
春日井市新体育館
□施主：
□設計：

★大規模多目的ドーム
への応用

膜屋根構造

体育館、多目的ドーム、鉄塔・・・・
用途は、広く、そして高く

★通信鉄塔にも適用可能
（部材の分解が容易で、
移築することもできます）

●導入実績

相馬女子高等学校屋内運動場
□施主：福島県
□設計：阿部直人建築設計事務所

Wトラスシステム
新日鉄住金エンジニアリングのスペーステクノロジー

空間構造

http://www.nsec-steelstructures.jp

Cat.No.KCA327 2013.7版  改  1  大
古紙配合率100％、白色度82％の再生紙を使用しています。

〒141-8604 東京都品川区大崎1-5-1 大崎センタービル
フリーダイヤル      0120-22-7938

建築・鋼構造事業部
　  ご注意とお願い
※本資料に掲載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するたるためのものであり、
　「規格」の規定事項として明記したもの以外は保証を意味するものではありません。
※本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきま
　しては責任を負いかねますのでご了承ください。
　また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、
　各担当部署にお問い合わせください。
※本資料に記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。

北九州市立戸畑中央小学校 屋内運動場
□施主：北九州市
□設計：高橋上田設計事務所

Visual：沖縄セルラースタジアム那覇



春日井市落合公園体育館
□主要用途：体育館
□所在地：愛知県春日井市
□設計：久米設計

★大規模多目的ドーム
への応用

膜屋根構造

体育館、多目的ドーム、鉄塔・・・・
用途は、広く、そして高く

★通信鉄塔にも適用可能
（部材の分解が容易で、
移築することもできます）

●導入実績

伊達市総合体育館
□主要用途：体育館 　　
□所在地：北海道伊達市 　　
□設計：山下設計 　　
□撮影：酒井広司

Wトラスシステム
新日鉄住金エンジニアリングのスペーステクノロジー

空間構造

http://www.nsec-steelstructures.jp

Cat.No.KCA327 2013.7版  改  1  大
古紙配合率100％、白色度82％の再生紙を使用しています。

〒141-8604 東京都品川区大崎1-5-1 大崎センタービル
フリーダイヤル      0120-22-7938

建築・鋼構造事業部
　  ご注意とお願い
※本資料に掲載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するたるためのものであり、
　「規格」の規定事項として明記したもの以外は保証を意味するものではありません。
※本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきま
　しては責任を負いかねますのでご了承ください。
　また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、
　各担当部署にお問い合わせください。
※本資料に記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。

北九州市立戸畑中央小学校屋内運動場
□主要用途：体育館
□所在地：福岡県北九州市
□設計：高橋上田設計事務所

Visual：沖縄セルラースタジアム那覇
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高力ボルト 

シンプル、だから軽く、丈夫で、美しい
エコロジーとエコノミーを追求した、新しいトラスシステム

Wトラスの優れた性能は
各種構造試験および数値解析により確認されています

「足場」を選ばない
自由度の高い施工法を可能にしました

新日鉄住金エンジニアリングがご提案するWトラスは、ユニークな発想の接合部からなる、スマートで低コストな鋼管トラスシステムです。
従来のボールジョイントトラスに、一方向トラスとしての性格を持たせることで、下記の広範なメリットを生み出しました。

「優れた意匠性」
途切れない弦材、ダイヤフラムによる補強のないすっきりとした接合部が、

意匠性にすぐれた空間を実現します。

「安定した品質」
当社：光製鐵所の熱押型鋼を接合部に採用、安定した品質を実現します

「経済性の追求」
部品点数の大幅な削減、そして熟練工を必要としない接合方法（高力ボルト摩擦接合）

により、建設コストの低減に寄与します。

「環境への配慮」
鋼管に最小限の切断・溶接・プレス加工を施して生産されるため、部品製作に要する

工数・エネルギー消費量はわずかです。さらに分解・運搬・再組立が容易で、移設を視野に
入れた仮設建築物にも最適。リサイクル/リユース可能なエコロジーシステムです。

接合部ディティール例

種類・等級　　　　　　　適用サイズ素材Wトラス部品

弦材 一般構造用炭素鋼管
建築　　　〃

STK400・490
STKN400・490

外径∅190.7ー∅267.4
肉厚は各種

熱押型鋼

斜材 一般構造用炭素鋼管
建築　　　〃

STK400・490
STKN400・490 外径・肉厚は各種

つなぎ材 溝型鋼、H型鋼など SS400
SM490A

斜材接合ボルト 摩擦接合用高力ボルト F10T
SHTB

押えプレート 平鋼 SS400
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ーー
ーー

ーー

ーー

Wトラス部品構成

Wトラスは、一連のフレーム加力実験・接合部耐力実験等により、
優れた構造性能を有することが検証・確認されています。

※部品サイズが上表の適用範囲を逸脱する場合につきましては、ご相談ください。
※詳しくは当社エンジニアにご相談ください。

■ 接合部K型（3次元）耐力実験風景 ■フレーム加力実験風景

■ 接合部T・K型（2次元）耐力実験
終了後の試験体 ■T・K型耐力実験 荷重変位曲線

■ 3次元FEM解析による接合部設計強度の検証

Wトラスは、作業現場に合わせた工法を採用いただけます。鉄骨建方用の足場は必ずしも要りません。
ムダのないフレキシブルな施工が実現できるので、作業工程に多くの可能性をもたらします。

■ 棚足場工法

●全面棚足場工法 ●全面棚足場工法

■ 部分足場工法

●部分足場工法 ●部分足場工法

■ 無足場工法

●無足場工法 ●無足場工法

●Wトラスとは ●加力・耐力実験 ●施工法
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高力ボルト 

シンプル、だから軽く、丈夫で、美しい
エコロジーとエコノミーを追求した、新しいトラスシステム

Wトラスの優れた性能は
各種構造試験および数値解析により確認されています

「足場」を選ばない
自由度の高い施工法を可能にしました

新日鉄住金エンジニアリングがご提案するWトラスは、ユニークな発想の接合部からなる、スマートで低コストな鋼管トラスシステムです。
従来のボールジョイントトラスに、一方向トラスとしての性格を持たせることで、下記の広範なメリットを生み出しました。

「優れた意匠性」
途切れない弦材、ダイヤフラムによる補強のないすっきりとした接合部が、

意匠性にすぐれた空間を実現します。

「安定した品質」
当社：光製鐵所の熱押型鋼を接合部に採用、安定した品質を実現します

「経済性の追求」
部品点数の大幅な削減、そして熟練工を必要としない接合方法（高力ボルト摩擦接合）

により、建設コストの低減に寄与します。

「環境への配慮」
鋼管に最小限の切断・溶接・プレス加工を施して生産されるため、部品製作に要する

工数・エネルギー消費量はわずかです。さらに分解・運搬・再組立が容易で、移設を視野に
入れた仮設建築物にも最適。リサイクル/リユース可能なエコロジーシステムです。

接合部ディティール例

種類・等級　　　　　　　適用サイズ素材Wトラス部品

弦材 一般構造用炭素鋼管
建築　　　〃

STK400・490
STKN400・490

外径∅190.7ー∅267.4
肉厚は各種

熱押型鋼

斜材 一般構造用炭素鋼管
建築　　　〃

STK400・490
STKN400・490 外径・肉厚は各種

つなぎ材 溝型鋼、H型鋼など SS400
SM490A

斜材接合ボルト 摩擦接合用高力ボルト F10T
SHTB

押えプレート 平鋼 SS400
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Wトラス部品構成

Wトラスは、一連のフレーム加力実験・接合部耐力実験等により、
優れた構造性能を有することが検証・確認されています。

※部品サイズが上表の適用範囲を逸脱する場合につきましては、ご相談ください。
※詳しくは当社エンジニアにご相談ください。

■ 接合部K型（3次元）耐力実験風景 ■フレーム加力実験風景

■ 接合部T・K型（2次元）耐力実験
終了後の試験体 ■T・K型耐力実験 荷重変位曲線

■ 3次元FEM解析による接合部設計強度の検証

Wトラスは、作業現場に合わせた工法を採用いただけます。鉄骨建方用の足場は必ずしも要りません。
ムダのないフレキシブルな施工が実現できるので、作業工程に多くの可能性をもたらします。

■ 棚足場工法

●全面棚足場工法 ●全面棚足場工法

■ 部分足場工法

●部分足場工法 ●部分足場工法

■ 無足場工法

●無足場工法 ●無足場工法

●Wトラスとは ●加力・耐力実験 ●施工法
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途切れない弦材、ダイヤフラムによる補強のないすっきりとした接合部が、
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当社：光製鐵所の熱押型鋼を接合部に採用、安定した品質を実現します

「経済性の追求」
部品点数の大幅な削減、そして熟練工を必要としない接合方法（高力ボルト摩擦接合）

により、建設コストの低減に寄与します。
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Wトラス部品構成

Wトラスは、一連のフレーム加力実験・接合部耐力実験等により、
優れた構造性能を有することが検証・確認されています。

※部品サイズが上表の適用範囲を逸脱する場合につきましては、ご相談ください。
※詳しくは当社エンジニアにご相談ください。

■ 接合部K型（3次元）耐力実験風景 ■フレーム加力実験風景

■ 接合部T・K型（2次元）耐力実験
終了後の試験体 ■ T・K型耐力実験荷重変位曲線

■ 3次元FEM解析による接合部設計強度の検証

Wトラスは、作業現場に合わせた工法を採用いただけます。鉄骨建方用の足場は必ずしも要りません。
ムダのないフレキシブルな施工が実現できるので、作業工程に多くの可能性をもたらします。

■ 棚足場工法

●全面棚足場工法 ●全面棚足場工法

■ 部分足場工法

●部分足場工法 ●部分足場工法

■ 無足場工法

●無足場工法 ●無足場工法

●Wトラスとは ●加力・耐力実験 ●施工法
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春日井市落合公園体育館
□主要用途：体育館
□所在地：愛知県春日井市
□設計：久米設計

★大規模多目的ドーム
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膜屋根構造
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伊達市総合体育館
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□設計：山下設計 　　
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古紙配合率100％、白色度82％の再生紙を使用しています。

〒141-8604 東京都品川区大崎1-5-1 大崎センタービル
フリーダイヤル      0120-22-7938

建築・鋼構造事業部
　  ご注意とお願い
※本資料に掲載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するたるためのものであり、
　「規格」の規定事項として明記したもの以外は保証を意味するものではありません。
※本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきま
　しては責任を負いかねますのでご了承ください。
　また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、
　各担当部署にお問い合わせください。
※本資料に記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。
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□主要用途：体育館
□所在地：福岡県北九州市
□設計：高橋上田設計事務所

Visual：沖縄セルラースタジアム那覇




