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■ 目 的 

近年、林産地の素材をその地域で製材加工し、住宅需要地へ中間の流通をカットして

木造住宅の建設をする｢産直住宅｣が全国各地で広がっています。高知県においても各工

務店、設計士の注文による産地直送販売が進められてきました。しかし、この販売方法

は発注側の設計する住宅が多様なため、注文部材が煩雑となり、その生産効率には問題

がありました。この問題を解決し、量的に販売棟数を増やしていく方法として、材料の

更なる規格化が有効と考えられていました。このような中、嶺北木材協同組合では、産

地側が販売のイニシアティブをとるために、平成18年に「れいほく規格材」、平成19年
からは、規格部材から規格構造体へ発展させた商品である「れいほくスケルトン」の開

発が取り組まれています。 
そこで、本研究では「れいほくスケルトン」を県産木造住宅における新規格化システ

ムのモデルケースとし、規格構造体の標準化とその性能及び規格化促進を目的とした部

材製品の開発について検討しました。 
■ 内 容 

「れいほくスケルトン」の主要接合部における強度特性を把握するために、仕様別に

各種強度試験を行いました。またスギ板材の販売量拡大を目的とした、「れいほくスケ

ルトンパネル」の開発を行いました。 
１） 主要仕口接合部の強度特性 

図 1 に今回試験を行った仕口接合部と各仕

様を示します。仕様は、現行の羽子板ボルト、

引きボルト及び現在開発中のれいほくＳ(ス

ケルトン)ボルトとし、それぞれ引張強度試験、

せん断強度試験を行いました。 

横架材と横架材の仕口
（大入れ蟻掛け＋接合金物）

通し柱と横架材の仕口
（大入れほぞ差し＋接合金物）

仕様 金　　　物 ボルト径

1 羽子板ボルト M12

2 引きボルト M12

3 れいほくＳボルト M10

２） 「れいほくスケルトンパネル」の開発 
図 2 に「れいほくスケルトン」販売におけ

る部材別木材使用量割合の一例を示します。 
「れいほくスケルトン」販売は、基本的に

構造材以外はオプション販売ですが、これま

での販売内容は、オプション販売量の占める

割合が大きく、販売先が合板仕様の場合、羽

柄、下地材(特にスギ板材)の販売が望めず、

木材販売量が減少しているのが現状です。 
そこで、合板に替わるスギ板材製品として、

「れいほくスケルトンパネル」の開発を、合 図１ 試験仕口接合部位置とその仕様 

平成20年度研究成果報告書 高知県立森林技術センター



梁・桁 25%羽柄材
下地材

34%

土台　5%

柱　13%

造作材
仕上材

23%

構造材

43%

総木材使用量　　27.6559m3

坪当たり使用量　     0.86m3
板の持つ施工性及び剛性の観点から行い、試作パネ

ルによる床組を製作し、水平構面の面内せん断耐力

試験により性能確認を行いました。

■ 成 果 
１） 主要仕口接合部の強度特性 
試験結果を図 3 に示します。横架材－横架材接合

部の耐力性能は、木部仕口形状の影響が大きく、仕

様ボルト間での大きな差異は認められませんでし

た。対して、通し柱－横架材部の耐力性能は、木部

仕口形状の影響が小さいため、仕様ボルト間で差異

が生じました。 
今回の結果により主要

仕口接合部の必要とされ

る性能に応じた仕口とボ

ルト仕様の組み合わせを

把握すると共に、れいほく

Ｓ(スケルトン)ボルトの

改良点を確認しました。 

図２ 「れいほくスケルトン」販売における

部材別木材使用量割合 

２） 「れいほくスケルト

ンパネル」の開発 
図 4 に試作したパネルを

示します。パネルサイズは、

厚さ 30mm の幅 520mm、650mm の２タイプ

とし、長さを 1m、2m としました。 
試作パネルによる床組試験結果から表 1 の

ように床倍率 1.3 を確認すると共に、施工時

の仕様と施工誤差を把握しました。 
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図３ 「れいほくスケルトン」仕口接合部の引張、せん断許容耐力

■ 今後の課題 
図４ 「れいほくスケルトンパネル」外観 更なる規格化と製品開発を行います。 

表１ 「れいほくスケルトンパネル」床水平構面の面内せん断耐力試験結果 

平均値
平均値×

ばらつき係数
短期基準せん

断耐力Po

1 2 3 (kN) (kN)  (kN)

① Py (kN) 5.89 5.82 6.76 6.16 0.09 0.96 5.91

② Pu･(0.2/Ds) (kN) 4.62 5.94 7.41 5.99 0.23 0.89 5.34

③ 2/3･(Pmax) (kN) 7.94 9.11 10.50 9.19 0.14 0.94 8.59

④ P150 (kN) 4.57 5.53 6.70 5.60 0.19 0.91 5.10

(kN) 11.91 13.67 15.76

(kN) 9.39 9.99 11.53

(×103kN/rad) 0.50 0.74 0.98

3.53 4.93 5.67

0.41 0.34 0.31

(×10-3 rad) 11.85 7.89 6.91

(×10-3 rad) 18.90 13.54 11.77

(×10-3 rad) 66.71 66.69 66.74

δv

δu

変動
係数

k

μ

Ds

δy

5.10 1.3

Pmax

Pu

れいほくパネル床仕様
No. ばらつき

係数
床倍率

Py ：降伏耐力
Pu ：終局耐力
Pmax ：最大荷重
P150 ：真の変形角γ0=1/150rad時の耐力

Ds ：構造特性係数(1/√(2μ-1））
μ ：塑性率（δu／δｖ）
δu ：終局変形角
δｖ ：完全弾塑性モデルの降伏点変形角
δｙ ：降伏変形角
　k ：初期剛性
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