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木の学校づくりシンポジウム開催のお知らせ

られた木造梁には、接着剤が一切使われていない。

前号でもお伝えしましたが、WASS 木の学校づく 鋼材のように加工時の熱伝導がないため、3 寸 5 分
りシンポジウムを下記の期日に開催いたします。木 の芯持ちのヒノキ角材 10 数段を無数の白樫の木栓
が使われ、山林の再生に結びつく社会の実現を目指 によって連結した梁は、驚く程精度が高い。吉条理
し、地域材を使うことを切り口に、長年地材地建に 事長が「追っかけ大栓もどき」と説明されたこの構
よる木の学校づくりに取り組んできた秋田県能代 法は、伝統構法に求められる技術力に、コンピュー
市や、本年初めて木造の体育館を完成させた大分県 タ制御による高精度の木材加工技術が合致したも
中津市の取り組みを取り上げ、実際に設計に携わっ のである。吉条理事長は、その背景として芯持ちの
た方々から課題点と対応策について意見をうかが 角材であっても背割れを必要としない乾燥技術の
高精度化の影響も指摘した。公開空地に面した西側

いながら、ディスカッションを行います。

側面ではベランダの欄干や下からの見上げを意識
「木の学校づくりシンポジウム」

した天井、他にもエントランスホールのベンチ、間

日時：2011 年 1 月 29 日（土）13：00〜17：00

仕切り壁、階段など、各所に一般的な住宅用材とし

場所：東洋大学白山キャンパス 2 号館スカイホール

て使われている 3 寸 5 分角の無垢材が用いられ、規
格材の多様な活用方法が強調されていた。

木材会館見学会

また耐火性の確保にも木材会館独自の試みがみ
られ、7 階のホールは 5.7m の天井高により床で生
じる火災に対する耐火性能を確保しているため、不
燃処理することなく用いることができた。一方で木
材会館のテナント階では、一般的な天上高の鉄骨の
＜写真：7 階ホール 24m スパンの天井梁＞

スラブを天井裏に隠さず、ロックウールで密閉する

10 月 23 日、WASS 関係者が東京都新木場にある木 ように巻き、その外側を木材で囲んで空間を設け、
材会館を訪ね、東京木材問屋共同組合の吉条理事長 梁を空調用のダクトスペースに内包することで、天
の案内で 2009 年に竣工した建物を見学した。木材 井高を利用した煙だまりをつくり、
木を上手に使っ
会館は JR 新木場駅に隣接する約 500 坪の敷地に建 て避難時間を確保できるように計画されていた。
設された地上 7 階、地下 1 階の建物で、主要な構造

木材会館の通路には厚さ 18ｍｍスギの型枠材が

は RC 造であるが２次構造材、内装材として約 1000 打ち放たれた壁面と呼応するように積みおかれ、林

㎥の木材が使用され、都市の建物に木材を使う上 業の復興を願いながら、木場
での斬新な工夫が随所にみられた。
中でも最も挑戦 が木材市場として活況を呈し
的な木材の使い方がみられる最上階 7 階のホール た頃に上野の西洋美術館の型
にて吉条理事長にお話をしていただいた。岐阜県の 枠材を供給した吉条理事長の
木工業者が製作し、3 分割して現場に運ばれ組立て 話が印象に残った。（樋口）
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データベース・グループからの研究報告
WASS のデータベース・グループは全国の木の
学校についての情報を集め、まとめようとしていま
す。木造の学校や構造は鉄筋コンクリート造や鉄骨
造だが内装を木質化した学校について、誰もが利用
できるデータベースを構築しているところです。
私たちは優れた木の学校建築をえた学校からの
「木材を活用した理由」についての記述を目にし、
分析を試みました。
1 研究の背景と目的
日本では、現在、ほとんどの学校建築が鉄筋コン
クリートや鉄骨造で建てられ、木造は学校の全床面
積の 2％ 程度[1]であす。学校木質化は昭和 60 年
(1980)、平成 8 年、平成 10 年、平成 16 年、平成
19 年に文部科学省から「学校施設における木材使
用の推進について」[2] が各都道府県に通知され、
徐々に建てられています。私たちは木の学校建築を
学校関係者はなぜ計画したか、学校関係者は木の学
校建築の何を魅力ととらえているか、問題点はどの
ようなことかを知り、これからの木の学校計画のて
がかりや方向性を明らかにしようとしました。
2方 法
文教施設協会は 1997 年に日本各地の優れた木造
学校建築について調査を行いました。その学校建築
は日本全国の 21 幼稚園、88 小学校、30 中学校、8
高校、3 特別支援学校を含んでいます。この調査内
容としては、生徒の人数、教室数、部位による使用
樹種などです。さらに、学校関係者に対して「木材
を活用した理由」、「学校施設の今日的課題への対
応」、
「地域特性を生かした創意工夫の内容」、
「児童
生徒、教職員等の当該建物に対する評価」、
「その他
の特記事項」の質問し、回答をえています。
ここでは「木材を活用した理由」での記述につい
て分析しました。それぞれは 4,5 行記述されている
ことが多かったです。
対象の学校建築は次のとおり。
1 構造が木造の学校建築
2 構造は木造以外の鉄筋コンクリートや鉄骨造で
内装や外装に木を使った整備がされた学校建築。
これらは校舎、屋内運動場などで、外部の木造施
設整備も含んでいます。
3結 果
調査対象の学校の児童生徒数平均は幼稚園 60.6
名、小学校 147.8 名、中学校 279.3、高等学校 715.9
名、特別支援学校 46 名です。1997 年度の生徒児
童数の全国平均[1]は幼稚園 121.6 名、小学校 331.1
名、中学校 401.8 名、高等学校 827.4 名、特別支
援学校 88.5 名なので、幼稚園、小学校、特別支援
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学校では、分析対象学校の平均児童数は全国平均の
半分ほどです。中学校、高等学校では、分析対象学
校の平均児童数は全国平均よりやや少なくなって
います。
また、分析した幼稚園から高校までの 147 校の
うち、過疎地域にある学校は 36.1％、山村地域に
ある学校は 38.8％。特別豪雪地帯は 5.4％、豪雪地
帯は 22.4％でした。都会の学校は少ないです。
記述を記述内容により、分類して分析しました。
たとえば、ある幼稚園の「木材を使用した理由」で
は、次のような記述がある。
「H 村は県内でも有数
の木材産地であることと、幼稚園は幼児の生活の場
であることから、家庭の延長と考え木造建築とした。
木は、柔らかさ、優しさを醸し出すため、外壁には
耐候性が期待でき木造を意識できる材料を使用し
ている。」
これを分析すると、「木の長所ゆえに使用した」
という記述 2 つ、
「木材産地だから、木材産地が近
いから」という記述 1 つ、
「デザイン・建築管理要
因」についての記述 1 つが含まれるということが
分析できます。他の例もこのように記述内容を分析
してまとめました。
たとえば、
「木材を活用した理由」についての記
述は次のようにまとめた。
1.木の長所ゆえに活用した、2. 地域との関係、3.
生徒･園児へのはたらきかけ･教育、4.木材産地、5.
建築管理的要因・デザイン、6. 環境教育、7. 身近
な建物との関係、 8. 国・都道府県・市町村との
関係、9. 生徒・園児の精神安定、10.木の再認識。
学校種別のまとめを[図 1]に示します。
「木材を活用した理由」の中で、
「木の長所ゆえ
に活用した」とまとめられる記述は多く、複数の長
所を挙げているのをカウントすると 100％を超え、
平均すると 179.3％でした。特に「暖かさ」につい
ての記述が頻繁にあらわれ、「やわらかい」の指摘
も多く、
「やわらかいので園児がぶつかっても安全」
という幼稚園での記述もありました。次に「潤いの
ある」、
「やさしい」、
「香り」、
「安全」などが記述さ
れていました。[図 2]を参照してください。
次に「地域との関係」では「周囲の自然の多い景
観にあう」、
「周囲環境との調和を図るため」、
「地元
の要望があったから」、
「小規模校であるから木造が
可能」という記述にまとめられます。
54.7％が「生徒・園児へのはたらきかけ・教育」
について指摘しています。小学校では、「木が子ど
もの情操を豊かにいてくれる」という内容の記述が
繰り返し見られました。
「木材を活用した理由」としては、
「自然の多い
地域の景観とあうので木材を活用した」などの「地
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図 2 木材を活用した理由で記述された「木の長所」
として使われた言葉
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合が多い住宅との関係ものべられていました。
「国・都道府県・市町村との関係」について、児
高等学校
童生徒の落ち着きなどの「精神安定」について、
「木
身近な建物との関係
特別支援
の再認識」についての記述も見られました。
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まとめ
国・都道府県・市町村との関係
学校建築に「木を活用した理由」の記述は次のよ
うにまとめられます。
生徒・園児の精神安定
・「木の長所ゆえに活用した」はどの種類の学校で
も指摘が多いです。幼稚園でもっとも多く、高校
木の再認識
では木そのものの長所に注目するというより、
木
を使った空間の魅力について注目している回答
その他
が多かったです。
・2 番目に多い記述は、全体では「地域との関係」、
0
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200
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400 ％
図 1 木材を活用した理由
幼稚園では「環境教育」でした。小・中学校は地
域との関係」についてのべている回答と「木材産地
域とのつながりが強く建設主体は町や村です。
木
だから・木材産地が近いから」という地場産業の育
の活用の理由として地域の景観や自然との合致、
成という意味も含む回答が含まれていました。
木材
地域の人々の要望がのべられていました。
産出地域の幼稚園では「地域住民に木の良さを再認 ・3 番目に多い記述は「児童生徒への働きかけ・教
識させるため」という記述もありました。
育」で、木を使った学校建築の教育効果が期待さ
「デザイン・建築管理的要因」についての回答は
れていました。
32.0％、デザインの工夫、大断面集成材、塩害対策 ・4 番目に「木材産地」、次に「デザイン・建築管
としての木造選択など多様な記述が見られました。 理的要因」があげられていました。
小学校の記述では「コンクリート系の既存校舎に
これらの、
学校に木を使うことの良さ、つまり
「木
不満な点があったから」という記述があった一方、 の良さ」、
「木を使った空間の児童・教職員への良さ」、
「鉄筋コンクリート造、外壁、内装ともに木材を使 「環境教育のはたらき」
、をより多くのひとびとが
用し、木造風で温かみのある木のぬくもりの感じら 認識することにより、学校の木質化は加速するので
れる校舎づくりとした」
という木質化についての記 はないでしょうか。
述もありました。
同時に、木材が使われることにより森林の循環が
「自重が小さく基礎工事費が少なくおさえられ 促進し、二酸化炭素吸収効果が保持され地球環境改
る」
「解体費が少なくおさえられる」
「維持管理が容 善につながるということの多くのひとびとへの周
易」「冬季や雨期の結露を防ぐため」という記述も 知も、なお、必要と思われました。
見られました。
■謝 辞
資料を使用させていただいたことに心より感謝
「環境教育」の側面の記述は幼稚園で多く、「環 文教施設協会には、
申し上げます。
境に優しいので木材を活用した」「自然への関心を ■この報告は日本建築学会 2010 年度大会で発表した梗概をもとに
作成した研究成果報告です。
高める」などの記述がありました。
■参 考
「身近な建物との関係」についての記述は 14.0％ [1] 学校の統計は文部科学省のインターネットサイト
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/main_b8.htm を参照した。
ある。小学校では「既存の園舎・校舎者が木造だっ [2]
木材利用推進の取り組みについて、平成 16 年 2 月 5 日 副大臣
たから」という記述があった。また、木造である場 会議資料、農林水産庁、総務省、文部科学省、厚生労働省、国土交
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■住環境・施工をふまえた構造形式の選択

「第 22 回木の学校づくり研究会」より

中高層というと地震国日本では構造耐力に目が

集住の木造

向けられるが、実は集住を考えたときに断熱や音な

欧州の事例から中層木造の在り方を考える

ど環境という要素が非常に重要になってくる。
環境

講師：網野禎昭氏（法政大学デザイン工学部教授）

基準を満たすために、断熱材が厚くなるとそれを支

■伝統木造にみる多層化の意義

持する間柱が太くなり、
間柱自体が載荷能力の高い

近年、ヨーロッパでは木造建築で 7〜９階建ての 枠組み壁になってしまい、構造体と間柱が重複する
木造建築が建てられるようになってきた。ヨーロッ 状況が生じてしまうからだ。実際ヨーロッパでは
パでは歴史的にも 16 世紀に 7 階建ての木造建築が 1990 年代〜2000 年の初頭に体育館をやっていた木
できているので、今の中層木造の流行もあまり違和 造専門の構造事務所が最近は環境設計、物理設計ま
感がないのかもしれない。一般的には山岳地とか城 で一緒にやるようになってきた。また壁や床といっ
趾内や都市部のような土地の高度利用から木造が た構造エレメントの工場生産による施工の経済性
中層化したということが考えられるが、実際には広 の追求されるようになると、建物のそれぞれの部位
い牧草地の中にも中層の伝統的な木造建築が建て に求められる構造性能、環境性能、施工性のバラン
られていることから、木造を大きくしていくことで、スの中でエレメントごとに構造を決定する設計手
外部に接する壁量を減らしたり、暖房設備を共用す 法がみられるようになる。
ることができ、施設をたくさんまとめていくことで ■ブームで終わらせない木造建築の在り方
インフラを効率化したりする効果があったのでは

1990 年代後半は日本もヨーロッパもヘビーティ

ないかと考えられる。またそれは暖房や冷房のエネ ンバーブームで大断面集成材の建物が建てられた
ルギーを節約しなければいけないという私たちが が、ヨーロッパでは 1998 年くらいを境に無くなり、
直面している状況に対する課題点でもある。

それまでドーム建築を設計していたところが、
集合

■現代の地域インフラに見る多層化の意義

住宅やオフィスや学校などより日常的な人間の生

オーストリアの林山地では林の中に小さな街が 活に結びついたものにシフトして、
木造建築の体質
点在するような地域ながら３〜４層の町役場が建 の変革がおこった。そして木造建築で学校や集合住
てられている。田舎に大きな建物を建てると、多機 宅を建てられる事がわかると設計手法の普遍化が
能化することになり、カフェや幼稚園、図書室、オ 議論になった。一方で日本ではまだ木材会館のよう
フィスと様々な機能が組み込まれることで、子供が に高度な木材の使い方と技術を用いたシンボルを
いなくなったら廃校というような建物ごと閉じる 作ろうとしている。公共建築木造化法が施行され、
ような状況を無くし、建物の価値を長寿命化するこ 日本でも大規模木造建築が建てられるようになっ
とができる。建物を一つにまとめ多機能化させて、 た後、誰がその担い手になるのだろうか。主に在来
外皮をコンパクトにする一方で、敢えて大きな面積 工法構法をやってきた大工が、対応できるのか疑問
を作ることで、屋根に大規模な太陽電池の装置を備 も残る。日本では高度技術を統合して適正化するこ
え周囲の家に電力を供給したり、地下にペレットボ とが話題にならないが、
集合住宅や学校は私たちの
イラーを備えることで、
仕事帰りの林業従事者が出 生活の一部を作る場所であり、特殊解では困る。そ
す大鋸屑ゴミなどを投げ入れてもらい町役場の周 ういう意味で今日本は非常にデリケートな時期に
辺の建物の暖房をまかなっている。
中高層というと 差しかかっている。

文責：樋口貴彦（WASS 研究助手）

私たちは直ぐに都会を思い浮かべるが、大きな建物
〜皆様のご意見を歓迎いたします〜
WASS 事務局（Web Site：http://wass.toyo.ac.jp/）
TEL：049-239-1432 FAX：049-239-1336
E-mail：wass@toyo.jp

を造るメリットを建物単体だけではなくて、周りの
地域も含めてつくり出すことで、過疎地域や林業地
域などで様々な可能性を見出すこともできる。
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