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事  業

実施団体

木製遮炎ドアの技術開発

〈代表者〉株式会社山崎屋木工製作所／〈共同〉有限会社和建築設計事務所
 〒387-0013 長野県千曲市大字小島2817番地

事業目的 本事業では、防火地域等でも使用可能な、無薬品処理スギ材・ヒノキ材等の熱貫流率Ｕ＝０．８Ｗ/㎡・Ｋの木
製ドアの遮炎性能技術開発を行う。

実施した項目 1.遮炎木製ドア開発
1.1　遮炎木製ドア面材に使うスギ材・ヒノキ材仕様検討
1.2　遮炎木製ドアの開閉方式と形状検討
1. 3　遮炎木製ドアと枠の断面形状の検討
1.4　遮炎木製ドアの断熱性能検証

2. 遮炎性能試験の実施
1.1　固定框ドア（複層ガラス）
1.2　外開きドア
1. 3　内開きドア

実施体制 1.事業責任者:\株式会社山崎屋木工製作所 代表取締役 山崎慎一郎
2.技術責任者：有限会社和建築設計事務所　代表取締役　青木和壽
3.技術担当者：有限会社和建築設計事務所２名（遮炎ドア開発技術管理）、
　　　　　　　株式会社山崎屋木工製作所４名（遮炎ドア製作・管理）
4.遮炎ドア性能試験機関：一般財団法人建材試験センター

実施した内容 1.遮炎木製ドア開発
1.1　遮炎木製ドア面材に使うスギ材・ヒノキ材仕様検討

1.1.1　ドア面材仕様
　構造製材の辺材利用したドア面材の形状について、遮炎性能が劣る形状を断面欠損率計算で検
討した。計算の結果、働き巾が最小の目地形状「あいじゃくり」が断面欠損率最大であった。遮炎性
能試験における面材の目地形状を「あいじゃくり」とした。

1.1.2　ドア面材とドア枠材仕様
　ドア面材の樹種について、国産木材の供給可能な樹種スギ、ヒノキ、トドマツ、カラマツ、エゾマ
ツ、アカマツ、ミズメ、シイノキ、ブナ、ミズナラ、クスノキ、タブノキ、ケヤキのうち、遮炎性能が劣
る比重が最も低いスギ材とした。
　ドアの枠材については、開発するドアの荷重に耐え、遮炎性能が確保できる樹種とするため、固
定框ドアの遮炎性能試験による枠材の耐遮炎性能のある樹種とした。

1.2　遮炎木製ドアの開閉方式と形状検討
　開発する遮炎木製ドアの開閉方式については、主に住宅で使用される「外開き」、共同住宅や宿泊施
設で使用される「内開き」、開閉するドアと併設が多い固定框ドア（複層ガラス）とした。
開閉ドアの最大有効幅寸法は、車いす利用者に対応する1,140mm、最大有効高さは2,934mmとした。

1. 3　遮炎木製ドアと枠の断面形状の検討
1. 3 .1　固定框ドア（複層ガラス）

　固定框ドアの4方枠材の断面形状を同一化した。複層ガラスはドア全体の熱熱貫流率を確保す
るため、3層ガラスとした。複層ガラスの構成は、室外面に低放射ガラス（Low- E）、中間に結晶化
ガラス、室内面に耐熱強化ガラスとした。中空層のガラススペーサーは樹脂製の断熱スペーサーと

した。中空層の厚みは15㎜以上、中空層には、乾燥空気又はアルゴンガス、クリプトンガスの封入
とし、枠の断熱性能を確保するため、枠の見込みを95㎜以上とした。

1. 3 .2　外開きドア
　枠と扉のクリアランス部分には多層の気密材を設置し、断熱性・遮音性・遮炎性能向上させた。
扉が枠に被る仕様とした。
　ドアの断面構成部材は、ドア面材の下張り材は厚み9㎜合板、力骨はアルミニウム製角材、断熱
材はロックウール、框材はヒノキ材とした。
開閉時金物は、多点でロックするマルチポイントロックシステムとし、電気錠の対応も可能とした。

1. 3 . 3　内開きドア
　枠と扉の構成は外開きドアと同じ仕様とした。下枠と扉の取り合いにより、床仕上げ面との段差
をバリアフリーで許容される20㎜とした。

1.4　遮炎木製ドアの断熱性能検証
1. 3で設定した遮炎木製ドアの断熱性能検証を、ISO 10 077-1 （The rma l pe r fo rmance o f 
windows , doors and shut ters - - Calcu lat ion of thermal t ransmit tance  Par t 1: 
G ene ra l）によるWIN I SO 2D P ro fes s iona l Ve r7.96にて実施した。断熱性能値である熱
貫流率Uw（W/㎡・K）はドアパネル熱貫流率（Ug）、枠熱貫流率（Uf）、線熱貫流率（Ψ）から計算し、目
標であるドア全体の熱貫流率U = 0.8W/㎡・Kを確認した。

1.4 .1　固定框ドア（複層ガラス）
　スギ材による固定框ドア（複層ガラス）のドア全体の熱貫流率Uは、0.864W/㎡・Kであった。
ドアパネル熱貫流率（Ug）は0.771W/㎡・K、枠熱貫流率（Uf）は0.781W/㎡・K、線熱貫流率（Ψ）
は0.04759W/m・Kであった。
　ヒノキ材による固定框ドア（複層ガラス）のドア全体の熱貫流率Uは、0.898W/㎡・Kであった。
ドアパネル熱貫流率（Ug）は0.771W/㎡・K、枠熱貫流率（Uf）は1.069W/㎡・K、線熱貫流率（Ψ）
は0.04W/m・Kであった。

1.4 .2　外開きドア
ヒノキ材による外開きドアのドア全体の熱貫流率Uは、0.791W/㎡・Kであった。ドアパネル熱
貫流率（Ug）は0.682W/㎡・K、枠熱貫流率（Uf）は1.066W/㎡・K、線熱貫流率（Ψ）は0.00641W/
m・Kであった。

1.4 . 3　内開きドア
ヒノキ材による内開きドアのドア全体の熱貫流率Uは、0.798W/㎡・Kであった。ドアパネル熱
貫流率（Ug）は0.682W/㎡・K、枠熱貫流率（Uf）は1.094W/㎡・K、線熱貫流率（Ψ）は0.00658W/
m・Kであった。

2. 遮炎性能試験の実施
遮炎性能試験は、建築基準法第2条第9号の二のロの認定に係る防火設備の遮炎性能試験（耐火時間20
分）とした。

2.1　固定框ドア（複層ガラス）
　遮炎性能試験体の枠外寸法は、幅1172㎜×高さ2372㎜、複層ガラスの総厚さ44㎜とした。複
層ガラスの構成は、室外面に低放射ガラス（Low- E低放射率:0 .025）厚さ4㎜、中間に結晶化ガラ
ス厚さ5㎜、室内面に耐熱強化ガラス厚さ5㎜、中空層厚さ15㎜とした。中空層は乾燥空気とした。

2.1.1　スギ材
枠の見込み新法は97㎜とした。枠材に使用したスギの密度は0.33g/cm3、含水率は12.7%であっ
た。複層ガラスの室内面使用した耐熱強化ガラス厚さ5㎜の面内許容応力は88N/㎜ 2とした。

2.1.1.1　屋外面加熱
　加熱試験開始14分12秒に非加熱面の耐熱強化ガラスが破損、複層ガラスの中空層に
空気が流入し、非加熱上枠複層ガラスのガラススペーサーから発炎を生じた。最大受熱量は
1.9W/cm2であった。複層ガラス中間の結晶化ガラスは破損しなかった。

2.1.1.2　屋内面加熱
　加熱試験開始14分50 秒に非加熱面の低放射ガラス（Low - E））が破損、複層ガラスの
中空層に空気が流入し、非加熱縦枠複層ガラスのガラススペーサーから発炎を生じた。最大
受熱量は1.2W/cm2であった。複層ガラス中間の結晶化ガラスは破損しなかった。

2.1.2　ヒノキ材
枠の見込み新法は95㎜とした。枠材に使用したヒノキの密度は0. 38g /cm3、含水率は11.6%
であった。複層ガラスの室内面使用した耐熱強化ガラス厚さ5㎜の面内許容応力は190 N/㎜ 2
とした。

2.1.2 .1　屋外面加熱
　加熱20 分間に発炎等を起さなかった。最大受熱量は1.4W/cm2であった。複層ガラ
ス中間の結晶化ガラスと、室内面に耐熱強化ガラスは破損しなかった。
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2 .1.2 .2　屋内面加熱
　加熱試験開始13分25 秒に非加熱面の耐熱強化ガラスが破損、複層ガラスの中空層に
空気が流入し、非加熱上枠複層ガラスのガラススペーサーから発炎を生じた。最大受熱量は
1. 3W/cm2であった。複層ガラス中間の結晶化ガラスは破損しなかった。

2.2　外開きドア
　スギ材とヒノキ材の固定框ドア（複層ガラス）遮炎性能試験の結果、燃えこみの遅いヒノキ材を外
開きドアの枠材とした。
遮炎性能試験体の枠外寸法は、幅1140㎜×高さ2934㎜、枠の見込み新法は90㎜、ドア厚さは
90㎜とした。
　ドア面材に使用したスギの密度は0. 30 g /cm3、含水率は12.6%であった。枠材材のヒノキの
密度は0.40g /cm3、含水率は14 .1%であった。

2.2 .1　屋外面加熱
　加熱20分間に発炎等を起さなかった。最大受熱量は0.1W/cm2未満であった。

2.2 .2　屋内面加熱
　加熱20分間に発炎等を起さなかった。最大受熱量は0.1W/cm2未満であった。

2. 3　内開きドア
　遮炎性能試験体の枠外寸法は、幅1140㎜×高さ2934㎜、枠の見込み新法は90㎜、ドア厚さは
90㎜とした。
　ドア面材に使用したスギの密度は0. 31g /cm3、含水率は13 .0%であった。枠材材のヒノキの
密度は0. 38g /cm3、含水率は14 .1%であった。

2. 3 .1　屋外面加熱
　加熱20分間に発炎等を起さなかった。最大受熱量は0.0W/cm2であった。

2. 3 .2　屋内面加熱
　加熱20分間に発炎等を起さなかった。最大受熱量は0.0W/cm2であった。

1.遮炎木製ドア開発
1.1　遮炎木製ドア面材に使うスギ材・ヒノキ材仕様検討

ドア面材断面 ドア面材

1.3　遮炎木製ドアと枠の断面形状の検討

1.3 .2　外開きドア

水平断面

鉛直断面

1.3 .3　内開きドア

水平断面

鉛直断面

外開きドア
断面（たて枠）

内開きドア
断面（下枠）

1.4遮炎木製ドアの断熱性能検証

ヒノキ材固定框ドア（複層ガラス）の
断熱性能

スギ材固定框ドア（複層ガラス）の
断熱性能

1.4 .1　固定框ドア（複層ガラス）

外開きドアの断熱性能 内開きドアの断熱性能

　1.4 .2　外開きドア

2. 遮炎性能試験の実施
2.1　固定框ドア（複層ガラス）

左：加熱面試験前　中央：出火状況　右：加熱後試験後

2.1.1　固定框ドア（複層ガラス）スギ材　外部加熱試験

2.1.2　固定框ドア（複層ガラス）スギ材　内部加熱試験

左：加熱面試験前　中央：出火状況　右：加熱後試験後

目地形状「スカーフジョイント」　断面欠損率

目地形状「あいじゃくり」　断面欠損率 目地形状「本実」　断面欠損率

1.1.1　ドア面材仕様

水平断面

鉛直断面

枠断面（スギ材）

1.3 .1　固定框ドア（複層ガラス）
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実施した結果 1.1　固定框ドア（複層ガラス）の開発
ドア全体の断熱性能、0.8Ｗ/㎡・Ｋの開発は出来た。遮炎性能（耐火時間20 分）については、複層ガ
ラス3 枚全部の破損は起さないが、室内外のガラス破損によるガラススペーサーの発炎が確認できた。

1.2　外開きドア、内開きドアの開発
無垢木材面材と枠材によるドア全体の断熱性能、0.8Ｗ/㎡・Ｋと、遮炎性能（耐火時間20 分）を確保
した遮炎木製ドア（外開き、内開き）の開発が出来た。

今後の
課題・展開等

1.今後の課題
1.1　固定框ドア（複層ガラス）の複層ガラス技術開発

固定框ドアの複層ガラス構成部材のうち、品質安定した耐熱強化ガラス開発が大きな課題となった。
また、線熱還流率を低減し耐熱性あるガラススペーサーの開発も課題となった。

1.2　遮炎木製ドア
本事業で開発した片開き以外の開閉方式、両開きや引戸の開発が課題となる。

2.今後の展開
2.1　開発した遮炎木製ドアの商品化

新築住宅のモデュールに合わせた遮炎木製ドアの商品化を進める。
2.2　開発した遮炎木製ドアの販路開拓

開発した遮炎木製ドアは、都市部（建築基準法第22条指定地域、準防火地域、防火地域）での需要
が大いに見込まれるため、都市部での販路開拓展開をする。

2. 3　開発した遮炎木製ドアの木材供給体制整備
開発した遮炎木製ドアに使用する木材の供給について、地域内の素材生産及び製材会社との連携構
築をする。

2.2　外開きドア

2.2 .1　外開きドア　外部加熱試験

左：加熱面試験前　中央：試験終了　右：加熱後試験後

2.2 .1　外開きドア　内部加熱試験

左：加熱面試験前　中央：試験終了　右：加熱後試験後

2.3　内開きドア

2.3 .1　内開きドア　外部加熱試験

左：加熱面試験前　中央：試験終了　右：加熱後試験後

2.3 .2　内開きドア　外部加熱試験

左：加熱面試験前　中央：試験終了　右：加熱後試験後

1.2　外開きドア、内開きドアの開

遮炎性能試験後のドア断面（内開きドア） 遮炎性能試験後の枠断面（内開きドア）

上枠材の燃焼比較　上：ヒノキ材　下スギ材

左：加熱面試験前　中央：出火状況　右：加熱後試験後

2.1.3　固定框ドア（複層ガラス）ヒノキ材　外部加熱試験

左：加熱面試験前　中央：出火状況　右：加熱後試験後

2.1.4　固定框ドア（複層ガラス）ヒノキ材　内部加熱試験


