面積 平面寸法：4.55×10.92m 

( 1 階 33.12 ㎡ 2 階 45.55 ㎡ 3 階 45.55 ㎡ 延床面積 124.22 ㎡) 

階高 1階 2,800mm 2 階 2,800mm 3 階 2,800mm 軒の高さ 8,905mm 

軸組 柱：   同一等級構成構造用集成材 105×105mm (E95-F315) 

土台：対称異等級構成構造用集成材 105×105mm (E105-F300) 

梁桁：対称異等級構成構造用集成材 105×150、180、210、240mm (E120-F330) 

床 構造用合板 24mm (床倍率 2.0 程度) 

耐力壁

の種類 

筋かい： LVL 45×90mm (E90) 

せっこうボード：厚 12.5mm+せっこうボードビス (大臣認定壁倍率 1.0 倍) 

接合部 

 

試験体 1：N値計算注1)に準拠した方法で許容応力度計算を行い、接合金物を決定した。

試験体 2：存在応力注2)に基づく計算を行い、接合金物を決定した。 

試験棟

写真 

  

試験体外観(裏面)手前より試験体 1～4    試験体外観(正面) 手前より試験体 4～1 

試験棟

平面図 

：筋かい

 

1 階平面図     2 階平面図    3 階平面図 

備考 ・試験体１、試験体２は筋かいの取り付け位置は同じですが、接合部の設計法が異なり

ます。 

・平面形状は長方形であり、短手方向が 4.55m と狭い形状となっています。 

・立面形状は 1階隅（図面の上側）にビルトインガレージを有した形状ですが、上下階

の壁線はほぼ揃っており、耐力壁はバランスよく配置された建物です。 

 

注 1) N 値計算：当該接合部に接する両側の軸組の倍率の差に梁の曲げ戻し効果、上階

からの荷重などを加味して算出して得た係数に基づいて接合金物を
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選定する簡易計算 

注 2) 存在応力：せん断力係数 0.2 のときに接合部に生じる応力 
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■実験スケジュール 

11 時 30 分：受付開始（玄関ホール） 

12 時 30 分：事前説明 

13 時 00 分：公開実験開始（加振波：模擬人工地震動（予定）） 

14 時 00 分：公開実験終了 

15 時 00 分：実験結果説明（前後する場合があります。） 

 

■取材上の注意 

・場内では係員の指示に必ず従ってください。安全には細心の注意を払っていますが、主催者側

に明らかな瑕疵があった場合を除き、怪我や機材損傷等の責任は負いかねますのでご注意下さ

い。 

・実験予定の内容が変更される場合もあります。また、機械の故障等により、実験を中止する場

合もございますので予めご了承ください。 

・報道関係者専用席を設けます。専用席でのビデオカメラは各社１台（１箇所あたり）とします。 

・加振 5分前からライト、フラッシュ等の使用は禁止です。 

・報道関係者の待機部屋はございません。 

・場内にてヘルメットは着用願います。ヘルメットは当所にて準備いたします。 

・施設内には食堂や売店がありません。また近隣にコンビニエンスストア等もありません。 

・ごみは各自持ち帰り下さい。 

・新型インフルエンザの対策は各自で行ってください。今回の取材によって発病しても、主催者

側は責任を負いかねますのでご注意下さい。 

 

■交通のご案内 

【電車をご利用の場合】 

神戸電鉄押部谷駅よりタクシーで約 10分 

神戸市営地下鉄西神中央駅よりタクシーで約 25分 

新幹線新神戸駅よりタクシーで約 40分 

【乗用車をご利用の場合】 

山陽自動車道三木東 I.C.より約５分 

施設近辺に駐車場を用意しておりますので、 

こちらをご利用ください。 

（施設内の駐車場はご利用出来ません。） 

 

 

 

 

■連絡先 
独立行政法人 防災科学技術研究所 

兵庫耐震工学研究センター 

（E－ディフェンス） 

〒673-0515 

兵庫県三木市志染町三津田西亀屋 1501-21 

TEL：0794-85-8211（代表） 

FAX：0794-85-7994 
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（財）日本住宅・木材技術センター 企画技術部 行き 

（FAX：03-3589-1766）  

受付番号 

 

《取材申し込み用紙》（プレス用） 

 

件名：３階建て木造震動台実験の取材申込み 

御社名  

 

御所属  

 

御名前  

 

参加人数  

 

御連絡先 電話 

 

ＦＡＸ(お間違えのないようご注意下さい) 

来所方法（参考） 自家用車（  台）、タクシー、その他（    ） 

 
 
 

・申し込みが完了しますと、受付番号欄に番号が記載されたものがＦＡＸにて返信されます。 
なお、１0 月 22 日（木）までに FAX が届かない場合はご連絡下さい。 

・当日は受付番号入りの返信ＦＡＸされた申し込み用紙を持参して受付にお渡しください。 
 
 

申し込み期限：平成 21 年 10 月 16 日（金）までにお願いいたします。 

 
 


