




 秋田県立大学がメ

ンバーに 加わって 平

成23年度から 実施さ

れている 国交省の木

造３階建て学校 の実

大火災実験、 いわゆ

る 木三学 の 火災実

験もまた、従来よりも

階数 を 増やすことに 

チャレンジしているものといえるでしょう。 
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木三学の火災実験（つくば） 

４．内装木質化 
  国交省の 「木のまち整備促進事業」 での 木質内装化

の事例は、東京都産の木材を採用した 港区立港南四丁

目公益施設新設工事 だけですが、もちろん、そのほかに

も 全国各地で、 非常にユニークな内装木質化の事例が

増えています。 

 最近では 秋田空港 

の木質内装化が話題 

になりました。  ２階の 

フロア や 手荷物受け 

取り場、さらには搭乗 

ゲート から 飛行機に 

至る固定橋の内部に 

まで 秋田スギ を使っ 

た木質内装化が施さ 

れています。 

  

 

    また、 大阪の京阪中之島線

の地下プラットフォームや、 阿

 部野橋駅 地下道 の 木質化な

どは難燃化木材を用いた例で

す。 その大胆な利用法には驚

くべきものがあります。 

 

  

木質内装化された秋田空港ロビー 

京阪中之島駅地下構内 

 3) 在来軸組や枠組壁工法用の部材として 活用できる

のではないか 

といった期待感が反映しているものと思われます。 

 もちろん、 これらはあくまでも期待であって、 期待を現

実のものとするためには 様々な技術的課題を 解決して

いかなければなりません。その第一段階がCLTのJASの

制定です。 これまでに行われた スギCLTの実験結果や

既存の欧米の規格を参照しながら、本年の4月に最終原

案が作成され、 9月には 農林物資規格調査会の審議が

終わりました。 現在、規格の制定に向けての作業が進ん

でいるところです。 

 JASの制定の後には、国土交通省による基準強度の設

定や 構造方法の制定 などが必要となりますが、これらは

まだ先のことになりそうです。 

 なお、 「時刻歴応答解析」 によって 大臣認定 を受けた

「3階建て社員寮」の工事が高知県ですでに始まっていま

す。 平成26年の2月には、この物件がわが国のCLT工法

第一号として完成する予定です。 

５．CLTの開発 
 ここのところ、木材業界のみならず建築関係方面から

も非常に大きな注目を浴びている木質材料が、CLT （ク

ロスラミネイテッドティンバー：直交集成板） です。  例え

ば、木材工業誌は本年11月にCLT特集 （A4で100ペー

ジ）を組み、関連研究論文を含めた 大量の技術情報を

掲載しました。また、CLTに関するシンポジウムなども各

地で開催されています。 

 CLTが欧州や北米で、 急激にそのマーケットを拡大し

てきたとはいえ、 わが国においてこのように大きな話題

となっているのには、 

 1) 年々増加し続けている国産材資源、特にスギを大

量に使えるのではないか 

 2) 中・大規模木造に適した、新しい建築構法 が実現

できるのではないか。 

3階建てCLT工法の加震実験（つくば） 

６．おわりに 
 中・大規模木造関連の話題について、 耐火技術 とCLT

に絞って簡単に解説しました。 ただ、 内容が非常に広範

囲であるため、 ごく表面的な解説 になってしまいました。

興味をお持ちの方はぜひ参考文献をご参照ください。 

 なお、本稿の執筆にあたっては、 秋田県立大学 システ

ム 科学技術学部 建築環境システム学科 の板垣直行准

教授にアドバイスを頂きました。 記して感謝の意を表しま

す。 
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 本年も 秋田県立大学大学院の 生物材料利用学実習 が行わ

れました。 本年は実習が始まってから3年目ですが、 今回の受

講者は 6名と、 これまでになく多く、  木材関連の事業 に対する 

関心の高さが伺えました。 今回の見学先は 国際教養大学、門

脇木材、 仙北市バイオエネルギーセンター、北秋田森林組合、

秋田ウッド、 新秋木工業、 日本製紙秋田工場でした。 この場を

お借りして 関係者の方々に厚く御礼を申し上げます。 受講した

大学院生にはレポートを提出してもらいましたが、 ここではその

中から一部を抜粋してお伝えします。 

 

◆国際教養大学 
 最初の訪問先である 国際教養大学 では木材が校舎、寮とも

に多く使ってあり、 （ 県立大学の 秋田キャンパス では 木材 を

使ったところが、 それほど多くないこともあって、 ） 受講生は非

常に驚いていたようです（注：以下の「」はレポートからの引用で

す）。「国際教養大学では、 

いろいろなところで木材が 

使われていて、その構造 

が見える形になっていて、 

どのように木材が使われ 

ているのかを知るのには 

絶好の場所だと思った」、 

「木材製品の使い方だけ 

ではなく、 壁や絨毯のカ 

ラーリングが 既存のイメージからかけ離れており、国際教養大

学らしさを生み出していると思った」。 

 

◆門脇木材 
 実際の 林地の 伐採現場

では、 見学前のイメージよ

りも 機械化がなされている

ことに驚き、 「イメージがが

らりと変わった」 などの意見

もありました。 実際の作業

現場では （会社の方針もあ

ると思いますが） 20代の若

い人が 班長 となって 経験 

豊富な高齢者の意見も訊きながら働いていることに刺激を受け

ていたようでした「20代の若い人が班長として活躍していて、若

手が活躍できる仕事だと思った」 「ベテランが若手とともに作業

している場面もあり後継者の育成にも 力が入っていることがう

かがえた」。 

 また、協和の工場にも伺ったところ、 製材時に排出される廃材

が 熱源 あるいはペレットなどの用途に 利用されていることが、

実習生には目新しかったことのようで、 複数の受講者が注目す

べき点として取り上げていました。 また、ここ以後の各工場でも

廃材の利用 がなされており、 木材工場 の特徴として 非常に面

白く捉えていたようです。 

 

◆仙北市バイオエネルギーセンター 
  仙北市の バイオエネルギーセンター では、 作られた エネル

ギーが実際に隣接するクリオン、にしき園に供給されていたこと

もあり、 これからも継続して利用してもらいたいという意見が多

かったです。 一方、 使われる含水率48%のチップを実際に触っ

てみて、 「濡れていると思った」 と含水率調整の難しさを体感し

た意見もありました。 

 本年の生物材料利用学実習とそのレポートから 
                        木材高度加工研究所 准教授 澁谷 栄 

◆秋田県北木材センター 
 こちらでは 原木市場、集成 

材工場、 銘木製品 について 

見学させてもらいました。 特 

に銘木製品は単価が高いの 

で「なぜこんなに値段が高い 

のか」と驚きだったようです。 

 

 

◆秋田ウッド 
 複合材料を意識して見た 受講生は、 はじめてだった人がほとん

どでした。 たまたま受講していた人の中に大館国際情報高校出身

者 がいたのですが、 秋田ウッド の複合材料を使った高校の外壁

を、本物の木材だったと思っていたようで 「初めて木材プラスチック

複合材料だと知った」というオチまでついてしまいました。 「外国に

比べると生産が少ないがもっと広まってほしい」とか「時代にあって

いる材料なのではないか」などの意見がありました。 

 

◆新秋木工業 
  新秋木工業では 合板 と

パーティクルボードの製造

を 見学させていただきまし

た。 複数の受講者が、 初

めて見る ロータリーレース

による原木のカツラ剥きが

 珍しかったこと を レポート 

に取り上げていました。 社

長の 佐々木健次郎さんの

お話で、 あえて 広葉樹 の 

合板を作ることの意義などを伺ったことは、  彼らにとって 新鮮だっ

たらしく、 提出された レポートには 「 目先の利益にとらわれない 」

「 利益にならないものをすぐにカットするような考え方はまちがって

いるのかなと考えさせられた」などの記述がありました。 

 

◆日本製紙秋田工場 
 こちらでは製紙の過程を原料の段階から加工されるところを見学

させてもらいました。 工場の広さと抄紙のスピード、 出てきた製品

の大きさに驚かされていました。 普段意識しないようですが、 身近

な紙が木材を原料にできていることも再認識したようです。 

 

◆総括として 
 以上は個々の 見学先 に対する意見 をピックアップしたものです

が、 全体としては実際に見学させてもらって 「映像と現場で見るの

は違う」「現場で見ることは大切」 などの意見が出ていました。また、

レポートでは実習の総括として「木材を利用する意義」 について考

えてもらいました。複数の受講者が「木材には無駄がない」 と回答

しており、 エネルギー、 環境などの問題が頻出する現代では、 利

用すべき非常に好ましい存在であると捉えていたようです。 

 このほか、「 （木材を） 利用する施設・工場 がそれぞれ関連して

おり、人間の生活とのかかわりが 確実 にある」「利用することで人

間や他の生物にとっての 生活環境を良くする」、 また、 「ほかの材

料と組み合わせた製品 で 日本社会 も 成長していけるのではない

か」「半永久的に再生できる」 などの木材と人間との関係、 将来に

対する意見も多く、 担当者の一人として 実習の意義 が大きかった

と感じられるレポートがほとんどでした。 

国際教養大学の学生寮前 

秋田スギ林地での見学 

銘木製品に触れてみる 

製品を前に説明を受けている所 






