
「木づかいについて学ぼう」 

国内産木材の活用は日本の森林を元気にし、地球温暖化防止に貢献します 

環境・未来ネット 環境学習部会、京都モデルフォレスト協会認定リーダー・坂田勝廣。平成２９年９月２３日 

 

現存する日本最古の木造建築は法隆寺・金堂

です。建立は 607年聖徳太子が父・用明天皇の

ために創建したとされている。「日本書紀」では

670 年に落雷がもとで起きた火災で焼失したと

あるが、正確な再建時期は分かっていない。 

 

 

西伽藍の金堂は１７世紀初めにも修復され、下

層階の裳階と上層階の軒を支える支柱が追加さ

れた。支柱は秀吉の提案で太閤柱とも言われて

いる。 

 

 

日本の林業政策の歩み 

江戸時代には、森林の荒廃による森林資源の枯渇や洪水等の深刻化を受け、 

領主階級のための「林政論」が唱えられ、実際の政策にも大きな影響を与えたようだ。 

・1945年～55年代には戦後の復興等のため木材需要が急増した。しかし戦時中の乱伐による森林の荒

廃や自然災害等の理由で供給が追いつかず木材が不足、木材価格が急騰を続けていた。このため

国は造林を急速に行うため 1950年「造林臨時措置法」を施行した。 

・1950年 12月林野庁林産課と林業試験場は木材の合理化(木材を使わないこと)を促進する｡1951年 3

月に木材利用合理化協議会の構想で代替資源の利用(RC造の促進､木炭から他の燃料への転換な

ど)､の経緯があって、1955年「木材資源利用合理化方策」が閣議決定。  

・1964年木材輸入は全面自由化となった。国産材の価格が高騰する一方で燃料革命と同時期の昭和 30

年代、木材の需要を賄うべく外国産木材の輸入が本格的に始まった。 

・1985年プラザ合意により為替レートが変動相場移行。1 ドルが 235円から 1年後に 150円へ。 

・1996年林野庁が森林資源基本計画の改定。広葉樹と針葉樹が混ざる複層林を増やす森林資源基本

計画改定を打ち出し、拡大造林政策に終止符を打った。 

・2005年林野庁は地球温暖化防止に貢献する国産材の利用を推進。「森林の循環」を促進する「木づか

い運動」で京都議定書の達成に貢献。 

・2006年国は「森林・林業基本計画」を閣議決定。木材の良さやその利用の意義を学ぶ、「木育」関する

教育活動を促進。 

・2009年林野庁は「森林・林業再生プラン」で 10年後の木材自給率 50％以上を掲げた。 

・2010年国土交通省は国が率先して木材利用に取り組む「公共建築物木材利用促進法」を施行。地方

公共団体や民間事業者にも国の方針に即して主体的な取組を促す。 

 

造林臨時措置法と拡大造林政策 

1950年の国の造林臨時措置法と 1951年の森林法一部改正に基づく拡大造林政策により、1948年は年

間 10万 hr で 1950年以降は 30万 hr～40万 hr の造林を推進し、貴重な天然林も伐られ人工林とされ

ていき、1996年の森林資源基本計画の改定まで続けられた。 

 

五大新聞による木材、木工、森林、樹木記事の要約 

拡大造林政策のつけ・読売新聞２００６年４月４日 

この政策は天然林の伐採跡にスギ、ヒノキなどの針葉樹を植え、人工林を広げと、国、県から費用の半額 
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が補助ということである。当時、スギを植えれば銀行預金よりも儲かるなどといわれた。しかし、予定は狂

い、安い輸入材に押され、国産材が低迷し、その結果、全国にある 42の林業公社にはなんと１兆円の借

金が残り、山は荒廃している。林野庁は、１９９６年に広葉樹と針葉樹が混ざる複層林を増やす森林資源

基本計画を打ち出し、拡大造林政策に終止符を打った。しかし、膨大な借金、膨大なスギ林が残ったの

である。 

木材資源利用合理化方策 林野庁・１９５５年 

1950年12月林野庁林産課と林業試験場は木材の合理化(木材を使わないようにすること)を促進し、1951

年3月に木材利用合理化協議会の構想で代替資源の利用(RC造の促進､木炭から他の燃料への転換な

ど)の政策検討の経緯があって 1955年 1月に｢木材資源利用合理化方策｣が閣議決定した。 

わが国における森林の過伐傾向は、甚しく国土の保全を危険にさらすのみならず、木材資源の枯渇を

招くことは明らかであり、速かに対策を樹立しなければならないとの方針で、国を挙げて｢木材を使わない

ようにすること｣が行政の大方針になった。 

 

外国産木材の輸入自由化 

1961年から外国産木材の輸入自由化が始まり、1964年には丸太が完全自由化され他の木材関連の関

税も撤廃された。このため安い外材が大量に輸入されるようになり、価格が高騰していた国産材が使われ

なくなり国内林業の衰退につながった。 

育林経費の高くつく日本の人工林の材が、広大なアメリカ北西部やシベリヤなどの針葉樹天然林や、成

長の速い南洋の天然林の材との競争条件の検討もされなかったようだ。  

 

為替レートの変動相場移行 

1985年の先進 5か国蔵相・中央銀行総裁会議の為替レート安定化に関する合意（プラザ合意）による変

動相場移行後、ドル円レートは 1ドル 235円から 1年後には 150円台で取引される円高で、いっそう外国

産材との価格競争は不利となった。 

木材価格についてはピークの 1980年で、檜中丸太 7.64万円/㎥、杉中丸太 3.96万円/㎥であったが、

2012年では其々1.85万円/㎥（1/4) 1.26万円/㎥（1/3）と下落した。 

 

日本の森林の状況   林野庁資料・２０１２年３月 
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森林資源基本計画の改定 １９９６年・林野庁 

1992年第３回地球サミットは環境と開発に関する国連会議で森林に関する原則が採択され、木材生産第

一主義から、生物多様性や地球環境保全など持続可能な森林管理へ転換された。 

それを受け 1996年林野庁は人工林を皆伐せず、複層林施業として様々な世代の木を一つの林分の中

で育て、広葉樹と針葉樹が混ざる複層林を増やす森林資源基本計画の改定を打ち出し、拡大造林政策

に終止符を打った。 

木づかい運動   ２００５年・林野庁 

２００４年の「木づかいのススメ」の(社)日本木材学会：日本の森を育てる木づかい円卓会議からの提言は、

各方面から大きな反響があり、多くの賛同が寄せられた。 

林野庁は2005年度から国産材利用に関しての普及啓発活動を強化し、国民運動として「木づかい運動」

を行っている。 

2005年に発効した地球温暖化防止策の京都議定書の決議に貢献できるよう、ＣＯ２固定源としての木材

が再評価され、林野庁では林業の衰退を改善するため、国産材を利用することにより森林整備に必要な

資金を山に還流し、「植える→育てる→収穫する→上手に使う」という「森林の循環」を促進するためにも

「木づかい運動」が推進された。 

 

森林・林業基本計画  ２００６年・林野庁 

2006年には「森林・林業基本計画」が閣議決定され、基本的な方針として木材産業の競争力強化と新た

な木材需要の創出、林業及び木材産業の成長産業化等による地方創生、地球温暖化対策・生物多様性

保全への対応等盛り込まれた。その後 2011年と 2016年に改定されている。  

2016年の改定では、本格的な利用期を迎えた森林資源を活かし、需要面においては CLTや非住宅分

野等における新たな木材需要の創出と、供給面においては、主伐と再造林対策の強化等による国産材

の安定供給体制の構築を車の両輪として進め、林業・木材産業の成長産業化を図ることとされた。 

林産物の供給および利用の目標として、2025年の総需要量を 79百万㎥、国産材の供給量の目表を 40

百万㎥（自給率 50.6％）に。施策として木材利用意識の醸成のため、木づかい運動、木育の推進がうた

われている。 

森林・林業基本計画の構成 林野庁資料・２０１２年３月 
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森林・林業再生プラン ２００９年１２月・農林水産省 

森林所有者の林業への関心は低下。森林の適正な管理に支障を来すことも危惧される状況である。一

方、世界的な木材需要の増加、低炭素社会づくりの動きなどを背景に、木材利用の拡大に対する期待が

高まった。こうした中、農林水産省の「森林・林業再生プラン」は、「2020年の木材自給率を 50％以上」を

掲げ我が国の森林・林業を早急に再生していくための指針として作成された。 

今後10年間を目途に、路網の整備、森林施業の集約化及び必要な人材育成を軸として、効率的かつ安

定的な林業経営の基盤づくりを進めるとともに、木材の安定供給と利用に必要な体制を構築し、我が国

の森林・林業を早急に再生していくための指針として位置づけられている。 

 

森林・林業の再生に向けた改革の姿  ２０１０年・農林水産省 

「森林・林業基本政策検討委員会・最終とりまとめ」として、座長の岩手大学・岡田秀二氏が「森林・林業の

再生に向けた改革の姿」を取りまとめた。 

これまでの森林・林業政策は、森林造成に主眼が置かれ、持続的な森林経営を構築するためのビジョン、

そのために必要な実効性のある施策、体制を作らないまま間伐等の森林整備に対し広く支援していた。 

その結果、施業集約化や路網整備、機械化の遅れ、脆弱な木材供給体制、森林所有者の林業への関

心の低下という悪循環に陥っている状況で、このことを真摯に受け止め、森林・林業に関する施策、制度、

体制について、抜本的に見直し、新たな森林・林業政策を構築していくことが必要とした。 

具体的な方向として①森林計画制度の見直し。②適切な森林施業が確実に行われる仕組みの整備。 

③低コスト化に向けた炉網整備等の加速化。④担い手となる林業事業体の育成。⑤国産材の需要拡大

と効率的な加工・流通体制の確立。⑥フォレスター等の人材育成。が挙げられている。 

 

日本林業再生の道 ２００５年～２０１１年 

産・官・学連携のシンポジューム「日本林業再生の道」は 2005年に～パートⅠ：新たな森林産業の構築

に向けて～後援：日本木材学会、日本森林学会、近畿森林管理局、大阪府、兵庫県、京都新聞社、ＫＢ

Ｓ、ＮＨＫ、毎日新聞社、朝日新聞社、読売新聞社（予定）、主催者は日本学術会議林学研連、木材学研

連合同シンポジュームで、一般市民、大学、林業・林産関係者、行政等、170 名以上の参加者が集まり、

活発で熱い討論が展開された。 
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2006年～パートⅡ：現場の取り組みについて～、2008年～パートⅢ：木づかいによる林業再生～、2009

年～パートⅣ：人材育成と社会システムの構築～、2010年～パートⅤ：日本の森林を経営するのはだれ

か～、2011年～パートⅥ：循環資源としての森林の育成と木材の利用～。などのテーマで開催され、日

本の林産業改革に貢献している。 

パートⅥでは講演者とパネラーとしてドイツからフォレスター（森林官）である元ショップハイム営林署長

Gerhard Rieger氏を招いて開催された。前日、日本では機械化が進んでいるところとして知られている日

吉町森林組合に Gerhard Rieger 氏を現場に案内した。そこにあった重機類（ハーベスタやグラップルな

ど）を見て、『これと同じ機械は、２０年前に林業の遅れているイタリアで、古いものを見たことがある』との

コメントがあったとのこと。２０年前に古くてボロボロだったというから、３０年４０年前の機械ということか」 

 

日本林業再生の道の主催者  ２００６年パートⅡ以降 

森林・木材・環境アカデミー 

環境、保全、資源面等から森林とその利用に関

する重要性が高まっている状況で、森林に関し

て幅広く分野横断的に連携できる組織が必要

であると具体化が期待されていた。 

これらを実践するため木材学・林学・森林工学

研究連絡委員会合同会議(2004 年)が開催され、

森林・木材・環境アカデミーが設立された。 

ＮＰＯ法人「才の木」 

さいのき、サイノキ、SAINOKI、・・・・さわやかな

響きのするこの言葉を、わたしたちのＮＰＯ法人

名に選びました。 

「才」は、草木のはじめ、芽生えの意味、市民、

研究者、企業、行政、さらに(社)日本木材学会と

連携し、木づかい、森づくりの環境教育ネッワー

クづくりに取り組んでいます。 

 

 
 

「百年の森林事業」と「（株）西粟倉・森の学校」 

ウッドデザイン賞２０１５（新・木づかい顕彰）で農林水産大臣賞（最優秀賞）受賞 

(株) トビムシ・牧大介氏は、2004年岡山県西粟倉村に入り、雇用対策協議会の立ち上げからはじめ、森

の再生を地域の雇用や人口維持につなげようと「百年の森林事業」を設立した。 

この事業は西粟倉村役場、共有の森ファンドで資金調達をする（株）トビムシ、商品企画や部材を提供す

る（株）西粟倉・森の学校、施行・素材の販売を行う森林組合が連携して展開している。 
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2009年 10月設立の「（株）西粟倉・森の学校」は廃校を利用して運営し、カフェ、売店、工作室、各種展

示スペースを併設している。 

森の学校は村民や、西粟倉村役場などが株主として参加、つぎつぎと商品を生み出し、地場産品の企

画・販売、マーケティングを手がけている。2010年に「ニシアワー」というサイトを立ち上げ、地域の魅力や

ストーリーを紹介するサイトからはじめ、村の商品を売るための売り場づくりと商品の企画を進めた。無垢

の木でできた家具の製造販売や、売れ筋商品のユカハリ・タイル。鹿肉のバーベキューや、源流の水か

らつくられる「メダカ米」などの米や地元で採れた農産品の販売など、地域資源の循環的な利用を目指す

取り組みなどを展開している。 

 

岡山県西粟倉村・百年の森林事業 「貝印 × colocal ものづくりビジネスの未来モデルを訪ねて」vol.031より 

 
 

岡山県・西粟倉村と都心を“つなぐ”オフィイスプロジェクト 日経アーキテクチャーSP・２０１３年１１月１０日 

スマートフォン対応のゲームの企画開発を業務とするアカツキ（東京都目黒区）が、その趣旨に賛同し、

循環型社会に都心から貢献するパイロットプロジェクトとして 2013年 10月に新オフィスを開設した。プロ

デュースをツクルバ（東京都渋谷区）、内装の設計をツバメアーキテクツ（同）が担当している。ニシアワー

は、西粟倉・森の学校（株式会社、岡山県西粟倉村）が運営し、スギやヒノキのフローリングのほか、家具

の製造販売、地元の農産品の販売などを手掛ける。今回約440㎡の床全面に、ニシアワーが独自開発し、

再利用率 100％をうたう置き床式の無垢のフローリングタイル「ユカハリ」を用いている。 

 

KIKITO・湖東地域材循環システム協議会 

総務省『２０１５年度ふるさとづくり大賞』 団体表彰を受賞 

「KIKITO・湖東地域材循環システム協議会」は市民、企業、行政を巻き込んで、びわ湖の森を元気にす

るシステムづくりに取り組んでいる。森林を活かす術もなくそうとしている今だからこそ、「森林へ還す」を

合い言葉に、人と森林の関係を見直し、持続可能な森林活用の仕組みづくりが必要だ。 

KITTOは付加価値の高い地域材の供給体制づくりや、CO2認証制度の確立、木質バイオマスに代表さ

れるエネギー利用など、人と森とのあらたな営みの在り方を形にしている。 

 KIKITOの前身は 2007年、森林組合や森林所有者、工務店、行政などのメンバーが始めた勉強会で

す。2012年には事業を担う部分を一般社団法人にした。 
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琵琶湖の森を元気にする KIKITOペーパー 

近江商人の「三方よし」（売り手、買い手、世間）を基本理念としている。 

中でも世間よしは社会貢献そのもので、信頼関係を築くことを意味している。 

湖東地域の山主さん限定！「売れない間伐材買い取ります」 

買い取り単価：6,000円/Ｔon・・自分で運べるくらいの細い・短い間伐材もＯＫ 

 

「日本林業再生の道」パートⅥ・配布パンフレットより 

 

 

合法伐採木材等の流通及び利用促進に関する法律  国会決議・２０１６年５月 

我が国又は外国における違法な森林の伐採及び違法伐採に係る木材の流通が地球温暖化の防止、自

然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面にわたる機能に影響を及ぼすおそれがあり、また、

木材市場における公正な取引を害するおそれがある。 

2006年4月に施行の紙や木材に対して木材の合法性の確認が義務付けられていたグリーン購入法に基

づく、既存の「合法木材」制度と比較して、大きく前進した点は、民間取引も対象になり日本の新たな違法

伐採対策法が成立した。この法律をもって、日本政府は 5月 26日開催のG7伊勢志摩サミットにて国際

社会に向けて日本の新たな違法伐採対策をアピールした。新法は「規制法」でなく「促進法」の枠組みと

なったため、今後の木材業者の努力に期待がかかる。 

欧米豪で先行導入された違法伐採対策法が本新法と大きく異なる点は、(1)違法伐採木材の輸入禁止、 
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(2)違法伐採木材を使用しないための措置であるデューデリジェンス(DD)の実施、を基本としている点に

ある。欧米等が違法伐採に対して厳しく臨む背景には、不当な廉価で輸入される木材が市場を歪め、自

国の林業における持続可能な森林経営を著しく阻害するものであると強い認識がある。 

 

 

 

木材コーディネーターの人材育成 ＮＰＯ法人サウンドウッズ（フォーラム  2017・8・5）配布資料より 

サウンドウッズ代表理事・事業プロデューサー安田哲也氏：兵庫県丹波市 

これからの森林資源活性化の救世主「木材コーディネーター」を育てるプログラムの運営者 
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林野庁他各省庁の今後の施策 

・2017年・環境省：木材利用による業務用施設の断熱性能効果検証事業 

・2017年・環境省：業務用施設等における省ＣＯ2促進事業 

・2017年・環境省：賃貸住宅における省ＣＯ2促進モデル事業 

・2017年・経済産業省：ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ＺＥＢ）やゼロ・エネルギー・ 

      ハウス（ＺＥＨ）実証事業 

 

今後懸念される国・各省庁の施策 

・2017年 4月・延べ面積 2000m2以上の新築の非住宅建築物に対し、建築物のエネルギー消費性能基

準（省エネ基準）の適合義務化が始まる。そして努力義務とされている 300㎡以下の住宅も、2020年まで

に戸建て住宅も含む全ての新築の建築物で適合義務化が段階的に拡大していく。 

・2017年 4月・日ＥＵ経済連携協定（ＥＰＡ）に関するファクトシート。 

市場アクセス交渉の結果、林産物は，構造用集成材等の即時関税撤廃を回避し，一定の関税撤廃期間

を確保した。 

・2017年6月ロンドンの高層住宅火災で「外壁火災」の課題が提起された。日本では上層への燃え広がり

防止策として、外周バルコニーや外壁の耐火構造の義務付けがされているが、不燃認定を受けた外断

熱材を含めた外装材の組み合わせの検討が始まっている。 

 

「木育」 

2006年に閣議決定された森林・林業基本計画では『市民や児童の木材に対する親しみや木の文化への

理解を深めるため、多様な関係者が連携・協力しながら、材料としての木材の良さやその利用の意義を

学ぶ、「木育」ともいうべき木材利用に関する教育活動を推進する』とある。 

林野庁からの委託を受け木育推進体制整備総合委員会を運営する日本木材総合情報センターは、「木

育」を、「木材や森林との関わり合いから、知育、徳育、体育の、3つの側面を効果的に育む取り組み」とし、

社会的協同によって効果的に実施・普及させる必要があるものとしている。 

 

東京おもちゃ美術館   おもちゃ美術館のこだわり 

わたしたちは、赤ちゃんからお年寄りまでの多世代にとって、豊かな出会いと楽しみを有するミュージア

ムを目指します。2008年 4月に開館した東京おもちゃ美術館が設置した赤ちゃん木育広場など、子育て

支援施設に対する木材利用推進（社会インフラストラクチャーに対する木材利用の推進）も、木育の取り

組みとして重要である。九州山地のヒノキ、津軽地方のヒバ、薩摩地方のイヌマキ、球磨（くま）地方の竹

などをふんだんに用いた展示室に多数の玩具が展示されている。 写真：おもちゃ美術館ホームページより
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もく（木）の会 

1999年関西の女性建築士が集まり発足した。シックハウス問題が世間を騒がし、健康住宅への意識が高

まり始めた頃「少しでも多くの人に健やかに暮らせる空間を提供したい。国産の木材を使うことで山の元

気を取り戻したい」で設立、2007年 5月には NPO法人となった。 

もくの会は無垢の木が醸しだす心地よさを住まいに生かすため、国産材を使った家づくりを提案し実践し

ている。セミナー、現場見学会、ワークショップ、情報交流会「木もちいいＣａｆｅ」、体験ツアーなど、年間を

通して様々な活動を企画・運営している。 

 

ミニチュアハウス組み立て in森のママまつり 

2016年 11月 3日（祝）ATCハーバーアトリウムとセントラルアトリウムで開催された「森のママまつり」は、

大阪府が市町村・ＮＰＯ・民間企業等と連携して進めている、子どもたちに「木のぬくもり」を届ける取組み

の一環として毎年行われているイベントで、子どもたちが木に触れ、木でつくり、木で遊ぶことを通して、

木の良さや森林の大切さを学んでもらおうというものである。        写真：木の会ホームページより
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島本町「木育」の事例 

島本町の木育としては、中学 1年生で習う木工授業があり、私も 2008年からボランテアの一員として第１

中学校の木工授業支援に参加している。 

島本町の文化祭や農林業祭などのイベントでは、森林組合や里山整備ボランティアが子供たちに木や

竹をのこぎりで切る体験や、おもちゃ作りなどの楽しみを提供している。 

町内の長井工務店は、ちびっこ工作教室や小学校での木琴ワークショップ、若山神社ワークショップで

子ども達とベンチを製作するなど、地域のイベントや学校行事を通して木育を実践している。 

環境・未来ネットでは島本の植生の紹介や自然観察会を催し、第３地区福祉委員会は毎年親子ハイキン

グを実施し子供たちに島本の山を体験させている。             木工授業風景・写真：坂田勝廣
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                島本町の「木育」イベント事例         写真：坂田勝廣 

 

島本農林業祭・島本町森林組合                 島本第 3小学校竹細工授業・島本竹工房 

  

 

親子ハイキング・第 3地区福祉委員会             ＹＹワールド 竹切隊・フォレスト島本 

  

 

 

島本町での木材生産の現実 

2016年秋懇意の里山ボランティアの先輩が、島本の山主さんに協力して木材を伐採、出荷されたそうで

す。当初は樹齢 100年の檜を処分するため山主さんが製材所に相談したところ、伐採・搬出は協力する

が材木費は無料の回答で不成立。 

この檜と他の所有林の杉、桜の径 30～50cm・長さ 4ｍ物を 47本伐採（およそ 24㎥）した。 

トラックをリースして、千早赤阪村の材木市に 3往復して持ち込んで入札。結果は 76.500円（3,190円/

㎥）でした。 

入札経費 12、000円とトラックのリース代 50、000円が掛かり、実収入は 14.500円で、作業者 4名の慰労

会の費用で終わったそうです。 

今後は島本での「木づかい」について考えていきたい。 
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２０２０年東京オリンピックメインアリーナ・新国立競技場 

完成予想図・資料：日経アーキテクチャー2017年 5月 25日号掲載技術提案書より 

技術提案書作成：大成建設・梓設計・隈健吾建築都市設計事務所共同企業体 

 

鉄骨を木材（中断面集成材）で挟んだハイブリッド工法 

ラチス材：国産杉 トラス下弦材：国産カラマツ 
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市街地建築物法から建築基準法の制定へ 

1900年代初頭には木造 4,5階建ての繭倉や、5,6階建ての製粉工場が建てられていたそうだ。 

1900年代初めの建築・・・笠原工業繭倉：長野県魅力発信ブログより 

  

 

 1919年国が市街地建築物法を制定し、木造建物は用途が住宅や校舎に限定された。 

 1950年には建築基準法が制定され、棟高 13ｍを超える又、延べ面積 3,000㎡を超える木造建築の原

則禁止、建築用途や防火地域では延べ面積や階数など別途厳しい規制がかけられ、実質市街地では

住宅以外の木造建築物が禁止された。 

 都市計画法では市街化区域には用途地域と防火地区、準防火地区、法22条地域などが指定されてお

り、各々に防火性能が決められている。 

 

敷地の位置で耐火建築物・準耐火建築物にする必要のある建築物 

・基準法 22条地域：外壁や軒裏を防火構造とし屋根を不燃材料とする 

建築物に対する制限の概要 

 規模 必要な構造 

 

防火 

地域 

3階以上または延べ面積が 100㎡を超える

建築物 

耐火建築物 

上記以外の建築物 （2階以下、100㎡以

下） 

耐火建築物または準耐火建築物 

 

 

準 

防火 

地域 

地階を除き 4階以上または延べ面積が

1,500㎡を超える建築物 

耐火建築物 

3階以下、延べ面積が 500㎡を超え 1,500

㎡以下の建築物 

耐火建築物又は準耐火建築物 

地階を除き 3階で、延べ面積が 500㎡以下

の建築物 

火建築物、準耐火建築物または外壁の開口部の構造お

よび、主要構造部に防火措置等を施した木造建築物 

上記以外の木造の建築物 外壁および軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造 

 

建築物への用途や規模別規制などの内容 

耐火建築物・準耐火建築物にする必用のある建築物 

・耐火建築物：火災終了後も主要構造部の柱・梁・床が倒壊しない耐火構造の建物。 

・準耐火建築物：主要構造部が一定時間の火災では倒壊しない準耐火構造の建物。 

・階数と耐火時間：耐火建築物の上階から４層は 1時間耐火、5～14層は 2時間耐火の性能が必要、 

15層以上は柱、梁が 3時間耐火。 

・特殊建築物で耐火建築物の義務付け：劇場・映画館等で 3階以上に客室面積 200㎡以上、 

百貨店・展示場等で 3階以上で売り場 3,000㎡以上。 

・特殊建築物で準耐火建築物の義務付け：病院・ホテル・共同住宅等の 3階以上で 2階に 300㎡以上、 
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学校・体育館・美術館等で 3階以上の階が 2,000㎡以上、百貨店・展示場等で 2階以上で売り場 500

㎡以上。 

・延焼の恐れのある部分：1階は隣地境界及び道路中心線から3ｍ以内、2階以上はそれぞれ5ｍ以内の

部分で防火地域、準防火地域、法２２条地域内の建物の、屋根、軒裏、外壁、開口部に不燃材料化な

どの規制がある。 

・内装制限：住宅，特殊建築物など建物用途によって天井と壁の仕上げ材が制限されている。 

・もえしろ設計：木部が燃えても構造耐力上支障がないように木部の厚みを増して断面を構成した設計。 

 

基準法 22条地域：外壁や軒裏・屋根を不燃材料とする 

日本の在来工法・木造軸組み「真壁（しんかべ）」工法が不可となった 

「真壁（しんかべ）」の住宅外観  写真：坂田勝廣 「外部・大壁」の住宅内観     写真：to-home.net 

  

  

 

「ビッグコミックスピリッツ」で連載中の人気マンガ「美味しんぼ」の 2010年 5月 3日号のなかで、「日本の

家屋で国産材の使用率が著しく低い一因は、日本建築学会が 1959年に木造建築を否定したため」とい

う趣旨の記述がされた。この中には「一級建築士の試験では木造について一切扱わないし、大学でも木

造建築を教えない」との記述もあった。 

日本建築学会のホームページに掲載された解説文によると 1959年 9月の伊勢湾台風では、5000人以

上が死亡または行方不明となり、約15万棟の住宅が全壊または半壊した。これを受けて同年10月、火災

や風水害防止を目的とした「建築防災に関する決議」で「木造禁止」を提起した。1960年には中央行政

庁に対して災害危険区域の指定などを、地方公共団体に対して建築物の制限などを要望した意見書を

提出。さらに、1961年には対策について詳しく記述した「伊勢湾台風災害調査報告」を刊行したとある。 

 

木造建築物への規制から誘導へ 

旧建設省は国産木材の利用推進のため1980年代から段階的に建築基準法の木造関連の規定を改正し

た。1987年の改正では大断面集成材を採用し保有水平耐力計算に合致すれば大規模木造建築が可能

となった。別途告示では構造体をもえしろ設計（木部が燃えても構造耐力上支障がないように木部の厚

みを増して断面を構成した設計）を用い、木の躯体の現し(通常仕上げ材や耐火被覆よって隠ぺいする

構造部分を露出させる仕上げ)の考え等、防火仕様の緩和によって準防火地域で木造 3階建てが可能と 
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なった。しかし建築物への木造の採用は体育館などの大屋根の建築物に限られ、小国ドームや海の博

物館、大館樹海ドーム、国際教養大学図書館など木造大スパン建築物が建てられた。 

 

木造建築物への建築基準法など規制の経過 

 

 

１９８０年から１９９０年代の大規模木造建築物 

大断面集成材と「もえしろ設計」、「新しい架構」と「大スパン」 

小国ドーム  設計者   木造立体トラス：設計者：葉 祥栄氏 1988年竣工 ・ 写真：enviro-studio 

  

海の博物館・展示棟  集成材トラス：設計者：内藤廣氏 1992年竣工   ・写真：mie.mytabi.net  
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大館樹海ドーム（秋田県）  1997年竣工・設計者：伊東豊雄氏＋竹中工務店 

大断面集成材アーチ構造：ドームの屋根は樹齢60年以上の秋田杉 25,000本を使い、アーチ状にしたも

ので、高さや面積では東大寺大仏殿を上回り、国内最大の木造建築であるとされる。 

 （平成 9年度 芸術選奨文部大臣賞[美術部門]受賞）（平成 11年 日本芸術院賞）            

アリーナ面積:12,915.36㎡、高さ:52ｍ（有効:46.2ｍ）              写真：SumConceptDesign 

  

 

 

JR金沢駅東口 （もてなしドーム＆鼓門） 

 

 

 

2005年竣工 

・大断面集材          

・設計者：白江建築研究所 

・構造担当：斎藤公男＋構造計 

画プラスワン 

・高さ：13.7m ・天幅：24.2m 

・構造材・米松構造用集成材 

 

写真：Keisuke Yamada 
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国際教養大学図書館棟 （秋田県産杉・地産地消） 

 

 

 

２００８年竣工 

・木質混構造 

・設計：仙田稔氏 

 

写真：ナイスビジネスレポート 

 

木造耐火構造部材の種類 「多層化へ」 

 

 

竹中工務店は「燃エンウッド」を、

2007年にスパン 4.5ｍ程度の

木造建築の柱や梁に使うスギ

材による 1時間耐火部材として

開発し、国土交通大臣認定を

取得した。 

その後、都心部の商業施設や

オフィス等で求められる 9ｍの

スパンに対応するため使用木

材を材料強度の高いカラマツ

に変更し、2011年 12月、改め

て 1時間耐火部材としての国

土交通大臣認定を取得した。 

 

資料：日経アーキテクチャー 

大阪木材仲買会館  （木材使用面積：260㎡） 

2013年竣工・1時間耐火木材（燃えしろ）・設計：竹中工務店 

 

左図：１時間耐火認定「燃エンウッド」柱の断面 

木材現しの利用の工夫 

1階部分はＲＣ造、2,3階を耐火木材の柱、梁で

構成している。できるだけ木の無垢の香りをとの

施主の要望でバルコニー避難など特殊な設計

と安全性の検証により内装制限の緩和を達成。 

2ｍの深さのバルコニーは雨や強い日差しから

の保護の役目もある。西側開口部はスライスし

た杉板をガラスで鋏み日除けと目隠しとした。 

総工費 4億円で、木造建築技術先導事業の補

助金 8570万円が支給された。 

資料：日経アーキテクチャー 
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                 大阪木材仲買会館          写真：坂田勝廣 

 

  

 

構造計算偽造事件から建築許認可の混乱へ 

2005年ヒューザーによる構造計算書偽造が発覚。2006年建築物の安全性の確保を図るための建築基

準法を改正、建築確認に新たに構造計算適合性判定制度を導入するなど、建築確認や工事検査を厳

格に運用した。過度な二重チェックなどの厳格すぎる新規定が審査日数の長期化を起し、住宅着工数が

激減することになった。2007年に当時の国土交通相は「改正に伴う混乱がこのように生じたこと、それが

国民経済にも影響を与えたことについて、心から国民にお詫びしたい」と謝罪した。 

 

新設住宅着工戸数          資料：国土交通省総合政策局 

年  度 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2016年 

着工総戸数 1290千戸 1061 1094 788 813 967千戸 

同木造戸数 559千戸 505 517 430 461 546千戸 

 

「伝統的構法の設計法作成及び性能検証実験」検討委員会 

 

伝統構法の危機的状況を打開 

現在、伝統構法の建物では確認申請の受付や工事の着工が著しく減少し、伝統構法は危機的状況に置

かれている。このような状況を踏まえて、確認申請・構造計算適合性判定の円滑化のための設計マニュ

アルの技術的検討等、当面の課題についても早急に検討を行い、伝統構法の危機的状況を打開を目指

した。建築基準法、特に施行令第３章第３節の木造の規定は概ね在来工法に対する仕様規定であり、伝

統構法には適していない。従って、これらの規定には囚われることなく、壁要素のみならず柱－横架材に

よる軸組要素も加えて、自由度の高い、合理的な構造設計法を構築する。 
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石場建て構法を含め、実務者が使いやすい伝統構法の設計法を 

2008年伝統構法あるいは伝統的構法の木造建築物の設計法を確立するため、「伝統的構法の設計法

作成及び性能検証実験」検討委員会が設けられた。 

伝統構法の設計法についての検討と実大振動台実験とともに、伝統構法に関する調査、伝統構法に用

いられる材料に関する実験等の検討がなされてきた。 

2010年度からは、これまでの調査、実験などの検討結果を踏まえ、石場建て構法を含む伝統構法木造

建築物の設計法について検討を行い、実務者が実践的に使える設計法の作成を目指した。 

2014年度には検討委員会の事業が終了して一年以上経過してようやく、この設計法が公開された。 

 

平城宮跡・第１次大極殿正殿整備 

大極殿                             朱雀門   写真：平城宮跡資料館ホームページ 

  

「平城京」は、日本で初めて大規模な国際首都として栄えた。1978年に文化庁において策定された「特

別史跡平城宮跡保存整備基本構想」に基づき、国において歴史的建造物の復元などの整備が進められ

ている。2001年第一次大極殿の復元工事に着手し、平城遷都 1300年にあたる 2010年に完成した。大

極殿の構造は、復元原案のままでは現在の建築構造上の安全性を満たしていない。そこで地震による

揺れを最小限に軽減させるための免震装置が導入された。朱雀門は 1998年に復元された。 

 

国産材サーモウッドの技術改良 

ヨーロッパで熱処理木材の技術が開発され、地元の植林木を使ったサーモウッドが普及した。2005年日

本木材学会が主催したＲ＆Ｄ海外視察ツアーに京都大学今村祐嗣名誉教授と同行した越井木材工業・

越井社長が、ドイツのハノーバーで開催されていた林業・木工機械展“リグナメッセ”を視察した。その折

展示されていたサーモウッドを代表とする熱処理木材（特に外部用）を見てすぐに情報収集を開始した。 

その後越井木材工業は穏やかな気候で湿度の低いヨーロッパに比べ、湿潤な日本の気候風土や建築

法規に適合する高温水蒸気による熱処理（サーモ処理）技術開発へ、森林総合研究所や東京大学と研

究チームを創設した。2007年にフィンランドで京都大学生存圏研究所、ＶＴＴとサーモウッドを木材の化

学修飾の観点から検討するワークショップを開催した。 

これ等技術開発の結果国産材のサーモウッドが国内生産できるようになり、2008年東京大学弥生講堂ア

ネックスと、柏の葉フューチャービレッジで外装材や内装材として採用された。 

スギやヒノキの国産材をそのまま屋外で使うと、腐れや割れ、反りを生じる。サーモ処理により、ノンケミカ

ルで寸法安定性（われ、そりの防止）に優れ、耐朽性（防腐性）を向上させ、断熱性（熱伝導率の低下）、

軽量化が図られた。サーモ処理技術は樹種にあった改良もされており、スギ、ヒノキ、カラマツなどその樹

種の特性に合った使い方ができ、不燃仕様との複合処理も可能となっている。 

 

サーモウッド製造工程 

一度に処理できる量は 20㎥、乾燥工程では含水率ほぼ 0％、 

調湿工程で 10％以下加水（乾燥によるわれ防止のため） 

      資料：越井木材工業 
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帝京大学小学校 （東京都多摩市） 

 

2012年竣工 

・外装サーモウッド 

・設計者：日本設計＋隈研五氏 

（木材使用面積・外部床材含

む：1,060㎡） 

写真：日経アーキテクチャーＳ

Ｐ 
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日本圧着端子製造 （大阪市中央区） 

 

2014年竣工・設計者： Atelier 

KISHISHITA +Man *go design 

サーモ＋不燃処理杉ルーバー

（木材使用面積 8,840㎡）   

写真：坂田勝廣 

 

産地別・内装天上ルーバー：

不燃処理杉材（利用量：90㎥） 

（外部杉ルーバー利用量：160

㎥ 資料：越井木材工業 

  

 

港区立麻布図書館 

 

 

 

2014年竣工 

・杉サーモウッド 

・設計者：八千代エンジニアリ

ング 

（木材使用面積：200㎡）  

 

写真提供：越井木材工業 

22 



JR長野駅 善光寺口 

2015年竣工・サーモ＋不燃処理杉・設計者：ジェイアール東日本建築設計事務所 

幅 140ｍ高さ 18ｍの大庇と 12の列柱・使用長野産杉材 12,000本 

（木材使用面積 2,770㎡）       写真提供：越井木材工業 

  
 

JR上越妙高駅 東口（もてなしドーム） 

 

 

2015年竣工 

・杉サーモウッド 

・設計者：交建設計（もてなしド

ーム） 

 

写真提供：越井木材工業 

 

 

みんなの森 ぎふメディアコスモス 

 

 

2015年竣工 

・木、RC、Sの混構造 

・設計：伊藤豊雄氏 

 

資料：日経アーキテクチャー 
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写真： 日経アーキテクチャー 

 

写真提供：越井木材工業                              資料：日経アーキテクチャー 

 

 

 

 

京都市地球温暖化対策条例・追加項目 2012年 

市内建築物への木材利用の義務化： 京都市役所産業観光局・農林振興室・林業振興課資料 
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下馬の集合住宅 

 

 

2013年竣工 

・耐火木造 

・設計者：ＫＵＳ一級建築士事務所 

写真： 淵上正幸氏 

 

５階建て集合住宅の 1階部分はＲＣ造で、２〜５

階部分の主要構造部（柱、床、屋根、耐力壁）を

木製の１時間耐火部材で木造化した。 

さらに建物外周に配した木の斜め格子も構造材

として水平力を負担しつつ、ガラス越しに外観

に現れるよう計画し、都心部における新しい「木」

の建築を提案している。  

床スラブとして、スギ集成材を直交積層させた

重厚なパネル「マッシブホルツ」を採用した。 

 

  

 

  
 

スパビレッジ・ホリカワ （木造部分延べ床面積 4,630㎡） 

 

2015年竣工 

・3階建て耐火木造 

・設計：住友林業 

 

資料：住友林業        

左・次ページとも 
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静岡県草薙総合運動場体育館 

2015年竣工・木、RC、Sの混構造・設計：内藤 廣氏 資料・写真：日経アーキテクチャー 

構造と耐火、避難安全の 3つの大臣認定を取得。 

集成材斜め柱が乗る外周の 9ｍ幅のＲＣ 造リングが中間免震と、延焼防止の「火炎返し」を可能にした。 

主構造として使用した静岡県産スギ集成材は、長さ 14.5m、全て同一長さで角度を 45～70度と変化しな

がら楕円状に 256本配置されており、大屋根の荷重約 2,350tを支えている。 

主構造のほか、競技フロアの天井および壁面にも内装材として木材を使用しており、木に包まれるような

印象を与える体育館となっている。 

本施設は、平成 27年度木材利用優良施設コンクールで「農林水産大臣賞」（最優秀賞）を受賞した。 

 
 

 

南陽市文化会館 （山形県：ギネス・木造ホール世界一） 

2015年竣工・杉・カラマツ集成耐火部材・設計：大建設計 

利用量：集成材 3,570㎥、丸太材 12,413㎥  次ページ写真：日経アーキテクチャー 
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ＣＬＴ（直交集成板・Cross Laminated Timber） 

 

 

高知おおとよ製材の設立 

2013年 9月高知県大豊町に新たに設立された製材会社、高知お

おとよ製材が、工場落成式を開いた。同社は集成材メーカーの銘

建工業（岡山県真庭市）のほか、地元の森林組合や自治体などが

出資して立ち上げ、四国最大級の生産能力を持つ。長く停滞して

いる高知県の林業活性化の起爆剤として、関係者の期待が高まっ

ている。高知県では、「こうちの木の住まいづくり助成事業」などに

より、高知県産材を使った木の住まいづくりを応援している。 

おおとよ製材社員寮 

設計：日本システム設計。2014年 3月日本初のＣＬＴ３階 建て住

宅が完成した。     左写真：銘建工業ニュース 

高知県自治会館新庁舎 

 

左図：構造概要 

資料：日経アーキテクチャー 

 

ＣＬＴ構造を使った建物の特徴 

ＣＬＴを使った建築物は木材を

固めた分厚い板を引きボルトな

どで一体化させる壁構造でプ

レハブ率が高いのが特徴。 

 

 

次ページ写真：日経アーキ 

テクチャー 
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日本初の木造 5階建てマンション 

写真：アンアーキテクツ 

 
 

 

写真：木造枠組みパース・大和不動産 
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海外ではヨーロッパや北米を中心にさらに大規模な木造建築物が竣工し、 

超高層建物も計画されている。 

2011年竣工・メトロポール・パラソル（スペイン）写真：Ｌabaq.com 

 

 

 

 

 

ブロックコモンズ （カナダ・バンクーバー） 

 

2017年 5月竣工予定 

・木造混構造・18階建て学生寮 

（木材利用量：2,233㎥）         

資料：日経アーキテクチャー 

ブリティッシュコロンビア大学で建設中、高さ

58.5ｍ。1階と 2ケ所のコア部分はＲＣ造で２階

から 17階の柱は米松修正材、床は 5層構造の

CLTを使用、柱は 2時間の耐火性能が義務付

けられた。最上階はＳ造としている。 

柱と柱の間の接合は鉄製のコネクターを使い、

床材のCLTを支える機能も持たせた。コスト試

算でＲＣ造より 8%増、工期がＲＣ造想定の 20ケ

月より 4ケ月減。想定耐用年数は 100年以上。 

 

29 

http://livedoor.blogimg.jp/laba_q/imgs/a/e/aedc5d71.jpg


  
 

スウォッチ新本社（スイス・ビール） 

木造グリッドシェル・設計者：坂茂氏      資料・写真：日経アーキテクチャー 

  
 

アートラボ・スイス連邦工科大ローザンヌ校内複合施設 

木とスチールのサンドイッチフレーム ・設計者：隈研吾氏     写真：日経アーキテクチャー 
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ハイブリッド部材 34階建て住宅の構想 

スウェーデン・ストックホルム 

写真：C.F.Molleｒ 

 
 

メガトラス 80階建て住宅構想 

イギリス・ロンドン 

写真：PLP Architecture 

 

 

 

今後の木造建築に思う事 

 

木造建築物への規制も誘導も防火対策に尽きる。 

1980年から 2000年初めの木造建築物の普及には、秋田県のように木材生産地の自治体・林業者・設計

者の強い思いと、国の施策が貢献している。 

2010年代からは林産業の団体や建設会社、ハウスメーカーの技術開発が進み、国の建築法規制の整

備や補助事業にも後押しされ、木造建築物の大規模化、多層化が実現された。 

今後は CO2の固定化や、林業の活性化に貢献するだけでなく、街の景観に木「もく」の潤いを増やし、

木造建物の利用者に「癒しと憩い」をあたえる空間づくりに期待したい。 

そのためには地産地消の限られた地域だけでなく、都市部においても木造化が進むよう、木材加工・流

通システムを整備し、多くの建築主や設計者、施工者が取り組めるよう、コストの合理化と、いっそうの技

術開発に期待したい。 

木造の伝統的構法のはやい復活や、木「もく」の本来持っている香りや癒し効果を生かした家づくりにも

注目し、島本での「木づかいについて」考えていきたい。 
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