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1．はじめに

が生産されるようになり、高剛性の木製パネル製作や、

2．木造建築の不遇時代を越えて

接合方法の開発によって、施工の合理化が図れ、木製パ

3．伝統木造と新たな技術との融合

ネル構法の可能性が開けてきている。

4．木づかいの建築
5．公共建築の木造の魅力と可能性
1）丸太の建築

折版構造は、面剛性の高いパネルを立体的に折りなが
ら連続的に繋ぎ合わせる空間構造で、低層の大空間に適
し、軽快でリズム感のある空間表現を可能にしてくれる。
最初に、東京都あきる野市の「秋川ファーマーズセン

5．木造建築の魅力と可能性

ター」で大型木製パネルを導入した連続折版トラス構造

前号では、木質建築の背景や可能性、魅力、今後の展

の空間を実現し、岩手県「遠野グルーラム第二工場」で

開などについて述べ、素朴な丸太を使った現代建築を紹

唐松集成材のピラミッド型パネルユニットへと発展さ

介した。今回は、前号に引き続き、異なる三つの空間構

せ、愛知県三間町の道の駅「コスモス館」でＬＶＬの連

造を建築事例を交えて紹介する。

続三角梁構造へと展開し、木質空間のデザインの可能性
を拡げることができた。

2）折の建築
国内の建築関係者と共に、米国のＡＰＡの招待で、先

① 秋川ファーマーズセンター（あきる野市）1993

進的な木造建築の研修を得て大型木製パネル構法を学ん

この建築は、東京都あきるの市の農産物直売場で、地

だ。最近は、欧米の研究や実績のあるＣＲＴ構法も紹介

元で生産される農畜産物の直売、バーベキューコーナー、

され、日本でも研究開発が盛んに進められている。これ

研修施設などを兼ね備えた新しい農業複合体験施設であ

まで、木製パネル構法は、一部の住宅に導入されている

る。独自に開発された折版構造による木造の公共建築で、

ものの、大規模な施工例は少なく、さらに折版構造に至

雄大な周囲の農地景観を背景とした自然と協奏する建築

っては、非木造でつくられることが多かった。

空間を展開している。

構造性能の高い工業化木製品（ＥＷ：エンジニアード

写真 1 「秋川ファーマーズセンター」全景（新建築社）
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この構法は、日本で初めて試みられるものなので、構

写真 2 市場内観（新建築社）
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写真 3 遠野グルーラム第二工場 内観

図 1 架構図（建築技術 1999 年 9 月号掲載）

造家渡辺邦夫氏の参画を得て開発した。主要構造は、米
松集成材のフレームに米松構造用合板を張り合わせた大
型の三角パネルを製作し、折版ユニットは、壁 3 枚、
梁 2 枚のパネルを金物で接合して組み上げ、2 つのユニ
ットを向い合せに配置して 3 か所のピン接合で繋ぎ、
最終的にロッドを締め付けて固定した。さらにこのユニ
ットを円弧に沿って連結させて連続折版トラス梁構造と
している。パネル構造特有の重厚さを避け、軽快な木質
空間を実現できた（写真 1、写真 2、図 1）。
② 岩手県「遠野グルーラム第二工場」2000

図 2 詳細図（建築技術 1999 年 9 月号掲載）

岩手県遠野地域の唐松を普及拡大する拠点である。木
工団地に位置する集成材工場である。Ｌ型大断面集成材

地元の農産物直売場、レストラン等に加えて、地域の偉

の架構をピラミッド型パネルユニットで支えている。集

人 2 人を紹介する施設、版画家「畦池梅太郎記念美術

成材パネルを櫛形に加工して相互に組み込ませ、ラグス

館」と農機具メーカー創始者「井関邦三郎記念館」の 2

クリューボルトで接合している。今後の集成材パネルの

館を一緒に整備した。

活用を、構造家長谷川一美氏と一緒に研究し、可能性を

この建築では、複合機能を一つの大屋根空間の中に収

拡げることができた建築である。この工場は、東日本大

め、深い軒先は主動線となる回廊を設け、各所に光庭を

震災の復興において、岩手県の木造建築の供給に一番活

配置して、空間の切り替えを行っている。切妻大屋根に

躍するはずである（写真 3、図 2）。

は、相互に乗り越したハイサイドライトを設け、単調に
なりがちな屋根に変化とリズムを与えている。さらに、

③ 愛媛県三間町の道の駅「みま」コスモス館

2004

この建築は、愛媛県宇和島市三間町のバイパス出入口

反り返る屋根を持ったキャノピーやドーナツ型のトイレ
棟などを配置して建築に特徴を持たせている。室内は、

に立地している道の駅である。美しい里山風景の残る三

庇先とハイサイドライトから折版天井に導かれる光の演

間町の地域資源を活かした文化観光交流拠点づくりを目

出で、明るい木質空間が実現できた。

指している。
施設には、道の駅としての主要機能はもちろんのこと、
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主要構造は、基礎にダブルの柱を立ち上げ、2 方向に
交差する梁をかけ渡した柱梁架構の上に、傾斜屋根を支
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写真 4 道の駅三間町「コスモス館」全景

写真 5 外観

写真 6 直売場内観

写真 7 美術館内観

える LVL 製の折版トラス梁を載せた連続三角梁構造で

最初に、横浜市のアーバンデザインイベントで、丸太

ある。開発には、構造家中田捷夫氏と地域の木材加工業

が宙を舞うような軽快なモニュメント「剛柔の塔」を提

者の参加も得て、新たな加工や施工の技術を導入して、

案し、その後、熊本県「阿蘇白水温泉・瑠璃」で恒久施

地域の誇りを醸成できる木質建築を実現することができ

設とした。さらに、鳥取県「夢みなとタワー」でも同様

た（写真 4、写真 5、写真 6、写真 7）。

の構造システムを展開し、県産の杉集成材とＳ造のハイ
ブリッド構造に展開している。

3）塔の建築
塔の建築は、建築家にとって心躍るものがある。しか
し、現代社会の中で設計する機会は少ない。日本におけ

① ヨコハマ&バルセロナ・シティ・クリエーション 90
「剛柔の塔」1990

る塔は、柱 1 本で建てるシンプルなものから、木組み

1990 年、横浜ＭＭ 21 で開催された「ヨコハマ＆バ

によって構成されるものまで、どれも洗練された美しさ

ルセロナ・シティ・クリエーション 90」では、会場の

と力強さを備えている木造建築である。

中心に、都市モニュメントを提案するタワープロジェク

日本の最高の高さを誇る京都市の東寺「東塔」、世界

トが企画され、当時、若手建築家であった竹山聖氏、妹

最古の木造建築を誇る奈良の法隆寺「五重塔」、女人高

島和世氏、小林克弘氏、古谷誠章氏と私の 5 人で提案

野と言われている華麗な室生寺「三重塔」などが有名で、

した。

特異なものでは、福島県会津若松市の 2 重螺旋で人が
登れる「さざえ堂」などがある。
仏教寺院の「塔」のルーツは、インドのスツーパで、

私は、米国建築家バックミンスター・フラーが開発し
た、地球上でもっとも軽量で強度のあるテンセグリティ
構造に着目し、若手の構造家長谷川一美氏と一緒に設計

中国で木造化され、仏教の伝来ともに日本に伝わり、独

した。この構造の特徴は、張力と圧縮の力を分離して成

自に洗練・発展してきたものである。重層する屋根、細

立するので、張力材のワイヤーと圧縮材の丸太によって、

部の木組等が、自然と対比した人工物として、荘厳さと

軽快で美しい木造タワーが実現できた（写真 8、写真 9）。

美しさを獲得している。
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写真 10 夢みなとタワー全景

写真 8 剛柔の塔 全景

写真 11 タワー内観

写真 9 剛柔の塔 詳細図

② 夢みなとタワー

1997

この建築は、1996 年の鳥取県が境港市の市政制度
50 周年と開港 100 周年を記念し、地域の未来を創造
するプロジェクトとして「山陰・夢みなと博覧会」のシ

図 3 タワー断面図

ンボル施設として計画され、閉会後の 1987 年に、観
光交流施設「夢みなとタワー」として恒久化された。
境港は 1896 年に開港、漁業と貿易港として栄え、

の木造ハイブリッド構造の展望塔から構成した。
主要構造は、低層部をタイルを打ち込んだ PC ユニッ

新港の整備によって環日本海交流の拠点港に位置づけら

トで、シングルレイアードーム屋根を持ったＳＲＣ造と、

れ、国際港に相応しいモニュメントが求められた。

展望塔を鉄骨テンセグリティ構造と県産杉集成材のひょ

かつて、この地には、巨大木造神殿の出雲大社が建立

うたん型をした柱梁構造とのハイブリッド構造とし、テ

されており、象徴的な巨木建築の地域であった。さらに

ンション構造の専門家斉藤公男氏と構造家長谷川一美氏

智頭杉に代表されるように山陰の森林県なので、夢みな

の両氏に依頼して一緒に設計した。木造を取り入れた塔

とタワーは、白いドーム屋根の低層部と白砂青松の日本

としては、国内最高の高さを誇っている（写真 10、写

海の景観を 360 度望める高さ 43 ｍ（展望床高 37 ｍ）

真 11、図 3、図 4）。

建築の研究 No.216（2013.4）

11

写真 12 空海ドーム 外観

図 4 夢みなとタワー 詳細図（建築技術 1999 年 9 月号掲載）

4）伽藍の建築
人の集まる場所には、大スパンの無柱空間が必要にな

写真 13 内観

る。1983 年、米国のタコマ市に世界最大の全天候型
木造ドーム「タコマドーム」が建設された。日本でも巨
大な寺社仏閣は見ていたのだが、実物には衝撃を受け、
特に、クレーンを使った無足場構法には驚かされた。
日本の木造ドーム建築の幕開けは「小国ドーム」で、
1988 年に熊本県小国町にオープンした。この建築は、
建築家葉祥栄氏が設計し、地元の杉角材 5,602 本を使
用した木造立体トラス構造である。次に、香川県坂出市
「瀬戸大橋博 88」のイベントホール「空海ドーム」は、
同じ年に、建築家木島安史氏と一緒に設計して実現させ
た。こうして、島根県の「出雲ドーム」1992、秋田
県の「大館ドーム」1997 と次々に建設され、木造ド
ーム建築のブームが到来した。
① 瀬戸大橋「空海ドーム」1988
この建築は、1988 年の瀬戸大橋の開通に合わせて
開催された「瀬戸大橋博 88」のイベントホールであり、
博覧会後は建設大臣の特認を受け、恒久施設としている。
日本初の大断面集成材の直径 49 ｍの規模で、海側を
開いた木造ドームである。当初、四国産材で計画したが、
当時の国内技術では不可能で、米松集成材で実現させた。
構造部材は幅 65 ｃｍ、厚さ 13 ｃｍ、長さ 5.8 ｍの部
材で構成し、特殊なスチール接合金物にドリフトピンで
止め、三角形の架構によって組み上げられた、中心から
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図 5 詳細図（建築技術 1999 年 9 月号掲載）
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写真 14 小国町立中学校体育館 外観
写真 15 体育館 内観

外に向かって角度が開いたドームの空間構造である。木
造建築として特異な形状であったために技術的課題も多
く、建築家木島安史氏は、新しい構造設計に信頼のおけ
る地元出身の構造家木村俊彦氏に依頼して無事に実現す
ることができた。そして、この工事を担当したゼネコン
は研究所と一緒になりここでの経験を活かして後の「出
雲ドーム」を実現したと聞いている（写真 12、写真
13、図 5）。
② 小国町立中学校体育館

1993

熊本県小国町では、小国杉によるまちづくりを推進し、
コンセプトである「悠木の里づくり」に沿って様々な公
共建築を木造でつくり続けている。
この建築は、地元の小国杉を使った体育館で、RC 造
の躯体に、フィーレンディールトラス格子梁による屋根
架構を載せている。当時、地元でもっとも安価に手に入
れられる製材寸法に基づいて、合理的な寸法で割り付け
られた木材を使っている。柱は製材 4 本をボルトで束
ね、梁材は段差を設けて中央に向かってせり上がらせた
ライズの低いドーム形状を描き、軽快なフィーンディー
ルトラス格子構造でありながら、圧倒的な自然木の力強
さが伝わってくる木質建築となっている。
こうした地元産材の生産状況を把握して使用できる木
材の情報をもとに設計する手法は、小国町西里小学校で

図 6 詳細（建築技術 1999 年 9 月号掲載）
次号 目次
5．公共建築の木造の魅力と可能性

も導入していた。その経験を活かして、小国町をよく知

5）音の建築

る建築家木島安史氏と木造に経験が豊富な構造家中田捷

6）景の建築

夫氏の独創的な二人の協働なくして実現はできなかった

7）複合の建築

と考える。地域の材木や技術から新たな木造の空間構造
を開発してゆく、発想や手法を学ぶ良い機会となった
（写真 14、写真 15、図 6）。
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＊すぎもと ひろふみ 建築家・東海大学教授
㈱計画・環境建築会長
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