Tohoku University CLT Demonstration Building

木質材料の様々な表情を集積した内観

床・壁・天井を一体的な大開口とした建物四方の隅切り

設計
宮城県CLT等普及推進協議会の事業として、東北大
学青葉山キャンパス(仙台市)人間・環境系教育研究
棟内の敷地に大学セミナー棟を計画しました。本プロ
ジェクトは、宮 城 県内の産 学 官の連 携によってC L T
(Cross-Laminated-Timber)材の生産や加工の実

森林の大気への循環機能

践、CLT材を用いた建物設計や施工の推進、CLT材を

日本の森林面積は2,510万ヘクタールあり、国土面積のおよそ66%です。
こ
の森林で一年間に吸収される二酸化炭素の量は8,033万トン、放出される
酸素は5,847万トンになります。

CO2

はじめとする県内木材の利用拡大に資する木質材料
や工法の検証等を行うことで、木造建築の可能性・実
効性に関する知識と技術向上を図ることを目的とし、
実施されました。
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主伐
間伐

植える
育林のサイクル

木材の利用は二酸化炭素を固定化する

木材の利用

炭素の固定

カスケード利用

育てる
構造組成やCLT構造金物が目視可能な内部空間

近年、公共建築物や住宅などの一般建築物

（住宅など）への木材活用が進んでいます。

木々は吸収したCO 2を炭素として樹体内に
貯蔵するため、木材利用の広がりはCO 2 排

出削減の維持につながります。

建築材として使った後も、木材製品や燃料
等に利用できます。

CLT 建築推進協議会「CLT で拓く地域づくり」

日本国温室効果ガスインベントリ報告書 (NIR) http://www-gio.nies.go.jp/aboutghg/nir/nir-j.html
森林・林業学習館 https://www.shinrin-ringyou.com/

敷地環境に呼応したスリバチ型の意匠計画

平面及び断面共に隅切りを行った建築形態とし、建物周辺の樹木

本建物は、樹木根や配管など、地中埋設物のある狭小敷地に計画さ

な開口部とすることで、建物を取り囲む環境と内観の視覚的な一

れたため、GL+1.5mの高さにセミナールーム階を設定し、最小限の
基礎形状から居室を持ち出す形態として計画しました。
構造・意匠・環境の各分野のコンセプトを融合した建築形態
建物の部材組成を「見える化」したモデル施設としての機能
多様な木質材料の表情を集積した内部空間
木質建築におけるデジタルファブリケーションの活用

林に馴染む建築形態としました。隅切りした床・壁・天井を一体的

セミナールーム機能

石田壽一・藤山真美子

90㎡程度の
ワンルーム

体感を高めています。スリバチ型の内部空間は、座面や展示台と

(東北大学大学院)

環境に優しい低炭素志向の人工環境整備が求められる時代

しての利用を想定した段床に囲まれており、コンパクトな平面ボ

にあって、CLT建築は木造を伝統とした我が国における都

リュームでありながら立体的な利用を可能とすることで、40人程

市・建築文化の更新に資する先導的モデルとして、たいへん

収容可能なセミナールームを実現しています。本建物は、CLT建
築をはじめとする木質建築に関わる事業者の見学を想定した施
設であるため、CLT材の加工・施工による情報を目視可能な形で
内観に残すとともに、様々に要求される室内環境性能を統合的に
デザインするため、木質材の加工にデジタルファブリケーション
を取り入れる試みも行いました。

時宜を得た構法だと思います。今後、公共・民間のプロジェク

90㎡程度の
ワンルーム

トにおいて多様なデザイン提案が実現されることが期待され

4x4mの
フットプリント

すが、今回、東北大学にCLT建築の先進的なモデル施設を整

ます。欧米に比べ日本のCLT建築は、
これからの感がありま
備する機会をいただき、様々な情報発信できる環境が完成し
ました。関係者の皆様に改めてお礼申し上げます。

埋設配管
樹木の根を避けるように配管し、周囲の枝が作る空間に配慮しながらひとつ

の空間をインサートすることにより、
このボリュームが生まれた。

前見文武

(佐藤総合計画)

歩道・車道

view

基本計画のコンセプトであるフットプリントの小さいスタジア
ム状のデザイン、主体構造であるCLTを
「見える化」
しデザイ

1

2

法面

ンも深化させる、そして設備と意匠の融合を設計のテーマと

還流と排熱のシステム

して取り組んだ。更にCLTを内装仕上げ材としても活用する

view

view

ことにもチャレンジしました。図面では表現しきれない部分に
ついては東北大学の先生方の指導の元、施工者の皆さんと
議論を重ねました。設計・施工タスクフォースメンバーと一緒

view

3
①②③初期検討模型 ④初期検討パース

4

駐輪場

四隅に拡がる眺望により内外の連続性を高めた平面構成

に仕事ができて良い建築が出来たと満足しています。

機械室
人間環境系研究棟

(C) 東北大学石田研究室

適材適所に材料の特性を活かした構造計画
平面・立面とも8角形の特徴的な形状をCLTパネル工法で実現す
るため、本建物の架構は大きく4つの特徴的な部分から構成され
ています。

「基礎」及び「下部構造」を斜め梁・リング梁をRC造で構成し、その

屋根小屋組

上部の主架構をCLTパネル工法による矩形ラーメンで構成して

集成材+構造用合板在来工法に金物を併用した、軽量で
剛強な小屋組。

います。さらに建物の一体性(水平面内剛性)を確保するために、
設けています。
「 屋根小屋組」については、CLTパネルの利用も検
討しましたが、パネル同士の斜め接合部の構法等の問題から、集

LVL

成材と構造合板による在来工法として軽量化を図っています。

スリバチ形に張り出したRC造基礎

CLT架構部分は、CLTパネル工法の国交省告示のルート1による

CLTパネルとLVL梁の門型ラーメンで構成する格子架構

壁耐力を満足させるほか、別途、架構の応力解析により、変形や応

CLT

力の確認をしました。CLT架構の接合部は、木材同士を嵌合させ

格子架構上面の一体性を確保するためのLVLリングビーム

金物の使用を減らす新しい接合形式を採用し、要素実験により性

屋根を構成する木造小屋組み

能を検証しています。

前田匡樹

(東北大学大学院工学研究科)

「主架構」の井桁梁上に、2層にLVLパネルを敷き「リング床版」を
リング床版
薄いLVL版を2層重ねて構造用ビズで接合し、水平剛性
を確保。

当初の構造計画では、平面・立面とも八角形の形状をすべて
CLTパネルで構成する多面体のモノコック構造の採用を検
討しました。
しかし、現在のCLTパネル工法告示では、壁パネ
ルと垂れ壁パネルから構成される矩形ラーメンが対象である
ため、モノコック構造の採用は断念し、CLTパネル工法告示

主架構
CLTパネル工法+井桁上のLVL格子梁架構合理的な接合
方法の提案。

LVL

の適用範囲内での構造計画となりました。次の機会があれ
ば、CLTモノコック構造で魅力的な建築を実現したいと思い
ます。CLTパネルのせん断接合部には、木ダボ接合を使用し
ました。今後さらに、金属を使わないより合理的な接合部を

下部構造

開発します。

鉄筋コンクリート造はねだし梁とリング梁で主架構を支える。

基礎構造
ベタ基礎による直接基礎。

藤原薫

(鈴木建築設計事務所)

CLT告示が公布・施行されたばかりの中、短期間でCLT関
連告示等解説書の内容を全て理解し、設計に臨みました。小
規模な建物ではあるものの、複雑な形状であるため、粘性土
地盤上の基礎の設計をはじめとして、安全上、納まり上検討
すべき項目は多く、見た目ほど簡単なものではありませんで
した。設計の早い段階で概算建設費を設計メンバーに提示
し、
このプロジェクトを実現するためにはいかにコスト管理
が課題であるかを認識いただく役目ができたことは技術的
1

2

①構造用ビス実験 ②CLT嵌合部実験 ③嵌合接合＋木ダボによる金物使用の削減

な面以上に大きな貢献を果せたと自負しています。次回の設

3

計ではぜひルート3で臨みたいと思います。
ドローンから見た上棟後の現場

スリバチ型の断面構成を活かした環境計画

本プロジェクトでは、基本計画段階より建築・構造とコンカレン

本建物は、特徴的な形態により外皮率が高く、天井高が約5mと気積

境・設備計画を意図した取り組みを行いました。教育施設となる

も大きいため、建物の断熱性を高めるとともに、計画的な空気の流れ
を形成し、高効率かつ意匠と融合した環境計画を行いました。
半地下部分を活かした空調機械室の設置
段床蹴込から空調空気を送り出し床面近傍の温熱快適性を向上
ダブルスキン(空気層)を使った自然換気と屋内での空気流通
寒冷期に屋根裏の暖気を室内へ取り入れる簡易太陽熱利用

トに検討を行うことで、CLTで計画されることで可能となる環
本実証等の環境・設備計画を行うにあたり、主なコンセプトとし
(3)意匠・構造計画と整合した環境計画を目指しました。スリバチ
た居住域空調を計画しました。中間期は、屋根部の排煙窓を利用
した自然換気を計画し、天井部の熱気を効率的に排気するための

(東北大学大学院)

春先や秋、天井内に熱気ができる時期に
は、熱気を室内に取り入れる送風機を装備
し、実験的運用を可能としている。

て、(1)快適な教育・学習環境の実現、(2)高効率な建築環境の実現、
型断面構成を活かした環境制御として、段床下をチャンバーとし

小林光

簡易太陽熱利用（実験）

CLTは強さと共に、一定の断熱性能を備えた材料です。モノ

自然換気・熱気抜

夏期には屋根部の排煙口を利用
した自然換気、天井付近の熱気
を機械換気する換気扇を設置。

温度センサ

各所に温度センサを設置。
壁体の熱性能確認を行う。

設備について、大変厳しいコストのなか、並々ならぬ取り組み

を装備しました。

Wスキン

外壁の二重化に
より条件に応じ
て空気を流通す
ることも可能と
している。

座席空調

居住空間を実現する床近傍吹き出しをスタ
ジアム上の座席段下に計画。

勾配天井

火災時に居室から屋根裏の排煙窓への換
気経路を確保するため、排煙有効開口面積
を確保した天井有孔パネル。

吸音壁・勾配天井

空調吹出

必要とされる開口率計算によってデザ

(右)上部排気あり

空調・防音・換気等に対し機能する。

(左)上部排気なし

インされたオリジナルの有孔ボード。

段床下

機械室から段床蹴上面を通じて空調空気
を送り出すためのグリル用有効開口面積
を確保した蹴上げ有孔パネル。

第です。

前見文武

(佐藤総合計画)

軽井沢日出雄
川上賢一

空調設備については、地下ピットからの室内への気流の流れ

外気取入

壁

温度・気流シミュレーション

でこの計画を実現した関係各位に心より感謝申し上げる次

(日比谷総合設備)

点対称である本建物形状に伴う反響音軽
減を考慮し、吸音壁を構築するためにグラ
スウールと組み合わせた壁面有孔パネル。

段床下からの空調吹き出し

良さそうです。今回は様々な制約の中でモノコック構造には
で囲まれた段下の空間を利用した座席空調を計画しました。

壁の空気層及び屋根裏空間を活用した簡易太陽熱利用システム

天井

熱性能が期待できます。構造的な魅力だけでなく、鉄やコン
クリートとは少し違って、は空調や温熱環境制御との相性も
なりませんでしたが、小さなスタジアムみたいな空間らしく、

換気扇も併設しています。また、実験的な取り組みとして、南面外

排煙窓への換気経路

コック構造で外皮を構成すれば、それだけでもある程度の断

ビルトイン空調機
全熱交換機

について、座席階下からの居住域空調を実現するために施工

排気

床下機械室

機械室を座席空調と一体に計
画。空調機、全熱交換機を格納。
建築空間の美観と機能性を同
時に実現。

冬の寒い東北で、高い天井空間を快適に計画するには、床近傍に冷気だまりを作らな
いことが重要となる。座席空調方式による居住域空調により、冬季の快適な教育・学習
環境の実現を意図している。

段階においても建築内外装との取り合い調整及びシミュレー
ションにより妥当性の確認を行った。段床吹出し部について
は利用者の居住性に配慮し気流速度を考慮した開口率を算
定し意匠へフィードバックしました。電気工事については、照
明計画の器具の色に始まり、配光・照度等、木を活かす照明
とするためメーカーの協力の元、実機による試験点灯を行な
い機種、台数を決定しました。その他見え掛かりとなる弱電
設備についても意匠との綿密な調整を行いました。

製材

1

株式会社 山大

CLTモデル施設建設TFのメンバーとなった県内企業

が、丸太からラミナ生産、CLTパネルの製造まで一環
した生産・流通システムを構築し、モデル施設のCLT
を製造しました。
各種再構成材料の原料と繊維配向

ひき板

ラミナの制作

ラミナとはCLTパネルを構成する挽き板のことです。ピースを
寄せ集めてパネルを作ることで、製材用には不向きである曲が
り材といったB材などが活用できます。

原木入荷
平行

直交

集成材

CLT

1

LVL

合板

CLTとはCross Laminated Timberの略

称で、ひき板を並べて板状にしたものを、
繊維方向が直交するように積層し、接着し

た木質材料です。厚みのあり、大きな板面
清水建設株式会社東京木工場「Vol.48施工が速く断熱性に優れた建材『CLT』のこれから」

https://www.shimz.co.jp/mokkou/topics/2016/48.html

(独)森林総合研究所 宮武チーム長、国土交通省政策総合研究所 中川貴文主任研究官作成資料を基に作成

も成形することができることから、建築の

構造材の他、橋などの土木用材、家具など
にも使用されています。

4

機械乾燥
5

チッパーキャンター製材機

ラミナを受入れし、
ラミナ材

AD材を乾燥機に入れて、

丸太)を使用しています。ト

と大きさを計測し仕分けし

な木取りを判断し、芯材か

均質に風を通します。
こうし

り乾燥を行います。含水率

をクレーンで降ろし、長さ

CLTと他の違い

3

ラミナ受入れ自然乾燥

リングバーカーで原木の樹

ラックで運ばれてきた原木

板

2

製材

主に宮城県の白石市、気仙

沼市、大崎市鳴子の原木(杉

単

皮むき

ごとに椪積(はいづみ)管理
しています。

皮を削り、センサーで向き
ます。建築CLTモデル実証

棟では原木(杉丸太)直径

24cm上の中目丸太を使用
しています。

によりコンピュータで最適
ら柱・梁を、辺材から芯去り
羽柄材を製材します。今回

使用したCLTのラミナは辺
材から製材された羽柄材を
使用しています。

と桟木を交互に積み上げて、
て屋外で自然乾燥を行い含

水率を平均化します。
自然乾
燥 を 行 っ た 木 材 は 、A D
(AirDry)材と呼ばれます。

70 Cで5日間かけ、じっく

の仕上り目標値は10%程
度です。機械乾燥を行った

木材は、KD(KilinDry)材と
呼ばれます。

2

CLTパネルの制作

西北プライウッド株式会社

CLTパネルは、製材されたラミナを横に並べた層を、板の繊維
方向が層ごとに直行するように積層・接着することで、巾広に
成形されたパネル材です。

ラミナ加工・選別
6

オプティカット
7

フィンガージョイント加工
8

幅はぎ加工
9

積層接着ライン

コールドプレス

ランニングソー

製品検査

曲げ試験機

製品出荷
15

10

11

12

13

14

製品板面・厚さ・長さ・対角

曲げ試験機でCLT材の強度

機械乾燥したラミナを4面

オプティカット機で、ラミ

フィンガージョイント加工

長尺に成形したラミナの側

幅はぎによって大きな面材

接着剤を塗布し積層したラ

積層接着したラミナ材は、

す。モルダーとは、高速回転

除去します。オプティカッ

します。フィンガージョイ

ス圧縮して幅はぎをしま

を塗布し、板の繊維方向が

で圧諦します。
接着剤の種類

す。成形したCLT材の板面・

モルダーで荒仕上をしま

する複数の加工軸により、
木材の4面を一度に切削す
る木工機械です。マイクロ

波含水計により含水率を測
定すると共に強度測定機で
強度を確認して、ラミナを
選別します。

ナの節・穴・腐れ等の欠点を
ト機とは、材料の不要部分

を自動検知して切り取る機
械です。

機で、長尺のラミナを成形
ント加工機では、ラミナの

両端をフィンガー継手と呼
ばれる溝加工し、接着剤を

塗布した後、加圧接合・定尺
切断・搬出を一貫して行い
ます。

面に接着剤を塗布し、プレ

す。幅はぎとは、長尺材を接

着して巾広の面を構成する

ことです。幅はぎによって、
一枚の無垢板としては切り
出し困難な大きな面材を成
形することができます。

に整形したラミナに接着剤
層ごとに直行するように積
層し接着します。

ミナ材をコールドプレス機
は、
CLT材の使用される環境

に合わせて、
レゾルシノール
樹脂もしくは水性高分イソ
シアネート系樹脂を使い分
けています。

ようやくCLT材となりま
厚さを検査し、ランニング

ソ ー に よ っ て 、幅・長 さ を
カットします。

線検査を実施します。

確認を行います。

完成したCLT材をプレカッ
ト工場に出荷します。

3

施工

プレカット加工

株式会社 オノツカ

制作されたCLT材はプレカット工場に運び込まれ、建設現場で
必要とされるパネル形状へのカット及び構造金物等との仕口
加工を行います。

加藤 誠

工程表のとおり,平成29年6月21日に工事が始ま

（株）山大

り、3回の工事見学会を経て平成29年12月28日

ラミナに関しては製材商品のレギュラーサイズ（120 30）

に現場が完成しました。

を使用したため、原木入荷から乾燥まで順調に対応できま
した。今後も宮城県産材CLTの普及へ向けラミナの供給、
プレカット加工においてご協力させていただきます。

プレカット加工
16

佐藤 祥裕

西北プライウッド(株)

工程表
6月

今回製造したCLTは比較的コンパクトにサイズもまとまっ

今回は小幅パネルのため、CLTパネル加工機HundeggerPBA(加工可能範囲:厚み480mm,3m 12m)ではな

く、軸部材加工機HundeggerK2i(加工可能範囲:断面
300mm 1250mm,長さ16m)を使用しました。また機

ていたので比較的作業性は良かったです。CLTは一般的に

仮設工事

“大きな面材”のイメージが高いですが、物件の規模や設計

基礎工事

しだいでコンパクトなCLTでも多用できる可能性があり、
LVLも今回のリング床のような使用をすることでさらに需要
拡大が見込めると思います。

木工事（ダブルスキン）
木工事（内部造作）

械加工では難しい部分については、手加工を併用しまし

断熱工事

た。手加工では穴あけ用ガイド治具を使用し、加工精度
を確保しました。

木工事（CLT建方）

小野塚 真規

（株）オノツカ

銅製建具工事
外装工事

加工データ作成おいて、在来軸組工法や金物工法とは異な

防水工事

り自動入力が出来ず、CLT柱とリング床に通す穴等一つ一つ

塗装工事

手入力になり時間を要しました。今後はCLTを活用した様々
な加工に対応できるよう、
より一層の加工効率の向上及び加
工精度の確保に努めたいと思います。

機械設備工事
外構

7月

8月

9月

10月

11月

12月

都澤 毅

セルコホーム(株)

起工式を終え、基礎工事が始まるとあらためてこの工事の
難易度の高さを痛感しました。独特な形状の基礎工事に
は、天候の影響もあり2ヶ月を要しました。建方工事におけ
る最大の難所は井桁梁の落し込みでしたが、材料精度の高
さと、現場スタッフの尽力で無事終えることが出来きまし
建設関係者総勢32名が臨席し、工事の安全やCLT
の普及推進を祈願しました。

八角形の梁鉄筋は安全・品質上、
地組で圧接及び寸法管
理を行い、
クレーンで吊込み組立てを実施しました。

プレカット加工されたCLTパネルを現場へ搬入し

井桁梁は仮説床で地組みし、クレーンにて上部から

ました。搬入路が狭く、4t車で搬送を行いました。

基礎上に落とし込んで、組み立てを実施しました。

た。ほぼすべてが「特殊な工事」でありましたが、ひとつひと
つを解決し進めた工事は貴重な経験となり、現場スタッフ
の自信にもなっています。見学会に毎回多くの方が参加い
ただいたことが、
このプロジェクトへの関心の高さを表して

起工式

1
2017年6月21日

基礎立ち上がり部分完成

2
7月21日

基礎斜め梁配筋・第1回見学会 RC基礎完成

3
8月9日

4
9月2日

CLTパネル搬入

5
9月9日・10日

フレーム組立・建方

6
9月12日・13日

井桁梁組立

7
9月14日

LVL格子梁の吊込み

8
9月15日

おり、その建物を工期内に精度高く完成させることが出来
たことに安堵しております。
ご協力いただいた皆様ありがと
うございました。

廣瀬 直人

セルコホーム(株)

八角形基礎・CLT 建方・段床・仕上げ有孔板、ダブルスキ
ン、多くの方々の見学など初めてのことばかりで都度考えな
がらの施工となり苦労ましたが、色々な方々と知り合う事が
出来、
アドバイスやご指導をいただき完成に至り、改めて木
造の作る楽しさを感じることができました。
また機会があれ
地盤が粘土質であったため、
掘削時の根切り床レベル
管理を徹底し、
細粒の砕石で埋め戻しを行いました。

CLTパネルとの基礎接合の要であるアンカーボルトは、
専用の治具で固定の上、
厳密な養生管理を行いました。

アンカーボルト設置時の厳密な養生管理の結果、基礎
とCLTパネル設置面の固定は問題なく進みました。

各部材、
基礎等の精度管理レベルを上げることで吊り下
ろし後の部材間の固定作業をスームズに終えました。

ばこんな現場に携わりたいです。

三條 浩之

セルコホーム(株)

小規模ながらも多面体形状、複雑な基礎形状など、施工的
に難しくも楽しい物件でした。
この物件で関わることが出来
た皆様とは、
とても有意義な時間を過ごさせていただきまし
た。今後のCLT案件にも非常に有効なノウハウの蓄積が出
来たと感じます。今回、
お知り合いになれました方々と、又一
建て方の最終段階として、LVL版を2枚重ねて構造

ルーフィング+ネオマフォーム40mm下地+ガル

段床はH鋼と木角材で門型治具を作成し、ウィンチ

LVLリング床取付

小屋組み・屋根葺き

CLT段床取付け・天井下地など

用ビスで接合し、水平構面を確保しました。

9
9月16日〜19日

第2回見学会

10
9月20日

バリウム鋼板0.4mm葺きを施工しました。

11
10月

第3回見学会

協議会の関係者で現場定例施工部会を設け、十分な打ち合わ

で吊り上げ移動の上、据付を行いました。

緒に仕事が出来る事を期待しています。

せを行うことで、スムーズな工程管理を達成しました。

内装仕上げ工事・

空調設備工事など

完成

12

13

14

15

10月31日

11月

12月

12月28日

横田 裕

鹿島建設(株)

本プロジェクトは小さいながらにさまざまな先進的要素(デ
ザイン・構造・ダブルスキンエアフロー等)が詰め込まれた
建物で、施工のあらゆる角度から慎重に検証を行いました。
特徴的な外観である面体をきれいに作り上げるため、モデ
リングの精度を上げ、木材、建具ほかの部材寸法を正確に
割り出すなど、支援を有効に行えたと思います。精度が求め
られるコンクリート躯体の納まりや、の建込やクロス梁の吊
り込みもセルコホームの大工さんの高い技術力により予想
よりスムーズに完了できました。大学その他多数の関係者
の皆様からもご指導いただき、無事に完成してホッとしてお
午前・午後の見学会には合わせて約260名が参加
し、CLT架構の建て方完了状況を公開しました。

約120名が参加し、小屋組み等の架構建て方がほぼ
完成し、内装工事が始まった状況を公開しました。

レーザー加工されたシナ合板材やCLT材をスライス
したパネル材を施工し、内装仕上げを行いました。

ります。
ありがとうございました。

コーナーの大開口から内観の様子が浮かび上がる外観夕景

エントランス方向から見た外観夕景

ドローンによって上空から撮影した建物外観

建物内での演習授業の様子

木材利用の促進
日本は国土のおよそ3分の2が森林で、森林資源に恵まれた国で
す。日本の森林では、戦後植樹された10齢級前後（1齢級=5年）、
つ ま り 5 0 年 前 後 の 木 が 多 く 、利 用 で き る 木 が た く さ ん あ り ま
す。しかし、木材需要の低迷から、利用されない木が多く、森林の
高齢化が進んでいます。木材は成長の過程で二酸化炭素を吸収
し固定し、再生可能な資源であることから、化石燃料の使用量の

宮城県CLT等普及推進協議会
人工林の齢級構成

1,200

日本の森林面積

1,000

利用し、若い木を植樹して森林の若返りを図ることは、森林の活

な社会に向けた国の取り組みとして注目されています。

豊富な森林資源の循環利用と林業・木材産業及び建築産業の振

1,400

600

から、
「 木材利用のサイクル」を確立することが、将来の持続可能

学官が連携して取組むことで、木造建築の普及を推進し、県内の

1,600

800

人にも優しい建築や街を創ることができます。このような観点

理解を深めるとともに、CLT等の利用に係る先導的な事業に産

1,800

削減に貢献できる地球環境に優しい資源です。成熟した木材を
性化にもつながります。自然材料である木材を使用することで、

木材の需要拡大に寄与することが期待されるCLT等についての

森林法第5条及び第7条の2に基づく森林計画の対象森林の面積（平成19年3月31日のデータ）

日本の国土面積

400

2,512万ha

200

3,778万ha
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2
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バー）の略で、挽き板を並べた層を直交させて重ねて接着した大
判パネルをいいます。1995年頃からオーストリアを中心に発
展してきた新しい木質構造用建築材料で、世界中で様々な建物
に利用されて始めています。
CLTは、寸法安定性が高く、厚みがあることから断熱性、遮音性、
耐火性に優れています。また、施工性の良さや鉄筋コンクリート
造などと比較した際の軽量性など様々な利点があり、これから
の建築材料として大きな可能性を持っています。日本でも、中・

の作成、講習会・見学会の開催など、木造技術者の育成や木造建
築の広報など様々な活動を行っています。

森林組合連合会、東北大学前田研究室、宮城県建
築士事務所協会、宮城県木材協同組合、日本建築

団法人日本建築家協会（JIA）宮城地域会

CLTモデル施設建設プロジェクト
協議会の平成28年度事業として、CLTモデル施設プロジェクト
を募集し、東北大学工学部建築モデル実証棟が採択されました。

外装
・鉛直荷重
・火災時の高温

これを実現するために、宮城県内の産官学の各分野からのメン

躯体

バーで構成される設計・施工タスクフォース（TF）が編成され、

内装

材料・部材生産〜基本設計〜実施設計〜施工が実施されました。

・地震力
・外部の騒音

梁・柱
断熱材

・気温の変化

CLTによる建築

一般的な建築

1つの部材で色々な機能を持つ合理的な材料

野庁や国土交通省を中心に施策が講じられ、利用例が増えてい

清水建設株式会社東京木工場「Vol.48施工が速く断熱性に優れた建材『CLT』のこれから」

https://www.shimz.co.jp/mokkou/topics/2016/48.html

壁

耐火皮膜

色々な材料を組み合わせて多層的に構成される

(独)森林総合研究所 宮武チーム長、国土交通省政策総合研究所 中川貴文主任研究官作成資料を基に作成

平成28年6月の第1回会議から延べ15回の会議で計画・資材調
達・設計・施工について、各分野の技術者が知見を持ち寄り、情報
共有しながらプロジェクトを進めることで、宮城県内の木構造
技術者全体のレベルアップにも繋げることができました。

県産材の流通拡大

設計事務所協会（TSA）、宮城県建設業協会、宮城
県建築士事務所会、宮城県（林業振興課）、公益社

19

CLTは単体で耐熱性、耐火性、遮音性を実現できる

新しい
「木構造・普及モデル」
の提案

構造技術者協会（JSCA）東北支部、東北建築構造

林野庁(こども森林館) http://www.rinya.maﬀ.go.jp/kids/study/faq/answer.html

大規模建物の木造化を可能とするCLTの普及推進に向けて、林
ます。

モデル施設の建設、CLT等木造建築の設計、先進地の視察、資料

宮城県CLT等普及推進協議会
「 オ ー ル み や ぎ 」の 推 進 体 制

平成22年度 森林・林業白書 全文(HTML版) http://www.rinya.maﬀ.go.jp/j/kikaku/hakusyo/22hakusyo̲h/all/h23.html

CLTとは
C r o s s L a m i n a t e d T i m b e r（ ク ロ ス・ラ ミ ネ イ テ ィ ド・テ ィ ン

興に資することを目的として平成28年2月に設立されました。

CLT等県産木製品の利用促進

設計施工TFメンバー
大学： 東北大学都市・建築学専攻（前田研

究室、石田研究室、小林研究室）

民間：（株）佐藤総合計画（（公社）
日本建築

家協会東北支部宮城地域会）、
（ 株）鈴
木建築設計事務所（（一社）日本建築
構造技術者協会東北支部）、
日比谷総
合設備（株）東北支店、装建工業（株）
（（一社）宮城県建築士事務所協会）、
セルコホーム、鹿島建設（株）東北支
店、西北プライウッド
（株）、
（ 株）山大、
シネジック
（株）、
ナイス
（株）
など
行政： 宮城県農林水産部林業振興課

産業活性化による地方創生

地球に優しく防災に優れた県土へ

利用状況・利用例

利用申し込み・お問い合わせ

東北大学建築CLTモデル実証棟はさまざまな用途に使用されています。

宮城県 CLT 等普及推進協議会

学内

講義、研究室ゼミ、設計課題講評会、高校生向け見学会など

http://miyagi-clt.com/

木造施設の設計に関する会議・ワークショップ、協議会幹事会、デザインコンペ審査会など

e-mail: clt-fukyu@miyagi-clt.com

宮城県CLT協議会

申し込みをしていただければ見学・ご利用可能です。

案内図

tel: 022-225-5991
東北大学大学院工学研究科 都市・建築学専攻 前田研究室
https://www.maedalab-tohoku-u.com/clt-8
e-mail: clt-tu@rcl.archi.tohoku.ac.jp
tel: 022-795-7872

仙台駅からのアクセス
地下鉄
東西線「八木山動物公園行き」

「青葉山」駅下車 徒歩5分

拡大図

地下鉄東西線「青葉山」
北1出口

（乗車時間9分、料金250円）

駐車場入り口

タクシー
所要時間／約20分
料金／約1,800円
※タクシーの所要時間と料金は大まかな目安です。
道路の混雑の状況によって異なります。

建築CLTモデル実証棟
地下鉄東西線「青葉山」
南1出口

工学部人間環境系

駐車場

東北大学建築CLTモデル実証棟 建設関係者一覧

建築概要

東北大学 大学院工学研究科 都市・建築学専攻

日比谷総合設備株式会社

株式会社ホシカワ

前田研究室

峯田 喜次郎、軽井沢 日出雄、川上 賢一、
堀川 智章

大森 理哉

株式会社山大

小林 大輔

前田 匡樹、遠藤 由子、堀 亜紀子、青木 和己、
遠藤 広大、熊谷 太希
石田研究室

石田 壽一、藤山 真美子
小林研究室

小林 光
東北大学 工学部施設管理室

櫻井 秀浩
株式会社 佐藤総合計画
(日本建築家協会東北支部宮城地域会)

西村 明男、前見 文武
株式会社 鈴木建築設計事務所
(日本建築構造技術者協会東北支部)

藤原 薫、齋藤 英二
鹿島建設株式会社

横田裕、加茂貴志

山口 和之、加藤 誠、三上 明子、今野 直和、
浅野 正幸、高橋 良、佐藤 栄一、津田 満彦、
平間 太記
西北プライウッド株式会社

相澤 秀郎、佐藤 祥裕
株式会社オノツカ

小野塚 真規、渡辺 公昭
シネジック株式会社

石森 一樹
ナイス株式会社

市林 和久、勝山 敏宏
株式会社 小板橋建設

藤島 康富
千葉工務店

セルコホーム株式会社

千葉 通

杉浦 洋一、都澤 毅、樋口 一春、牛渡 貴宏、
齋 良一、廣瀬 直人、三條 浩之、別役 元俊、
岩元 方思、斎藤 琢磨、丹野 勇人、吉田 景貴

石井硝子株式会社

阿部 栄記

株式会社大仙

YKK AP株式会社

建 物 名 称

東北大学工学部建築CLTモデル実証棟

建

設

地

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6

建

築

主

宮城県CLT等普及推進協議会

主 要 用 途

大学(セミナー棟)

建 物 規 模

延べ面積

90.36m²

建築面積

90.36m²

吉村 建二
宮城県建築士事務所協会(装建工業株式会社)

佐藤 雅友
宮城県建築士事務所協会・
日本建築構造技術者協会東北支部
(株式会社図設計 )

勝呂 元、菅原 伸、高橋 拓也

7.85m

最高の軒の高さ

5.02m

構 造・階 数

木造1階建

基 本 計 画

意 匠

東北大学石田研究室

構 造

東北大学前田研究室

設 備

東北大学小林研究室

髙橋 雷人
宮城県林業振興課・仙台地方振興事務所

最高の高さ

設 計・監 理

佐藤総合計画・鈴木建築設計事務所設計共同企業体

施

セルコホーム株式会社(建築)

工

日比谷総合設備株式会社(設備)

宮城県森林組合連合会

(アドバイザー:鹿島東北支店)

浅野 浩一郎、福井 啓次、久本 真大
CLT部材製作

西北プライウッド株式会社、株式会社山大

CLT部材加工

株式会社山大、株式会社オノツカ

そ の 他 資 材

ナイス株式会社、シネジック株式会社 他

鉄 筋 寄 贈

朝日工業株式会社、東京鉄鋼株式会社

本建物は、平成28年度宮城県CLT等普及推進協議会予算で実施設計等を行い、国土交
通省・サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)(平成28年度第2次補正予算分)の支
援を受けて実施されました。

発 行日 2 0 1 8 . 0 9
発行元
監修

宮城県CLT等普及推進協議会
前田匡 樹 研 究 室 ( 東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 都 市・建 築 学 専 攻 )

デザイン・ディレクション
編 集・デザイン

藤山真 美 子 ( 東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 都 市・建 築 学 専 攻 )

遠 藤 和 紀（デザインマトカ）

