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「公共建築物等木材利用促進法」にもかかわらず、
昨年度の公共建築物の木造化率は１０％未満昨年度の公共建築物の木造化率は１０％未満

→ 公共建築物の設計を手がける各地の中堅以上の設計
事務所は非住宅の中大規模木造に不慣れで敬遠しがち事務所は非住宅の中大規模木造に不慣れで敬遠しがち

中大規模木造の設計上のハードル

• コスト（ＲＣ造やＳ造に比べて割高となりがち）
• 防耐火の法規制（防火区画、準耐火の規定など）
• 木造の構造計算ができる構造設計者がいない• 木造の構造計算ができる構造設計者がいない
• その他性能（耐久性、遮音性等）に対する配慮
• 材料調達と品質管理（ＪＡＳ製材工場のない地域）



中（大）規模木造の課題の解決策
• 防耐火の法規制防耐火の法規制

→1000㎡以下で防火区画し裸木造とする。防火壁は幅3.6m以上
の耐火構造（メンブレン耐火木造とすれば混構造の必要なし）

• 構造設計と構造計算
→軒高9m高さ13m以下としルート１で対応。5倍耐力壁を用いて壁
量規定を満た ば 製材 なく も まもなく改訂量規定を満たせばJAS製材でなくてもOK。まもなく改訂JIS-A3301
に記載の高耐力壁（壁倍率12倍相当以上）を用いて、木造住宅用
許容応力度計算ソフト（木造り ホームズ君など）で誰でも計算可許容応力度計算ソフト（木造り、ホームズ君など）で誰でも計算可。

• コストと材料調達・接合部加工
→住宅用流通材（製材：断面120×240以下、長さ４ｍ以下。集成→住宅用流通材（製材：断面120×240以下、長さ４ｍ以下。集成
材：断面120×450以下、長さ６ｍ以下。杉はE70以下、檜・唐松は
E90以下）を用い、プレカットと住宅用金物を用いた接合ディテール

• 耐久性、メンテナンス
→構造体の屋外露出は避ける、軒の出深く基礎立上がり高く

• 上下階の遮音性 →L65相当の床仕様：厚合板直張り＋ALC＋足
付き2重床＋梁間天井、L60にしたい場合は縁を切った天井を張る



中大規模木造建築の実例と各種構造要素の設計手法紹介

林野庁林業機械化センター （１９９５～１９９９）
設計：アルセッド建築研究所 構造：稲山建築設計事務所



「通し貫＋木栓」接合による金物を使わない集成材ラーメン構造



「合わせ柱・貫＋木栓」式
ラーメン接合部の構造実験ラ メン接合部の構造実験

貫のめり込み＋木栓のせん断によって
非常に耐力・靱性が高い。
接合部実験M ／梁材のZ F接合部実験Mu／梁材のZ・Fｂ
＝87.8／93.6kNm＝約94％
鋼板挿入ドリフトピン接合よりも接合効率
が高いが高い
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飛鳥学院保育所遊戯室棟
設計：アルセッド建築研究所設計：アルセッド建築研究所
構造：稲山建築設計事務所

貫＋木栓ラーメン、支点桁小屋組



林野庁林業機械化センター展示棟の支点桁小屋組



林野庁林業機械化センター 林業機械格納庫棟
支点桁方式による通直集成材アーチ支点桁方式による通直集成材ア チ



岐阜県立森林文化アカデミ （２００１）岐阜県立森林文化アカデミー （２００１）
設計：北川原温建築都市研究所 構造：稲山建築設計事務所 場所：岐阜県美濃市
岐阜県産スギ材を面格子耐力壁や樹状立体トラスとして活用した専修学校施設



105mm角スギ材の相欠き仕口によるシングル面格子



岐阜県立森林文化アカデミー アカデミーセンター棟のダブル面格子



岐阜県立飛騨牛記念館岐阜県立飛騨牛記念館
設計：北川原温建築都市研究所 構造：稲山建築設計事務所 場所：岐阜県飛騨郡

岐阜県産スギ製材の面格子に合板による補剛板を挿入



ガラス補剛板挿入面格子の水平加力実験



愛知県瀬戸市海上の森望楼
設計：東京芸大北川原研究室
構造 稲山建築設計事務所構造：稲山建築設計事務所
愛知県鳳来町産のヒノキ製材による
ガラス補剛板挿入面格子構造



いわむらかずお絵本の丘美術館 （１９９８）いわむらかずお絵本の丘美術館 （１９９８）
設計：野沢正光建築工房 構造：稲山建築設計事務所 場所：栃木県馬頭町

地場産スギ製材を活用し地場大工が加工・施工した大規模木造



梁間方向：方杖トラス構造
樹齢８０年の栃木県産スギ製材を
地元 熟練大 が加 施 した地元の熟練大工が加工・施工した



長池ネイ タ （ ）長池ネイチャーセンター （２００１）
設計：野沢正光建築工房 構造：稲山建築設計事務所



卍固め接合
接点をずらして渡り顎掛け接点をずらして渡り顎掛け



竣工３ヶ月前、

不審火による
火災に遭い、
再び作り直し再び作り直し
１年遅れで竣工

４時間火災後の状況

発見が遅れたせいで消防車が来
て消火活動が行われるまで４時間
も 続も燃え続けていたらしい。

不幸なできごとであったが、金物を
使わない接合による集成材構造が
火災 燃え落ちない とが立証さ火災で燃え落ちないことが立証さ
れた。



宮崎県木材利用技術センター研究棟 卍固め接合による立体トラス構造
設計：アルセッド建築研究所 構造：稲山建築設計事務所



宮崎県木材利用技術セン
ター（２００１） 管理棟

斜格子耐力壁とストレストスキンパネル
（オビスギの柔らかさを利用）



宮崎県木材利用技術センター各棟の屋根トラス架構



長崎県諫早市森山町保健センター （２００４）
設計：中村勉総合計画事務所 構造：稲山建築設計事務所

長さ６ｍ以下の長崎県産スギ105mm角製材を嵌合接合したスパン１２ｍのトラス長さ６ｍ以下の長崎県産スギ105mm角製材を嵌合接合したスパン１２ｍのトラス



スギ105角２～４本を35mm隙間をあけて並べ、継手・仕口は17.5mmずつ相欠きし、
ボルト締めした接合によるトラス



茨城県潮来市立潮来小学校 （２０１３）
設計：パル総合設計 構造：稲山建築設計事務所 スギ製材を用いた木造張弦トラス



茨城県潮来市立潮来小学校
設計：パル総合設計 構造：稲山建築設計事務所
スギ製材を用いた木造張弦トラスの接合ディテールスギ製材を用いた木造張弦トラスの接合ディテ ル



茨城県潮来市立潮来小学校
設計：パル総合設計 構造：稲山建築設計事務所

スギ製材を用いた２段重ね卍格子梁スギ製材を用いた２段重ね卍格子梁



茨城県潮来市立潮来小学校
設計：パル総合設計 構造：稲山建築設計事務所 スギ製材を用いた２段重ね卍格子梁



デイサービスセンターかがやき（２００５）スパン１５ｍの平行弦トラス構造
設計：栽花建築設計事務所 構造：稲山建築設計事務所 場所：群馬県邑楽町



住宅用小断面集成材とM16住宅用小断面集成材とM16
丸鋼を用い住宅用プレカット
加工で製作した平行弦トラス



ウトコリミテッド室戸工場（２００３） 高知県室戸岬
設計：團紀彦建築設計事務所 構造：稲山建築設計事務所



海側壁柱の
斜め嵌合接合部

モックアップによる斜め
嵌合接合部の組み立て



佐渡海洋深層水ボトリング工場 （２００５）
設計：團紀彦建築設計事務所 構造：稲山建築設計事務所



佐渡海洋深層水ボトリング工場
長さ６ｍの住宅用中断面集成材を用いたスパン16m シザーストラスアーチ



YoYa邸 （２００８）
設計：彦根建築設計事務所 構造：稲山建築設計事務所



施工中のYoYa邸：厚さ50mmの小断面集成板を嵌合させてビス止め



施工中のYoYa邸：小断面集成板の加工は全て機械プレカットによる



竣工後のYoYa邸の２階内観



近畿大学E-Cube （２００６）
設計：岡本清文＋類設計室 構造：稲山建築設計事務所



近畿大学E-Cubeの内観



斜め壁柱：集成材2-150×600を相欠き接合



近畿大学E-Cubeの集成材三角梁



東京大学弥生講堂アネックス （２００８）
設計：河野泰治アトリエ 構造：東京大学大学院木質材料学研究室



１点直立の木質HPシェル８基が互いに支え合う構造形式



弥生講堂アネックスのHPシェルは、木造住宅などに普通に用いられる一般流通材料
だけを使 施 上も大がかりな ジ足場などを ず イ プ ブ方だけを使って、施工上も大がかりなステージ足場などを用いずにサイトプレファブ方
式で木質シェルユニットを組み立てた。
HPシェルの構法は、直線グリッドに沿って構造用合板によるウェブを格子状に組み、
ヒノキ角材で Iビーム状にウェブを補強し、その上下面に国産カラマツ構造用合板の
フランジを２重に張ったストレストスキンパネルによっている。



内部空間は、８基の木質HPシェル同士の間に大きな三角形の開口部
とトップライトを設けることにより、明るく開放的な空間を実現させた。



隣接する講義棟の１階講義室は、ヒノキ角材を交互にトラスが形成されるようずら

して重ねビス接合した木造門型ラーメンによるルーバー状の壁・天井面としている。



JA西印旛農産物直売所（２０１０）設計：計画環境建築構造：稲山建築設計事務所
住宅用中断面集成材の張弦梁によるスパン１５ｍ屋根架構



張弦梁のディテールと施工



ベイマツドライビームの柱＋レッドウッド中断面集成材の張弦梁により
坪単価６０万円以下で実現



オガールプラザ （２０１２）
用途： 図書館・産直販売所・子育て支援施設等を含む複合公共施設

別棟通達を利用し 準耐火の２階建

複

構造･規模： 木＋RC混構造 地上2階建 1F:3311㎡ 2F:2467㎡

設計：近代建築研究所・中居敬一都市建築設計 構造：ホルツストラ

別棟通達を利用し、準耐火の２階建
て木造棟の間にＲＣ耐火構造棟を２カ
所挟むことによって約6000㎡の大規
模 造 施 階模木造公共施設を実現。２階床梁に
は住宅用中断面集成材とプレカットを
活用してコストダウン。

オガールプラザ全体構造パース



木造棟の２階床組は、長さ６ｍ以下のカラマツ中断面集成材2丁合わせ
＋住宅用プレカット梁受金物を使用し、低コスト化と工期短縮を実現



２階部分の27mスパンのマンサード型方杖付き小屋組



図書館



オガールプラザ全景



群馬県松井田町立九十九小学校 （２００６）
設計：アルコム 構造：稲山建築設計事務所 木＋RC＋S 混構造

地場産カラマツ丸太の卍組みによるドーム三段重ね格子梁による直径１４ｍの多目的ホール
‥屋根下地のカラマツ構造用合板も素材あらわし



ポリカーボネート面材耐力壁を用いた２階教室
‥壁面のカラマツ構造用合板は素材あらわし

ＬＶＬストレストスキンパネルによる木造ボイドスラブ

群馬県松井田町立九十九小学校



熊本県鹿北小学校 （２０１３）
設計：中川建築設計事務所＋NASCA 構造：ホルツストラ



熊本県鹿北小学校 木＋RC 平面混構造 2階建 3696㎡
別棟通達により４カ所の耐火RC部を挟んで1000㎡以下の木造に区画



熊本県鹿北小学校 木造＋RC平面混構造 ：木造部分の水平力の大半は
両側のRC部分に伝達・負担させているため壁のない開放的な木造空間を実現



熊本県鹿北小学校 １階職員室の内部空間
熊本産スギ製材120角とΦ16丸鋼による張弦トラスによりスパン８ｍの2階床を支持



北沢建築本社工場棟 （２０１０） ‥長野県上伊那郡
設計：三澤文子／MOK-MSD 構造：稲山建築設計事務所



樹状トラス架構＋ルーバー状の方杖・母屋で屋根荷重を分散してアーチ状に軸力

伝達した合理的な構造によって、長野県産スギ製材だけで１８ｍスパンの大空間を実現





長野県産スギ製材だけを用い、地場の大工・工務店だけで加工・施工を行った大規模木造



愛農高校森館（２０１３）三重県伊賀市設計：野沢正光建築工房構造：ホルツストラ



愛農高校森館 三重県産のスギ製材とJパネルを用いた樹状方杖柱構造



岡山県立大学同窓会館 設計：岩本弘光＋アーキシン 構造：ホルツストラ



岡山県立大学同窓会館 ヒノキ製材と構造用合板による鼓形シェル構造



岡山県立大学同窓会館 三次元CAD図面をフンデガープレカットに入力し加工



岡山県立大学同窓会館（２０１３） 外装仕上はコールテン鋼



住田町新庁舎 （２０１４） 延床面積２８８３㎡ ２階建て準耐火構造
設計：近代建築研究所＋中居敬一都市建築設計・前田建設工業JV 構造：ホルツストラ



住田町新庁舎
住田町産スギ90角材を用いた斜格子
耐力壁（倍率9 3倍相当の許容耐力）耐力壁（倍率9.3倍相当の許容耐力）



住田町新庁舎 エントランスホール
住田町産の中断面集成材を用いた２２ｍスパンの張弦梁と、スギの太径木（非構造）



住田町新庁舎 ２階事務スペース
準耐火構造＋スプリンクラーにより防火区画なしの大空間（２階：1200㎡）を実現



宮崎大学３３０記念施設（建設中）
スギCLTをウェブに用いた１８ｍ張弦トラス 設計：長大アルコム事業部 構造：ホルツストラ

メンブレン耐火木造の防火壁



まとめ
現行法規・標準コストの範囲内で大規模木造をつくるポイント現行法規 標準コストの範囲内で大規模木造をつくるポイント

• 流通製材：断面120×240mm以下、長さ４ｍ以下
中断 集成材 断 長さ中断面集成材：断面450mm以下、長さ６ｍ以下
を組み合わせてできる架構形式の工夫

屋根架構は トラス 張弦梁 支点桁方式 樹状方杖• 屋根架構は、トラス、張弦梁、支点桁方式、樹状方杖、
シザースアーチなどの形式が短材を組んで大スパンを
とばすのに適とばすのに適

• ２階床架構は、平行弦トラス、張弦トラス、ボックスビー
ム（ストレストスキンパネル）、重ね格子梁などが有効

• 接合部は在来継手仕口を応用し、「プレカット or 簡単な
手刻み程度＋ビス・ボルトと住宅用接合金物」の範囲
内でディテ ル設計すべし（特注接合金物は高価で美内でディテール設計すべし（特注接合金物は高価で美
観を損ねる）


