
- 1 -

岡山県ＣＬＴ建築開発検討会（平成２７年度第１回） 議事録

平成２７年６月１１日（木）メルパルク岡山

１ 開 会

【挨拶：田井中都市局長】

今後のＣＬＴの活用・普及を図っていく上で課題解決に向けた検討を精力的に進めて

いくため岡山県ＣＬＴ建築開発検討会を設置し、本日第１回目の検討会を開催する。今

年度、県土木部では地方創生交付金を活用しおかやまＣＬＴリーディングプロジェクト

を立ち上げ、建築技術的な視点でＣＬＴの活用普及を図ることとしている。まずは、こ

の検討会で様々なアイデアや意見を出し、これを踏まえて具体的な検討作業を行い、途

中経過や検討結果について意見をお聞きする形で車の両輪のような形で進めたい。ＣＬ

Ｔは新しい材料としていろいろな可能性を秘めている。国内主力工場がある県としてそ

の立地の優位性を生かし、ＣＬＴの建築技術的な開発検討を通じて林業の振興、地域産

業の発展に寄与し、県民が安心して住み続ける地域づくりに役立てればと思う。本日の

検討会では一つのチームとして成果を出せるよう、チームワークを大事にし、ざっくば

らんで率直な議論を願いたい。

２ 基調講演 ＣＬＴの国内最新動向について

【（一社）日本ＣＬＴ協会 河合誠専務理事】

ＣＬＴに関する国内の最新情報として、国土交通省、（一社）日本ＣＬＴ協会及び他
県等の動向について講演していただいた。

３ プロジェクトの進め方について

【事 務 局】

会議資料８ページ。検討会は年６回予定している。もう一つが７月から予定している

業務委託。検討会２回目に事業計画を策定し、具体的には業務委託で検討する。県では

特定の企業等の参画がやりにくいため業務委託で進める。２回目までに業務委託する内

容を決めていきたい。検討会３回目以降は、業務委託の経過報告をもらい助言を行って

いただきたい。年度末に業務委託のまとめを行う。

４ 議事

（１）座長選出

（武田委員が座長に選出された。）

（武田座長から座長代理に西委員が指名された。）

【座 長】 ３つのワーク。ヘッドワーク、考える、フットワーク、行動する、ネッ

トワーク、多くの人の参画。

検討会のほか業務委託が予定されている。相互に関連しながら進めてい

くイメージ。検討会はヘッドワーク、業務委託がフットワーク、互いに連

携し両輪で動くのがネットワーク。もう１つ、ハートワークが重要。県全

体が元気になれるような元になる成果が出せれば良い。

建築に限定したプロジェクト。建築設計者にこれから広めていかなけれ
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ばならない。参加者の多くが建築技術者で、この議論の内容が直接建築設

計に生きてくるシステムになっている。ＣＬＴを使うことが地域の産業に

役立つという視点で取り組む。材料だけでなく次の関連産業に波及すると

いう視点。県北だけでなく全県の問題。

事前に各委員から募った意見を要約した意見まとめ資料に基づき議論を

進める。内容が多く計６回ではこなすのは難しいと思うが、自己紹介を兼

ねて各委員から、どの内容から進めるべきか、特にＣＬＴでなければでき

ないという視点あるいはＣＬＴでより効果があるものとか、これは言って

おきたいというものを述べていただきたい。

（２）ＣＬＴ材活用の研究開発について

【委 員】 ビジョンをもってワークすべき。国のビジョンは抽象的、中大規模木造

を念頭にしていると思う。岡山県の活動は、低層、小規模を目指している｡

岡山ならではの視点も含めてビジョンを設けるべき。長期ビジョンでは、

中高生など若い人にやる気を持たせるビジョンを。２０２０年東京オリン

ピック、スポーツ界では東京オリンピックを目指すビジョンがある。建築

部門でも２０２０年オリンピックを目指すなど具体的な目標を。

ＣＬＴは全て直方体で構成。９０°で成り立つため、建築物も直角。自

由度が効かないイメージ。Ｓ造やＲＣ造とは異なり木の固まりを刻んで加

工ができることから自由な建築の素材であるという観点で開発を進めるべ

き。

【委 員】 阪神大震災時は京都、東日本では東京と身近に災害を体験。その後岡山

へ。２つの方向性でやるべき。１つは一般の人により多く目に触れる場に

出していく、もう１つは専門の方に県がどういう企画をしているか注目さ

れるような活動。後者では、コンペを早めにやる。仮設住宅のアイデアコ

ンペ。ＣＬＴでパネルで組んで、平常時からストック。デザインも工夫。

平常時はイベントなどに使う。

もう１つは非建築でブースなどイベント屋台、おかやまデスティネーシ

ョンキャンペーンなどで。

３つめは、耐震補強材。伝統的建築物の再生に関わり、ＣＬＴを耐震補

強材として早く使いたい。Ｓ造の補強とセットで。

４つめは、ＣＬＴの魅力を感じられる宿泊施設。１泊して木の香りを感

じて良さを感じられるもの。県内のどこか気持ちの良い場所で建築する。

【ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ】 滞在体験はとても良い。協会の事務所ではパーティションをＣＬＴで作

っている。スギの香りがとてもよくする。耐震補強では竹中工務店がＲＣ

造の補強。窓があるところにＣＬＴ補強を使うのが効果的との意見がある。

【委 員】 県北で伝統建築物の修復等に携わり、またＮＰＯで防災の活動に取り組

んでいる。防災のために使う材料として使えないかとの思い。その他、人

材育成や広報活動なども提案した。コンペでは、学生や若手建築家にアイ

デアコンペをやればよい。建築では大臣認定以外困難なため、非建築の利

用を。文化財保護のためのシェルター利用、美術館等で免震的なシェルタ

ー利用。
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ヒノキのＣＬＴ開発。内側を現しで使う場合、設備配管や配線をどう設

けるか、中空のＣＬＴ材を作れないか。陸屋根の場合の防水をどうするか、

外壁をどう保護するか、この検討会で研究できれば良い。

在来木造への活用では厚みを薄くし柱に落し込み利用ができると思う。

表面が美しいので、室内は表し、設備は露骨に見えない使い方をすれば内

装材兼構造材としての可能性がある。厚みを持たせながらくりぬいてカー

ブに使うなどすれば柔らかく自由度が高い。

【委 員】 ＣＬＴ納まり図集をＢＩＭを活用して作成する。設備配管、構造検討、

意匠検討などでＢＩＭを使えば使いやすい。チェック機能、効率化、省力

化に役立つ。システム導入の費用の問題はある。

仕上げ面、デザイン面、現しで使えることから意匠と構造を融合した素

材。

法令上の制約で構造材利用は難しいが、非建築で使って一般の人に見て

もらうことが重要。今、真庭では１ｍ角のポンプ庫を屋外でポリカ屋根を

ふいて暴露実験を兼ねて湯原に設置した。ハンザキをデザインして銘建工

業の加工施設で加工した。

【ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ】 ＢＩＭについて、建築研究所の試験棟はＢＩＭを使って設計している。

建方手順とか皆が意識を共有できる。デザイン自体も変わってくる可能性

がある。

【座 長】 切り抜きの詳細は？

【委 員】 ９ｃｍパネルを使って、全部くり抜かずに１５ｍｍほどレリーフ状に直

面で掘り込み加工した。

【委 員】 エンドミルというが、錐の先が平たい刃で加工する。細かなところは手

作業でやる。深さもかなり自由度が効く。コンピュータ制御で加工できる。

【座 長】 ＣＬＴは厚みのある塊で彫刻のような加工ができるのが特徴。

【委 員】 最初はＣＬＴを多くの人に知ってもらう。目標としては建築したいが、

大臣認定を受けずに建てるには、今年コンペをし、来年度設計、再来年度

建築という流れ。特殊な工法ではなく、地場の大工、工務店で建てられる

ものを見本として開発していきたい。

子供や県民に触れてもらうため、おかやまマラソンとかのイベントでオ

ブジェとして展示する。そのためのコンクールをする。

土木的利用、ガードレールや案内板。仮にやってみる。

耐震材料としての可能性を探る。

【ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ】 林政課の取り組みとして、研究会を発展的に改編してＣＬＴ普及促進会

議を設置したほか、ＣＬＴ工場への支援や県産材を使ったラミナを安定供

給するための協議会を設置した。東京オリンピックで使うために必要な認

証取得促進や、建築士や工務店を対象にしたセミナーを建築士会が主体と

なって今年度３回程度開催する。また、ＣＬＴを使ったベンチを設置する

などして、空港の木質化を行う。現在も搭乗待合室に真庭市営住宅の30分

の１の模型を展示している。この検討会では、人工林面積の７割がヒノキ

で、生産量が３年連続日本一である岡山県の優位性を生かすため、ＣＬＴ

を現しで使う検討をしてもらいたい。海外では、仮設道など敷鉄板の代用
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として土木的利用も進んでいると聞いている。

【委 員】 協会は規模も大きく、また、専門的、幅広に活動しているので、本プロ

ジェクトも協会活動と協同することで大きな成果をあげられるのではない

か。情報交換、連携により成果をあげられると思う。その中で岡山の独自

性を出していくこともできるはず。

【座 長】 協会との連携の可能性は？ＷＧの情報の入手の可能性？

【ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ】 ＷＧメンバーオンリーの情報もある。オブザーバーとしてタイムリーに

ＷＧ参加はあり得る。他県でも要請がある。

【委 員】 岡山県は林政課で協会に加盟しているので、同じ一つの県として参画可

能。

また、岡山県でこのような取り組みをしているというのを逆に投げかけ

てアドバイスをもらうのも良い。アイデアコンペは連携がありうると思う。

【ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ】 協会のコンペの準備は進んでいるので、むしろこの会で協会のコンペを

周知していただきたい。

【委 員】 たくさんの事業の提案をしたが、多業種の人に関わってもらいたい。大

規模工場でなくとも起業できるような可能性につなげていきたい。

【委 員】 剛性のある大きな面材。木材として今までなかった利点での使い方。当

方では面の強度試験ができる試験機が入った。新しくわかった知見につい

てはこの会で報告したい。

【座 長】 実験で協力は可能？

【委 員】 研究にはそれなりに費用も人手もかかる。

【委 員】 床への利用は進んでいる。耐力壁としての利用をそろそろ検討すべき時。

ダボやボルトで板同士をつなぐ壁では大きな耐力が得られない。ＣＬＴは

接着剤で接合することで大きな剛性を得られる。接着材は管理が行き届い

た工場での高品質でなければ認定が得られない。ＣＬＴ耐力壁は従来壁に

比べ高倍率が得られる。５０～６０ｍｍの厚みにすれば真壁造に落し込み

で使える。

理科大では耐力壁実験はＨ＝３．４ｍくらいまで可能。外部から委託の

場合大学でどう受けるかは検討を要するが、できれば学生の卒業研究とし

て実施すれば学生を使って人件費は不要。費用は材料等の実費。知財権が

あり、卒業研究の場合３か月間情報は非公開となる。

【ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ】 まずは絵にするとかプランニング、次は行動。全部が全部はできないの

で取捨選択。協会では、模型用にＣＬＴボード（３層構造）を検討してい

るが、３ｍｍのスチレンボードは世に存在しないらしい。弁当のトレーが

これに近いらしい。

【座 長】 文化財シェルターについて補足説明を。

【委 員】 通常ＲＣで作られているが、うまく保護されていない。クリーンルーム

のパネルのイメージ。ＲＣの箱の中に持っていって組み立てる。さらに、

免震になれば良い。箱自体が免震と、調湿、防火などの効果。

【ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ】 某企業が免震の１階の架台をＣＬＴでやる。

【委 員】 震災で文化財がかなり壊れた。全体を免震にするのは困難だが、その部

分だけを免震にする。
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【ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ】 西の正倉院が大分県にある。木の香りがすごい。ＣＬＴで小さい版を作

れるかもしれない。

【委 員】 免震の架台にヒバの集成材を使った。スギのままで１階の架台に使うこ

とはどうだろうか。湿気など。

【ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ】 防腐木材工業会では、ラミナに注入材を使っても接着性能は大丈夫だと

言っている。７階建て建物では土台式では土台がめり込んで無理だが、Ｒ

Ｃ基礎に直接加圧注入のＣＬＴを建て込めば問題ない。

【座 長】 意見まとめは、大きく分けると２つ。ＣＬＴを皆に知ってもらうもの、

インターネット、人材育成、コンペ、セミナーなど。２つ目は、建築物及

びその周辺の取り組み。６回の検討会ですべては無理。まず前半の知って

もらう部分、人材育成やシンポジウムなど、ひとまとめに実施することも

可能かと思う。後半の部分、在来軸組に対してどう使えるかという事と、

ＣＬＴ造としてどう使えるかということ。これらについて、これは是非や

るべきということについて意見をいただきたい。プロジェクトとしては３

年計画であることを前提に。

【委 員】 ＣＬＴをまず知ってもらうためのソフト事業。カキオコがネーミングで

広まったようにネーミングで覚えてもらう。高知と岡山のＣＬＴは何が違

うかをネーミングで覚えてもらう。

【委 員】 高知と岡山のＣＬＴでは違いが無いかもしれない。

【委 員】 素材そのものに違いはないが、使い方等で違いを打ち出していこうとい

う話だと思う。

【委 員】 シンポジウムやコンペを組み合わせると面白いと思うが。林政課事業

は？

【ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ】 セミナーを予定している。

【委 員】 連携していけばより効果はあると思う。

【ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ】 真庭市での事業の予定は？

【委 員】 検討中だがまだ具体的なところまで行っていない。

【ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ】 高知県の特徴は木材産業としてＣＬＴ全体を考えていて、Ｂ材はＣＬＴ

で使うとか。大きな形で動いている。岡山県の建築業者、施工業者に期待

されるのは、ＣＬＴのことは人材的に岡山県に頼めば良いという、先進県

になるとかすればおもしろい。

【委 員】 銘建工業という主力企業があり、地元の雇用効果があるような視点での

取り組みが必要。地域産業をどうするかという広報も必要。

【委 員】 ネーミングについては、今後「ＣＬＴ」そのものの知名度が上がってい

くため、別のネーミングをするとＣＬＴが埋もれていくおそれがあるかも

しれない。岡山とＣＬＴの言葉がセットでシンプルに伝わっていけば効果

があると思う。

【委 員】 協会等で全国レベルでやっていることに対して、地元ならではでやるべ

きことは？

【ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ】 建築の地域性、高知では左官の腕が良い。そういう地域性とＣＬＴとを

結びつける。在来木造での取り組みは全国の企業で始まっている。岡山県

の在来木造でＣＬＴをうまく取り入れたシステムができれば全国版になる
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かもしれない。どこか一つに注力すれば。岡山県版の構法があっても良い。

【委 員】 ＣＬＴ材に中空部分ができないか、断熱材や設備を入れる。パネルとし

て仕上材も一体で可能ではないかと考える。協会でも標準的な仕様の検討

は行われていると思うが、一般的な普及のためには次のステップが必要と

思う。

また、壁構造でも壁パネルをフレキシブルに自由に動かせないか。在来

軸組のように。システム化ができないだろうか。

木材なので何年かすると腐朽で取り替えなければならないかもしれない。

交換が自由にできないだろうか。

【ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ】 在来軸組に組み合わせるのであれば自由度は可能性があろう。中空版の

材料は、ＪＡＳとの関係ではハードルが高くなる。岡山パネルとして復活

した３８条認定などは可能かもしれない。ＪＡＳはかなり長丁場で活動が

必要になる。

【委 員】 ２次製品であれば動きやすいという事。

【ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ】 ＣＬＴはリユースが可能。

【委 員】 ＣＬＴに穴を開けることについては。どのくらいまで許容が？

【ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ】 今、配管用にどの程度までとか、標準仕様ＷＧで検討中である。

【委 員】 穴を開けるにはどの程度の時間がかかる？

【委 員】 チェーンソーで開けている事例もある。その後仕上げをする。大工が持

つ丸鋸では厚９ｃｍのパネルまでが加工できる一般的なサイズ。最大の丸

鋸なら１５ｃｍパネルがギリギリ切れる。

【委 員】 どのくらいの精度で切れるかも検討できないか。建具など、その精度で

付加価値が上がっていく。

【委 員】 建方精度は、鉄骨工事精度が目安。木材は鉄骨に比べると材の厚みがあ

るため測る場所で微妙に変わってくる。

【委 員】 今後、ＣＬＴの特徴を生かせるような内容に絞り込んでいければと思う。

（３）今後の進め方について

【事 務 局】

次回第２回で事業計画、プランを決めたい。本日の議事録を事務局から送付する。本

日の意見を踏まえ、今年度やること、次年度以降やること、継続してやる内容など事業

案を事務局で作成し、第２回検討会に先がけ、事前にメールで送付し、これについて意

見を求めたい。

情報発信について、本日の活動について県がホームページ及びｆａｃｅｂｏｏｋに掲

載する。委員等関係者個人からのｆａｃｅｂｏｏｋ等発信のあり方についてもコンセン

サスを得たい。

【座 長】 検討の進め方については事務局説明の方法で行うこととする。情報発信

については、個人情報とかノウハウに関わるような内容以外は基本的に自

由な掲載で良いこととする。

【委 員】 ホームページ掲載について、県から掲載した旨のメール連絡をいただき

たい。画像データの配信もいただきたい。
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【座 長】 今後、基本的な情報連絡については、事務局を通じて行うこととする。

【委 員】 この検討会と林政課の普及促進会の関係はどうなるか。

【委 員】 連携という形。林政課の参事にオブザーバー参加いただいているので、

お互いの活動は認識しながら進めていく。

【委 員】 岡山空港でベンチを設置する話があったが、スパンを飛ばせるＣＬＴの

特徴を生かして、５ｍや６ｍ飛ばすベンチを作ればインパクトがある。掘

り込みも可能なので、アベック用に座椅子部分を彫り込むとか。

５ 閉会


