
- 1 -

岡山県ＣＬＴ建築開発検討会（平成２７年度第３回）議事録

平成27年８月24日（月）13：30～16：30 サンピーチ岡山

１ 開会

２ 議事

（１）第３回標準仕様ＷＧほか報告事項

【事 務 局】・（一社）日本ＣＬＴ協会第３回標準仕様ＷＧ（７月13日）

・ＣＬＴ建築推進協議会平成27年度第１回研修会（７月29日）

（２）検討状況の報告（業務委託）及び意見交換

【座 長】 委託業務の受託者である岡山県建築士事務所協会で７月末にＣＬＴ専門

の委員会を立ち上げて検討を始めたところである。受託者側の事業スケジ

ュールや体制、情報収集と発信について、オブザーバー参加の藤田氏から

説明を。

【協 会】 ７月24日に県との間に委託契約を結び、協会内に委員会を設置し、さら

にテーマごとにＷＧを設けて作業を進めることにした。県検討会で決定し

た事業計画の内容に沿ってそれぞれを担当するＷＧを設けた。広報普及Ｗ

Ｇは、情報収集、発信、イベントでのＰＲ、オブジェの製作、人材育成で

の事例集作成やシンポジウムを担当する。意匠設備ＷＧは建築デザインコ

ンペの検討を担当する。技術開発の事業は、意匠設備ＷＧと構造ＷＧで連

携して担当していく。全体スケジュールは配布資料のとおりで考えている。

情報発信では、事務所協会ＨＰ内にＣＬＴのコーナーとして掲載する予定

で９月上旬になる見込み。情報収集では、本日も第４回標準仕様ＷＧに参

加しており、今後も参加して情報を収集していく予定である。イベントで

は、11月７日、８日のおかやまマラソンエキスポにも参加予定である。内

容は今後検討していく。

イベント展示ＰＲについて、８月20日に岡山ドームにておかやまの土木

・建築「体感！」ゼミナールでＣＬＴブースを出展しＰＲした。ＣＬＴ造

の部分的なサンプル展示、動画上映、ＣＬＴクイズチラシなどを作成し紹

介した。10時から15時まで。50名の来客があった。

オブジェ制作については、おかやまマラソンの開催時期に合わせてＪＲ

岡山駅東口の駅前広場にＣＬＴオブジェを設置する準備を進めている。

【座 長】 岡山ドームでのＣＬＴクイズの正解率や来場者の興味はどうであったか。

【協 会】 チラシの表面にＣＬＴを解説した記事を載せてクイズの正解のための解
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説も入れたのでほぼ皆さん正解。ＣＬＴサンプルを使いながら説明もした

ので皆さん興味を示した。

【委 員】 次回のマラソンエキスポではテント１つの中でＰＲするようになる。専

門家ではない一般の方向けにどのような紹介をすべきか。

【委 員】 ＣＬＴを一般の方は想像しにくい。岡山ドームでは小学生連れの母親が

来場したが理解しようとしても難しい印象だった。オブジェのように立体

的に全体を見せることができればわかりやすいかもしれない。動画上映で

は、スクリーンに上映するよりもＴＶモニタを用意して上映した方が良か

った。

【委 員】 岡山ドームでは土木・建築向けだったが、マラソンエキスポでは全く一

般の方なので、どのようなＰＲをすべきか。

【委 員】 作れたらわかりやすい。木では重すぎるのでスチレンボードのようなパ

ネルで実際に家を作ってもらうとか。お菓子で作ることができれば話題に

なるかもしれない。ＣＬＴチョコレートやウエハースで作るとか。

【座 長】 おかやまマラソンなのでスポーツに興味のある方向けに何か考えるのも

良いかと思う。

【委 員】 ふれあい木材展など木材普及のためのイベントをいつもやってきたが、

イメージ戦略と技術的な性能の紹介とセットでついついやってしまうが、

わかりづらくなる。木造で新しい材料で４階建てや５階建てが実現できる

と説明すれば皆興味を示す。木造でそれほど大きなものはできないという

認識は皆持っているので、これが日本でできると説明すれば皆目が輝いて

反応してくれる。

【ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ】 木材普及のイベントでは木製品の展示だけでなく、木に触れて体験する

木工教室を開催している。ＣＬＴの普及については、部材だけではわかり

にくいので、パネルを組み立てて市営住宅の模型を完成させる体験をして

もらってはどうか。

【委 員】 一般の方に知ってもらうには、コンクリートに変わる新しい素材である

こと、ＰＣでやるところをＣＬＴパネルと軸組を組み合わせて工期短縮で

きたというニュースもあった。ＣＬＴを普及することは、20世紀がコンク

リートでできてきたものが、21世紀はＣＬＴで街が作られていく可能性の

紹介であるとか。興味をまず持ってもらってから技術的な紹介をしていく。

東京のＮＰＯ法人において提案されているが、都市木造がうまく進むと木

の街、日本らしい街ができる大きな魅力を出していく、そのためのＣＬＴ

だと説明してはどうか。

【協 会】 オブジェ制作について、駅前で多くの方にＰＲするため駅前広場にオブ
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ジェを設置する。９月末までには設計完了したい。

【委 員】 今回、オブジェのデザインを担当している。検討の真っ最中で、デザイ

ンをブラッシュアップ中。ＣＬＴが材をクロスしている特徴から、オブジ

ェ自体もパネルをクロスして象徴的に作れたらよいと考えている。工作物

扱いされない高さ４ｍ以下、ゲート下高2.5ｍ以上などの与条件も考慮し、

パズル的で、足元はベンチに、高いところは庇で休憩所的なもので、皆に

触ってもらったりして、ゲート的であり、ストリートファニチャー的なも

のを考えた。過度にシンメトリーでないものになるよう検討中である。８

月末までにデザインは何とか形にしたい。予算的にも、2,200×6,000のパ

ネル２枚から切り出して作成を考えている。地面の不陸は足元にアジャス

ターを設けて対応することを検討中である。木もの流れの組み合わせ、小

口に木目を見せるとかも気にかけたい。腰原教授に助言を求めたところ、

ヒノキＣＬＴも使うべきとの意見ももらったので、スギとヒノキを組み合

わせて、木の色として紅白組み合わせもおもしろいと考えている。

【委 員】 接合部は金物が見える？

【委 員】 極力、下から金物は見えない方法を検討したい。形は今月中に決めたい

がディテールはその後に詰めていく。

【委 員】 角が多くあるので、人が怪我をしない程度の面取加工を考慮すべき。

【座 長】 公共空間に置くため、安全面での配慮は検討すべきと思っているが、Ｃ

ＬＴでこんな魅力的なものができるという事も大事。必要ならガードマン

設置も考慮すべき。

【委 員】 角については、どれくらいのＲを設けるべきか今後検討したい。

【事 務 局】 デザイン案をもって駅前広場管理の市と協議した。基本的にこのデザイ

ンをベースに設置したいこちらの意向を伝え、了解をもらった。

【委 員】 予算の管理はどこが担当？工事の施工は？

【座 長】 受託者である建築士事務所協会が予算管理をする。施工については今後

皆さんと協議しながら検討していきたい。

【委 員】 ＣＬＴメーカーとして材料を作ることは可能だが、構造的に施工が可能

かどうか、十分検討が必要。

【委 員】 仕口は相欠き。木材の膨張収縮から余裕のあるクリアランスをとり、構

造的な性能を担保するため、金物は、各仕口１か所あたりにビス型の住宅

用ホールダウン金物15ｋＮを８個使うことを想定している。ＣＬＴパネル

の断面は大きいため可能と考えている。各接点ごとに微量のねじれが生じ

たものが全体で積み重なると大きくなり、精度的にどう対応していくか、

実際の施工法をどうするかなど、課題を整理して一つずつ解決していく必
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要があると思っている。

【座 長】 フレームとしては実現可能だが、ジョイント部の処理が課題。金物を８

個ずつつけることは見た目の問題もあり、特注の金物を使用して目立たな

くしたり、見た目が気にならないよう金物の方法の検討も必要。

【委 員】 デザイン的におもしろい。マッシブなＣＬＴパネルのまま使うのか、丸

い穴を開けるとか、穴を開けて軽量化を図るなどの検討は無い？穴でなく

てもデザイン的に掘り込みをするとか。

【委 員】 穴などの加工を加えるより、プレーンな形で見せた方がＣＬＴの特徴を

伝えやすい。掘り込みについては、ウエルカムゲートなので、ウエルカム

メッセージのようなものを取り入れるか、ＣＬＴの看板的なメッセージを

取り入れるか、簡易な説明の文字情報をレーザーで入れるとか、説明パネ

ルを張り付けるとか、何らかの情報を加えることは検討したい。

【委 員】 デザイン案のパネル割り図を厚紙で印刷し木目を付けて、イベント会場

で子供に配ってペーパークラフト的に組み立てれば駅前にあるオブジェが

作れるとＰＲすれば面白いのではないか。前回話があった、ＣＬＴの特徴

を活かしたベンチは作成しないのか。

【委 員】 厚紙や、板材をレーザーで切ったような材料を配って組み立てるような

取り組みができれば良いと思っている。ベンチについては、駅前広場設置

の与条件が設置範囲が４ｍ×５ｍ程度であったため、６ｍスパンのベンチ

だとこれだけでオーバーしてしまうし、予算的にも追加で材料も必要なた

め、今は考えていない。可能性があれば、オブジェと連続してベンチを差

し込んでしっぽみたいなものが付くとより印象に残りやすいとは思う。

【委 員】 ＣＬＴの特徴もよく出ているし、力学的にも安全とわかるし、シンボリ

ックなＰＲ材料になれば素晴らしい。是非実現してほしい。

【座 長】 屋外設置のため、木材の耐久性としてどうか。

【委 員】 繰り返し使う想定であれば、塗装は考慮した方が良いと思う。

【委 員】 クリア系の塗装は施したいと考えている。

【委 員】 木口面は吸水性が高いので良く検討した方が良い。

【座 長】 デザイン案を元に、事務所協会で引き続き詳細を検討していくこととす

る。構造安全面の検討を進める。ウエルカムゲートに、一般の方に親しみ

やすいネーミングもあれば良いかと思うので、意見があれば事務局にでも

連絡をお願いしたい。

【協 会】 建築デザインコンペについて、意匠設備ＷＧで検討を始めた。アイデア

コンペとして若手建築技術者向けや学生向け、実施コンペとして小規模建

築物を対象にしたコンペはどうか、さらにはオブジェなどの一般向けアイ
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デアコンペはどうかなどをまず検討した。次年度の実施設計につなぐ意味

から、県から具体的な事業に繋がる可能性として、道の駅の公衆便所をテ

ーマにどうかとの提案があった。スケジュールは、応募者の準備期間を十

分にとるため、10月の募集という前倒しのスケジュールを検討中で、早急

に実施内容を詰めていきたい。現在、対象として、全国の学生向けを検討

中である。広島県が行った学生向けコンペの事例を参考に企画していきた

い。

技術開発については、基礎的情報収集について、２名に担当してもらい、

意匠的な技術情報の収集整理、ＡＬＣなどの他のパネルとの比較検討、劣

化に関する技術的な情報収集をしていきたい。ＣＬＴ協会の資料の情報な

どを元に検討していきたい。配線・配管などについても検討したい。今年

度は、これら情報収集整理が中心になり、来年度以降の実験などの準備整

理をしたい。さらに、問題点などの整理の結果、ガイドブックの作成や事

例集などもできないか検討したい。省エネ面で断熱についても検討したい。

土木資材についての可能性も検討したい。

【委 員】 学生が興味を持つには審査員がどなたであるかが最優先。その次は賞金。

そのあたりの検討も必要。

【委 員】 コンペに備えて勉強会のようなものをするという話が以前あったと思う

が。

【ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ】 建築士会がセミナーを３回開催する。１回目は９月29日（火）13：30か

ら16：30、おかやま西川原プラザで、腰原教授から「線材と面材ＣＬＴ建

築の可能性」についての講演と、桐山氏と銘建工業（株）から真庭市の事

例について紹介がある。２回目が10月23日（金）、時間は同じ、コンベッ

クス岡山で、東京大学の安藤直人教授から「ＣＬＴ等への国産材利用の課

題」の講演と日本合板検査会中国検査所中島課長からＣＬＴのＪＡＳ規格

について説明がある。３回目は、１１月１８日（水）、時間は同じで会場

は未定、工学院大学の河合直人教授から「ＣＬＴ構造の耐震性能」の講演

と院庄林業の武久常務から重ね梁材と柿渋塗装内装材について説明がある。

学生等も参加可能であり、建築士会の会報誌等で案内がある。

【委 員】 学生の絶対数は少ないし、岡山の若手で頑張っている人を思うと、アン

ダー○○など、年齢制限して建築技術者向けもあるかと思う。

【委 員】 道の駅の公衆便所で、180 ㎡程度でかなり大きめ。実現する事業で、来

年設計し、再来年度工事をする流れ。来年は告示が出なければ設計はでき

ない。その前にＣＬＴの部材、デザインをいかに広げられるかを今年度コ

ンペをし、入選したような作品を参考に来年実施設計をする。コンペで書
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いたものがそのまま実施設計するかというと、告示が出てから構造検討に

入るのでスケジュール的、予算的な面もあるので、そのままの形で設計は

無いと考えている。そのうえで、プロの技術者を対象にして問題ないかを

考慮し対象を学生に絞るべきかとの検討案と聞いているが、若手の建築技

術者を対象にするかは事務所協会の方で検討していただきたい。

【座 長】 いくつかの課題について、事務所協会のＷＧでの検討に委ねたい。構造

ＷＧからも報告を。

【委 員】 構造の情報収集として、銘建工業（株）の国産ＣＬＴの使い方の冊子を

使って簡単な検証を進めたい。また、オブジェ制作を通じて構造検討の協

力をしていきたい。

【座 長】 技術開発について、今年度は具体的な検討は時間的に難しいと思うが、

実験が必要になればその都度対応をすることで検討していきたい。ＣＬＴ

協会で基礎的なところ、法的なところは検討されているので、岡山の検討

会では重複した検討は行わず、これらを元に、どのように普及を進めてい

くかを検討していきたい。

３ 閉会


