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建築構造デザイン

第3回 伝統建築 ―日本編ー

都市・建築学専攻

教授 前田匡樹
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日本における木構造
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伝統木構造

太めの柱と梁、及び貫（ぬき）を用いて、
互いの部材を貫通させる構造形式（筋
交いは入らない）

地震や風の強い力が加わると建物全
体が変形しながら力を吸収し力を逃
がす

柱と梁などは補強金物を使わず仕口、
継手により接合される

礎石の上に建物を乗せ、地盤に緊結
しない

地震には揺れながらエネルギーを吸
収する

→ 柔構造
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伝統木構造
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清水寺 本堂・舞台
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在来軸組構法

筋交いや合板を使い強い頑丈な壁
で地震や風の力に力で対抗する

鉄筋コンクリートの基礎を造り土台を
乗せ土台と基礎はボルトで固定する

接合部は金物で補強する

地震には筋違いと金物で対抗する

→（どちらかというと）剛構造

柱と梁で支える構造形式であるが、柱や
梁の幅は3.5寸(105mm)から4寸(120mm)

と伝統工法より細めである
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• 在来工法の住宅
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在来軸組構法
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在来軸組構法の接合金物
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水平力によるトラスとラーメンの変形
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斜材の伸びトラス構造

ラーメン構造 柱や梁の曲げ変形
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様々な木構造
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枠組壁工法（2×4工法）

木材の枠組みに構造用合板を打ち付けた
壁と床で支える構造形式
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丸太組構法

特別養護老人ホーム
ときだの里

樹皮を剥いだだけの

丸太材や角材を

水平に積み重ねて

壁を構成していく工法
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木質ラーメン工法

大阪木材仲買会館

太い柱と梁を用い、

モーメント抵抗接合により

それらを剛に接合した構造形式

（半剛接合）
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壁式構造（CLT工法）

Murray Grove（ロンドン）

CLTとは

Cross Laminated Timberの略称で、

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
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様々な特性
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� 樹種によって性質が異なる。同一樹種内でも変動しやすい

� 調湿作用がある

� 乾燥すると縮む（乾燥収縮）

� 腐朽、蟻害を受けやすい

� 木材は燃えるが炭化速度は遅く安定している

� 熱膨張率が小さくて過熱による内部応力の発生が少なく、割
れや変形が起こり難い

� 表面の炭化層によって酸素の供給と熱の伝達を阻止できる

� 比熱が高く、熱伝導率が低い

木質材料の特徴(構造以外の一般的性質）
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� 加工や解体が容易である

� 比強度（単位重量あたりの強度）が高い→軽い割には高強度

� 木材は軽いので、地震に対して有利で少ない保有耐力で抵抗で
きる

� 異方性材料である（繊維方向：強度高、繊維直交方向：強度低）

� 接合部の強度が低く、接合部の破壊（木材のめりこみ）により構造
耐力が決まることが多い（一般的に部材強度の30％程度以下の
力しか接合部では伝えることができない）

木質材料の特徴(構造材料として）

引張強度
(N/mm2)

圧縮強度
(N/mm2)

比重

木材 20～50 20～50 0.29(桐)、0.43(杉)、0.59(松)

コンクリート 2～4 20～200 2.3

鋼材 300～1000 300～1000 7.8
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補足資料

繊維方向（L軸）に対して、半径方向
（R軸）も接線方向（T軸）も右図の
ような関係
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木質材料の力学特性

集成材も異方性材料

積層方向の曲げ強度の約68%
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1階が潰れた住宅 1995年阪神淡路大震災
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多くの住宅が全壊した地域 1995年阪神淡路大震災
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１階が大きく傾いた住宅 1995年阪神淡路大震災
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阪神・淡路大震災から得られた教訓

• 約２０万棟の木造家屋が全半壊

• これら倒壊家屋の下敷きになって亡くなった死
亡者の割合は、全死亡者のうち約90％
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阪神・淡路大震災から得られた教訓

• 全半壊した木造家屋のほとんどが旧い耐震基
準（1981年以前）で建設された、いわゆる既存
不適格木造家屋であった。

７割～１９５０年

６割１９５０～１９５９年

4割１９５９～１９８１年

１割１９８１年～

倒壊

非倒壊

木造住宅における建築年代別の倒壊率（兵庫県南部地震）
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法隆寺 金堂 創建年：607年

所在地：奈良県生駒郡斑鳩町
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雲形組物 断面略図

雲形の繰形をもつ肘木と、同じ繰型をもつ斗からなる雲形組物

建物部分詳細
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法隆寺金堂 唐招提寺金堂

飛檐（ひえん）垂木を設けず、天秤のようなかたちで荷重を処理し、

組物は雲肘木（くもひじき）という大断面の材を使用

→4.4mという深い軒を造ることで得られる外見の美しさを表現

構造の特徴
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物体の転倒限界

高さh

直径d

重力
mg水平力

P=ma

点O

物体が浮き上がる条件
点Oの周りのモーメントのつり合
いから

P×h/2=mg×d/2
ma=mg×d/h
h/d：アスペクト比（=AR）

a/g=1/AR

物体が浮き上がるときの水平力
（加速度）の大きさは、アスペクト
比に反比例する。

272017/11/8

物体の転倒限界(2)

直径d

重心
mg水平力

P

点O

浮き上がった物体の復元力
重心が点Oより左にあるうちは、重力が復元力になる。(δ<d)
受信が右に来ると倒れる。 (δ>d)

水平変形δ 水平変形δ
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東大寺大仏殿
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内観
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東大寺 南大門
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法隆寺 五重塔
創建年：680年頃

所在地：奈良県生駒郡斑鳩町

322017/11/8

•独立した５つの層は軸部、組物、軒より
成り、下層から順に組まれ、積み重ねら
れている

•各層が庇の長い大きな屋根を有している

•塔身の幅が上層ほど少しずつ狭くなって
いる

•中央に心柱が貫通していて、倒れないよ
うに５層の頂部で水平方向を支持

• ５層の頂部には相輪が取り付けられ、心
柱の先端に被さっている

構造の特徴
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• 鉛直荷重は上層の軸部から柱
盤を介して軒の地垂木に伝えら
れる

• 次に軒荷重と共に組物に伝え
られ、組物の繋肘木から軸部に
伝えられ、そして当該層の荷重
と合わせ、下層の軒の地垂木に
伝えられる

(PEDPA HP)

内部構造と力の流れ

•鉛直荷重は軒・組物
部ではいくつかの梁（地
垂木等を含む）を介し
て、軸部では柱を介して
伝えられる

342017/11/8

•したがって、軒・組物部は、梁としてのたわみにより、軸部に
比べ、鉛直荷重に対して柔らかい構造である

• 木材には、繊維方向(柱の軸方向)よりも繊維と直角方向の

方が圧縮荷重に対して縮みやすいため、この性質によっても
柔らかさに違いを生じている

(PEDPA HP)
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水平力が作用すると、塔にはせん断力と曲げモーメントが作用

軒、組物は曲げモーメ
ントによって角変位を
生じ、上層は傾く

軸部は曲げモーメント
を受けても角変位は
小さく、長方形の形状
を保つ

軒、組物はせん
断力を受けても
変形量は小さい

軸部はせん断力に
よって平行四辺形
の形で変形し、変
位を生じる

建物の構造
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五重塔の免振・制振とエネルギー吸収 せん断変形のみの
１次振動モード

大屋根による制振（回
転慣性によるせん断力
の低減）

大屋根による免震
への寄与（回転慣
性による固有周期
の延長）

回転運動によ
る免震（長周期
化によるせん
断力の低減）

心柱先端部及び相
輪の揺れ、変形によ
るエネルギー吸収

鉛直荷重に対する
軒、組物の梁等の
変形によるエネル
ギー吸収

せん断力に対す
る軸部柱接合部
等の変形によるエ
ネルギー吸収
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伊勢神宮 所在地：三重県伊勢市
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伊勢神宮（神明造） 出雲大社（大社造）

建物のつくり
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屋根の荷重はすべて板壁で支え、棟持
ち柱、及び他の柱は荷重を負担しない。

柱と屋根の間に隙間を設けることで板の
乾燥収縮による壁の隙間を防いでいる
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出雲大社 所在地：島根県出雲市

432017/11/8
2013年3月に終了した保存修理工事後の外観
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2000年に右図のような直径約
1.3mのスギ柱を3本束ねた柱
（直径約3m）が3か所見つか

り、それをもとにした出雲大社
の復元案が下図である

高さが約48mと推定され、15

階建てのビルに匹敵する高さ
である
高さが約48mと推定され、15

階建てのビルに匹敵する高さ
である
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白川郷・五箇山の合掌造り集落

所在地 白川郷：岐阜県大野郡白川村荻町

五箇山：富山県南砺市

（写真は白川郷）
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白川郷の合掌造り家屋

多くの合掌造り家屋では、出入
口は居間の平側に設けられる

五箇山の合掌造り家屋

多くの合掌造り家屋では、妻側に
半間ほどの下屋を造り、その中央
寄りに出入口を設ける

そして、多くは下屋の屋根も茅葺
とし、大屋根との取り合いを葺き
回すので、入母屋風の外見となる
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和小屋（書院造や数寄屋造り）が棟木や母屋を下から鉛直方向に
支えるのに対し、合掌造りでは両側から「人」の字形に寄りかかっ
た部材が棟木の点で交差する形状となっている

合掌造りの構造

これは一般に扠首（さす）
構造と呼ばれ、トラス構造
であり、梁材に与える曲げ
モーメントを低減し、引張力
に集中させるという点で、
木材の性質上、優れた構
造であるとされる
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軸組（チョウナバリなし）

家屋の構造

↑小屋組み（叉首構造）：
ウスバリを敷き並べ、その
上に叉首を組む

←床と屋根：
木や竹の簀子で小屋内に
床をつくり、ヤナカを叉首
の上に横に渡し、垂木を並
べる
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↑屋根：
叉首の内側には、筋交いを
襷に入れる

←茅葺き：
茅を葺いて、合掌
造り家屋が完成する

↑野地：
茅の下地となるよしずを張る

502017/11/8



2017/11/8

9

近代建築
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登米高等尋常小学校（重要文化財）

和洋折衷の木造二階建
設計：山添喜三郎
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富岡製糸場（世界遺産）

木骨煉瓦造：日本式の伝統的な骨組に、レンガを積んで壁を構築
設計：オーギュスト・バスティアン（明治政府のお雇い外国人）

写真提供：
富岡市・富岡製糸場

東繭倉庫

練糸工場内部の木造小屋組み

西繭倉庫

煉瓦はフランス積み 532017/11/8

設計：辰野金吾 構造：鉄骨煉瓦造
1914年建設、東京大空襲で3階部分が焼失し、2階建てとして復旧
2012年に3階部分を復元するとともに、免震構造で耐震改修

東京駅舎（赤レンガ駅舎）
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関東大震災

1923年9月1日 マグニチュード７．９
死者・行方不明：10.5万人
全壊：10.9万棟、全焼：21.1万棟
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水平力によるトラスとラーメンの変形
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斜材の伸びトラス構造

ラーメン構造 柱や梁の曲げ変形
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δl=PL3/(24EI)

δt=2√2PL/EA

変形の比
δt/δl=48√2 (I/AL2)=4√2 (D/L) 2

D/L=1/10だと、トラスの変形はラーメンの1/20程度
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