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Abstract：

To effectively use the large supplies of wood material obtained from forest thinning, research 

focused on developing cross-laminated timber (CLT) structures is increasing globally. However, the 

earthquake resistance of CLT structures is considered insufficient owing to the relationships 

between the force and deformation of CLT structures exhibiting pinched hysteresis behavior with 

slippage. A CLT wall-column with a self-centering function owing to pre-stress by prestressed 

concrete steel bar (P/C rod) and a series of so-called shear link type passive control systems to 

effectively reduce the seismic response and damage to CLT structures were proposed.

This paper proposes an estimation method of envelop curve about the relationships between 

bending moment and rotation angle at CLT connection. The estimation method is based on force 

equilibrium condition at cross section, some material property of multi-linear model and beam on 

elastic foundation theory. The accuracy of the estimation method is demonstrated by comparing 

with past test data.

In addition, this paper also shows the static test scheme of CLT wall-column to circumstantially 

confirm the accuracy of the above-mentioned estimation method, such as specimen parameter, test 

setup, measurement method, loading schedule and so on.
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3．CLT壁柱単体実験

3.1．試験体概要

表２に試験体一覧を、図９に試験体形状を、写真２に使用した金物を示す。試験体は基準となる

スタンダード試験体（S-Sta.30, S-Sta.0, M-Sta.）を幅1000mm、高さ2970mmとし、試験体形状は

セルフセンタリング型と曲げモーメント抵抗型の2種類とした。使用するCLTの樹種はスギで、5

層6プライ（ラミナ1枚の厚さは25mm）、強度等級をS60とした。尚、壁柱で用いるCLTは、3層3

プライのCLTを2枚重ね合わせることで作製した。

曲げモーメント抵抗型は、壁柱に対するPC鋼棒の挿入とプレストレスの導入がない架構で、ス

タンダードのM-Sta.とCLT壁幅を変更したM-CLT:wの2種類とする。壁柱‐基礎間の接合部につ

いては、せん断抵抗としてU字金物をビス打ちし、引張抵抗としてφ24の引きボルト2本で締め付

ける。

セルフセンタリング型は、壁柱中心にPC鋼棒を挿入してプレストレスを導入した架構で、基準

となるスタンダード試験体S-Sta、CLTのサイズを変更したS-CLT、定着板のサイズを変更した

S-PL、PC鋼棒のサイズを変更したS-PCの４分類とし、試験体としては11種類を作成した。

S-Sta.30において、壁柱で用いるCLTは、PC鋼棒を挿入するために30×30mmの貫通孔を設けた。

表３に使用するPC鋼棒の諸元を示す。導入するプレストレス量は、CLTの長期許容圧縮耐力の

30%である178kNとする。尚、PC鋼棒に作用する引張力は端部に取り付けたロードセルによって

測定する。導入方法はポストテンション方式で、壁柱端部に取り付けた定着板と基礎に定着させ

た。定着板には、500×150×32mmのSS400のプレートで中央にφ30mmの孔をあけたものを用い

表２ 試験体一覧

表３ PC鋼棒諸元
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セルフセンタリング機構：S 曲げモーメント抵抗：M
基準：Sta CLT：CLT 定着板：PL PC 鋼棒：PC 基準：Sta CLT

30To 0To hw w Normal la t, la リブ付：r w

試験体名称 S-Sta30 S-Sta0 S-CLT:h S-CLT:w S-PL:N S-PL:la S-PL:t, la S-PL:r S-PC17,30 S-PC32,30 S-PC23,10 M-Sta M-CLT:w

CLT高さ又は
端距離： 2970 2970 5970 2970 1000 1000 1000 1000 2970 2970 2970 2970 2970

CLT幅：w[mm] 1000 1000 1000 600 600 600 600 600 1000 1000 1000 1000 600

CLT 奥行き：
b[mm] 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

定着板厚：
t[mm] 32 32 32 32 16 16 32 16 32 32 32 25 25

定着板幅：
la[mm] 500 500 500 500 300 100 100 300 500 500 500 90 90

初期張力To[%] 30.0% 0.0% 30.0% 50.0% 30.0% 10.0% 10.0% 30.0% 30.0% 30.0% 10.0% × ×

初期張力
To[kN] 178 0 178 178 107 36 36 107 178 178 59 21.9 21.9

CLTの負担[%] 60.0% 0.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 20.0%

PC 鋼棒・引き
ボルト径：φ 23 23 23 23 17 17 17 17 17 32 23 M24 M24

有効定着板奥
行き：bs[mm] 120 120 120 120 120 120 120 120 120 110 120 94 94
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