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　宮崎県木材利用技術センター（以下，センター）は，

2001年（センター開設年）から大型構造物の屋根架

構にスギ集成材（日本農林規格に定める最下強度同級

構造用集成材E65-F225）を利用する新しい性能設計

型の建築構法を研究開発しています。従来の大規模木

造では，屋根架構に高強度・高ヤング係数材を使用す

るのが一般的ですが，そうした木材は資源量が少なく

なりつつあります。宮崎県では戦後植林された県産ス

ギが伐採期を迎えて市場で入手し易いことや人工の森

林資源の早期循環利用の視点からも，低強度・低ヤン

グ係数のスギ集成材を県内の公共施設を中心に屋根架

構に用いる取り組みを推進しており，その技術的な支

援をセンターが担ってきました。

　以下に研究開発の詳細を，

　1) 構造材としてのスギの利用に向けて

　2) 研究開発に当たっての開発手法の事例

　3) スギを活用する新しいサブシステム技術の開発

事例

　4) おわりに

の順に紹介しますが，今月号は1) ，2) を報告します。

　

1．構造材としてのスギの利用に向けて

1.1　低比重材スギの材料特性を基本に据える

　温暖な地で生育するスギは平均年輪幅が6mmを超

えます。スギ材は気乾比重も低く，平均で0.38程度

（5％下限値で0.32）です（ここでは低比重材スギと

略します）（写真1参照）。

　そのヤング係数（曲げ弾性係数）は，九州南部に位

置する構造用集成材工場の生産ラインに流れる集成材

用ラミナを（2,330体の試験体を対象に）測定した結

果では平均値4.7N/mm2（変動係数38.7%）でした。

このような地域特性を持つ人工林のスギ資源を原料に

造られるスギ構造用集成材は，日本農林規格に定める

強度等級がE65-F225になります。一般的なカラマツ

集成材やベイマツ集成材の強度等級E105-F300と比

較しますと，曲げ弾性係数が30％から40％程度低い

値です。曲げ弾性係数が低い構造材は，構造体に使わ

れますと変形しやすいため，一般的には使い方が難し

い材料とみなさてきました。

1.2　低比重材スギと現在の木材利用技術

　木材を利用する際に標準としている技術は現在，米

国西海岸のティンバーエンジニアリングの技術に負う

部分が多く，その技術は，ベイマツを中心とする気乾

比重が0.4 ～0.6の材質（ここでは中比重材と称す）を

主とするものす。この範囲を外れる比重の木材は特殊

材として扱われ，一般的ではないのが現状です。日本

に輸入されている中比重材は，主に北欧材（ホワイト

ウッドなど）や寒冷地から供給されるカラマツ材など

で，年輪幅が2mm程度と狭いものが多いようです。

実際，わが国で木材を利用する際に準拠している各種

基準は，中比重材を前提にしていることが多く，比重

が0.3 ～0.4未満の低比重材に関する記述はあまりあり

ません。

　では，低比重材スギは現在の市場でどのように評価

されているのでしょうか。先ず，設計に必要な物性に

関するデータをスギ構造用集成材とベイマツ構造用集

成材とで比較してみました。表1は，両者について，

気乾比重，曲げ弾性係数，圧縮，曲げ，引張り，せん

断およびめり込みの基本物性を比較したものです。

　なお，ベイマツ集成材は市場で一般に流通している

日本農林規格の強度等級がE105-F300，スギ集成材

は同E65-F225のものです。

 

　図1のレーダーチャートは，ベイマツ集成材の物性

を外周（100％）に示し，スギ集成材の物性を太線で

描いたものです。

 

　スギ集成材の物性はベイマツ集成材に比べて，概ね

30％程度低い値です。低比重材スギは，軟らかく軽

い材料なのです。現在の設計技術は中比重材を前提に

していることが多く，比重0.35 ～ 0.38の低比重材ス

ギは剛性や強度が低いだけに，使用の際には断面をよ

り大きくし，接合具も多数配列しなくてはなりませ

ん。一般にスギは，設計者にとって扱い難い材料とさ

れています。

　ただ，スギ集成材の特徴である軽さを基準にした比

重当たりの物性をベイマツ集成材と比較した図2のレ

ーダーチャートでは，ベイマツを100としたときのス

ギ集成材のせん断はベイマツ集成材より優れており，

圧縮，曲げ，引張りは同等であることを示しています。

 

　図2からは，比重で割ったスギ集成材の物性はめり

込み易いが，せん断（繊維方向のズレ難さ）に強い特

徴があり，このスギ固有の物性を生かした利用法が考

えられます。接合についても，スギ集成材は比重を重

視する接合より，むしろせん断強度やめり込み易さを

活かした接合方式が考えられます。

　つまり，低比重材スギは中比重材ベイマツと同じ使

い方をするのではなく，スギの特徴である「めり込み

やすいが，せん断に強い」という物性を活かすことが

重要であることを図2は示唆しています。

2. 研究開発に当たっての開発手法の事例：日向市駅舎

－スギ変断面湾曲集成材屋根梁の設計製造1)－

　センターは2001年に，当初ベイマツで計画してい

た日向市駅舎の大屋根をスギ集成材で木造化するプロ

ジェクトに参画し，低比重材スギの特性を活かす変断

面湾曲集成材屋根梁の実現に向けて，屋根梁の設計製

造をティンバーエンジニアリングによって支援してき

ました。

　先ず，最大の目標としたのは，従来のベイマツをス

ギに単純に置き換えるやり方では高コストになるた

め，県産スギの特性を引き出しながら，スギを有用な

資源として無駄なく構造用途に利用するための，新た

なシステム技術を研究開発することでした。日本の駅

舎で初のオールスギ（スパン17.2mの変断面湾曲集成

材）による屋根梁の実現を影で支えたのは，品質計画

書の整備と確認実験にありました。

　変断面湾曲集成材屋根梁の実現に向けて，宮崎県は

土木部（現在は県土整備部）や林務部（同環境森林部），

日向市，九州旅客鉄道(株)，設計担当者，及び木材関

係者で構成する「木材ワーキング(検討委員会)」を結

成し，低コスト型の変断面湾曲集成材（強度等級

E65-F225同等）の設計製造技術について，大屋根全

体の構造安全性も含めて検討を重ねました。当初はベ

イマツで建設を予定していたため，二つの課題が浮上

しました。一つは，ベイマツとスギの比重差（ベイマ

ツの設計比重は0.42，スギの設計比重は0.32）に起因

して接合設計が変わるため，接合ディテールの再検討

（ベイマツの場合より少し大きめの座金の使用など）

を余儀なくされたことです。相対的に比重の小さいス

ギはめり込みやすいため，全ての接合部を検討し直

し，確認が必要な接合部は実験で検証することにしま

した。そうした周辺課題を解決した後，最大の課題で

あるベイマツから県内産スギ集成材への大幅変更に対

応できる設計製造方法の開発に，コストを考慮しなが

ら，取り組みました。日向市駅舎に使用する集成材梁

の製造に適用すべき製造基準は，構造用集成材の適正

製造基準に定められておりません。そこで検討委員会

では，集成材梁の設計から製造を一体化し，維持管理

まで考慮した新しいスギ集成材の設計製造方法をシス

テムとしてまとめる方向で，実大曲げ試験を繰り返し

ながら設計製造方法を確立することになりました。具

体的な駅舎の梁製造方法は，図3に示すように，S字

型集成材を製造した後，S字を長手方向に中央線に沿

って2材分割するよう切断，その切断面に通直集成材

を2次接着しています。変断面湾曲集成材の断面は，

部材に生じる応力に対して必要となる断面を確保する

よう設計されています。最大断面は方杖支持部，最小

断面はスパン中央部となっています。

　実大曲げ試験で得られた試験体の試験結果を基に，

設計製造の最終品質を検討していきました ( 写真 2 参

照 )。

 

　梁せいが最も大きいところでは825mmとなること

から曲げの力を受けた場合，この最外層部には特に大

きな引張り力が生じます。そのため，その部分はラミ

ナのジョイント配置を避け，強度等級の比較的高いラ

ミナ（L90）を採用する一方，内層には歩留まりを考

慮して強度等級の比較的低いラミナ（L50）を使用す

ることとしました。さらに，2次接着される断面

120×150mmの通直集成材の構成ラミナも強度等級

の比較的高いもの（最外層はL90）を使用することと

しました。

　このようにして接合と湾曲部材製造の技術的課題を

解決させました。この善後策は改善製作仕様としてま

とめられ，最終的に検討委員会の成果物として，変断

面集成材梁の強度品質を確保する設計製造の製作要領

書へと整備されております。このスギ変断面湾曲集成

材屋根梁による日向市駅舎プロジェクトは，開始から

5年の年月をかけて2006年12月に完了しました（写

真3，4，5）。

　2008年に日向市駅舎は日本で初めて，鉄道建築の

世界で最も栄誉のあるブルネル賞を駅舎部門（The 

10th Brunel Aword カテゴリー 1 建築）で受賞して

います。この賞は今までにパリ駅，ドレスデン駅，セ

ント・パクラス駅など世界の主要な駅が受賞していま

す。日向市駅舎の受賞理由として，建築的造形やしく

み，環境を配慮して木（スギ）をふんだんに使ってい

ること，スギ利用の新しい技術への挑戦，駅前広場と

大きなキャノピーが駅舎と一体となっていることなど

が評価されました。
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写真１　低比重スギ集成材の断面

表１　スギ構造用集成材とベイマツ構造用集成材の物性

宮崎県のスギ集成材による大規模木造建築の開発事例（１）

－ティンバーエンジニアリングによる実証的なスギ利用の研究開発－

 

強度等級/比強度 Ｅ65－Ｆ225 比強度 Ｅ105－Ｆ300 比強度

  長期圧縮許容応力度 6.2 N/ｍｍ
２

19.3 N/ｍｍ
２

8.4 N/ｍｍ
２

19.9 N/ｍｍ
２

  長期せん断許容応力度 1.1 N/ｍｍ
２

3.4 N/ｍｍ
２

1.3 N/ｍｍ
２

3.1 N/ｍｍ
２

  長期曲げ許容応力度 8.1 N/ｍｍ
２

25.4 N/ｍｍ
２

10.8 N/ｍｍ
２

25.7 N/ｍｍ
２

  長期引張り許容応力度 5.3 N/ｍｍ
２

16.6 N/ｍｍ
２

7.3 N/ｍｍ
２

17.4 N/ｍｍ
２

  曲げ弾性係数 6.5 ｋN/ｍｍ
２

20.3 ｋN/ｍｍ
２

10.5 ｋN/ｍｍ
２

24.5 ｋN/ｍｍ
２

  長期めり込み許容応力度 2.2 N/ｍｍ
２

6.9 N/ｍｍ
２

3.3 N/ｍｍ
２

7.9 N/ｍｍ
２

　気乾比重 0.32 ー 0.42 ー

スギ構造用集成材 ベイマツ構造用集成材
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構造用集成材E65-F225）を利用する新しい性能設計

型の建築構法を研究開発しています。従来の大規模木

造では，屋根架構に高強度・高ヤング係数材を使用す

るのが一般的ですが，そうした木材は資源量が少なく

なりつつあります。宮崎県では戦後植林された県産ス

ギが伐採期を迎えて市場で入手し易いことや人工の森

林資源の早期循環利用の視点からも，低強度・低ヤン

グ係数のスギ集成材を県内の公共施設を中心に屋根架

構に用いる取り組みを推進しており，その技術的な支
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　4) おわりに

の順に紹介しますが，今月号は1) ，2) を報告します。

　

1．構造材としてのスギの利用に向けて

1.1　低比重材スギの材料特性を基本に据える

　温暖な地で生育するスギは平均年輪幅が6mmを超

えます。スギ材は気乾比重も低く，平均で0.38程度

（5％下限値で0.32）です（ここでは低比重材スギと

略します）（写真1参照）。

　そのヤング係数（曲げ弾性係数）は，九州南部に位

置する構造用集成材工場の生産ラインに流れる集成材

用ラミナを（2,330体の試験体を対象に）測定した結

果では平均値4.7N/mm2（変動係数38.7%）でした。

このような地域特性を持つ人工林のスギ資源を原料に

造られるスギ構造用集成材は，日本農林規格に定める

強度等級がE65-F225になります。一般的なカラマツ

集成材やベイマツ集成材の強度等級E105-F300と比

較しますと，曲げ弾性係数が30％から40％程度低い

値です。曲げ弾性係数が低い構造材は，構造体に使わ

れますと変形しやすいため，一般的には使い方が難し

い材料とみなさてきました。

1.2　低比重材スギと現在の木材利用技術

　木材を利用する際に標準としている技術は現在，米

国西海岸のティンバーエンジニアリングの技術に負う

部分が多く，その技術は，ベイマツを中心とする気乾

比重が0.4 ～0.6の材質（ここでは中比重材と称す）を

主とするものす。この範囲を外れる比重の木材は特殊

材として扱われ，一般的ではないのが現状です。日本

に輸入されている中比重材は，主に北欧材（ホワイト

ウッドなど）や寒冷地から供給されるカラマツ材など

で，年輪幅が2mm程度と狭いものが多いようです。

実際，わが国で木材を利用する際に準拠している各種

基準は，中比重材を前提にしていることが多く，比重

が0.3 ～0.4未満の低比重材に関する記述はあまりあり

ません。

　では，低比重材スギは現在の市場でどのように評価

されているのでしょうか。先ず，設計に必要な物性に

関するデータをスギ構造用集成材とベイマツ構造用集

成材とで比較してみました。表1は，両者について，

気乾比重，曲げ弾性係数，圧縮，曲げ，引張り，せん

断およびめり込みの基本物性を比較したものです。

　なお，ベイマツ集成材は市場で一般に流通している

日本農林規格の強度等級がE105-F300，スギ集成材

は同E65-F225のものです。

 

　図1のレーダーチャートは，ベイマツ集成材の物性

を外周（100％）に示し，スギ集成材の物性を太線で

描いたものです。

 

　スギ集成材の物性はベイマツ集成材に比べて，概ね

30％程度低い値です。低比重材スギは，軟らかく軽

い材料なのです。現在の設計技術は中比重材を前提に

していることが多く，比重0.35 ～ 0.38の低比重材ス

ギは剛性や強度が低いだけに，使用の際には断面をよ

り大きくし，接合具も多数配列しなくてはなりませ

ん。一般にスギは，設計者にとって扱い難い材料とさ

れています。

　ただ，スギ集成材の特徴である軽さを基準にした比

重当たりの物性をベイマツ集成材と比較した図2のレ

ーダーチャートでは，ベイマツを100としたときのス

ギ集成材のせん断はベイマツ集成材より優れており，

圧縮，曲げ，引張りは同等であることを示しています。

 

　図2からは，比重で割ったスギ集成材の物性はめり

込み易いが，せん断（繊維方向のズレ難さ）に強い特

徴があり，このスギ固有の物性を生かした利用法が考

えられます。接合についても，スギ集成材は比重を重

視する接合より，むしろせん断強度やめり込み易さを

活かした接合方式が考えられます。

　つまり，低比重材スギは中比重材ベイマツと同じ使

い方をするのではなく，スギの特徴である「めり込み

やすいが，せん断に強い」という物性を活かすことが

重要であることを図2は示唆しています。

2. 研究開発に当たっての開発手法の事例：日向市駅舎

－スギ変断面湾曲集成材屋根梁の設計製造1)－

　センターは2001年に，当初ベイマツで計画してい

た日向市駅舎の大屋根をスギ集成材で木造化するプロ

ジェクトに参画し，低比重材スギの特性を活かす変断

面湾曲集成材屋根梁の実現に向けて，屋根梁の設計製

造をティンバーエンジニアリングによって支援してき

ました。

　先ず，最大の目標としたのは，従来のベイマツをス

ギに単純に置き換えるやり方では高コストになるた

め，県産スギの特性を引き出しながら，スギを有用な

資源として無駄なく構造用途に利用するための，新た

なシステム技術を研究開発することでした。日本の駅

舎で初のオールスギ（スパン17.2mの変断面湾曲集成

材）による屋根梁の実現を影で支えたのは，品質計画

書の整備と確認実験にありました。

　変断面湾曲集成材屋根梁の実現に向けて，宮崎県は

土木部（現在は県土整備部）や林務部（同環境森林部），

日向市，九州旅客鉄道(株)，設計担当者，及び木材関

係者で構成する「木材ワーキング(検討委員会)」を結

成し，低コスト型の変断面湾曲集成材（強度等級

E65-F225同等）の設計製造技術について，大屋根全

体の構造安全性も含めて検討を重ねました。当初はベ

イマツで建設を予定していたため，二つの課題が浮上

しました。一つは，ベイマツとスギの比重差（ベイマ

ツの設計比重は0.42，スギの設計比重は0.32）に起因

して接合設計が変わるため，接合ディテールの再検討

（ベイマツの場合より少し大きめの座金の使用など）

を余儀なくされたことです。相対的に比重の小さいス

ギはめり込みやすいため，全ての接合部を検討し直

し，確認が必要な接合部は実験で検証することにしま

した。そうした周辺課題を解決した後，最大の課題で

あるベイマツから県内産スギ集成材への大幅変更に対

応できる設計製造方法の開発に，コストを考慮しなが

ら，取り組みました。日向市駅舎に使用する集成材梁

の製造に適用すべき製造基準は，構造用集成材の適正

製造基準に定められておりません。そこで検討委員会

では，集成材梁の設計から製造を一体化し，維持管理

まで考慮した新しいスギ集成材の設計製造方法をシス

テムとしてまとめる方向で，実大曲げ試験を繰り返し

ながら設計製造方法を確立することになりました。具

体的な駅舎の梁製造方法は，図3に示すように，S字

型集成材を製造した後，S字を長手方向に中央線に沿

って2材分割するよう切断，その切断面に通直集成材

を2次接着しています。変断面湾曲集成材の断面は，

部材に生じる応力に対して必要となる断面を確保する

よう設計されています。最大断面は方杖支持部，最小

断面はスパン中央部となっています。

　実大曲げ試験で得られた試験体の試験結果を基に，

設計製造の最終品質を検討していきました ( 写真 2 参

照 )。

 

　梁せいが最も大きいところでは825mmとなること

から曲げの力を受けた場合，この最外層部には特に大

きな引張り力が生じます。そのため，その部分はラミ

ナのジョイント配置を避け，強度等級の比較的高いラ

ミナ（L90）を採用する一方，内層には歩留まりを考

慮して強度等級の比較的低いラミナ（L50）を使用す

ることとしました。さらに，2次接着される断面

120×150mmの通直集成材の構成ラミナも強度等級

の比較的高いもの（最外層はL90）を使用することと

しました。

　このようにして接合と湾曲部材製造の技術的課題を

解決させました。この善後策は改善製作仕様としてま

とめられ，最終的に検討委員会の成果物として，変断

面集成材梁の強度品質を確保する設計製造の製作要領

書へと整備されております。このスギ変断面湾曲集成

材屋根梁による日向市駅舎プロジェクトは，開始から

5年の年月をかけて2006年12月に完了しました（写

真3，4，5）。

　2008年に日向市駅舎は日本で初めて，鉄道建築の

世界で最も栄誉のあるブルネル賞を駅舎部門（The 

10th Brunel Aword カテゴリー 1 建築）で受賞して

います。この賞は今までにパリ駅，ドレスデン駅，セ

ント・パクラス駅など世界の主要な駅が受賞していま

す。日向市駅舎の受賞理由として，建築的造形やしく

み，環境を配慮して木（スギ）をふんだんに使ってい

ること，スギ利用の新しい技術への挑戦，駅前広場と

大きなキャノピーが駅舎と一体となっていることなど

が評価されました。
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図１ ベイマツ集成材との比較

図２ 各物性を比重で割った数値の比較
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　宮崎県木材利用技術センター（以下，センター）は，

2001年（センター開設年）から大型構造物の屋根架

構にスギ集成材（日本農林規格に定める最下強度同級

構造用集成材E65-F225）を利用する新しい性能設計

型の建築構法を研究開発しています。従来の大規模木

造では，屋根架構に高強度・高ヤング係数材を使用す

るのが一般的ですが，そうした木材は資源量が少なく

なりつつあります。宮崎県では戦後植林された県産ス

ギが伐採期を迎えて市場で入手し易いことや人工の森

林資源の早期循環利用の視点からも，低強度・低ヤン

グ係数のスギ集成材を県内の公共施設を中心に屋根架

構に用いる取り組みを推進しており，その技術的な支

援をセンターが担ってきました。

　以下に研究開発の詳細を，

　1) 構造材としてのスギの利用に向けて

　2) 研究開発に当たっての開発手法の事例

　3) スギを活用する新しいサブシステム技術の開発

事例

　4) おわりに

の順に紹介しますが，今月号は1) ，2) を報告します。

　

1．構造材としてのスギの利用に向けて

1.1　低比重材スギの材料特性を基本に据える

　温暖な地で生育するスギは平均年輪幅が6mmを超

えます。スギ材は気乾比重も低く，平均で0.38程度

（5％下限値で0.32）です（ここでは低比重材スギと

略します）（写真1参照）。

　そのヤング係数（曲げ弾性係数）は，九州南部に位

置する構造用集成材工場の生産ラインに流れる集成材

用ラミナを（2,330体の試験体を対象に）測定した結

果では平均値4.7N/mm2（変動係数38.7%）でした。

このような地域特性を持つ人工林のスギ資源を原料に

造られるスギ構造用集成材は，日本農林規格に定める

強度等級がE65-F225になります。一般的なカラマツ

集成材やベイマツ集成材の強度等級E105-F300と比

較しますと，曲げ弾性係数が30％から40％程度低い

値です。曲げ弾性係数が低い構造材は，構造体に使わ

れますと変形しやすいため，一般的には使い方が難し

い材料とみなさてきました。

1.2　低比重材スギと現在の木材利用技術

　木材を利用する際に標準としている技術は現在，米

国西海岸のティンバーエンジニアリングの技術に負う

部分が多く，その技術は，ベイマツを中心とする気乾

比重が0.4 ～0.6の材質（ここでは中比重材と称す）を

主とするものす。この範囲を外れる比重の木材は特殊

材として扱われ，一般的ではないのが現状です。日本

に輸入されている中比重材は，主に北欧材（ホワイト

ウッドなど）や寒冷地から供給されるカラマツ材など

で，年輪幅が2mm程度と狭いものが多いようです。

実際，わが国で木材を利用する際に準拠している各種

基準は，中比重材を前提にしていることが多く，比重

が0.3 ～0.4未満の低比重材に関する記述はあまりあり

ません。

　では，低比重材スギは現在の市場でどのように評価

されているのでしょうか。先ず，設計に必要な物性に

関するデータをスギ構造用集成材とベイマツ構造用集

成材とで比較してみました。表1は，両者について，

気乾比重，曲げ弾性係数，圧縮，曲げ，引張り，せん

断およびめり込みの基本物性を比較したものです。

　なお，ベイマツ集成材は市場で一般に流通している

日本農林規格の強度等級がE105-F300，スギ集成材

は同E65-F225のものです。

 

　図1のレーダーチャートは，ベイマツ集成材の物性

を外周（100％）に示し，スギ集成材の物性を太線で

描いたものです。
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ギ集成材のせん断はベイマツ集成材より優れており，
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　図2からは，比重で割ったスギ集成材の物性はめり
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面湾曲集成材屋根梁の実現に向けて，屋根梁の設計製

造をティンバーエンジニアリングによって支援してき

ました。

　先ず，最大の目標としたのは，従来のベイマツをス

ギに単純に置き換えるやり方では高コストになるた

め，県産スギの特性を引き出しながら，スギを有用な

資源として無駄なく構造用途に利用するための，新た

なシステム技術を研究開発することでした。日本の駅

舎で初のオールスギ（スパン17.2mの変断面湾曲集成

材）による屋根梁の実現を影で支えたのは，品質計画
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E65-F225同等）の設計製造技術について，大屋根全

体の構造安全性も含めて検討を重ねました。当初はベ

イマツで建設を予定していたため，二つの課題が浮上

しました。一つは，ベイマツとスギの比重差（ベイマ

ツの設計比重は0.42，スギの設計比重は0.32）に起因

して接合設計が変わるため，接合ディテールの再検討
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を余儀なくされたことです。相対的に比重の小さいス

ギはめり込みやすいため，全ての接合部を検討し直

し，確認が必要な接合部は実験で検証することにしま

した。そうした周辺課題を解決した後，最大の課題で

あるベイマツから県内産スギ集成材への大幅変更に対

応できる設計製造方法の開発に，コストを考慮しなが

ら，取り組みました。日向市駅舎に使用する集成材梁

の製造に適用すべき製造基準は，構造用集成材の適正

製造基準に定められておりません。そこで検討委員会

では，集成材梁の設計から製造を一体化し，維持管理

まで考慮した新しいスギ集成材の設計製造方法をシス

テムとしてまとめる方向で，実大曲げ試験を繰り返し

ながら設計製造方法を確立することになりました。具

体的な駅舎の梁製造方法は，図3に示すように，S字

型集成材を製造した後，S字を長手方向に中央線に沿

って2材分割するよう切断，その切断面に通直集成材

を2次接着しています。変断面湾曲集成材の断面は，

部材に生じる応力に対して必要となる断面を確保する

よう設計されています。最大断面は方杖支持部，最小

断面はスパン中央部となっています。

　実大曲げ試験で得られた試験体の試験結果を基に，

設計製造の最終品質を検討していきました ( 写真 2 参

照 )。

 

　梁せいが最も大きいところでは825mmとなること

から曲げの力を受けた場合，この最外層部には特に大

きな引張り力が生じます。そのため，その部分はラミ

ナのジョイント配置を避け，強度等級の比較的高いラ

ミナ（L90）を採用する一方，内層には歩留まりを考

慮して強度等級の比較的低いラミナ（L50）を使用す

ることとしました。さらに，2次接着される断面

120×150mmの通直集成材の構成ラミナも強度等級

の比較的高いもの（最外層はL90）を使用することと

しました。

　このようにして接合と湾曲部材製造の技術的課題を

解決させました。この善後策は改善製作仕様としてま

とめられ，最終的に検討委員会の成果物として，変断

面集成材梁の強度品質を確保する設計製造の製作要領

書へと整備されております。このスギ変断面湾曲集成

材屋根梁による日向市駅舎プロジェクトは，開始から

5年の年月をかけて2006年12月に完了しました（写

真3，4，5）。

　2008年に日向市駅舎は日本で初めて，鉄道建築の

世界で最も栄誉のあるブルネル賞を駅舎部門（The 

10th Brunel Aword カテゴリー 1 建築）で受賞して

います。この賞は今までにパリ駅，ドレスデン駅，セ

ント・パクラス駅など世界の主要な駅が受賞していま

す。日向市駅舎の受賞理由として，建築的造形やしく

み，環境を配慮して木（スギ）をふんだんに使ってい

ること，スギ利用の新しい技術への挑戦，駅前広場と

大きなキャノピーが駅舎と一体となっていることなど

が評価されました。
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図３ 変断面湾曲集成材の製造

写真２　変断面湾曲集成材の曲げ試験

写真3　日向市駅舎 外観

写真４　日向市駅舎 内観

写真５　日向市駅舎変断面湾曲集成材屋根梁


