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東京大学 生産技術研究所 教授

腰原

幹雄

（こしはら みきお ）
1968 年千葉県生まれ。1992 年東京大学工学部建築学科卒業、2001年東京大学大学院博士課程修了、博士（工学）。構造
設計集団＜SDG＞、東京大学大学院助手、生産技術研究所准教授を経て、2012 年東京大学生産技術研究所教授。NPO
法人 team Timberize 理事長。著書に、
「日本木造遺産」
（世界文化社 （
）共著）
、
「都市木造のヴィジョンと技術」
（オーム社 （
）共
著）
、
「感覚と電卓でつくる現代木造住宅ガイド」
（彰国社 ）。構造設計に下馬の集合住宅、幕張メッセペデストリアンブリッジ、
八幡浜市立日土小学校耐震改修、油津運河夢見橋、金沢エムビルなど。構造の視点からさまざまな材料の可能性を追求中。

■■■ 木造建築の変化
木造建築は竪穴式住居のような原始的なものから始まる。
手近に入手可能な材料を用いるとき、日本では豊富な森林資源

住宅を建てる伝統構法から大きく分岐することになる。1949 年
の福井地震での被害調査から壁量計算という簡易な耐震性
能検証法が確立されると、その後も地震被害に応じてその精度
を高めて、現在の木造軸組工法に到達した。壁量計算は、適

である木材を利用し始め、大工道具が未熟な時代には、丸太の

用範囲を限定することで構造計算を簡略化することを目的とし

ように自然素材そのままの形の部材を蔓や植物で結ぶといった

たため、モデル化しやすいように水平構面により各階各層の概

単純な接合方法で架構を構成した。大工道具の発達と、ヒノキ、

念を明快にし、それぞれの鉛直構面、水平構面を固め、壁を中

スギといった柔らかく素直な樹種が入手できるようになると、繊

心とした箱型の木造住宅が主流になった。材料の良し悪しを

細な木材加工を可能とした木組みの継手・仕口が用いられるよ

判断する技術は、大工の技術にたよらずJAS 構造用製材など

うになる。

の規格によって品質保証をするようになる。XYZ 軸を明確にす

農家型民家では、自然に曲がったままの形の太い材が曲が

るために、部材は矩形の製材を用いて、梁間方向、桁行方向の

り梁として使用され、大黒柱など骨太な材が用いられるとともに、

梁天端をそろえた水平構面、部材断面は105mm、120mm 幅の

枝分かれ材、曲がり材などさまざまな形状の部材が用いられる。

住宅用流通製材として規格化された。土壁、筋かいの壁は、合

部材同士は扠首や渡り顎など部材を交差させながら接合され、

板などの面材に、渡り顎、火打ち梁であった水平構面も、厚物

梁間方向と桁行方向では横架材のレベルが異なることになる。

合板の床、屋根が主流になった。接合部は、手刻みから機械

町家型民家では、矩形に製材された部材、半割柱など細く洗

加工のプレカットになり、構造補強として柱頭・柱脚接合部の

練された部材が用いられるようになり、接合部も継手・仕口で

補強金物が整備されている。

複雑な加工がなされ部材芯を合わせて接合するようになる。一

北米では、ディメンジョンランバーと呼ばれる規格材（いわゆ

方、空間構成は大屋根のなかに厨子二階、吹き抜けが同時に

る2×4 材）
が主流になる。2×4 材を枠にして合板を釘打ちした

構成され 2 階の屋根がひと続きで1階の屋根になるなど明確な

パネルを壁、床、屋根に用いるツーバイフォー工法は、1970 年代

層の概念をもたない構成が特徴である。

に日本でも登場することになる。

自然材料である木材は、建築部材として断面形状は円形の

1990 年代には、大断面集成材の整備によりRC造やS造と

丸太から、側面のみ製材したたいこ材、矩形に製材された角材

同様に許容応力度計算によって構造設計された木造建築が登

に、曲がり材は直材に変化してきたが、これはXYZ 座標系の

場する。木質材料（エンジニアード・ウッド）の整備は、ヤング率、

空間に配置される建築部材では、矩形の直材が考えやすく接

強度などの材料特性を明確にして構造計算を容易にした。一方、

合しやすいためである。

構造形式は、
「亜鉄骨」と揶揄されたようにアーチ、トラス、山形

伝統構法に端を発した軸組構法は、人口増加による住宅需

ラーメンなど同じ線材の鉄骨造の構造形式が多く採用された。

要の拡大から、施工の合理性、経済性を追求し始めるように

この時代はは、
「木質構造」
という言葉をもとに、RC造やS造に

なる。明治以降は、繰り返される地震被害の反省から西洋的

負けないように、自然材料でありながら工業製品と同等に扱わ

な構造工学の理論に基づいた木造建築を整備するようになる。

れることを目指しすぎたため、木造の魅力を見出すことができず、

ここで、木、土、石といった自然材料の特性を活かしながら木造

構造的なシステムの整備にとどまってしまったのかもしれない。
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2000 年には、建築基準法の性能規定化により、木造住宅で

市場では、山から下ろされた丸太は、形状によってA材（直材）
、

も許容応力度計算を導入されやすくなり、耐力要素の選択肢が

B 材（小曲材）
、C 材に分類される。住宅の柱梁として、小曲材

広がり、HPシェルや吊り構造などのさまざまな構造形式が用い

の需要は小さく、製材としてのB 材の活用範囲は限られてしまう。

られるとともに、張弦梁など木材と鋼材を組み合わせた部材混

そこで、挽板（ラミナ）や単板（べニア）にして再構成することで

構造の架構も用いられるようになる。こうした構造形式の挑戦

活用範囲を広げることができる。製材に使用しにくい森林資源

は、小規模な木造住宅の中で行われ続けてきた。

を有効活用したものが再構成材であり、両者の共存が必要な

やがて、木造住宅で試行された構造形式は、非住宅の大規

のである。再構成材でも住宅用流通製材と同一断面のシリー

模木造にも展開されるようになる。学校校舎や体育館などに用

ズは、寸法安定性の面からも需要が大きい。一方、大断面の再

いられる場合、木造建築では建設コストが問題になる場合が多

構成材は特殊部材の供給を前提に整備を進めてきたが、大規

い。これは、大規模木造の市場規模が小さく、個別解としての

模木造の需要が増え始めた中で部材断面の標準化が日本集

特殊な構法の導入には積算時にも高い安全率がかけられ、高

成材工業協同組合、全国 LVL協会で進められ始めている。鉄

価に評価されてしまうためでもある。そこで、木造建築関係者が

骨造のロール材と同様に、基本的な部材断面シリーズを整備し

慣れ親しんでいて経済性の高い大規模な住宅市場で用いられ

低価格で安定供給を目指そうというものである。部材断面の標

る生産システムを非住宅木造建築に適用する動きが大きくなっ

準化は、接合部の標準化にもつながり、標準接合金物とその

ている。住宅用流通製材、プレカットシステム、補強金物がその

性能が明記されれば構造設計者の負担は大きく低減されるこ

特徴である。細かい材を組み合わせながら大空間を構成する

とになる。最近、よく耳にするCLTは、線材である大断面集成

架構形式は、木造建築の魅力も同時に表現しやすく普及し始

材と同じラミナを用いた大版の厚板の面材として整備されたも

めている。しかし、こうした他構造では普通の架構形式でも木

ので、低ヤング率材、B 材の活用として期待されており、壁式構

造の構造計算では容易ではなく、多くの構造設計者は負担が

造のCLTパネル工法として整備されようとしている。

大きいと感じている。これに対しては、学校校舎に用いられる

一方、規格にのりにくい木材をどのように活用していくかも木

山形トラスや平行弦トラスなどをプレカットマシンを使用した標準

材の資源循環の課題である。
「大きな林業」の中では、小径材

仕様として整備する動きが始まっており、組立材が単一部材の

だけでなく、断面が大きくなりすぎた大径材も住宅用部材を中

ように使用可能になりつつある。
同様に、2×4 工法も住宅だけでなく中層、大規模木造建築

心と考えると扱いにくい材となってしまう。また、スギ、ヒノキ、カ
ラマツなどの主要樹種以外、特に広葉樹の活用も減少している。

にも用いられるようになり、特別養護老人ホームなどの建物で

規格外の木材の活用では、林業（川上 ）から建築（川下 ）
まで

は、鉄骨造と同等のコストでの実現が可能になっている。

連携した「小さな林業」が重要な役割を果たす。これは伝統木

しかし、大断面集成材や構造用 LVLといった大規模木造
建築を前提とした木質材料は、設計の自由度を重要視し規格
化をせずに建物毎に個別に対応をしてきたため、コスト低減が

造建築で行われてきたように、林業、木材工業、建設業が連携
して個別生産を目指すものである。

困難になってしまっていた。

■■■ 都市木造第２ステージへ

■■■ 大きな林業と小さな林業

造建築を建て続けるためには、技術的には「大きな林業」の中

こうした背景を考えると、森林資源と縁が少ない都市部で木

近年の木造建築の再評価は、戦後植林した森林が建築用

での都市木造を考えていく必要がある。高密度な建築が求め

材として適した大きさまで育ち、伐採、植林という森林更新のた

られる都市部では、必然的に多層建築が要求され、高度な耐

めに建築界での木材需要を増やすことが目的である。この視

震性、耐火性が求められる。こうした新しい技術は、技術開発、

点に立ち林業側から考えると「大きな林業」と「小さな林業」の

整備に大きな費用がかかり設計者、施工者が個々に技術整備

二つの視点が考えられる。

を進めても先行するRC造、S造のコストパフォーマンスに追いつ

大きい林業は、コストが重視され、建築需要にあわせた大量
生産、大量消費という中での木造建築の役割である。木材供

くことは難しい。だからこそ、木造建築関係者が連携しながら
生産システムを整備していく必要がある。

給側からみれば、建築（川下 ）
で使用しやすい木質材料をいか

2000 年の建築基準法改正により木質系耐火建築の開発

に低価格で安定供給できるかということになる。建築側では流

が進められ、1時間耐火建築物を実現するための技 術が一

通している材をいかに工夫して使用するかということになる。両

通り整備されるようになった。まだまだ基本技術だけである

者が、それぞれの立場で同じ目標を目指して貢献することが重

が、2005 年の金 沢エムビル
（設計：-architect office- Strayt

要である。部材の選択肢としては、住宅用流通製材と再構成

Sheep）
、2013 年の下馬の集合住宅（設計：KUS）
、2017年国

材の木質材料ということになる。集成材やLVLなどの木材を

分寺フレーバーライフ社本社ビル
（設計：スタジオ・クハラ・ヤギ）

材料として再構成された再構成材は、自然材料である木材を使

など、多層の都市木造が実現している。これらの建築の設計、

用しながら接着剤を使用するという点で抵抗のある人たちも多

施工においては、前例のない新技術の導入ということもあり、試

いが、製材と再構成材は共存していく必要がある。現在の原木

行錯誤を繰り返しながら、通常の建築にくらべて多くの時間、費
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用が投入されている。都市木造を普及させるためには、毎回こう

かったため混構造の技術があまり整備されてこなかったが、他

した労力、費用を投入し続けるわけにはいかない。

構造と混在することによって適材適所の思想が都市の建築とし

共有された基本技術でできる都市木造の生産システムの整

ては重要である。現状、部材混構造、高さ方向で階毎に異なる

備が必須である。すべての建築という訳にはいかないとすると、

構造形式を採用する立面混構造は、比較的容易にできるが同

まずは、導入しやすい建築をターゲットに生産システムを整備し

一層に異種構造が混在する平面混構造はハードルが高い。し

てはどうだろうか。

かし、構造性能、防耐火性能を高くしにくい木造は、他構造と

都市部を見渡せば大通りから１本入ると高さ20m 程度の５、

同一平面で混在することによって不足性能を補うことができる。

６階建てのペンシルビルが建ち並ぶ。まずは、こうしたビルを

防耐火性能、構造性能の高いコアを構成できればそれによりそ

ターゲットにしたらどうだろうか。普通のビルを容易につくる建築

う木造建築への要求性能は軽減でき、木造の魅力を見せるこ

技術が普及には重要である。短手の間口5 ～ 6mであれば、１

とが可能である。

スパンラーメン構造で十分であり、壁の多い長手は合板耐力壁

こうした「大きい林業」を前提とした都市木造の汎用システム

でもブレース構造でもいろいろ対応可能である。建築基準法改

を構築することが、都市木造の普及につながり都市の中に建つ

正で４、５階建てが燃えしろ設計を用いて木材あらわしでできる

建築の一つの選択肢として木造建築を登場させることにつなが

可能性もある。現在、中層大規模木造設計支援情報データベー

るはずである。

スKiで、構造計算書を含めた都市木造プロトタイプの整備を進
めている。

もちろん、普及させる技術とともに魅力的な都市木造を生み
出すことも重要である。木造建築ならではの魅力は何なのか、

こうした標準的な技術でできる都市木造があれば、これをベ

都市の中に木を使った空間が何をもたらすのか。
「小さい林業」

ンチマークとして、それぞれが自分の価値観に応じたオプション

と同様に、施主、材料供給者、建築関係者が一丸となって魅

を拡充していくことで個性を生み出していくことが可能である。

力的な都市木造を生み出していかなければならない。こうした

標準があれば、新技術の価値が理解しやすく開発の方向性も

特殊性の高い建築では当然、コスト増は避けられないが、この

定めやすくなるだろう。

増加分を抑えるのが、前述の「大きい林業」で整備される基礎

RC造やS造に慣れた建築関係者であれば、混構造という

技術である。ひとつのプロジェクトの中でも、魅力を求められる

選択肢が普通に浮かび上がる。これまで、木造というと純血主

部分と普通でよい部分が当然存在する。普通の部分でいかに

義で「何でも木造でやる」
「すべて木造でやる」という思想が強

コストを削減して、魅力を生み出す部分に注入できるか。魅力
ある建築を生み出すためにも普及した技術が必要なのである。
森林資源の有効活用、都市の活性化を目指した都市木造は、
要求性能を満足させる第１
ステージから、普及と魅力
を考える第２ステージに入っ
ている。都市に求められる
建築を意識しながらそれを
実現するための技術開発、
整備が望まれている。

金沢エムビル

下馬の集合住宅

国分寺フレーバーライフ社本社ビル

多層の都市木造

大断面集成材4 階建

都市木造プロトタイプ
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混構造建築物の
設計・施工技術の開発
国土交通省 国土技術政策総合研究所 企画部 研究評価・推進課

津留﨑
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1993 年生まれ。2018 年 3月立命館大学大学院理工学研究科環境都市専攻建築都市デザインコース修士課程修了。
同年、国土交通省国土技術政策総合研究所に入所。

はじめに
我が国では、地方創生、環境問題への対応、木のある空間の創出

技術開発の概要
これまで、我が国では木材を用いた混構造建築物の建設実績は

などの観点から、建築物の木造化・木質化の促進が求められている。

少なく、技術資料の整備も進んでいない。このため、本技術開発で

2010 年 5月には、住宅など一般建築物への波及効果を含め、木材

は、構造、防火、耐久性に必要な性能をそれぞれ確保させるよう各

全体の需要を拡大することをねらいとして、公共建築物等木材利用

分野が連携して検討を行い、典型的な木質混構造として想定される

促進法が公布された。また、2014 年 6月に閣議決定された「日本再

複数の架構形式を取り上げ、これらを実現する設計法等をとりまと

興戦略」では、CLT（直交集成板 ）
などの新たな製品の開発・普及

め、普及のために技術資料として公表することとしている（図１）
。

のスピードアップに向け、環境整備を図るとされた。
このような状況の中、2016 年にCLTを用いた建築物の一般的な
構造設計法の規定が建築基準法の告示に設けられたが、当時の防
耐火に関する要求性能からは、木材の表面に耐火被覆を施さなけれ

混構造建築物の架構形式
木造とRC造等の混構造建築物の技術開発を行うにあたり、以下

ば一般の技術では大規模の中層木造建築物の実現は困難な状況

のような混構造の架構形式を設定した。

にあった。しかし、我が国においては木材を「あらわし」
として用いる

① RC 造ラーメン、S 造骨組＋各階木壁（図 2 ）

ニーズは依然として高い状況にある。
解決策の一つとして、木造とRC造や鉄骨造（S造 ）など（以下、

本形式では、構造抵抗要素としてRC造ラーメンまたはS造骨組
に加えCLTパネルを壁や袖壁として活用することで、これらに大きな

「RC造等」という）の耐火部材との組み合わせによる中層木質混構

水平力を負担させ、合理的な複合構造としている。また、CLTパネ

造建築物が注目され、その実現のために必要な防耐火性能の規定

ル等と鉄筋コンクリ－ト等によって各層毎に防火区画が形成され、必

の検討を経て、2018 年に建築基準法の改正が行われた。

要な防耐火性能を確保した設計がしやすいことや、木壁部分は比

そこで当研究所では、CLT 等の木質系大型パネルを用いた木造
とRC造等もしくは木質系の他の構法との混構造建築物の設計・

較的自由に変更できることも、大きなメリットである。
② RC、S 造メガストラクチャー＋木架構 2 〜 3 層（図 3 ）

施工に関する技術開発を行い、一般技術として普及を図ることを目

本形式は、RC造やS造のメガストラクチャー（ 2 ～ 3 層分の巨大

的に、2017年度からの5 年計画で国土交通省総合技術開発プロ

架構 ）の中に2 ～ 3 層分の木架構を挿入する形式である。本形式で

ジェクトを実施することとした。本稿では、2018 年度末現在の本技
術開発の一例と今後の展開について紹介する。

想定されるメリットは、建物のコア壁及びメガストラクチャー床（以下、
「MS 床」という）により法 21条 2 項に規定される壁等による区画を
形成し、木架構部分を比較的自由に変更できること、木材のあらわし
を実現できるほか、RC造等よりも工期短縮が見込まれることがあげ
られる。

プロトタイプ
本技術開発では、木質混構造建築物の構造、防火、耐久性の各
性能について個々に検討するとともに、前述の架構形式による共同
住宅や事務所等のプロトタイプ建築物を設定し、それらについて各
分野が連携し実現のための技術的な検討を行っている。プロトタイ
プ案の作成にあたっては、2018 年 6月改正の建築基準法を踏まえ
図1 技術開発の概要
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ているが、ディテールなどの具体の技術についてはまだ検討中であり、
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ここで紹介するプロトタイプ案は、必ずしも最終形ではない。
（ 1）共同住宅タイプ（図 2 ）
①の架構形式（ RC造ラーメン＋木壁 ）の 6 階建て建築物（延面

構造性能
これまでに、CLTパネルと集成材構造・2×4 構造等との木造異

積 約 3,000㎡）を対象に試設計を行っており、後述する構造性能、

種構法間の混構造建築物について、実大構造実験などを実施し、

耐久性能の検討結果を踏まえつつ、順次修正を行っている。

設計法の妥当性を検討した。また、集成材＋CLT、RC造＋CLT、S
造 +CLT 等の異種構造の構面・床等の架構について構造実験を行
い、構造性能評価法及びモデル化の検討に資するデータを収集した。
構造実験の一例として、CLT 袖壁付きRC 架構の載荷実験では、
CLT 袖壁が耐震要素として有効であることを確認した。これより、
プロトタイプにはCLT 袖壁付きRC 架構を採用することとし、共同住
宅タイプの試設計に反映させた（図 2）
。

防火性能
これまでに、大規模木造に関する防耐火設計の枠組の検討結果
などを基に、火災外力、木質構造部分と異種構造の耐火性能の関
係を踏まえた、建築物全体の性能を確保するための防耐火設計法
図 2 プロトタイプ（共同住宅）外観パース

（ 2 ）事務所タイプ（図 3 ）
②の架構形式（両端コア＋2 層毎のRC 床 ）の5 階建て建築物
（延面積 約10,000㎡）を対象に試設計を行った。避難および消火

の素案を検討し、改良のための課題を明確化した。
メガストラクチャーに期待する多様な防耐火性能に関しても、壁・
床等から構成される部分架構の加熱実験の試験体を製作・実験す
るとともに、防火上有効な措置にかかる施工方法等の課題などを明
確にした。

活動、耐震性能の確保等の観点から、両端コアとした。また、MS 床
のある階毎に、噴出火炎による上階延焼を防止する庇の役割を果た
すように、バルコニーを設けた（図 4）
。

耐久性能
これまでに、外周壁で雨水浸入や結露が発生するリスクの高い箇
所を対象に、雨水による影響要因を整理するとともに、中層木造建
築物に用いる仕様について検討を行い、防水試験法についても検
討した。また、木材を利用した建築物の経年や維持管理について事
例調査を行うとともに、事務所タイプのプロトタイプを対象に維持管
理計画例を作成した。
これらの検討過程で得られた知見を踏まえて、共同住宅タイプの
プロトタイプの作成にあたって雨がかり等が懸念される部分について
考慮した。

今後の展開
図 3 プロトタイプ（事務所）外観パース

本技術開発では、5 年間の研究開発を通して、プロトタイプごとに
大規模の木質混構造建築物の設計法、維持管理に関する技術資
料等を順次公表することとしている。
3 年目にあたる2019 年度には、構造性能、防火性能では試設計
の知見をまとめ、2020 年度以降は実験結果を踏まえて設計法やディ
テールなどを検証する予定である。耐久性分野では 2019 年度まで
に試験方法案や維持管理に資する検討を行って2020 年度に中層
木造建築物の耐久性に係る技術資料として取りまとめる予定である。
また、本技術開発の成果を基に、内閣府の官民連携開発投資拡
大プログラム
（ PRISM ）の予算を活用して、災害時に中層木質混構
造により仮設住宅を兼ねた災害復興公営住宅を工期 6 ヶ月以内で
建設するための技術開発も並行して進めている。
国土技術政策総合研究所では、引き続き、社会の動向を踏まえ、
住宅・建築物の木材利用の促進や国土強靱化等に資する研究開
発を進め、研究成果の社会実装に取り組む所存である。関係各位

図 4 プロトタイプ（事務所）断面図

のさらなるご指導・ご協力をお願いしたい。
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竹中工務店の
木造・木質建築への取組み
株式会社竹中工務店
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木造・木質建築推進本部

裕之
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( まつざき ひろゆき )
東京工業大学大学院社会開発工学専攻修了。1986 年（株 ）竹中工務店入社、主に東京本店設計部構造部門。
2016 年 9月より現職。

はじめに
竹中工務店は1610 年、織田信長の普請奉行であった竹中藤

建築市場の拡大を図っている。伊東豊雄建築設計事務所による
水戸市新市民会館（ 2022 年予定・図１）は、初の「燃エンウッド」
オープン化プロジェクトである。

兵衛正高により創業され、これまでの400 年以上の歴史の中で、
東京タワー・東京ドーム・あべのハルカスなど数多くのランドマーク
を建設してきた。木造建築は伝統建築の時代から近年も大館ドー
ムなどを手掛け、伝統木造建築の技術を現代木造に進化・展開
させ、長年木造建築に取組んできた。それを背景に、
「サステナブ
ル社会の実現に貢献する」
とする当社 CSRビジョンの下で、さらに
木造建築に取組むために、
「木のイノベーションで 森とまちの未来
をつくる」をミッションとする木造・木質建築推進本部を2016 年 9
月に発足させた。

写真 2 江東区立有明西学園（ 2018 年）

木のイノベーション「燃エンウッド ®」
2000 年に建築基準法が改正され、所定の性能を満たせば木
造による耐火建築が建設可能となった。当社は耐火木造建築
実現のために耐火集成木材「燃エンウッド」の技術開発を進め、
2011年に1時間耐火認定を取得した。その後大阪木材仲買会館
（ 2013 年・写真1）
・愛知トヨタ高辻ショウルーム
（ 2015 年）
・新柏ク
リニック
（ 2016 年）
・江東区立有明西学園（ 2018 年・写真 2）など、
「燃エンウッド」による耐火木造建築を9 件実現させている。2017
年には「燃エンウッド」は 2 時間耐火認定を取得し、14 階建また
は上から14 層の木造建築が可能となり、中高層木造の実現が可
能となった。また使用樹種もカラマツからスギ・ヒノキと増やし、日

図１ 水戸市新市民会館（ 2022 年完成予定）

木のイノベーション「CLT」
CLT、Cross Laminated Timber（直交集成板 ）
は、90 年代欧

本全国の森林利用が可能となった。さらに1時間耐火認定「燃エ

州で開発され、現在欧米では新しい建築材料として、軽量・加工

ンウッド」の技術をオープン化し当社以外でも利用可能とし、木造

性・施工性により広く普及している。日本でも2016 年に告示化さ
れ、国産材利用拡大の切り札として、国もCLT 普及を積極的に
進めている。当社もCLTパネル工法による竹中研修所「匠」新館
（ 2018 年・写真 3）
・アサヒファシリティズ山門町社宅（ 2019 年）
を
完成させている。軽量な板材ゆえに中高層ビルの床壁への利用
が有効と考え、当社はCLTによる床壁工法を技術開発した。日
本初高層木造ハイブリッド建築のPARK WOOD高森（ 2019 年・
写真 4）
・現しCLT 耐震壁の兵庫県林業会館・高層免震木造ハ
イブリッド建築のフラッツウッズ 木場（ 2020 年・図 2）
に適用した。
CLT 利用による魅力ある木造建築を建設し、CLTの普及拡大に

写真1 大阪木材仲買会館（ 2013 年）

6 ● 新都市ハウジングニュース Vol.92 2019. 春

繋げたい。
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「森林グランドサイクル ®」
当社は現在、木造建築プロジェクト推進を「森林グランドサイク
ル」へ発展させる活動にも取組んでいる。
「森林グランドサイクル」
（図４）
とは、植える→育てる→伐る→使うという森林サイクルを包
み、森林と社会の資源と経済の大きな循環を目指した活動であり、
森林再生・林業活性化・地方創生・まちづくりなどに繋がる活動
である。
「森林グランドサイクル」実施例として、PARK WOOD高
森においては、当社が大分県中津江村でスギ丸太を直接購買し、
写真 3 竹中研修所「匠」新館（ 2018 年）

鹿児島県肝付町の製材メーカーで CLTに加工し、宮城県仙台市
の木造建築に活用し、伐採した大分県中津江村で植林した。利
益を山に還元すること
により、資源と経済の
循環に繋げた。当社は
2025 年 の「まちづくり
総合エンジニアリング企
業」への転 換を目指す
中で、その新たな活動
領域において「森林グ
ランドサイクル」活動を
進めていきたい。

写真 4 PARK WOOD 高森（ 2019 年）
図 4 「森林グランドサイクル」

中高層木造建築市場の拡大へ
国産材利用拡大を図るためには、住宅市場が縮小する中で非
住宅木造建築市場の拡大が必須である。特に中高層木造建築
市場の拡大、都市部の中高層ビルの木造化が図れれば、その木
材需要はとても大きい。当社は高層木造建築構想であるAlta
Ligna Tower（図 5）
を2025 年までに実現させ、中高層木造建築
市場の拡大を図りたい。この市場拡大のためには３つの課題、①
図 2 フラッツ ウッズ 木場（ 2020 年完成予定）

木のイノベーション「T-FoRest ®」
新築ばかりでなく既存耐震改修においても当社は積極的な木
材利用を考え、
「T-FoRest」シリーズ
（図 3）
を開発した。木の壁と
ブレース補強である。従来の鉄骨・RCによる補強と同性能であり、
木の軽さにより施工性が向上し、低騒音・低振動工法である。
「居
ながら」施工でき「木の現し」の耐震補強技術である。主な実績
として武庫川女子大学（ 2015 年）
・JRA 京都競馬場（ 2015 年）
・
有馬ビューホテル
（ 2018 年）などがある。
「T-FoRest」についても
「燃エンウッド」同様に技術をオープン化している。

図 3 「T-FoRest 」シリーズ

技術開発 ②サプライチェーン ③規制緩和があると考える。①技
術開発は接合部と現しで見せる技術開発である。木材を現しに
することで、木の魅力を訴求する。②サプライチェーンは、新たな
中高層木造市場拡大に向けた、木材の適正価格と安定調達のた
めの新たなサプライチェーンである。③規制緩和は欧米同様に耐
火基準の修正見直しをさらに進めることである。
最後に、世界では地球温暖化対策・脱炭素社会のために、環
境建築である木造建築が潮流となっている。さらに日本では社会
課題である森林荒廃と林業衰退の解決に、国産材利用拡大につ
ながる木造建築を進める必要がある。SDGｓとESG 投資の観点
からも社会に木造建築の意義を訴求し、中高層木造の早期実現
を図りたいと考える。

図 5 Alta Ligna Tower
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都市に火事に負けない
木造建築をつくる
桜設計集団一級建築士事務所

安井

昇

代表

（やすい のぼる ）
1968 年京都市生まれ。東京理科大学大学院（修士 ）
、積水ハウスを経て、1999 年桜設計集団一級建築士事務所設立。
木造建築の設計と木造防耐火に関する研究、技術開発、コンサルティングを行う。2004 年早稲田大学にて博士（工学）取
得、2007年日本建築学会奨励賞（論文 ）受賞。現在桜設計集団一級建築士事務所代表、早稲田大学理工学研究所招聘
研究員、NPO 法人team Timberize 副理事長など。専門は、木造設計・木造防耐火。

はじめに
「都市に木造建築をつくる」
と言うと、
「火事になると燃えてしまう

の建物を積極的に都市につくったのは戦後の約 70 〜 80 年であ
る。それ以前は、行政の建物も、民間の建物も、何でもかんでも
木造でつくっていたのが日本である。そういう意味では、
「都市に

からやめておいたほうがよい」
と返される。それでは、
「火事が起こ

木造をつくる」
ことをあまり特別なことと考えずに、
「70 〜 80 年ぶり

らなければ木造でもいい」
もしくは「火事が起こってもあまり燃えな

にまた木造でつくろうか」
と気軽にやってみればよいのではなかろ

ければ木造でもいい」のではと、次の返答を考える。ただ、毎年発

うか。その際に、70 〜 80 年前の技術に加えて、最新の木造防耐

行される消防白書における建物火災の出火原因が、放火、コンロ、

火に関する技術を盛り込めば、より安全な都市の木造建築物が

たばこ、放火の疑い等が上位になることを考えると、前者の「火事

できあがると考えられる。

が起こらない」はなかなか難しそうである。そうであれば、
「火事が

そこで、本稿では、
「あまり燃えない木造」
とは何かを考えてみたい。

起こってもあまり燃えない木造」
をつくることが現実的であろう。
筆者は京町家で生まれ育ったが、現存する京町家は築 100 年
以上の建物が少なくない。なぜかを考えてみると、大きな火事が
1864 年（禁門の変（蛤御門の変 ）
）以降起こっていないというのも

燃え拡がらないと燃え抜けない
火災では、図1のように、内部火災と隣棟火災の2 つの外力が

ひとつの理由であろう。京町家の平面計画を見ると、建物が敷地

考えられる。都市では建物間隔が狭くなるため、隣棟火災の影響

の間口一杯に建築されており、隣家との戸境壁同士がほぼ近接し

を受けやすく、2016 年12月に新潟県・糸魚川市で発生した火災

ているため、隣家側に延焼時に弱点となりやすい開口部（窓 ）が

でも、1棟から出火して隣棟火災が連鎖的に起こり、合計147 棟を

ほとんど設けられていない（写真1）
。すなわち、建物間に火事に

巻き込む市街地火災となった。

強い土塗り壁でできた防火壁が配置された建物群となるため、出

内部火災では、出火源から他の可燃物［内装や収納可燃物（利

火した建物は燃えるかもしれないが、隣棟へは延焼しにくいつくり

用者が持ち込んだ可燃物）
］
に、急激に燃え拡がらないことが重要

になっている。すなわち、
「火事が起こってもあまり燃えない木造の

であり、そのために建築基準法では内装制限や防火区画などの

街なみ」となっているため、長い間、建物が残っているのではない

内装の燃え拡がり抑制、火災による燃焼面積の局所化がはから

かと考えている。

れている。隣棟火災では、建物外周部の外壁・軒裏・開口部か

近年、
「都市に木造をつくる」ことが各方面で注目され、実際に

ら容易に燃え抜けないことが重要であり、そのために、建築基準

都市に木造建物が増えてきているが、よく考えてみると木造以外

法では、防火地域規制を導入し、都市部には防火地域・準防火
地域を制定して、建物の防耐火構造制限（耐火構造や準耐火構
造等、防火設備）
により、建物外周の強化をはかり、延焼しにくい
建物群をつくろうとしている。

写真1 土塗り壁の戸境壁で建物間の延焼を抑制する京町家群
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図1 火災時の 2 つの外力

特 集 「 都 市における木造 建 築 」

都市に火事に負けない木造建築をつくる

このように、内部火災、隣棟火災ともに、可燃物の木材が不得

36 〜 46mmで耐火被覆し

意な「燃えない」ことではなく、
「燃え拡がらない」
「燃え抜けない」

て、躯体が燃えないように

という性能が求められると考えると、それぞれの法令に対して、木

して、火災時の建物倒壊

質化・木造化することも可能と言える。

を防止している。考え方は

たとえば、内装制限では、居室の壁と天井に難燃材料が求めら

鉄骨の躯体をロックウール

れる際に、H12 建設省告示第1439 号によれば、天井を準不燃材

等で耐火被覆して、躯体

料（せっこうボードやロックウール吸音板等 ）
とすることにより、壁

温度が鉄骨の許容温度ま

は木材等（厚さや下地の規制はある）
とできる。火災時に高温の

で上昇しないようにする鉄

煙が滞留する天井付近の可燃物（内装 ）を設計上減らすことで、

骨造と同じと言える。

なかなか「燃え拡がらない」空間ができ、利用者の避難安全や消

この木造 耐火 建 築 物

防支援につながる（写真 2）。さらに、防火区画や防耐火構造制

は、2000 年 の 改 正 建 築
基準法施行により設計可
能となり、現在のところ建
築実績は6,500 棟を超え
写真 4 木造 5 階建て耐火建築物の
“下馬の集合住宅 ”

る。ただ、木造躯体に耐
火被覆するため、躯体の

木材が見えないという特徴があるため、前述のこれまでつくってき
た3 階建て以下の燃えしろ設計が使える準耐火建築物などと同じ
ような木材の使い方ができるとより普及すると考えられる。
2018 年 6月27日に公布（1年以内に施行 ）された「建築基準
1）
により、耐
法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 67号）
」

写真 2 天井を不燃化すると火災初期の燃え拡がりが遅延される

火建築物とすべき規模や用途等を定めた法 21条、法 27条、法 61

限への対応についても、木材は火災時に表面に炭化層（断熱層 ）

条が性能規定化された。この結果、従来の“耐火建築物 ”に加

を形成しながら、未燃部分への酸素と熱の供給を低減するため、

えて、
“耐火建築物と同等の性能を有する建築物 ”での設計が可

その結果、速くても1mm/分程度でゆっくりと燃える。これを利用

能となる。
“耐火建築物と同等の性能を有する”一つの手段として、

した準耐火構造の燃えしろ設計とすれば、木材で一定時間、
「燃

木造躯体を準耐火構造として、内装制限、スプリンクラー設置、細

え抜けない」壁や床等ができ、現行法令では 3 階建てまでの木造

かな防火区画、上階延焼抑制のための防火設備（防火戸 ）や庇

建物を設計できる（写真 3）
。

の設置、消防水利の設置などが位置づけられ、火災を局所化して、
躯体がゆっくりと燃える建物ができあがる。これにより、建物利用
者の避難安全性の確保や消防活動の支援措置がなされ、利用
者が安全に避難し、さらに消防活動が円滑に進み、建物倒壊を
抑制できる。これを、
“耐火建築物と同等の性能を有する建築物 ”
の一つに位置づけるわけである。

おわりに
2019 年7月からは、改正建築基準法施行により、防火地域や
写真 3 木材がゆっくり燃えることを長所ととらえた準耐火構造の木材厚板

このように、法令を丁寧に見ていくと、現状でも、都市において、
木質化・木造化できることは、大いにありそうである。

準防火地域であっても、法令上は4 〜 5 階建ての建物を“準耐
火構造＋ゆっくりと燃えるための防耐火措置 ”で設計可能となる。
施行と同時に例示される告示の仕様に加えて、技術開発による国
土交通大臣認定の仕様が増えることにより設計自由度が向上する
だろう。従来の規定にはなかった、75 分準耐火構造、90 分準耐

4〜5階建てを木造耐火構造または準耐火構造でつくる
写真 4は、2013 年に完成した東京都世田谷区（準防火地域 ）

火構造、30 分防火設備、10 分防火設備などの性能を持つ部材を
用いた建物が都市に出現することになる。なかなか燃え抜けない
土塗り壁でできた京町家で構成される都市のように、
「火事が起

に建つ、5 階建ての集合住宅である。法 21条（木造建築物の規

こってもあまり燃えない木造の街なみ」を意識しながら、仮に火災

模による防耐火構造制限 ）
、法 27条（特殊建築物による防耐火

が起こっても、少しずつゆっくりと燃えて避難・消火の猶予時間が

構造制限 ）
、法 61条（防火地域規制による防耐火構造制限 ）の

長い木造建築を都市に増やしていきたい。

3 つの法令から耐火建築物が求められた。そのため、2 時間耐火
構造が求められる1階を鉄筋コンクリート造、1時間耐火構造が
求められる2 〜 4 階を木造耐火構造とした耐火建築物で設計さ
れた。木造の耐火構造は、木材の躯体を強化せっこうボード総厚

参考資料
1）国土交通省ホームページ、
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku _
house_tk_000097.html、2019 年 4月1日閲覧
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木造建築
地方から都市部へ
大空間屋根から中高層へ
山佐木材株式会社

塩﨑

常務取締役

征男

技術本部長

（しおざき いくお ）
1980 年北海道大学農学部林産学科卒業、三井木材工業（株 ）入社。2001年秋田グルーラム
（株 ）へ移籍。
2006 年三井住商建材（株 ）へ移籍。2014 年山佐木材株式会社へ移籍。
（一社 ）日本 CLT 協会兼務、現在
に至る。2011年日本建築学会北海道支部技術賞受賞。

はじめに

質材料であるCLT（ Closs Laminated Timber）の燃え代設計が
可能となったように木造建築への防火上の規制が、緩和されてき

筆者は、昭和 59 年頃より構造用集成材を用いた木構造建築

たことが、昨今の木造建築物の都市での建設の基盤となってい

物の設計や施工を担当してきた。当時の建設場所としては、林

る。構造設計の規定では、高さ・階数の制限に対しては、構造計

業地域・地方での建設が多く、当時の補助事業「林業構造改善

算ルートを踏襲すれば建設は可能であったが防耐火上の規制が、

事業 林業者等健康増進施設体育館」
という名の体育館それも

都市部での木造建築の大きな壁となっていた。

防火関係の法律が、無い時代であったため1,000m2 未満の規模、
湾曲集成材を用いた建物が、多かった。ところが、35 年経った

海外での木造建築への防耐火規制

現在では、
「都市に木造を（東京大学腰原教授 ）
」の提唱通り都
市部に建てられる木造建築が、数多くみられるようになってきた。
どのような経緯が、あったのか？ 簡略に整理してみることにする。

写真1 平成 30 年 筆者撮影
昭和 59 年施工 山国町林業者健康増進施設体育館

構造用集成材の燃え代設計以降
現 在（平成 31年 3月）もであるが、当時は、木造建 築は、軒
高さ9m 最 高 高さ13mを超えて建 設 することが、できなかっ
た。昭和 62 年に大断面構造用集成材（小径 15cm 以上、断面
積 300cm2 以上 ）の限定付きではあったが、いくつかの防火上の
処置を施すことにより超えることが、できるようになった。その後、
準耐火構造（平成 5 年）が、告示施行され、平成12 年建築基準
法改定による木造での耐火建築物が可能になり、平成16 年には
LVLや製材も燃え代設計の対象となり平成 28 年には、新しい木
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図1 欧州各国 木造建築階数制限の推移
( 引用：Alberto Alessi“ Building and living sustainably with
European Wood ”)

特 集 「 都 市における木造 建 築 」

木造建築 地方から都市部へ 大空間屋根から中高層へ

さいごに
山佐木材での都市部への木材利用の一例を紹介する。筆者
が、所属する山佐木材では、平成 25 年に設立した任意団体「超
高層ビルに木材を使用する研究会」を母体とし、会長である元福
岡大学教授 稲田達夫氏（現 山佐木材技術顧問）の協力の下、
鉄骨構造の床板に木材（ CLT ）を利用しようという開発が、進め
られている。構造的には、特に大臣認定も必要なく「ルート3（保
有水平耐力計算 ）
」を行えばよく、床 2 時間耐火構造の個別認定
を取得することで建設が可能になる。建物の内、床を木材に替え
ることが、一番効率・使用量が増えるという考えに基づいている。
写真 2は仙台市泉区に建設された10 階建て賃貸住宅、写真 3
は佐賀市に建設された6 階建て事務所（写真は、全て山佐木材
表1 欧州各国における木造建築物の階数制限

表1では、設備（スプリンクラー、ドレンチャーなど）を設置する
ことで建てられる階数、図1では、年代ごとに木造で建てられる

撮影 ）。
この手法はひとつの例であり、今後ますますさまざまな木造・
木質建築が、都市部において建設が進められていくことを期待し
ている。

階数の経緯が、表されている。図1の左上 1990 年には、全域で
2 階建てまでだったものが、右下2020 年には、全域で 5 階建て
以上が建設可能になるだろうという予想が、示されている。木造
建築物の建設に関する緩和の速さは、わが国以上の速さで進ん
でいる。これについては、我が国の耐火建築物と欧米での耐火
建築物の考え方の違いが、大きい要因である。また中高層化に
向けては、特にCLTを用いた中高層建築物が多くすでに24 階
建ての建設までに進んでいる。

都市部での木造建築へ
前述のように我が国においても木造建築物への法規制の緩和
がすすめられてきた中、追い風となったのは、1997年に京都で開
催された気候変動枠組条約第3 回締約国会議（ COP3）で採択
された「京都議定書」による環境問題・地球温暖化対策として木
造建築による炭素の固定化と、わが国における森林蓄積量（杉
材）の増加による消費の推奨が大きな転機となったと考える。前

写真 2 鉄骨構造例
仙台市泉区に建設された10 階建て賃貸住宅（山佐木材撮

述した、以前建設が進められた地方都市では規模・量とも対応
には、不足であったため、より消費量が見込める都市部での木造
化・木質化が、加速されたと考えられる。
「都市に木造を」
と提唱されている東京大学腰原教授の講演で
よく耳にする「地産地消」から「地産都消」へと進んでいくことに
なる。
木造耐火建築物が、可能となった2000 年の法改正から19 年
が、経った現在では、木造建築物の1時間耐火構造が、告示化・
施行がなされ、また個別認定においては、3 時間耐火構造までが、
取得されている。都市部の木造・木質化においては、さまざまな
手法が考えられる。
平成 22 年に施行された「公共建築物等における木材の利用
の促進に関する法律」
の目的から考えると手法は、定められておら
ず多くの木材を建築に利用することで、蓄積された森林資源を有
効に活用し、かつ地球温暖化、炭素の固定に役立てられれば施
行者の考えの下で進められればよいと考える。

写真 3 鉄骨構造例
佐賀市に建設された6 階建て事務所（山佐木材撮影）
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PARK WOOD 高森
地上10 階の中高層木造
建築物の実現に向けて
花井

厚周

（はない あつなり）
1968 年生まれ。1992 年東京理科大学工学部1部建築学科卒業。
1994 年東京理科大学工学研究科建築学専攻修士課程修了。同年株式会社竹中工務店入社。

建築概要
・建築主
・設計・監理
・建築地
・建物用途
・延床面積
・建物高さ
・規模
・構造

三菱地所株式会社
株式会社 竹中工務店
宮城県仙台市泉区高森 2 丁目1番地
共同住宅
3,605.1ｍ 2
33.7ｍ
地上 10 階
木造 + 鉄骨造

6,000
6,400
6,000
2,000

近年、国産木材の有効活用や環境への意識の高まりなどの観点から、中高層建
物にも木構造部材を使用する気運がわが国でも高まっている。
木材の特長の一つは他の建築材料に比べ軽量ということである。コンクリートに対
し比重が約1/5の木構造部材を利用することで、建物全体の軽量化が図れ、地震
力の低減による躯体数量の削減および基礎の軽減が可能となる。さらに、PCa 部
材に比べ、運搬や揚重が容易になるなど施工上のメリットもある。
一方で、地震国であるわが国で中高層木造建築を実現するためには、S造または
RC造とのハイブリッド構造とし、地震力を木造部材以外にも負担させることが合理的
と考える。しかし、木造部材と異種材料の接合に関する知見が少なく、実用的な接合
方法の確立が課題と考える。また、この課題以外にも、日本特有の耐火建築物とす
るために高い耐火性能を付与しなくてはならないこと、居住性能の予想手法の確立な
ど、中高層木造建物を実現するために解決しなければならない課題が多数存在する。
そこで、本建物の実施設計を通して、構造性能・耐火性能のみならず遮音・遮水・
遮臭などの居住性能の確保の手法、良好な施工性などを同時に満足する技術の開
発を実施した。本建物の各部詳細は、上記の課題を解決でき、実用段階までまとめ
上げたものとなっている。本報ではその概要について報告する。
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本建物の架構概要図を図1に示す。主架構を鉄骨フレームで構成し、木構造部材
として4 階～ 10 階の床の一部にCLTスラブを、1 ～ 5 階にCLT 耐震壁を、2 ～ 10 階
に長期軸力支持柱として燃え止まり型耐火集成材柱「燃エンウッド® 柱」
を配置した。
上部架構形式はX 方向、Y 方向とも3スパンのラーメン構造である。地震力は鉄骨
架構で100％負担するものとし、CLT 耐震壁は付加的な耐力要素として配置した。
通常のRC造の共同住宅に比べ建物重量が0.85t/m2 と軽量なため、基礎架構

5

形式は杭基礎ではなく直接基礎（ベタ基礎、地盤改良あり）
とすることができた。

木構造部材の設計
1）CLT スラブの設計
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本建 物で開発したCLTスラブ
（最大スパン3.2m ）の断 面構成を図2に示す。
CLTには国産スギ材を使用し、t=210mmの異等級構成（ Mx60-5-7）
とした。CLT
上面には構造性能、耐火性能・遮音・遮水など居住性の向上を目的として、湿式
材料であるトップコンクリート
（t=80mm ）
、せっこう系セルフレベリング材（t=60mm ）
を打設している。CLT下面には既往の2 時間耐火認定仕様と同様にせっこうボード
（t=15mm×3 枚 ）
、ケイ酸カルシウム版（t=15mm ）
を配している。
CLTは面外の長期荷重のみを負担し、地震時の面内せん断力は全てトップコンク
リートで鉄骨架構に伝達させる設計コンセプトとしているが、CLTも自身の面内力を
負担し得るため、応力伝達用としてCLT 端部に図 3（ A ）
に示す新開発の接合部を

200

140
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PARK WOOD高森 地上10階の中高層木造建築物の実現に向けて

設けた。これはCLTに溝を設けて鉄筋（ D13）
を配置しておき、トップコンクリート打

段階での施工手順、品質管理手法を確立することにより、

設時に溝にコンクリートが流れ込むことで接合部を形成する、極めて施工性の高い

木構造部材の普及・利用促進に大いに寄与・貢献でき

接合システムである。鉄骨小梁は図 3（ B）
に示すカットT小梁を採用して小梁断面
をCLTの厚み以内に納めた。これにより下面の耐火被覆（ボード）
を引き通すこと
が可能となり、被覆工事の低減、天井懐空間の有効活用に寄与している。

るものと考えている。
本報で示した各種検証は、木構造振興（株 ）
・
（公財）
日本住宅・木材技術センターの「平成 28 年度CLT建築
物等普及促進事業のうち協議会が取り組む実証的建築
支援事業」における「
（仮称 ）仙台市泉区高森 2丁目プロ
ジェクト
（高層集合住宅 ）
の設計・性能実証」において実
施したものである。詳細な内容については同事業の報告
書を参照されたい。

2 ）CLT 耐震壁の設計
CLT 耐震壁は床と同様に国産スギ材を用い、
t=150mmの同一等級構成（S60-55）
としており、付加的な耐力要素として地震時荷重のみ負担するとして設計を行った。
CLT 耐震壁の接合部は乾式と湿式を組み合わせた新たな接合システムを開発・
採用しており、詳細を図4 ～図 6に示す。上部の鉄骨梁との接合は、CLT 耐震壁
の隅部に三角コネクタを、中央にせん断金物を配置している。下部はCLTに凹凸
加工を施し、上側の鉄骨から懸垂した状態でコンクリートを充填することにより、シヤ
コッターを形成するとともに施工誤差を吸収可能である。本接合方法を検証した構
造実験では、図7に示す通り15/1000radまで設定した復元力特性に対して安定し
た履歴ループを描いており、最終的な破壊性状は壁版の凹凸加工が曲げ変形する
ことによる靱性的な性状であった。この実験結果と、鉄骨架構のみで必要保有水平
耐力を満足していることなどを総合的に判断し、保有耐力算定時のDsは鉄骨造の
値を用いている。

5 5）

3 ）燃エンウッド柱の設計
燃エンウッド柱は長期軸力のみを負担する柱として、2 ～ 6 階には心材をカラマツ
とした2 時間耐火仕様を、7 ～ 10 階には心材をスギとした1時間耐火仕様を配置して
いる。芯材サイズはいずれも350×350である。柱 - 柱接合部をCLTパネル工法の
ように床勝ちのディテールとしてしまうと柱軸力によりCLT 床が変形してしまう可能
性があるため、接合部は柱勝ちとし、2 ～ 10 階の各階床位置で図 8に示す鋼製の
接合金物を介して接合することで上階柱の軸力を直接下階に伝達させている。
本建物は高層であるため、柱には大きな軸力が作用し、軸方向にクリープ変形が発
生する可能性が考えられる。そのため、柱を設計寸法より僅かに長く製作したり、接
合金物位置にフィラープレートを挿入し柱長さの調節を可能とする等の配慮を行った。
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CLT スラブの 2 時間耐火仕様の開発

CLT スラブ重量床衝撃音性能の予測
CLTスラブに住宅の床としての遮音性が確保されていることを予測するため、
CLTスラブの要素試験を実施し、得られた質量、剛性、減衰の値を諸元として用い
てFEM 解析により重量衝撃音解析を行った。
図10にFEM 解析モデルおよび予測結果を示す。L数は48 ～ 57の範囲であり、
既往のCLT 床版の重量床衝撃音のデータの傾向から大きく逸脱しない結果が得ら
れた。今後は本予測結果を踏まえ、施工段階で性能確認試験を行い、実測値と予
測値との比較および予測法の改善を実施予定である。
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集合住宅は高い居住性（遮音・遮水・遮臭等 ）
が求められるため、床の材料とし
てはコンクリート等の湿式材料が適している。しかし、湿式材料を用いたCLT 床の2
時間耐火仕様はこれまで確立されていなかったため、実験により図2に示す断面構
成のCLTスラブが2 時間耐火性能を有することを確認し、大臣認定を取得した。図
9に耐火実験におけるCLTの表面温度の推移を示す。実験の過程で、コンクリート
（t=80mm ）
は耐火被覆としての性能が不足しており、CLTの表面温度が自己発火
点である260℃を上回ってしまうことが判明した。表面温度の推移の傾向から、被覆
材の水分が蒸発するまでは表面温度が100℃に保持されることが分かったため、通
常はセルフレベリング材として使用されているせっこう系材料（SLプラスター）
に水分
が体積の約 22％（コンクリートの約 4倍）含まれていることに着目し、厚さを60mm 持
たせて耐火被覆として採用することで 2 時間耐火性能を満足した。
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おわりに
本プロジェクトでは、CLTパネル工法では実現できない高層集合住宅建物の構造
床、耐震壁へのCLTの活用、また２時間耐火性能を有する燃エンウッドの採用によ
り、木造建築の高層化に向け新たなチャレンジを行った。今後はこれに加えて建設
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木造･木質化した
新本店ビルの建設
松尾建設株式会社 工事原価本部 副本部長

田中

英明

（たなか ひであき ）
1982 年 3月日本大学理工学部海洋建築工学科卒業。同年 4月松尾建設株式会社に入社。
現場管理業務、技術企画・提案業務を経て2019 年 4月より現職。

はじめに
「木は新しいコンクリート」との標語的フレーズに象徴されるよう
に、製造時の地球環境負荷が大きな建材に対する省CO2 の新し

る。1995 年ごろより欧州で開発され、日本では 2013 年にJASに
制定された直交集成板のことで、国内ではまだ新しい建材である。
CLTは木の塊とも言える材料なので、建築物の床に採用するこ
とで木材需要に大きく貢献できる材料と言える。

い選択肢として、木への転換が世界的な動きとなっている。創業

新本店ビルは鉄骨造 6 階の事務所棟と木造 2 階の会議室棟

130 年を機に旧本社跡地に立ち返り、木の建築を推進するにふさ

の2 棟構成となっており、事務所棟の2 ～ 5 階の床を国内初の

わしい新社屋を目指して本建設計画はスタートした。

CLT2 時間耐火構造としている。CLTは基本的に耐火性能を有

新本店ビルでは様々な省エネ技術や制震構造技術、また外観
面では伝統的な佐賀錦をイメージしたデザインを採用する等、先
進的であり、伝統的でもある機能・外観を取り入れている。その
中で木造・木質化に取り組んだ弊社の事例を紹介させていただく。

【 2 時間耐火 大臣認定番号：ＦＰ120ＦＬ-0141】

しない材料であるため、水分を多く含むケイカル板系の耐火被覆
材と強化石こうボード、ALC 板で覆うことで 2 時間耐火の大臣認
定を取得した構造である。
鉄骨とCLT 床パネルの接合方法は、鉄骨梁に溶接された頭
建物全景（左が事務所棟､ 右が会議室棟）

なしスタッドを介してCLT 床と堅固に接合するものとし、スタッドと
CLTの穴の隙間にはエポキシ樹脂を充填して一体化を図った。

国内初のＣＬＴ床２時間耐火構造
CLT（ Cross Laminated Timber）
とは、ひき板を並べた層を、
板の方向が層ごとに直交するように重ねて接着した大判のパネル
で、寸法安定性が高く、断熱性・耐火性・耐震性の高い材料であ

ＣＬＴ
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スタッド溶接状況

エポキシ樹脂注入状況

特 集 「 都 市における木造 建 築 」

木造･木質化した新本店ビルの建設

CLTと鉄骨梁を、スタッドとエポキシ樹脂で接合する方法は、
CLT 設置後にスタッドを後で溶接する施工手順とし、特殊スタッド
の開発や溶接機の改造を行った。この工法は「松尾スタッド工法」

▼ 中央部のヒンジ
▲

▲

▲

2 点で跳ね出し梁を固定

▲

として特許申請中である。
CLTの設置は上記手順により順調に実施できたが、施工上の
注意点として、鉄骨や天井吊りボルトから火災時の熱をCLTに伝
達させないための熱橋対策が重要である。

内部の木造を現しとした会議室棟

ゲルバー桁橋の構造システム

完成した2 階大会議室

会議室棟（木造 2 階建て）

会議室棟は、事務所棟と渡り廊下で接続することにより別棟扱
いとして耐火要件を緩和し、1時間準耐火建築物（ロ準耐 1号）
と
した。これは外壁を耐火構造とすることで内部の木構造部を現し
とすることができる耐火基準である。また最高高さや延床面積も
内装制限の適用除外となるように計画した。
会議室棟の柱・梁の木材は、外層部に強くて撓みにくいベイマ
ツ、内層部に軽くて粘りのある杉を使用した構造用異樹種集成
材を採用している。そしてその杉材は全て佐賀県産を使用した。

集成材の接合部はＧＩＲ
（グルーインロッド）
工法の一種であるホー
ムコネクター工法を採用した。この工法は、工場で加工された木材
に、現場で接合金物を挿入してエポキシ樹脂で接着接合するもの
で、接合金物が内部に隠れるため木材が美しく見える工法である。
2 階の大会議室は、構造用異樹種集成材とＬＶＬ（単層積層
材）
を組み合わせた合成梁とし、11ｍの大スパンを可能とするた
めにゲルバー桁橋理論を応用している。中央部のヒンジになる部
分はデザイン性にも配慮し、佐賀の特産である佐賀錦をモチーフ
とした菱形模様の格子天井としており、本建物の中でも木造の象
徴的な部分となった。

内装の木質化
新本店ビルは内部仕上げにおいても様々な木質化を図ってい
る。次の写真はその一例である。
なお、弊社の新本店ビルは国土交通省の平成 28 年度サステナ
ブル先導事業（木造先導型 ）
に採択されている。

ホームコネクター工法

玄関ホール
（床･壁）

執務室（木製格子）

建設データ
事務所棟
事務所

構造・階数

鉄骨造 6 階

敷地面積

3,538.74㎡
1,123.57㎡
500.99㎡
3,657.70㎡
987.00㎡
2017 年 2 月〜 2018 年 3 月

建築面積
延床面積
接合前状況

接合後（注入口に木栓）

会議室棟

主要用途

工事期間

木造 2 階
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震災復興の先を見据えた
木造ハイブリッド庁舎

─南三陸町役場庁舎／歌津総合支所・歌津公民館─
五十嵐

学

（いがらし まなぶ）
1966 年宮城県生まれ。1994 年明治大学大学院理工学
研究科建築学専攻修了、同年久米設計入社。1994 ～
2008 年同社本社設計部。現在、同東北支社 部長。

小澤

祐二

（おざわ ゆうじ）
1983年長野県生まれ。2005年国立豊田工業高等専門
学校建築学科卒業。2007年武蔵野美術大学造形学
部建築学科卒業。2007～2014年山本理顕設計工場。
2015年ピークスタジオ一級建築士事務所共同設立。現在、
同社共同代表。

南三陸町に建つ２つの拠点施設

新谷

泰規

藤木

俊大

（しんたに やすのり）
1984 年宮城県生まれ。2008 年東北大学大学院工学研
究科都市建築学専攻修了、同年久米設計入社。2012 ～
2017年同社東北支社。現在、同社建築設計部 主査。

（ふじき しゅんた）
1983 年福岡県生まれ。2008 年東北大学大学院工学研
究科都市建築学専攻修了。2008 ～ 2013 年山本理顕設
計工場。2015 年ピークスタジオ一級建築士事務所共同設
立。現在、同社共同代表。

まちに開かれた平屋の空間構成

2011年 3月、宮城県南三陸町では高さ20m 超の津波が町を襲
い、同町の住宅の70%が全壊するなど深刻な被害を受けた。同
町の市街地エリアである志津川地区（旧志津川町 ）に建つ役場
庁舎、歌津地区（旧歌津町 ）の総合支所も流失し、仮設庁舎に
て復興業務を行っていたが、2015 年より設計を開始し2017年、
震災から６年を経てようやく施設開庁となった。
設計段階では施設設計と並行して、町の将来を担う若者を中
心として施設の運用を考えるワークショップを数回開催した。さま
ざまな地元への想いが語られる中、求められていたのは単なる施
設復旧ではなく、被災者に寄り添ったコミュニティ再生の拠点で
あり、２つの拠点による町全体の復興・活性化であった。
この町民の想いを受け、2 つの施設には「マチドマ
（まちの土
間）
」と名付けた共通のデザインの交流・協働空間を設けている。

写真 2 南三陸町役場庁舎外観

志津川地区の高台に建つ役場庁舎は、1階にマチドマおよび

町民が気軽に訪れ、大屋根の下で日常的に時間を共有する。そ

町民窓口を設け、2 階は行政執行部と災害対策本部、3 階を議

んなプリミティブな公共空間を目指す一方、今も町全体で進む復

会機能とするシンプルな構成である。1階部分を100m 超で広く長

興に向けた多様な人々の協働の受け皿として、未来のまちづくり

く確保し、一般の町民が利用するエリアを平面的に完結させるこ

を支援する場を意図した。

とで、敷居が低く誰もが利用しやすい施設を目指した。また、道

図1 志津川と歌津にできた2 つの拠点

写真 3 歌津総合支所・歌津公民館
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震災復興の先を見据えた木造ハイブリッド庁舎

路側に設けた活動の見える打合せコーナー、屋外広場とも一体
的できるマチドマなど、施設をまちへ開く構成とした。
一方、歌津地区に建つ総合支所は、リニアな形状の役場庁
舎に対し、正方形に近い計画である。本施設は総合支所・公民
館・保健センターの３館合築の復旧施設であるが、それら諸室
がマチドマを中心に取り囲み、さまざまな活動を共有できる構成
となっている。

平屋を活かした木質ハイブリッド構造
役場庁舎は、運用上は一体の建物であるが、建築基準法上は
低層棟と高層棟の防火避難上独立する2 棟で計画している。こ
れにより低層棟は準耐火建築物（イ-2）とし、1500㎡以下に抑え
て面積区画や防火壁の無い開放的な空間を実現。一方、災害

写真 5 歌津総合支所・歌津公民館のマチドマ

「FSC 全体プロジェクト(PJ)認証」の取得
本施設の特徴の一つが、森林保護の国際認証であるFSC 認
証の取組みとして、さまざまな箇所に認証材の南三陸杉を用い
た点である。設計中の2015 年に町有林を含む森林が FSC 認証
（ FM ）を取得したことをきっかけに、町の林業振興のショールー
ムとなるようさまざまな木材利用を試みている。屋根を支える構
造材の梁（材積 役場庁舎：141m3、総合支所：21m3 ）
、床や壁の
下地材、天井等の仕上材や家具、コンクリートの型枠まで、さまざ
まな手法で南三陸杉を使用している。また、FSC全体 PJ 認証
の取得要件である、全ての木紙製品の認証材または再生材対応
等に合わせ、石膏ボードに用いる紙やメラミン樹脂等の仕上材も
要件に沿った仕様としている。これらの対応により、日本の公共

写真 4 集成材の格子フレームのある役場庁舎のマチドマ

対策本部をもつ高層棟は耐火建築物とし、７日間のバックアップ
対応と合わせ、防災庁舎としての機能性を確保している。
準耐火建築物となる低層棟は、鉛直荷重だけでなく面剛性も
確保する、鉄骨と集成材の格子フレームによる立体トラスをRC 壁
柱で支持するハイブリッド構造としている。格子フレームは燃え
しろ設計により550mm×200mmの断面の3200mmグリッドのフ
レームとして計画し、6400mmピッチのRC 壁柱がこれを支えてい
る。これらのモジュールはオフィスレイアウトや会議室の大きさに
作用し、全体の空間を形作っている。そして、格子フレームの上
部に設けたハイサイドライトは、フレーム越しに自然光を導き、居
心地の良い明るく穏やかな空間を実現している。また低層化の

施設初のFSC全体 PJ 認証を取得し、次世代の「バイオマス産
業都市構想」を掲げる南三陸町をアピールする意味で、復興の一
助ともなっている。

結びに
東日本大震災の復旧事業に位置づけられる本施設だが、ハ
イブリッドな構造によるフレキシブルな平面計画や自然環境を取
り込む断面的な開放性、また地域資源の活用による空間づくり
等、庁舎建築の枠を超えた新たな公共施設の可能性を示してい
る。南三陸町の人々がこれからこの拠点を活用し、新しいまちづ
くり、新しい協働を実現していくことを願っている。

手法は、空間的なメリットだけでなく、直接基礎と土間スラブによ
る構造計画等によりコスト縮減の面でも効果的に働いている。
また空調計画についても、往来の多いマチドマはペレットボイ
ラーによる温水式床暖房とし、１階執務室部分は地中熱ヒートポ
ンプによる床輻射空調で、開放的な一体空間での快適な居住域
空調を実現。比較的部屋の狭い2-3 階は一般のビルマルチ型空
調とするなど、空間構成に応じたバランスのとれた空調計画とした。
庁舎と同じく準耐火構造となる総合支所についても、施設規
模に応じたモジュールや断面サイズの見直しは行っているものの、
集成材の格子フレームを活かした共通のデザインとしており、場所
の離れた２つの施設をつなぐアイデンティティとなっている。

写真 6 役場庁舎の執務スペース

写真は全てⓒ田中克昌
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森林と共に生きる街
「ＬＯＯＰ５０」
株式会社大林組 東京本社設計本部 プロジェクト設計第三部 部長

小林

利道

（こばやし としみち ）
1992 年大林組入社。設計本部建築設計部に配属、以後建築設計業務に従事。
2014 年設計本部プロジェクト推進部長。2018 年より現職。

関連著作
季刊大林 No.42「縄文」1996 年 縄文時代の巨大集落『三内丸山』
の想定復元
三内丸山遺跡の復元 學生社1998 年
季刊大林 No.57「秀吉の普請」2016 年 秀吉が京都に建立した世界最大の木
造建築「方広寺大仏殿の復元」
季刊大林 No.58「森林」2018 年 森林と共に生きる街「ＬＯＯＰ５０」建設構想

齢、過疎・限界集落化という危機に直面している。
森林は木材の供給だけにとどまらず、土砂災害防止や土壌保全、水源涵養のよう
に、経済的価値だけでは捉えられない公益的な機能も持ち合わせている。そのほか、
生物多様性の保全、温室効果ガスを吸収・固定し温暖化を防止する地球環境保全、
気候緩和や大気浄化などの快適環境の形成、そして保健・レクリエーションなどさまざ
まな機能もある。林業の衰退は山の荒廃につながり、こうした森林のさまざまな機能
をも衰えさせてしまった。

■■ 森林資源だけで循環し続ける街「LOOP50 」
■■ 森と共に歩む社会を
・森林大国でありながら、木材輸入国の日本
日本の森林の面積は約2,500万 haあり、その割合は国土の約7割に及ぶ豊富な
森林資源を有する、まさに森林大国と言える。しかし現在の日本は「木材輸入国」で
もある。戦後の復興事業などにより木材需要が急増し、木材不足にともない価格も
高騰した。植林により木材の増大を図ったものの、人工林の成長を待つ間に安価で
安定供給が可能な外国産の木材の輸入が増加した。輸入材に押され国産材は需
要が落ち込み、徐々に国内の林業は衰退することになった。林業の衰退は十分に手
入れなされない荒廃した森林を残した。
日本の木材（用材）
の供給量は、1955（昭和30）年は6,521万㎥あり、その後増加
し続け、1973（昭和48）年に
は1億 2,102万㎥のピークに
達した。一方、木材自給率は、
1955 年の96.1%から急激に
減 少し続け、2002年（平 成
14）年に18.8%と最低を記録
した。その後は国の政策など
により、国内の森林資源が見
直され、2015 年（平成27）年
日本の木材供給量と自給率の推移
には33.2%まで回復している。
・森林資源への新たなるまなざし
地球温暖化など環境問題への解決策として、循環型社会を実現する手段として
の木材に注目があつまり、再び森林資源が見直されている。日本でも2001年に森林
の経済的機能を重視する旧「林業基本法」
を改正し、森林の多面的な機能の持続
的発揮を目指す政策を打ち出している。2009 年には「森林・林業再生プラン」
を策定
し、日本の林業を成長産業に育て、木材自給率を2020 年までに再び50％に回復させ
る目標が盛り込まれた。さらに2010 年には「公共建築物等における木材の利用促進
に関する法律」が施行され、それまで非木造建築に限定されてきた公共建築物の木
造化が推進されるようになっている。近年は化石燃料に代わる木質バイオマスとして
の活用や、木を材料とした高強度複合材セルロースナノファイバー（CNF）
の開発、針
葉樹の高強度化など、さまざまな新しい木素材に関する技術開発や研究が進められ
ている。その一方で森林資源を保有し、林業の活動主体となる地域の多くが少子高
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・森の成長に合わせて新陳代謝しつづける街
「LOOP50」は森林資源を有効に活用するため、森林から得られた建材だけで
街をつくり、エネルギーを循環させるという自立した街の構想である。
「LOOP50」は
周辺を森林に囲まれた中山間地に建設を想定し、居住人口15,000人、5,500 世
帯、床 面 積 75万㎥所 有 森
林 面 積 28,000ha（ 人 工 林
20,000ha）
を有する巨大な建
築物であり、まさに街である。
「LOOP50」は、直径 800m
の円弧状のループ棟と、それ
に囲まれたエネルギー棟から
構成されている。ループ棟は
50の区画から構成され、街
が所有する周囲の森林の一
年間の成長量に相当する木
材で毎年一区画を増築し、
同時に建築後50 年が経過し、
役割を終えた一区画を解体
する。解体された廃材はバ
イオマスプラントで燃やされ街
ユニットの形状の考え方
のエネルギー源となり、そのエ
ネルギーで生活する住民が周辺の森林に植林し、育て、そして次の一区画を増築す
るために木を切り出していく。森林の成長サイクルに合わせて、増築、解体を繰り返し、
街の新陳代謝が森林資源の循環、
「LOOP」のように永遠に続く街が「LOOP50」の
構想である。
・エネルギーの循環
「LOOP50」の建物用途は、
現在の中山間地域の街の構
成（オフィス、商業、ホテル、学
校、病院、住宅など）
を参照し
た。用途によるエネルギー消
費量の多寡や、将来的な省エ
ネ性の向上も加味し、年間の
エネルギー需要を試算し、1
人あたり約1.3haの森林の1
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森林と共に生きる街「ＬＯＯＰ５０」

年間に成長に相当する森林
のバイオマス量でエネルギー
需要を満たすことが可能とな
る。これは森林が豊かな現
在の中山間地域が保有する
人工林で十分まかなうことが
バイオマスプラントのフロー図
出来る量である。
LOOP50の中心に位置するエネルギー棟内部のバイオマスプラントは、電力を供
給する「バイオマス発電」
と、熱を供給する「バイオマス蒸気ボイラー」の2 つの系統か
らなるシステムとしている。ループ棟の直径はバイオマス蒸気ボイラーからの熱の搬送
を考慮し、ロスの生じにくい長さに抑えている。バイオマス発電時に発生する排熱をバ
イオマス蒸気ボイラーで利用することで、エネルギーの無駄をなくし施設の総合エネル
ギー効率を高めている。さらに電力で冷熱をつくる設備により、電力消費が少ない時
間の余剰電力を利用して電動冷凍機を作動させ、2 つの系統を補完するシステムとし
ている。

■■「LOOP50 」での暮らし
・便利で快適な暮らしの実現
LOOP50のループ棟の大きさは、住民が徒歩で活動可能な大きさで計画した。
ループ棟の低層階には公共施設やオフィスなど比較的大型の施設を計画し、高層部
に配置された住居ブロックとの職住近接の環境を実現している。各居住ブロックの
最下層階には特徴的な緑地
帯を設け、屋外・半屋外での
活動の場として利用を想定し
ている。緑地帯のあるフロア
にはカフェや食料品、保育施
設、クリニックなど、生活に必
要な店舗や施設を設ける計
画とした。
ループ棟の中央にある広
場には豊かな植栽や広い芝生がある大規模な公園としている。周辺の森林とは趣
が違った自然との接点を楽しむことができる。
木材は構造体以外にもインテリアやエクステリアなどに生活環境の隅々にわたり用
いられている。木材は軽く、加工しやすい材料であり、日常のメンテナンスや修理、リ
フォームも容易におこなうことが可能である。
・安全な暮らしの実現
可燃物である木材を利用した木造建築は、防災対策が重要な課題である。ルー
プ棟に用いる木材は単板の段階で不燃剤による加工を施している。それらを一体化
した大断面木材でつくられた心柱やメガブレースなどは、容易に火が燃え移らない不
燃木材となっている。万が一、
火災が発生した場合でも、張
り出した柱や梁、そして5層
毎に設けられた緑地帯が燃
え広がりを防ぐ役割を果たす
と同時に、防災計画上の避
難空地・経路としての機能も
担っている。緑地帯には避
難上配慮が必要な居住者の
住宅や保育園等の施設を配
置している。
ループ棟内の大きな吹抜
空間は、高温の煙が充満して
フラッシュオーバーが起こらな
いように、最上部から煙と熱
が上空に抜けるような計画と
している。
・コミュニティを深める暮らしの実現
LOOP50では増築、解体といった建設行為自体が、木を中心とした循環型社会で
の住民の暮らしの営みの一部として位置づけられている。毎年行われるループ棟の
増築、解体では、ループ棟の象徴的存在である心柱を建てる「立柱式」
と、解体した
心柱をエネルギー棟まで運ぶ「倒柱式」
といったイベントも街をあげて行われる。エネ
ルギー棟も50 年ごとに設備更新をおこなう計画とし、更新の年には盛大な式年祭的

なイベントとなることだろう。こうして森がつくり出すエネルギーで暮らしていることを再
認識することで、皆で森を大切にし、皆で森の恩恵を受けるという、森林のそばに集
まって暮らすからこそできる新たなコミュニティが形成されることを期待したい。

■■「LOOP50 」実現するための技術
・高さ120m の超大規模木造を実現するハイブリッド構造
木材は鉄骨やコンクリートなどの構造材料と比較して、単位面積当たりの強度や剛
性が低く、高層化にあたっては非常に大きな柱・梁断面が必要となり、室内空間を圧
迫してしまうこととなる。また、木材はクリープ
（たわみによる変形 ）
や乾燥・湿潤による
伸縮が大きく、高層化するほどその現象は顕著となる。このような木材の特性のため
高さ100メートルを超える純木造の超高層建築はまだ実現されていない。
「LOOP50」ではユニットの中央に「心柱」
を設け、短辺方向には水平荷重に対して心柱
が振れないよう支持する「メガブレース」
と、桁
方向の中間レベルと頂部レベルの二層に設け
られた「メガトラス」
によって心柱を剛接し、メガ
フレームを構成する構造安全性の高い建物と
している。
居住エリアを構成する「周辺フレーム」
は、メ
ガブレースの上部に配置し、周辺フレーム自身
主要構造部材（メガフレーム）+周辺フレーム
の長期荷重のみを負担する。心柱、メガブレー
ス、メガトラスが主要構造体として荷重や地震、風荷重を負担するため、周辺フレーム
を構成する部材を細くする（小断面化）
ことが可能となる。フレームの小断面化は室
内空間を圧迫せず空間計画上での自由度を高めている。あわせて周辺フレームのユ
ニット自体の軽量化により施工性の向上も図られている。
周辺フレームは、ひな壇状に配置することでフレームの柱の長さを60メートル以下に
抑え、木材の伸縮の影響を軽減させている。これらにより、純木造での超高層化を
可能とした。
・木材の循環に向けた技術
「LOOP50」では構造材に高強度・高剛
性で品質の安定した木材利用へ歩留まり
が良いLVL（エンジニアリングウッド）
を採用
して部材断面の合理化を図っている。さら
に地震時や風荷重時の水平力を負担する
主要構造部には綴り材を用いたオメガウッド
工法を採用し、大断面材の製作を可能とし 綴り材の構成イメージ
ている。オメガウッド工法はローコストで高い加工精度を実現するとともに、綴り材自体
を取り外すことで、接着工法と比べて大断面材を容易に解体できるメリットがあり、増
築・解体を繰り返すLOOP50に最適な技術といえる。

■■ 施工計画
「LOOP50」では、毎年ループ棟の１ユニットを
増築・解体している。つまり、常に生活空間のそ
ばで建設工事がおこなわれることになる。施工
にあたっては、出来るだけ大きな重機を使わずに、
コンパクトなスペースでの工事が可能とする方針
で検討をおこなった。最長120ｍの芯柱やメガブ
レースは、既設の躯体の上部に設置した巻上機
により引き上げる工法を採用することで、強大な
クレーンを使わずに揚重を行う施工としている。
居住ブロックとなる周辺フレームは、ユニット毎
に地上部で連結地組みし、メガフレームをガイドと
して巻上機で引き揚げ、固定していく施工計画と
した。

■■ むすびに
LOOP50は、単なる木造建築物の提案ではなく、木を中心とした循環型社会の提
案であり、森林とともに生きる社会の象徴としてLOOP50を提案している。LOOP50
は15,000人が暮らす面積 75万㎡の「街」であり、その巨大な木造建築は木を中心と
した循環社会の象徴として構想した。本構想は森林を有効活用する方法、そして森
林と向き合う方法の一例を提示している。本構想をきっかけに、日本の誇るべき資源
である森林を豊かに保ち続け、その恩恵を全面的に享受する方法を考える機会につ
ながることを期待したい。
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都市における木造建築
■平成 30 年度第 4 回開催報告

平成 30 年度第 4 回アーバン・ハウジング・フォーラムを下記の要領で開催しました｡

日

時 : 平成 31 年 2 月 21 日（木 ）15:30 ～ 17:30

（株 ）長谷工コーポレーション テクニカルセンター
巻頭論文場 所：
3-1-1
都市木造 東京都多摩市鶴巻
第2ステージへ

参加者：21
名（定員は16 名でしたが、希望者多数のため増員いたしました。）
腰原 幹雄
東京大学 生産技術研究所 教授

1

見学はマンションミュージアム先行とテクニカルセンター先行の2 班に分かれ行われました。

レポートマンションミュージアムの入口には、はじまりの物語として生命の誕生から現代までの歴史

が、360 度の大ビジョンで迫力の映像として表現され、参加者は度肝を抜きました。また全
新しい木質材料を活用した混構造建築物の
体では 8 つのコーナーに分かれ、マンションの歴史がわかりやすく展示されており、また昔の
設計･施工技術の開発
4
設備機器や施工法の違い、生活環境など貴重な資料が集められており、参加者一同懐か

津留﨑 聖斗

国土交通省 国土技術政策総合研究所 企画部 研究評価・推進課

しさと共に展示方法に感心しました。

テクニカルセンターでは、マンション管理のプロを養成する研修センターとして、様々な訓
竹中工務店の木造・
木質建築への取組み
6
練施設が用意されており、自社の社員や関連会社の社員のみならず、一般の企業も利用す

松崎 裕之

株式会社竹中工務店 木造･木質建築推進本部 本部長

ることが可能となっており、消防隊員や警察関係、自治体の職員の方々などからも利用の

問合せがあり、活用されているとのお話を伺いました。
都市に火事に負けない木造建築をつくる

安井

8

会議室で施設の館長を交え、質疑応答や苦労されたお話などを伺い、大変
昇最後は、
桜設計集団一級建築士事務所 代表

有意義な見学会でした。ご案内していただいた、説明者の女性社員、貴重な時間を割い

ていただいた館長に改めてお礼を申し上げます。
木造建築

10

─地方から都市部へ 大空間屋根から中高層へ─

塩﨑 征男

山佐木材株式会社 常務取締役 技術本部長

活 動 記 録

総会・理事会
● CFT造技術基準等小委員会
ＰＡＲＫ
ＷＯＯＤ 高森
● 総会
● CFT造研究開発小委員会
地上10階の中高層木造建築物の実現に向けて
12 1/31
● 理事会
・ＣＦＴ造構造設計法研究会
運営委員会・幹事会関係
花井 厚周
株式会社竹中工務店 東京本店設計部構造部門 構造11グループ長
● 運営委員会
1/9 2/6 3/6 4/3
● 表彰選考委員会
・ＣＦＴ構造賞選考部会
● 広報部会
1/21 4/22
田中 英明
松尾建設株式会社 工事原価本部
副本部長
・ＨＮ編集委員会
1/21
2/28 3/26 4/25
・
ＩＮ編集委員会
3/26
・アーバン・ハウジング・フォーラム
2/21
● 調査研究発表会
● 知的財産権部会
4/19
─南三陸町役場庁舎／歌津総合支所
・歌津公民館─
● 情報・担当者連絡会
五十嵐 ●学設備システム部会
株式会社久米設計 東北支社 部長 他3名
● 耐火構造技術研究開発部会
1/11 2/7 3/7 4/4
ＣＦＴ造普及委員会関係
● ＣＦＴ造普及委員会
1/16 2/13 3/13 4/10
● ＣＦＴ造適合部会
小林 利道
株式会社大林組 東京本社設計本部 プロジェクト設計第三部 部長
● ＣＦＴ造耐火設計部会
2/7 3/7 4/4
● ＣＦＴ造施工部会
1/15 1/30 2/12 2/27 3/11
3/27 4/8 4/24
● ＣＦＴ造施工管理技術者制度部会
3/28
● 技術普及小委員会
活動ニュース／活動記録ほか
・CFT国際普及WG
3/11

木造・木質化した新本店ビルの建設

2019.1/1 〜 4/30
2/1

3/15
3/13
4/24

2/8 2/26 3/5
・ＣＦＴ造耐火設計法研究会
・ＣＦＴ造施工技術研究会
● CFT造施工管理技術者更新講習
● CFT造設計/施工講習会
都市居住研究委員会関係
● 都市居住研究委員会
1/17 4/18
● 都市環境研究会
･マンションLCP分科会
1/18 3/13
● 住宅計画研究会
・次世代住空間分科会
1/25 2/25 3/11
・都市型住宅分科会
1/10 2/14 3/14
● エネルギーシステム研究会
1/28
長寿命建築システム普及推進委員会関係
● 普及推進委員会
● 普及推進幹事会
長寿命建築システム普及部会
建築基礎WG
2/19
技術インフラWG
1/22 2/19 3/19
長期優良住宅等検討部会
● 調査研究報告会
受託共同研究委員会関係
表 紙：オランダ・首都アムステルダム市の
● 既存集合住宅･調査補修方法等研究委員会

14

震災復興の先を見据えた木造ハイブリッド庁舎

16

森林と共に生きる街「LOOP50」

18

20

東部港湾再開発地域。

一定のルールの中で、住民・建築

事務局員新任報告

家が設計。リビングが湾に面している。
個性的であるが統一感のある街（湾）
並みが形成されている。

裏表紙：ボルネオ島の集合住宅。
2019 年 4月1日付で鹿島建設株式会社より大久保 昌邦氏が都市居住研究部長として着任されました。

現在、大久保部長は都市居住研究全般を担当し､ 活動しています。
なお、3月31日付で田上 淳氏が退任されました｡

真っ赤なアナコンダ橋から見たボル

ネオ島。
撮 影：荒城
隆
大久保

昌邦氏

撮影日：2005年10月
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オリンピックの観戦チケットの予約が始ま

が使用されています。日本を世界に紹介する

けて実現している木造の多様な技術、最新

り、応募した方も多かったのではないでしょ

上で、日本の伝統的な木造工法から、最新

の知見、採用事例を紹介することにより一

うか？ 令和元年を迎え2020年のオリンピッ

の技術により発展した鉄やコンクリートとの

層の普及を願い企画しました。また、紹介

クイヤーに向けてお祝いムードの中の予約開

ハイブリッドな木造、木材の見せ方、納まり

記事を参考に、現状よりさらに発展した技

始は、ちょうど良い時期だったと思います。

などを発信する良い機会になると考えていま

術、発想、架構形式等により木造の可能性

私事で言うと、競争率が高そうですが、せっ

す。巻頭論文で紹介されている様に、
「普及

が広がることを期待しています。

かくなので今回復活した野球に応募してみよ

と魅力を考える新たなステージ」に入ってい

うと考えています。

ると感じています。

オリンピック施設は、多くの施設で木 材
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今回の特集は、オリンピック施設に先駆
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