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公共建築月間　コスト研記念講演会

　近年、建設専門紙にも木造建築物の話題が度々取り上げられるようになり
ましたが、平成22年の「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法
律」（平成22年法律第36号）の成立以降、木造建築物に対する取組みが加速
したように思います。特に、昨年度末から今年度初めにかけて公布・施行さ
れた、CLT（直交集成板）を用いた建築物の一般的な設計法等に関する告
示（平成28年国交省告示第611号、612号、561号、562号）は、昭和57年の枠
組壁工法（ツーバイフォー工法）を用いた建築物の構造方法に関する告示（昭
和57年建設省告示第56号）から34年振りに木造建築物の構造様式に新たな一
頁を付け加えるものであり、住宅だけではなく非住宅木造建築物の増加にも
大きく寄与することになることが期待されます。
　更に、国土総合政策研究所では、平成29年度から５カ年でCLTとRC造や
S造を組み合わせた中高層混構造建築に向けた技術開発（新しい木質材料等
を活用した混構造建築物の設計・施工技術の開発）を開始するなど、CLT
を核とした木造（混合）建築物の推進に一層拍車がかかった感があります。
　公共建築物、特に国の建築物は、戦後復興の過程において、国内森林資源
の枯渇への配慮やそれを背景とした社会的要請を受けて、非木造建築に軸足
を置いて整備が進められてきました。このため、戦前にはあった木造庁舎に
対する技術的蓄積は散逸したと言わざるを得ない状況になっていた訳です
が、平成に入った頃からの国産木材使用の要請の強まりを背景に、徐々に木
材利用の技術的蓄積が進み、現在では木造関係の技術基準類の策定等も行わ
れているようです。
　戦後行われた大規模な植林が実を結び、国内の森林資源は他国に遜色ない
だけではなく世界有数の森林資源を有する国になっていると言われる今、適
切な森林資源の循環サイクルを回すためにも、適材適所での木材活用が望ま
れているのではないでしょうか。
　さて、一般財団法人 建築コスト管理システム研究所では、毎年11月の公
共建築月間に、広く建築関係の方々に興味を持って聞いていただけるテーマ
を選び、その分野の第一線で活躍をされている講師を招き講演会を開催して
おります。今回の特集では、昨年11月に開催した講演会より、東京大学名誉
教授の有馬孝禮氏による「木造・木材利用推進の流れの中で－CLT（直交
集成板）などの課題・展開－」、及び、国土交通省大臣官房官庁営繕部の米
田信年氏による「公共建築物における木材活用の推進」を紹介します。



大きなうねりの中の木材１

　「公共建築物等における木材の利用の促進に関
する法律」（2010年5月成立）が、2010年10月よ
り施行されている。その中で「（目的）第１条　
この法律は、木材の利用を促進することが地球温
暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する国
土の保全、水源のかん養その他の多面的機能の発
揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献す
ること等にかんがみ、公共建築物等における木材
の利用を促進するため、農林水産大臣及び国土交
通大臣が策定する基本方針等について定めるとと
もに、公共建築物の整備の用に供する木材の適切
な供給の確保に関する措置を講ずること等によ
り、木材の適切な供給及び利用の確保を通じた林
業の持続的かつ健全な発展を図り、もって森林の
適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与するこ
とを目的とする。」となっている。
　これより先に、住宅の長寿命化とストック流通
の円滑化を目指す「長期優良住宅の普及の促進に
関する法律」（2008年12月成立）が、2009年6月
から施行されている。その中で、「（基本方針）第
４条第３項　国土交通大臣は、基本方針を定める
に当たっては、国産材（国内で生産された木材を
いう。以下同じ。）の適切な利用が確保されるこ
とにより我が国における森林の適正な整備及び保
全が図られ、地球温暖化の防止及び循環型社会の
形成に資することにかんがみ、国産材その他の木

材を使用した長期優良住宅の普及が図られるよう
配慮するものとする。」の一文がある。
　この二つの法案とも全会一致であることにその
重さを感じる。
　マスメディアを始め一般的に用いられている
「低炭素社会」という用語が、「都市の低炭素化の
促進に関する法律」（「平成24年法律第84号」2012
年9月5日成立）に見られる。
　「（目的）第１条　この法律は、社会経済活動そ
の他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部
分が都市において発生しているものであることに
鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方
針の策定について定めるとともに、市町村による
低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特
別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のため
の措置を講ずることにより、地球温暖化対策の推
進に関する法律（平成10年法律第117号）と相
まって、都市の低炭素化の促進を図り、もって都
市の健全な発展に寄与することを目的とする」

　この「低炭素社会」という用語は、木材・木造
建築に関係するものにとっていささか違和感があ
る。なぜならば木材・農産物などの生物資源は、
太陽エネルギーによる光合成、すなわち二酸化炭

「都市の低炭素化」の定義
　都市における社会経済活動その他の活動に
伴って発生する二酸化炭素の抑制並びにその吸
収作用を保全し、及び強化すること�（法第2条）

農学博士／東京大学名誉教授　有馬　孝礼
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素の吸収、炭素化合物へ転換（炭素固定、炭素貯
蔵）された高炭素化合物である。改めて言うまで
もなく[低炭素社会]の意図するところは、「低二
酸化炭素社会」「高炭素貯蔵」である。すなわち、
森林における炭素固定、それを受け継ぐ木造建築
などが健全な姿で維持されるならば、コンパクト
な木材資源を保存する「炭素貯蔵庫」となる。そ
して具体的に「低炭素住宅・建築物」の認定に関
わる基準に示された低炭素化に資する措置とし
て、木造住宅・木造建築物が位置づけられている。
　「木材を適切に利用する」という姿勢には、木
材と木造に長年関わってきたものにとって隔世の
感があるが、これらの背景には戦後先人たちが育
てた森林資源が充実してきたことがある。その資
源を使用することによって、森林資源が更新さ
れ、次の世代へ資源を引き継ぐことになる。すな
わち消費地と生産の場である森林との関係から、
都市の木造建築や木材利用を考える時期にきたと
思いたいし、我が国土はそれを可能とする気候風
土と資源に恵まれている。地方創生の原点がそこ
にある。

木造建築は「もう一つの森林」、
次の世代へ　「生産を生む消費」２

　木材は金属材料などと比較して、資材生産に要
したエネルギーが桁違いに少ない、極めて優れた
省エネルギー資材である。その木材にあっても、
地元産材を使用するということは、運搬に要する
距離が少ない分だけ省エネルギーを図れる
（「ウッドマイレージ」というような言葉が
使用されることがある）ことになる。巷で
しばしば言われている「地産地消」はこの
運搬距離の有利さと同時に地域内での資金
や仕事の流れといった地域経済の活性化に
寄与すること大であることを意味してい
る。木材はその重量の約1/2を炭素が占め
る「高炭素貯蔵物」である。したがって、
丈夫で長持ちする住宅こそ「もう一つの森
林」と言える。耐用年数の増加は森林の成

長期間にゆとりを与えるし、都市の炭素貯蔵は廃
棄された時も少なくとも燃料資源となり得る。
　地球上の多くの資源が減り続けている中で、我
が国の木材資源の蓄積量の推移を見ると人工造林
木によって資源が増加している。問題はその内訳
であり、人工造林の樹齢を面積分布で見ると40－
50年生が多く、若い層が極端に少ない。言うまで
もなく、木材が循環資源（再生可能資源）である
ためには、若い層が多くあって生物体として健全
であることが必要であり、森林面積に限りがある
以上、伐採更新しない限り、循環資源として機能
しない。このように蓄えられた財産を活かしなが
ら、森林における木材資源としての樹齢の平準化
への努力が重要視される時期に入っている。
　このように、巷でよく耳にする「我が国は資源
のない国」では決してない。木材や木造建築は、
仕事の連携という「空間的な拡がり」と、資源更
新という「時間的な拡がり」を持っている。言葉
を換えれば、「異業種に見られる同世代との連携」

図2　我が国の人工林の林齢分布（1966年と2014年の比較）
成熟期にあるが、次への持続性はどうか
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図1　我が国の森林資源の状況　人工林の蓄積量が増加
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と「世代間を超えた連携」の両面を持っている。
木造建築は木材を消費して成り立つが、木材資源
の生産に繋がる駆動力にもなり得る。それを支え
ているのは人そのものである。

CLT（直交集成板）等による国産材
利用拡大への歩みと課題３

　最近の木材業界、県や国行政周辺の木材に関わ
る話題はCLT（直交集成板）、木質バイオ発電、
木材海外輸出である。建築物に直接関わるものは
CLTであるが、これら三つは少なからぬ影響が
ある。我々はしばしば「日本は資源のない国」と
いう発言を耳にするが、木材は我が国を代表する
再生可能な資源である。国土及び人々の生活に関
わるものだけに、その資源の持続性に十分な配慮
が必要である。
　さて、CLTの建築物の出現に関しては1974年
の枠組壁工法（ツーバイフォー工法）が我が国で
オープン化された時の雰囲気に似ている。しかし
ながら、その当時の黒船来襲のような雰囲気と大
きく異なるのは、CLTの展開が国産材や我が国
の木造建築に対する敵対関係ではないところにあ
るようである。一言で言えば、当時は低層の戸建
木造住宅を中心とした木造需要の奪合いであっ
た。1973年は、新設住宅着工戸数が190万戸余を
記録した、我が国戦後の高度成長の一つの区切り
であった。と同時に、第１次オイル危機、為替
レートの変動相場制への移行など、本格的な国際
化の波に入った時でもある。住宅関連では、プレ
ハブ（オープン化以前に建設大臣認定で建設され
ていた枠組壁工法もプレハブと見られていたし、
統計上も1987年までプレハブとして扱われてい
た）と熾烈な競争関係にあった在来工法木造住宅
の担い手である大工・工務店にとっては、まさに
枠組壁工法が黒船来襲であるかのごとき反応が多
く見られた。枠組壁工法は構造・施工方法は北米
の一般在来工法と言えるものであり、躯体を構成
する製材品（ディメンションランバー）も輸入で
あったから、林業関係者、国産材製材業者から冷

ややかな対応、敵対関係があった。更に、国産材
にこだわる真壁木造、在来軸組工法の大工・工務
店もそれに呼応する形であった。その一方では旺
盛な住宅需要の中で、規模を拡大しつつあった地
域ビルダーなどでは、北米産針葉樹であるベイマ
ツやベイツガが一般化していた。したがって木造
住宅関係者の間でも、賛否そして対応も様々で
あった。
　それに比して、今般のCLTの建築物への期待
は、住宅以外用途やコンクリートや鉄鋼系との競
争や共存に可能性を秘めていることと、ここ40年
余にわたる木造技術と法的な変遷に裏付けられて
いることが大きく異なっている。

⑴　圧倒する木材のボリューム感
　CLT（Cross�Laminated�Timber）は、発祥元
であるヨーロッパ諸国ではＸlam（クロスラム）
とも言われている。直訳すれば交差積層木材とも
言えるが、2013年に告示された日本農林規格では
「直交集成板」となっている。比較的厚い幅広板
（厚さ３㎝程度）を並べるか、横はぎして面状に
してものを直交に重ねて接着して、厚い面材（パ
ネル状）にしたものである。日本農林規格では、
厚さは36㎜から500㎜となっており、パネルの幅
が300㎜以上、長さが900㎜以上となっている。こ
のような大きさの板は壁、床などに対する部材シ
ステムによって、様々に展開ができるようになっ
ている。まさに木材の塊で、Timberそのものと
も言える。既に我が国でも３ｍ×12ｍの寸法がで
きる装置が稼動している。その形状からクロスラ
ミナパネル、交差積層パネルという方が我が国の
既存のイメージから馴染みやすい。ALC版、気
泡コンクリートの木材版と言える。
　集成材やLVL（単板積層材）は、柱や梁などの
軸組材が一般的であるが、大きな断面寸法の厚い
板も可能である。ヨーロッパでは、このような厚
い板や軸材を組み合わせるような構造は、マッシ
ブホルツという名称で1990年代の終わり頃から見
られていた。木材は湿度変動に伴う膨張収縮が、
構成する繊維方向によって差異（異方性）があ

木造・木材利用推進の流れの中で
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る。集成材やLVLによる厚い板に比べ、CLTが
大きく異なるのは、製材板を直交して重ね、接着
しているので合板と同様に寸法変化に異方性がな
く、寸法の変化量が少ないことに大きな特徴があ
る。このようにCLTは面材と軸材を兼ねたよう
な特性があり、収縮を等方性に近づけた大きな厚
板である。
　従来の木造住宅や建築物の技術発展は構造的な
合理性に基づいて資材は断面が小さく、薄くとい
うスリムな方向に移行するのが一般的であった。
それに対してCLTの最大の特徴は、圧倒するよ
うな木材としてのボリューム感にある。「CLTが
過熱しすぎ」と言われるような雰囲気を生じたの
は、このボリューム感にあることは否定できな
い。使用する木材量、新たな需要に木材関係者は
期待し、構造設計や設計に関わる人は、この厚く
大きな板が設計、性能、施工面から新たな工法、
用途の展開に期待されるからであろう。
　更に国や地方の議会や行政関係者が強い関心を
持っていることである。そこには、国内の木材資
源の充実や地域の活性化を背景とした、木材利用
に関係する法律「長期優良住宅の普及の促進に関
する法律」（2009年6月施行）と「公共建築物等
における木材の利用の促進に関する法律」（2010
年10月施行）、更に「都市の低炭素化の促進に関
する法律」（2012年9月成立）などが影響してい
るのであろう。高度成長期の終焉、為替レートの
変動相場制により、国際化40年余を経過した現
在、失われた20年の「静の時代」から再び「動の
時代」に移行しようという時期だけにCLTへの
期待があるのかもしれない。
　このような周辺の勢いに後押しされるように
CLTの日本農林規格は2013年の12月に公示され
ており、国土交通省でも建築物に関わる技術的な
研究開発の成果を受けて2016年３月、４月に法的
整備がなされている。民間においても公募型技術
開発がなされている。しかしながらあまりにも過
熱しすぎて、我が国の林業に対して救世主のごと
く扱われるのはいささか疑問である。今後の林
業・木材産業に関わる重要な需要開拓の部門だけ

に、一歩一歩の対応が必要と思われる。特に冒頭
に述べた木材のバイオエネルギー利用などと並ん
で、木材資源の持続性、地域の活性化に関わるだ
けに、地域特性に応じた配慮が重要と思われる。
　以下に、木材関連産業の技術展開や木材の建築
物等への利用に伴う各専門分野の連携について見
てみたい。

⑵　CLTの胎動
　少々古い話になるが、2008年6月宮崎で第10回
国際木質構造会議（WCTE2008�World�Confer-
ence�on�Timber�Engineering）が開かれ、世界
38ヵ国525人（うち外国人300人）の木質構造研究
者、技術者による先端研究発表、技術交換が行わ
れた。この会議に関しては、当時マスメディアを
始め、国内の木材、行政関係者の反応の鈍さに
少々落胆した思いがあった。一方諸外国の人々の
目に映った宮崎のスギ人工林の資源量とスギの材
質に、CLTの展開を頭に描いた研究、技術者は決
して少なくないことが会話の中で感じられた。そ
して2010年6月イタリアのトレントでWCTE2010
が開催され、大会冒頭の基調講演の中でヨーロッ
パの動きとして紹介されたのがCLTであった。既
にヨーロッパ諸国では1990年代の後半頃から様々
な形で試行されていたが、レンガなどの組積造の
施工体系が基本にあるので抵抗が少なかったと思
われる。我が国でCLTが注目され出したのは、
2007年にCLTの7階建実大建物を兵庫県三木市の
Ｅ－ディフエンスで耐震実験がイタリアと共同実

写真1　CLTによる躯体
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施されたときである。まさに木の塊である壁、床
の建築物が、大規模地震に対して十分耐えられる
結果が示された。
　中層建築物の木造化への傾向は各国とも確実に
進んでいるが、その背景にはヨーロッパ諸国の木
質構造を取り巻く情勢変化がある。即ち地球温暖
化対策の深化に伴う建築資材の製造、使用時に関
わる省エネルギー性は木材が圧倒的に有利である
こと、人工造林木が再生可能資源であることへの
期待である。近年、枠組壁工法が主体であるカナ
ダやUSAでもCLTが動きつつある。地球温暖化
防止対策として世界的な資源・エネルギー問題、
更には国内の木材資源状況の変化が背景にあるこ
とは、関連情報や使用されている現場を見れば明
らかである。そればかりでなく、建築トータルと
しての経済的有利性、合理性への追求があること
も明らかである。また、施工体系や防耐火体系の
変化など、コンクリートと木材の組み合わせが積
極的に試みられるような流れがある。

⑶　木材なれど木材にあらず、されど木材
　このような構造設計や施工体系に新たな展開が

生じると思われるが、原材料の調達、CLTの製
造方法そのものについても様々な対応が必要であ
る。特に大量に必要となる製材板、即ちラミナに
関わる周辺課題は避けて通れない。単純な技術的
な課題にしても枠組壁工法の枠組材、集成材ラミ
ナ、直交集成板の構成部材としての厚い板は、多
様化する用途との組み合わせなどによっては、直
接、間接に影響を受ける可能性は大きいと思われ
る。欧米諸国における木造建築物の構造躯体を構
成する木材は製材板が中心で、寸法体系に規則性
があり、汎用性が高い。それに対して国産材の構
造材料としての製材や乾燥は柱、梁などが中心に
なっているので、製材板の生産にそれなりの整
理、対応が必要である。
　構成部材やラミナとしての強度、歩留まりを重
視した木取りや乾燥など技術的対応に多くの課題
を呈している。基本構成要素であるラミナが人工
乾燥、接着、フィンガージョイントなどの組み合
わせを前提にしているだけに、生産工程における
幅反り（カップ）や反りに関わる歩留まり、エネ
ルギーに関わる木質燃料など、地域に応じた対応
連携も必要となる。また、CLTの製造装置の設
置は、規模や形式によって対応が大きく異なるは
ずである。受注の要求条件などを考慮すれば、ラ
ミナの生産、受注に対する緩衝機能としてのラミ
ナのストックや用途に適した丸太選別、そのス
トックなども重要となる。特に大型の木造建築物
件は一般の住宅とは異なり、見込み生産で対応す
ることは難しいからである。
　木材の幅広い用途、小ロットにどのように組み
合わせ、ストック方法などで対応するかが課題で
あることは間違いない。特に国産材を対象とした
CLTの新たな木質構造への展開や用途拡大の期
待は大きいものがあるが、その製造段階について
も原木、製材、ラミナなどの材料供給はもとよ
り、加工、生産に要するエネルギーや運搬、更に
は施工などに、広範囲の配慮、連携が最大の課題
と思われる。木材、木材製品については、1964年
の丸太・製材関税ゼロ以降50年余を経てきたが、
国際競争下にあることは間違いないからである。

写真2　CLT建築物の振動台実験
中層建築物や多様な用途への展開に期待がある

木造・木材利用推進の流れの中で

建築コスト研究　No.96　2017.1　　11



⑷　改めてCLTが木材である特性とは
　CLT（直交集成板）は木材の塊のようなもの
であり、鉄筋コンクリート造やALC（気泡コン
クリート版）などが主体であった建築物に利用展
開されることが予想されている。特に居住環境と
の関係で、木材の持つ物理的な特性、熱伝導や熱
容量、吸放湿性、防耐火性、耐久性がどのように
関与するかである。特に防耐火性への危惧が、我
が国の建築物への木材利用を制限した歴史もあ
る。近年防耐火性能の確保が不燃性材料による木
材被覆に加えて、燃え代、燃えどまりなどによる
方法が見られるようになってきた。現在、木材利
用が地球温暖化対策、資源の持続性はもとより、
改めて直接生活者にとって「何故木材か」が問わ
れると考えたい。例えば、木材は他の建築材料よ
り密度が極めて低いので蓄熱量は小さい。都市の
ヒートアイランド現象や冷房が切れた時のオフィ
スなどの部屋の温度上昇といったむわっとした暑
さから想像できるはずである。木造躯体とコンク
リート躯体では、内部を石膏ボードで同じように

被覆した内装であったとしても、熱や水分の吸放
出はかなり違うことが考えられる。即ち、木の見
える構造や木材の見えない木造建築物が熱伝導、
吸放湿、熱容量、夏場の蓄熱などにどのような効
能があるかである。住む人の行動や冷暖房など、
極めて多彩な要因と関係があるだけに、単純な結
論は出しにくい。とは言え、電気量の比較や個々
の世帯の電気量などの月々の変化や住まい方の変
化などのできる範囲の情報は、基本中の基本であ
る。それは省エネルギーへの関心や住まい方や生
活行動への自らの問いや意識に変化をもたらす可
能性、即ち大気中への二酸化炭素削減や資源の持
続性といった対策の根源に関わる接点であるから
である。

The Next One　さてその次は４

　木材も住宅も「空間的な拡がり」と「時間的な
拡がり」の連携が最も重視されるべきものであ
る。50年前を振り返ったとき、当時技術者が使っ
ていた計算尺は既になく、現在当たり前に使って
いる携帯やスマホは存在していなかった。木材は
その時も存在したし、いまも存在している。そん
な「木材」を進歩していないと見る人もいよう。
しかし我々は未だに木材の持つ可能性を活かし
きっていないとも言えるのである。改めて木材と
いう材料とその製品の存在意義の重さを認識した
い。それに関わった人々の専門性を見つめ耳を傾
ける謙虚さと次なる可能性への試みが必要とされ
よう。

写真3　CLTの躯体の社員寮
外観、内観は他構造と変わらないが居住環境は？

（参考文献）
１）有馬孝礼『循環型社会と木材』（単著），全日本建築士会，2002
2）有馬孝礼『木材の住科学』（単著），東京大学出版会，2003
３）有馬孝礼『なぜ、いま木の建築なのか』（単著），学芸出版，2009
４）有馬孝礼「CLT（直交集成板）は国産材利用拡大の救世主とな

りうるか」『森林環境2015』p120-127，森林文化協会，2015
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はじめに１

　「公共建築物等における木材の利用の促進に関
する法律」（平成22年法律第36号、以下、「木材
法」という）が平成22年10月１日に施行され、本
法に基づく「公共建築物における木材の利用の促
進に関する基本方針」（平成22年10月4日農林水
産省、国土交通省告示第3号、以下、「基本方針」
という）を策定してから６年余りが経過しました。
　また、本年度の日本再興戦略2016（平成28年６
月2日閣議決定）等の政府方針（以下、「政府方
針」という）においても、新たな木材需要の創出
のために、公共建築物の木造・木質化を推進する
こ と や 新 た な 木 質 材 料 で あ るCLT（Cross 
Laminated Timber）（直交集成板）の普及促進が
位置付けられる等、引き続き木材の利用の促進が
求められているところです。
　本稿では、木材利用促進の背景から、木材法施
行後の取組み等についてご紹介します。

木材利用促進の背景２

　木材は製造時のエネルギー消費量が小さく、二
酸化炭素を吸収・固定するだけでなく、育てるこ
とで繰り返し利用できる資材です。木材利用を促
進することにより、地球温暖化防止や循環型社会
の形成にも貢献することが期待できます。
　また、木材を生産する森林は、国土の保全、水源

のかん養、地球温暖化の防止等多面的な機能の発揮
を通じて、国民生活の安定に欠くことのできない重
要な役割を担っており、持続的な林業活動を通じて
適正な森林の整備が行われることが必要です。
　しかしながら、日本は、国土の６割以上を森林
が占めるという、先進国の中でも有数の森林国で
あり、戦後植林された人工林が資源として利用可
能な時期を迎えつつある一方で、これら資源の利
用が低調であること等から間伐等の森林の手入れ
が十分に行われず、森林の多面的機能の低下が大
いに懸念される事態となっています。
　こうした背景から、「農林水産業・地域の活力
創造プラン」（平成26年６月24日改訂、農林水産
業・地域の活力創造本部決定）では、豊富な森林
資源を循環利用するべく、林業の成長産業化に向
けて、2020年までに国産材の供給量を3,900万㎥
に増加すること等を目標として掲げており、公共
建築物の木造化もその実現のための施策に挙げら
れています。

国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課　木材利用推進室　営繕技術専門官　米田　信年

図１　森林資源の循環利用（イメージ）
出典：「平成27年度　森林・林業白書」
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公共建築物等における木材の利用の
促進に関する法律３

　木材法では、国の責務として「国は、自ら率先
してその整備する公共建築物における木材の利用
に努めなければならない」と規定され、これまで
災害に強い都市づくりの観点や戦中戦後の森林の
大量伐採による森林資源の枯渇への懸念から、主
として鉄筋コンクリート造や鉄骨造で進められて
きた公共建築物の整備に関して、実務上の大きな
方針転換となりました。
　公共建築物の対象としては、国または地方公共
団体が整備する学校、社会福祉施設、社会教育施
設や事務庁舎といった建築物に加え、国または地
方公共団体以外の民間の事業者が整備する公共性
の高い建築物についても含まれています。
　また、基本方針では、国が整備する公共建築物
における木材の利用の目標（以下、「国の目標」
という）を定めています。国の目標としては、建
築基準法その他の法令に基づく基準において耐火
建築物とすること、または主要構造部を耐火構造
とすることが求められていない低層の公共建築物

について、原則としてすべて木造化を図る（ただ
し、災害時の活動拠点室等を有する災害応急対策
活動に必要な施設等を除く）ことや、高層・低層
にかかわらず、エントランスホールなど、直接ま
たは報道機関等を通じて間接的に国民の目に触れ
る機会が多いと考えられる部分を中心に、内装等
の木質化を図ること等を規定し、国として、公共
建築物の整備に当たり、木造化、内装等の木質化
を図ることを明確化しました。

官庁営繕部の取組み４

　官庁営繕部は、「官公庁施設の建設等に関する
法律」（昭和26年法律第181号）に基づき、官庁施
設の整備や基準の設定、保全等に関する業務を実
施しており、木材法の施行後、木造に関する技術
基準類の整備や、木材を利用した官庁施設の整備
を行っています。
　木材法が施行されるまで、事務所用途の木造建
築物について専門的にまとめられた技術基準類は
なく、自ら木材を利用した官庁施設の整備を進め
る観点から必要なものを順次整備しているところ
です。

・木造計画・設計基準（平成23年5月）
　事務所用途の木造建築物については、戸建て住
宅と比べ一般的にスパンが大きくなる、積載荷重
が異なる等の技術的な課題があります。それらの
課題に関して、標準的な手法を定めることにより
設計の効率化を図ることを目的として、「木造計
画・設計基準」を制定しました。
　基準制定の経緯及び概要については、建築コス
ト研究75号（平成23年10月）に記載しています。

・公共建築木造工事標準仕様書（平成28年2月）
　木材法及び基本方針を受けて、従来からあった
木造建築工事標準仕様書の改定に当たり、主な対
象を住宅から低層の事務所用途の官庁施設に変更
し、内容を見直したものを、名称も新たに「公共
建築木造工事標準仕様書」として平成25年に制定
しました。その後、3年が経過し国としての政策図２　法律の概要

公共建築物等における木材利用の促進スキーム

○具体的なタ ゲットと国自らの目標の設定（率先垂範）

＜農林水産大臣・国土交通大臣による基本方針の策定＞

○具体的なターゲットと国自らの目標の設定（率先垂範）

低層の公共建築物については
原則として全て木造化を図る

木材利用促進のための支援措置の整備

○公共建築物に適した木

材を供給するための施設
整備等の計画を農林水産
大臣が認定

＜法律による措置＞

○本法律の制定を受けて、

官庁営繕基準について木造
建築物に係る技術基準を整
備

＜木造技術基準の整備＞

○品質・性能の確かな木

材製品を供給するための
木材加工施設等の整備
への支援

＜予算による支援＞

○認定を受けた計画に

従って行う取組に対して、
林業・木材産業改善資金
の特例等を措置

○整備後は地方公共団体へ
積極的に周知

○展示効果やシンボル性

の高い木造公共建築物の
整備等を支援

等

具体的・効果的に木材利用の拡大を促進
・公共建築物における木材利用拡大（直接的効果）
・一般建築物における木材利用の促進（波及効果）

併せて、公共建築物以外における木材利用も促進

林業・木材産業の活性化と森林の適正な整備・保全の推進、木材自給率の向上

・住宅、公共施設に係る工作物における木材利用
・木質バイオマスの製品・エネルギー利用
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への対応、関係法令との整合等所要の改正を加
え、平成28年版としています。
　本仕様書は、「国等の統一基準」として、国等
が行う木造の官庁施設の新築、増築等の工事に関
し、建築物の品質及び性能の確保並びに施工の合
理化のために工事の実施に当たって確保すべき、
または遵守すべき標準的な品質、性能及び施工方
法を示したものです。

・木造事務庁舎の合理的な設計における留意事項
（平成27年5月）

　木造建築物の整備では、地域によって調達でき
る木材の材種、性能、寸法等が異なることが多く、
材料の調達や加工に関する木材特有の情報を設計
段階で把握しておかないと、工事の長期化や建設
コストの増大に繋がることがあります。
　そこで、公共建築物の発注者や設計者が、木造
の設計経験が少なくても、木材特有の情報を把握
し、木造事務庁舎の設計を合理的に進められるよ
うに留意すべき事項を、「木造事務庁舎の合理的な
設計における留意事項」としてとりまとめました。

・官庁施設における木造耐火建築物の整備指針
� （平成25年3月）
　平成12年の建築基準法の改正に伴う性能規定化
により、耐火建築物に要求される性能が明確化さ
れ、木造であっても、所定の性能を確保すること

で耐火建築物として整備することが可能となりま
した。一方、基本方針においては、耐火建築物と
する必要がある場合であっても、「木造の耐火性
等に関する技術開発の推進や木造化に係るコスト
面の課題の解決状況等を踏まえ、木造化が可能と
判断されるものについては木造化を図るよう努め
るものとする」としています。
　そこで、木材利用の一層の促進を目指して、官
庁施設の有すべき性能水準を満足し、コスト低減
にも配慮しつつ、木造耐火建築物を適切に整備す
るための手法を、「官庁施設における木造耐火建
築物の整備指針」（以下、「本指針」という）とし
てとりまとめました。
　本指針では、耐火建築物に係る法令の整理、木
造耐火建築物について、「メンブレン型」「燃え止
まり型」及び「鋼材内蔵型」の工法別に、それぞ
れ「建築計画」「構造計画」等に関する留意点等
の技術的事項の整理を行いました。併せてケース
スタディを実施し、その際に作成した「詳細図」
等も掲載しています。
　また、木造耐火建築物に係る技術開発は日々行
われている状況であるため、本指針の策定後も毎
年技術開発の状況をフォローアップしています。

8 
 

【留意事項の構成】 

木造建築物には、鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建築物とは異なる、設計時に特有の「気

をつけなければならないこと（留意事項）」があります。このため、本留意事項では、低層の

木造事務庁舎の設計を進めるにあたり、必要以上の施工期間や建設コストが生じることなく

「合理的な設計」ができるように「留意事項」とともに、各留意事項の「背景」及び「解説」

を加えた構成としています。 
また、本留意事項の章立ては、次のとおりです。 

（１）「木材調達」に関する留意事項（第２章） 

庁舎の建設地域で入手が容易な木材の活用の可否について、留意する内容を記載 

（２）「主要構造部における木材利用」に関する留意事項（第３章） 

庁舎の建設地域で入手が容易な木材を使用した平立面計画、スパン・モジュール計画、

部材の選定などについて、留意する内容を記載 

（３）「住宅用建材の活用」に関する留意事項（第４章） 

住宅建材を活用することや仕上げの選定について、留意すべき内容を記載 

各章はそれぞれ関連しているとともに、章内の各留意事項もそれぞれ関連があるも

のなので、フィードバックや試行錯誤を繰り返して、合理的な設計を進める必要があ

ります。 
また、「参考資料」には、２章を踏まえて事前調査を行う場合に活用できる調査様式

例や、木材調査に必要な知識、配慮事項の解説となる調査情報等を記載しています。 
 

図３　留意事項の構成

メンブレン型 燃え止まり型 鋼材内蔵型

心材 心材
燃え止まり層

燃えしろ層

耐火被覆

心材
耐火被覆

図４　木造耐火建築物の工法

図５　ケーススタディを行ったモデルの概要
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基準階面積　約400㎡
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延べ面積　約3,000㎡
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延べ面積　約1,500㎡

プ
ラ
ン
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・木材を利用した官庁施設の適正な保全に資する
整備のための留意事項（案）（平成28年5月）

　建築物は、適正な保全が行われないと良好な状
態を保つことができません。
　また、木造建築物については、腐朽や蟻害など
鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建築物とは異なる
経年変化があるため、適正に保全するためには、
設計・施工・維持管理の各段階において、木造特
有の対応が求められます。
　そこで、木造の官庁施設について、長期にわた
り必要な性能を確保するための維持管理手法や設
計・施工段階の留意事項について、平成27年度か
ら2年間にわたり検討を行い、木造建築物の保全
に関する技術基準類としてとりまとめる予定にし
ています。
　「木材を利用した官庁施設の適正な保全に資す
る整備のための留意事項（案）」では、施設の耐
久性及び保全性を確保するために、設計時におい
て留意することが望ましい事項や、工事の実施に
当たって留意すべき事項をまとめており、今後更
なる充実化を図る予定です。

・公共建築物における木材の利用の取組に関する
事例集（平成24年7月）・公共建築物における
木材利用の導入ガイドライン（平成25年6月）

　地方公共団体では、事務所用途以外の公共建築
物も多数整備しており、これらの公共建築物に関
する技術的事項を整理することも重要です。その
ため、都道府県及び政令指定都市の営繕担当課長
と官庁営繕部が参加する「全国営繕主管課長会
議」の構成員の協力を得て、事務所用途以外の公
共建築物を対象に、木材の利用に取り組んだ事例

を収集・整理しています。
　「公共建築物における木材の利用の取組に関す
る事例集」では、収集した事例を、関係者の理解
の構築、発注上の課題、維持管理上の課題、その
他の課題の四つの課題に分類してまとめていま
す。
　また、「公共建築物における木材利用の導入ガ
イドライン」では、設計図面を中心に工夫・配慮
したポイントを、合理的な建築計画、建築構造の
設計、建築部位の設計、建築設備の設計等のいく
つかの技術的側面を切り口として、木造や内装・
外装に木材を利用するために必要な技術的事項を
整理して、設計段階における手引書としてまとめ
ました。

・官庁営繕事業における木材利用
　官庁施設の整備では、木材法及び基本方針に基
づいて、木造化及び内装等の木質化を中心に木材
の利用を進めています。

関連

①部位
計画・設計・施工にあたって留意すべき部位

②想定される現象
経年によって発生する可能性のある現象

③要因
現象が発生する要因

④問題点
既往の文献等を引用した具体的な解説

⑤基準類の関連箇所
「木造計画・設計基準（平成23 年版）」等の
関連箇所

⑥留意事項
施設の耐久性及び保全性を向上するために
基準類を補完する事項

⑦参考図・写真
関連する図や写真を掲載

留意事項の構成 事例

柱脚部の金物設置例 柱脚部の腐朽

① 部位 屋外の独立柱
② 想定される現象 腐朽
③ 要因 柱脚の木口への水分の浸入
⑥ 留意事項

屋外に面する柱脚部は、柱との間に通気層
を確保の上、モルタルや板金、石等の仕上げ
で覆う対策や、木口については接合金物に
よってコンクリート基礎等から離すといった対
策を検討する。
⑦ 参考図・写真

腐朽 蟻害（例）

内
容

図６　留意事項（案）の事例
写真１　木造庁舎の整備事例

（平塚地方合同庁舎　会議室棟　平成26年度完成）

写真２　木質化の整備事例
（仙台第１地方合同庁舎増築棟（Ｂ棟）
壁、受付カウンター　平成27年度完成）

公共建築月間　コスト研記念講演会
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公共建築物における木材利用促進に
向けた措置の実施状況５

　国の目標の達成に向けた取組みの内容、当該目
標の達成状況その他の基本方針に基づく公共建築
物における木材の利用の促進に向けた措置の実施
状況について、木材法第7条第7項に基づき農林
水産大臣と国土交通大臣は毎年１回取りまとめる
とともに、当該実施状況を踏まえて講ずべき措置
と併せて公表しています。これにより、公共建築
物における木材利用のより効果的な促進に資する
ことはもとより、公共建築物以外の一般の建築物
への木材利用が拡大するという波及効果にも期待
しています。
　平成26年度の実施状況については、平成28年2
月18日に公表しており、国が整備する公共建築物
における目標の達成状況としては、木造で整備を
行った公共建築物は32棟、合計延べ面積4,047㎡、
内装等の木質化を行った公共建築物の総数は、合
計172棟でした。

CLT関連の動向６

　新しい建築材料であるCLTについては、平成
28年3月及び4月に建築基準法に基づく告示が公
布、施行されたことにより、同法に基づく大臣認
定を受けることなく建築物の構造部材として用い
ることが可能となりました。
　また、新たな木材需要の創出や地方創生への寄
与の観点から、政府を挙げてその活用促進に取り
組んでいるところであり、平成28年9月には

「CLT活用促進のための政府一元窓口」が内閣官
房に設置されました。
　官庁営繕部においても、木材利用の促進の一環
として、関係省庁と連携して官庁施設の整備に当
たり、その活用に取り組んでいるところです。

（CLT活 用 促 進 の た め の 政 府 一 元 窓 口　HP：

http : //www.cas.go.jp/jp/seisaku/cltmadoguchi/）

おわりに７

　木材法の施行後、官庁営繕部では、林野庁と連
携しながら、木材法や基本方針、木造計画・設計
基準等の技術基準類の周知を行い、木材利用の促
進に積極的に取り組んできました。
　今後も、公共建築物で木材利用がより一層促進
されるよう、木材利用の先導的かつ模範となる施
設整備を行い、関係機関と連携を図りながら情報
提供等による技術的な支援を行う等、様々な取組
みを行っていきたいと考えています。
※官庁営繕における木材の利用の推進に関する情報
は国土交通省のウェブサイトに掲載しています。

http : //www.mlit.go.jp/gobuild/mokuzai_index.html

○ 官庁施設における木造耐火建築物の整備指針 【平成25年3月】

・事務所用途以外の公共建築物での木材利用に必要な事項をガイドラインとして取りまとめ

○ 公共建築物の木材利用の導入ガイドライン 【平成25年６月】

・木造の官庁施設の設計に関し、必要な技術的事項及び標準的手法を規定

○ 木造計画・設計基準 【平成23年5月】

■技術基準類

※設計関係

・木造建築物の整備にあたって直面する課題に対する解決手段等の事例を収集・整理

○ 公共建築物の木材利用の取組に関する事例集 【平成24年7月】

※木材利用の具体事例

・木造建築物を耐火構造として整備する場合の技術的事項を取りまとめ

○ 木造事務庁舎の合理的な設計における留意事項 【平成27年5月】

・調達や加工に関する木材の特徴を踏まえて、設計を合理的に進められるように留意すべき
事項を取りまとめ

・木造建築物の工事にあたって確保、又は遵守すべき標準的な品質、性能、施工方法を規定

○ 公共建築木造工事標準仕様書 【平成28年2月】

※工事関係

・木造建築物の保全に配慮した整備のために留意すべき事項をとりまとめ

○ 木材を利用した官庁施設の適正な保全に資する整備のための留意

事項（案） 【平成28年5月】

図７　官庁営繕部における木造建築物に係る技術基準類の整備状況

公共建築物における木材利用の推進
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はじめに１

　住田町は岩手県東南部に位置する人口6,000人
ほどの町で主たる産業は農林業である。四方を
600 ～ 1,300ｍ級の山々に囲まれて森林面積は3
万haを超え、町の総面積の約9割が森林で占め
られる緑豊かな地域である。住田町では早くから
この森林資源を活かし、「森林・林業日本一の町
づくり」を目指して官民一体の取組みを推進して
きた。
　庁舎建設計画のきっかけは築50年余を経た旧庁
舎の老朽化と2011年3月11日に発生した東日本大
震災であり、2012年に庁舎建設基本計画を定め、
建設がスタートした。新庁舎は、「人にやさしく

親しまれる庁舎」「環境にやさしく防災の要とな
る庁舎」「住田町らしさを発信する庁舎」の三つ
のコンセプトで、「木造」が大前提であった。
　震災後の労務と資材不足が顕在化している中、
工期と建設費を厳守するため設計・施工一括発注
型プロポーザル方式が採用され、当社を代表企業
とする前田建設工業・長谷川建設・中居敬一都市
建築設計異業種共同企業体（設計協力：近代建築
研究所・ホルツストラ）が選定された。
　この庁舎は、森林・林業日本一の町づくりを目
指すこの町のシンボルとして、建物自体が地元木
材のための「木のショールーム」になるとともに、
地元で受け継がれてきた気仙大工の技術を随所に
活かす建築が求められた。設計を行う上で当初よ
り発注者側からは町内産の木材を活用し地元での

前田建設工業株式会社　建築事業本部 企画・開発設計部BIM設計グループ長　綱川　隆司

写真１　建物全景

関連記事
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加工・施工まで行う川上から川下までの「地産地
消」と構造体に高い意匠性を持たせて「木造の架
構をそのまま見せたい」という意向が示されてい
た。設計チームは、地上2階建て延床面積約2,900
㎡の純木造建築とし、太い柱と梁で構成された伝
統的木造建築の面影を残しながらも現代建築とし
ての先駆性が表出する大規模木造建築を目指した。

建物の概要２

　地上2階建ての純木造建築物であり、主要構造
部は集成材で構成されている。構造材の7割は住
田町産のスギやカラマツを使用しており、燃えし
ろ設計による準耐火建築物とすることによって、
木質構造材を被覆せず内外で現しとしている。
　全体のプランについては将来のレイアウト変更

についてもフレキシブルに対応できるように四つ
の大空間でシンプルに構成されている。建物の南
寄りには2層吹抜けの交流プラザと町民ホールの
二つの大空間があり、執務室のある北寄りは1、
2階とも仕切りのない大空間となっており吹抜階
段部を通して空間的に一体となっている。大空間
の実現のためにスプリンクラー設備を設置して
3,000㎡以下の床面積での面積区画を不要とした。
仕切りのない見通しの利く執務空間が町民の方へ
適切なサービスを行うことに寄与しており、ユニ
バーサルデザインによる案内や誘導などにより、
すべての人が利用しやすい庁舎となっている。
　町民ホールは各種イベントに使われるほか、非
常時には避難所や支援物資の集積場となる。玄関
に続く交流プラザも様々な展示を始めとする町民
の交流の場として利用され、四隅には町民寄贈の

図１　住田町役場平面図

配置図 1/500

相談室
倉庫

授乳室 相談室

配置図兼１階平面図

平⾯図 1/400
１階平⾯図

相談室

倉庫

授乳室相談室

２階平面図

住田町役場
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樹齢100年超の象徴木が屹立する当庁舎の象徴的
な空間である。外構には防災広場や交流のための
広場として芝生の町民広場を用意している。エネ
ルギーの面でも木質ペレット焚吸収式冷温水発生
機を採用し、冷暖房用エネルギーの地産地消も実
現している。

地産地消の地域循環型３

　「森林・林業日本一の町づくり」を目指す町に
ふさわしく、建築材料には地元産のスギ・カラマ
ツを原材料とした集成材が町内の工場から供給さ
れ、地元の大工、塗装業者等が各工事を担当し
た。すなわち、地元の山林で伐採した原木を、地
元の加工工場で木材化、その木材を使い新庁舎を
建設。建設する業者も地元の人々が携わる「地産
地消」の地域循環型木造建築を展開した。2階床
梁を住田町内の集成材工場「三陸木材高次加工協
同組合」の生産ラインで製造可能な断面寸法と長
さの範囲内で納めるために1階の柱スパンを7.28
ｍ以下に抑えて、床梁は中断面集成材を2丁合わ
せ使いとして準耐火の燃えしろ設計に対応してい
る。床梁の端部の接合部は、住田町の「けせんプ
レカット事業協同組合」の住宅用プレカット加工
ラインでプレカットできるように、2スリット＋
ドリフトピンタイプの梁受け金物で納めている。
　屋根架構は、スパン約22ｍのレンズ型張弦トラ
スを用いているが、このレンズ型トラスの上下弦
材についても住田町内の中断面集成材工場で製造
した短い直線材を組み合わせてつくれるよう工夫
したものである。下に凸の円弧カーブに沿った下

弦材は、中央材240×120を側材2－150×120で挟
んで相互に継目を半ピッチずつずらして連続させ
た3層構成の合わせ梁としている。これにより県
外の大断面集成材工場で長尺の湾曲集成材を特注
で製造しなくても済み、町内産の中断面集成材だ
けで22ｍスパン無柱空間と3.6ｍの軒の出を実現
させている。

　外観上の特徴でもあるラチス耐力壁は、住田町
産のスギ90㎜角材をホゾパイプで斜め45度に組ん
だ斜格子形式とし、柱頭柱脚接合部は丸鋼シャフ
ト＋ドリフトピン方式の金物を使用している。こ
のラチス耐力壁は東京大学木質材料学研究室と㈱
ストローグで共同開発したもので、既製品のホゾ
パイプと住宅用プレカット柱加工ラインで部材加
工できるように工夫されており、二度の予備試験
の後、富山県農林水産総合技術センターで行った
面内せん断試験により試験成績書を取得した。地
場産スギ材を活用しながら地震力に対して重要度

写真２　交流プラザ
写真３　レンズ型トラスの見える２階執務スペース

写真４　ラチス耐力壁
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係数1.5の耐震性能を確保すると同時に光を透過
する意匠性の高い耐力壁が実現した。
　外装にヨロイ張りの羽目板を採用したほか、内外
部の仕上についても各所に木材を使用し、江戸時代
から続く伝統を誇る気仙大工の精細な技を見せてい
る。町内産の木材で町内の職人（企業）が携わるこ
とにより、将来の更新や維持管理を町内企業で賄え
るような仕組みをつくり実践した。外部建具には木
アルミ複合サッシを使用し、木とガラスが織りなす
現代建築としてのファサードを備えている。

　木造庁舎の用材は造作材を含め約800㎥で、そ
の7割が地元で切り出され、地元で加工され、利
用された。製材過程で生まれる木質廃棄物は地元
でペレット化され、木質ペレット焚冷温水発生機
によって冷暖房の熱源となっている。このバイオ
マスエネルギーの活用に加えて、屋根に設置され
た排煙・自然通気併用のハイサイドライトの上に
はソーラーパネルが設置され、バッテリー付き非
常用電源としても利用される。また用材の地産地
消により、建材の運送マイレージが大幅に減少
し、地球環境の温暖化防止効果に貢献するカーボ
ンオフセットサイクルがここに生まれた。

BIMによる関係者間の調整と
地域住民の参加４

　純木造の庁舎を設計施工で請け負うことは当社
においても新しい挑戦であったが、実績のある
BIM（Building Information Modeling）を全面に
用いることでこれに応えた。今回あえて天井を張
らず木の架構を見せている箇所が多い。通常隠ぺ

いされる設備機器も一部露出しているが、設計段
階より発注者にBIMのリアルタイムウォークス
ルーを見てもらうことでそれらの視認性を含めて
承認を得ている。今回加工を請け負った木骨ファ
ブリケーターとの間でデータ連携を行い、複雑な
意匠を実現するためのデジタルモックアップを作
成するなど、建築と設備を統合した高品質な設
計・施工を実現した。

　今回設計段階で作成した3次元データは動画と
して編集され、開設された専用ホームページ上で
一般公開を行い、着工時点で竣工後の外観・内観
のイメージを地域住民の方々と共有している。
BIMを活用することで「発注者の承認をスムーズ
に得る」、「建築と設備を統合し高品質な設計・施
工をおこなう」、「デジタルモックアップ・解析等
の検証をおこなう」、「町民への情報開示」の四つ
の効果が実現した。

おわりに５

　この庁舎建設においては、町内の森から切り出
した木材を町内で加工し、建設に関わるあらゆる
工種で住田町内企業が施工に参加した。また象徴
木の磨き上げや現場見学会等のイベントに小学生
を始め多くの地元の方々に参加いただくなど、住
田町と一緒に作り上げたという実感がある。当社
としては引き続き近接する釜石市や大槌町におい
ても木造建築で東北の復興に貢献する機会を賜っ
ており、現在東京都内でも耐火木造建築の竣工を
控えている。大型木造建築へ取り組むきっかけと
なったこの庁舎建設プロジェクトに携われたこと
に改めて感謝の意を表したい。

写真５　ファサード

図２　BIMセクションパース

住田町役場

建築コスト研究　No.96　2017.1　　21



設計主旨１

　高知県は日本一の森林率を誇る森林に恵まれた
県であり、この森林を活かした林業や木材産業の
発展が県全体の課題となっている。この高知県下
の市町村で構成する総合事務組合の新庁舎のある
べき姿は、木材を巧く利用し、将来的にも木材利
用の可能性を秘めた建築とすべきと考えた。
　木材を建物に利用する最大の方法は構造体に使
用することである。建築基準法では上部４階まで
は１時間耐火構造、それ以下は２時間耐火構造を
義務付けている。１時間耐火構造は木造でも認定
工法があり、無理なく設計できる可能性があるこ
とに着目し、２時間耐火構造の鉄筋コンクリート
造と１時間耐火構造の木造とのハイブリット構造
による６階建の中層ビルに取り組むことになった。

建物の概要２

⑴　建物の立地
　高知県庁、高知市役所に隣接した高知市の中心
部にあり、正面には高知城を望む位置にある。用
途地域は商業地域で容積率500％の防火地域であ
る。また、南海大地震による津波浸水予測が１～
２ｍの地域となっている。
⑵　建物の構成
　耐火木造とRC造とのハイブリッド構造である。
また、１階２階の中間に免震層を設けた免震建物
としている。
⑶　建物の用途
　高知県下の市町村が加盟する高知県市町村総合
事務組合の庁舎であり、一部関係団体等の事務所
が入居する。津波災害時には、津波避難ビルとし

株式会社細木建築研究所　代表取締役　細木　茂

写真１　窓ガラス越しに木製ブレースが見える外観 図１　断面図
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て機能する。津波避難ビルの木質化のプロトタイ
プとなる。
⑷　フロアー構成
　１階は津波による浸水被害を考慮して駐車場と
している。２・３階は研修室と大会議室であり、
大スパンの無柱空間が要求されるため、RC造と
している。４～６階は主に事務室スペースである
ため、大スパンの必要がなく木造が可能なため、
耐火木造を採用した。

建物の耐火・耐震３

⑴　耐火木造の木質化
　耐火木造はメンブレン工法とし、柱梁等の主要
構造部は強化石膏ボードによって耐火被覆する。
独立柱は耐火被覆の上に県産杉材で仕上げをす
る。また、県産杉材による木製ブレースを用い、
これを現わしとする。更に、県産木材により家具
を製作する。これらの効果で、木造らしさを感じ
させる耐火木造建築物を実現している。

⑵　RC造と耐火木造によるハイブリッド構
造の免震建物

　１階～３階（２時間耐火構造要求階）をRC造、
４～６階（１時間耐火構造要求階）を耐火木造と
したハイブリッド構造の免震建物とした。免震装
置は津波（浸水）被害を考慮し、RC造の１階と
２階の中間層に配置している。
　上層部の耐火木造は、国土交通省官庁営繕部に
よる「官庁施設における木造耐火建築物の整備指
針」に設計ケーススタディや納まり事例が例示さ
れた被覆型の１時間耐火構造部であるメンブレン
工法を採用した。この工法は、木製の柱・梁等を

強化石膏ボードで耐火被覆する工法で、工法の使
用に対してはオープンであり、大臣認定取得者で
ある日本木造住宅産業協会が主催する講習会を受
ければ、誰でも、どこでも、設計・施工できるこ
とが最大の特徴である。更に、樹種の規定がない
ため地元の木材の活用がしやすい（表面を木材で
仕上げる技術は、（一社）日本木造耐火建築協会
の協力による）。
　この最も汎用的な被覆型の１時間耐火構造を最
上階から３層部分に用い、下部を津波対策も兼ね
てRC造とした免震建物は日本初の試みであり、
今後全国において、沿岸部の津波対策や防災拠点
としての地震被害軽減が必要な庁舎等の公共建築
物を木造化する一つのモデル建物となり得ると考
えている。
⑶　木造部分の耐震設計
　上層部の耐火木造部の主な耐震要素は、外観上
の特徴となるガラス張りの建物正面等に配した高
知県産材による木製ブレースと、建物内部及び建
物外周に配した面材耐力壁である。免震構造の採
用により、木造部分の耐震要素を少なくし開放的
な内部空間を実現した。木材を現わしで使う木製
ブレースは、木造らしさの表現と、通風・採光の
確保により居住性の向上を可能とする。また面材
耐力壁は、１時間耐火構造の耐火被覆を行い、火
災後の常時の風荷重及び中地震程度の水平力に対
して安全性が確保できるレベルとする。

図２　メンブレン工法の柱
（表面を木材で仕上げる技術は（一社）日本木造耐火建築協会の協力による。）

図３　構造アイソメ図
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⑷　CLTパネル耐力壁の採用
　高知県が推進する高知県産の杉によるCLTパ
ネルを耐力壁に使用する。Ｙ軸方向（東西方向）
の水平力は木製ブレースで負担しているが、Ｘ方
向（南北方向）の水平力は合板とCLTパネルで
負担する。Ｘ方向中央部の高耐力を必要とする耐
力壁にはCLTの高強度特性を活かしてCLTパネ
ルを使用する。なお、CLTパネルの許容耐力に
ついては設計仕様に合わせて構造実験にて検証し
ている。

⑸　耐力壁以外のCLTパネルの使用
　耐力壁以外にも移動間仕切り（スライディング
ウォール）、可動間仕切り（パーティション）、間
仕切壁に試験的にCLTパネルを使用している。
これらの部分は主要構造部ではないため耐火被覆
の必要がなく、CLTパネルを現わしとすること
が可能となっている。

写真２　工学院大学でのCLT加力試験

図５　CLT耐力壁取付詳細図

写真３　CLT耐力壁施工完了時状況

２階平面図 ４階平面図

５階平面図 ６階平面図

図４　平面図

写真４　CLTパネル使用例

２階研修室に設けた
CLTスライディングウォール

５階のCLT間仕切壁
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建物内部の木質化４

　建物内部は耐火木造部分、RC部分共に木質化
を施す。耐火木造部分は、木製ブレースを現わし
とし、耐火被覆をした柱を杉材で化粧張りしてい
る。また居室の間仕切CLTパネルを現わしとし、
事務所空間の天井は内装制限から準不燃材料が求
められ、1/10の見付面積の杉竿縁天井としている。

　RC部分の２階、３階はホールの床仕上げを杉
の圧縮加工フローリングとし、天井仕上げを準不
燃処理の杉板としている。また２階の研修室及び
３階の大会議室の天井仕上げは準不燃処理を施し
た桧板や杉板としている。外部のコンクリート打
放しにも杉板型枠を使用するなど、建物は外観、
内観共に木質感、木造感を大きく持たせている。

外観について５

　建物の北面は敷地の条件上、唯一道路から見え
る部分である。敷地の東と西にはビルが隣接して
おり、東西面はほとんど見えることがない。した
がって、北面がこの建物の外観上最も重要な部分
となる。１～３階は木材・ガラス・コンクリート
の構成による外観デザイン。４～６階は外から見
て明確に木造であることを感じさせるデザインと
している。

＜建物概要＞
名　　　称：高知県自治会館新庁舎
建　築　主：高知県市町村総合事務組合
建　設　地：高知市本町４丁目１番35号
用途地域等：商業地域、防火地域
敷 地 面 積：798.73㎡
延 床 面 積：3,648.59㎡
構造・階数：�１階～３階：RC造、（一部鉄骨造）、４階

～６階木造軸組工法（メンブレン耐火方
式）、１階上部に免震層を設けた中間層免
震構造

免 震 装 置：鉛プラグ入り積層ゴム
使 用 木 材：�高知県産スギ・ヒノキ（構造材、造作材と

も）一部の梁にベイマツ集成材使用
用　　　途：事務所
工　　　期：2015年６月～ 2016年９月
設計・監理：㈱細木建築研究所
構 造 設 計：�桜設計集団一級建築士事務所、樅建築事務

所
防耐火技術協力：桜設計集団一級建築士事務所
設 備 設 計：㈱アルティ設備設計室
施　　　工：㈱竹中工務店四国支店

写真５　窓側木製ブレース

写真６　内部木製ブレース

図６　外観イメージ

カーテンウォール越しに 

木製ブレースが見える 

杉材 

ｺﾝｸﾘｰﾄ

打放し 

写真７　３階大会議室 写真８　３階ホール

高知県自治会館新庁舎
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計画の背景１

　本計画は大阪市西区の、江戸時代には長堀を中
心とし、大阪の木場として栄えたエリアにほど近
い場所に立地する、木材の仲買協同組合の会館の
建替えである。古くから木材にゆかりのある場所
で木材を取り扱う歴史ある協同組合の会館の建替
えのため、工事中・完成後の両面で木材利用の情
報発信の中心になっていくことが求められた。

設計概要２

　建物は、地域に長く親しまれてきた樹齢65年を
超える桜の木を取り囲むように木材が表出し、温
かみのある表情を持つ。都市部ではこれまで困難
であった木造を実現し、地上３階建、木材仲買組
合のオフィスと展示スペース、会議室からなる内
部・外部ともに木材にあふれた事務所ビルである。

株式会社竹中工務店　設計部　課長　白波瀬　智幸

写真１　木製の引き戸を開けるとバルコニー、桜の木が一体になる
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都市の中の森３

　「コンクリートと鉄の都市」を「木の森」に変
えることを目指す木造オフィスビルのモデルプロ
ジェクトとして、木の温もりと安らぎが感じられ
る建物をデザインした。オフィスでは執務をしな
がら木の温もり、香りに触れることができるだけ
でなく、木製の引き戸を開けることで、自然の空
気と光に触れて生活することができる。また、居
室の全面に設けられたバルコニーに出れば既存の
桜の木を介して都市の中にあって自然にあふれる
空間に触れることができる。街ゆく人々も、無機
質な都市空間において不意に、桜の木を抱くよう
に建つこの建物に出会い、身近に木の温もりを感
じることができる。木を媒体とし、この建物を取
り巻く人々の日常が充実することを目指した。

写真３　既存の桜の木を抱くように建ち、木の表情にあふれる木造ビル

写真２　エントランスホール「街に向かって開いたおもてなしの空間」

「都市の中の森」を創る
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都市で木をつかうということ４

　近年、公共建築での木材利用が注目を浴びてい
るが、都市密集地域においてはほとんどの場合耐
火建築物が求められ、木材の利用、特に構造体へ
の利用が困難であった。本計画ではこの点を解決
する技術として開発した、構造材・仕上材ともに
木を用いる３層式の耐火集成材“燃エンウッド”
を国内初の事例として採用した。これにより木の
表情や香りにあふれる空間と、生産時のCO2を大
幅に削減しゼロカーボンに寄与する構造体を同時
に実現した（図1、2）。　また、外装の木材部
分に対して軒庇を設けることで、伝統的な日本の
木材利用の技術を伝承しながら、メンテナンス性
や防災の観点でも木材という材料の特性を活かす
工夫も行った。また隣地の延焼にかかる部分は
RCの防火壁としたり、水害のおそれのある1Ｆ
部分はRC造とすることで、防災という観点で培
われてきた文化であるRCとの融合も図った建物
形状を生み出した（図３）。

図１　木造架構アクソメ

上階延焼防止

隣地延焼防止

避難ルート

津波対策

地震対策 RC
木

図３　木材のメンテナンス性や防災に配慮した建物形状

図２　「燃エンウッド」の部材構成
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安全とやすらぎ５

　実現にあたっては、耐火集成材の実験・開発や内
装木材の燃焼実験による木材安全性の確認（写真
4）、実験データに基づいた避難安全検証、国交省
の「木のまち整備促進事業」への採択など、建築主
と弊社技術研究所と一体となって木というサステナ
ブルな社会を支える可能性を秘めた材料に対して、
国の施策と社会的ニーズにも貢献を果たした。
　また、初めての技術ということもあり、施工に
先立ちコンクリートのノロと木構造材の養生など
施工面の品質確保も事前モックアップにて確認を
行うなど木材という材料に注意を払った。

おわりに６

　竣工約３年が経過したが、工事中、完成後も一
般、メディア、行政、企業、建築関係者の見学が
絶えない。
　木は人に温もりと安らぎを与えてくれる。鉄と
コンクリートのビルがあふれる都市に、既存の桜
を囲むように生まれた木の温もりを持ったこの耐
火木造ビルは、単に技術革新やエコ・木の情報発
信に留まらず、ビルのワーカーだけでなく都市に
も安らぎを与え、これからの都市と人と木の関わ
り方の可能性を示したビルであると考えている。

写真４　各木質材料毎に燃焼熱を測定し安全性を確認

写真５　木ラミナを繋ぐフィンガージョイント加工を仕上げとして見せる壁

写真７　力強い木造フレームを始めとした木材が優しく照らされ、街に対して温かい表情を提供する

写真６　カンナがけで出た薄材を挟んだガラス

「都市の中の森」を創る
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はじめに１

　狭山湖畔霊園は、公益財団法人墓園普及会が経
営する、様々な宗教・宗派に開かれた墓園である。
ここは東京都の水源である多摩湖・狭山湖を擁す
る水源涵養林に接する緑豊かな環境にあり、敷地
は墓域奥の深い森の前に位置する。私は最初に敷
地を訪れた時、この森が涵養した水で生き、死後
はここに還ってくるという、人の生き方にまで想
いをはせることのできる建築ができたらと思っ
た。そこであらゆる宗教の人々に共通する普遍的
な祈りの対象を森に見出し、木々に抱かれながら
森に祈りを捧げる礼拝堂を設計した。

NAP建築設計事務所　代表／建築家　中村　拓志

写真１　深い森に囲まれた礼拝堂 ©Koji Fujii / Nacasa and Partners Inc.

写真２　礼拝堂内観 ©Koji Fujii / Nacasa and Partners Inc.

関連記事

30　　建築コスト研究　No.96　2017.1

関連記事

狭山の森 礼拝堂狭山の森 礼拝堂



簡素で清廉な空間を目指して２

　三角形の敷地外周部に樹木を植えて建物を木々
で包み込み、その隙間から森を望むプランとし
た。枝葉を避けるために壁の上端を内側に倒した
結果、2本の柱を互いに立て掛け合う扠首（さ
す）構造を持つ合掌形式となった。ここでは扠首
構造を全方位的に展開することにより、屋根架構

自体が鉛直・水平方向の荷重を負担している。そ
のため、通常の小屋組に必要とされる耐震壁を省
略することができ、より純粋な形で、新しい合掌
造りが可能となった。合板で固めて座屈を抑制し
た各登り梁は、構造でありながら仕上げ材として
の繊細さを追求し、柱の見付け幅をわずか60㎜と
した。接合金物や棟木を見せない納まりとするこ
とで、大地から伸びる柱だけが連続する構成とし
た。

①251本の国産カラマツ集成材はそれぞれ異なる長さと傾
斜角を持つため、正確なモデリングデータに基づいて
NCマシンで切り出し、最大長さ9mに対して誤差3㎜
以内で製作。その後、野地板が三次曲面に追従するよう
に、日本の伝統的なムクリ屋根を実現するための「蓑
甲」という技術を用い、職人が梁の背面をカンナがけし
た。

②2本の登り梁は支え合うことで自立するため、梁上部に
差し込んだプレートをドリフトピンで固定して、予めV
字に繋ぎ合わせた上で特注の治具で吊り込みした。

③熱歪みでベースプレートが反らないように、丸鋼をベー
スプレートの両側から溶接し、なおかつ予め逆側にムク
リを入れることで平滑さを実現。

④柱脚部の接合は、登り梁の底面に穿たれた丸穴にベース
プレートから突き出た丸鋼を差し込み、梁の背面から丸
鋼に開けた穴を狙ってドリフトピンを打ち込んだ。僅か
なズレで両端の扠首柱脚部がジョイントできない恐れが
あったため、逃げは1㎜で収めている。

写真３　構造体の組上げ ©Hiroshi Nakamura & NAP

写真４　建方完了時 ©Hiroshi Nakamura & NAP

狭山の森 礼拝堂
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地域の産業と共に３

　次にこの複雑な架構を未来永劫保護するための
屋根が課題となった。曲面に追従して耐久性があ
り、人々の思いがこもっていて、地域由来の素材
であればなお良い。そこで我々は「キューポラの
ある街」で有名な、車で１時間ほどの距離にある
川口市の鋳物職人たちと、180×200㎜の大きさで、

4㎜の厚板によるアルミ鋳物を開発。この厚みは
手曲げ可能な限界値であると同時に、鋳物での製
作限界であるため、製造は困難を極めた。完成し
た鋳物は１枚ごとに流痕が異なり、職人の思いが
こもった表情となった。

写真６　屋根材の製造工程 ©Hiroshi Nakamura & NAP

写真７　竣工時 ©Koji Fujii / Nacasa and Partners Inc.

写真５　屋根材に使用したアルミ鋳物

©Koji Fujii / Nacasa and Partners Inc.
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おわりに４

　祭壇は森の南東側に向けて、法要が行われる午
前中はステンドグラスのように木漏れ日が降り注
ぐ。祭壇側の森へわずか１㎝下る床は、故人に会
いに降りていく感覚や祈りの前傾姿勢を導く。粘
板岩の割り肌や目地が森の奥の消失点に伸びてい
るのは、森に意識を集中できるための配慮であ
る。祈りを捧げる人の手の中では指と指が合わさ
り、暖かな空間が生まれている。この建築はその
小さな祈りの空間をそのまま取り出したような形
をしている。人と共に、建築も祈るのである。

図１　断面図
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写真８　祈りの形 ©Hiroshi Nakamura & NAP
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