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図４　集成材と膜による複合屋根構造

 ( イラスト図 ： 株式会社大建設計 提供）

宮崎県木材利用技術センター所長　飯　村　　　豊

　今月号は４月号に引き続き，３．４．を報告します。

3. スギを活用する新しいサブシステム技術の開発事例：

木の花ドーム2)

3.1 サブシステム技術開発の与条件

　2002年初め，宮崎県は木造ドームの建設計画を明らか

にしました。ドームをスギ集成材で実現するため新しい

サブシステム（１次下請け）技術の開発を目指して，同

年3月，県林務部，同土木部営繕課，同教育委員会スポ

ーツ振興課，同木材利用技術センター（以下，センター），

設計・監理を担当する設計事務所は最初の設計打合せを

行いました。さらに，日向市駅舎建設プロジェクトの検

討委員会形式を参考にして木構造技術検討会が設置さ

れ，低比重材スギを活用する集成材ドーム構造について

協議が重ねられた結果，以下のようなドームの骨格が決

められました。

1) 低比重な地域材スギを活用する新しい技術として全国

のモデルとなる木造ドームを整備する

2) 大規模施設など新しい用途にも地域材スギが十分活用

できることを実証する

3) そのためにもコスト面で市場性あるドーム構造を開発

する

4) センターが開発したスギの特性を活かした新しい接合

法等を取り入れ，加工や施工の合理化を図る

　次に，営繕課から具体的な設計与条件が示されまし

た。特に，設計納期は，膜構造が1,000ｍ２を超えること

から国土交通省の大臣認定取得（建築基準法施行例第36

条第２項第三号による）が必要になりますが，そのため

の時間を含めて実質8 ヶ月とされました。建築工期は，

通常の1年4 ヶ月に対して実質1年1 ヶ月，コストは鉄骨

造並，ドーム構造の品質（性能）は，設計で要求する性

能を確実に満足することなど，工期，コスト，品質のど

れについても厳しい条件が提示されました。

　こうした条件を満たし，スギ集成材ドームを実現させ

る新技術は，現行の鉄骨建設システムに即応できる完成

したものであることが必要でした。

　新しいスギドームは，短い工期の中での技術開発のた

め，木造ドーム屋根に限定した技術を鉄骨ドーム屋根と

同様の独立したサブシステム技術として完成させること

になりました。

　また，新しいサブシステム技術の開発に伴うリスクを

公平に分担するため，営繕課，設計事務所，センターの

三者間で協議を重ね，技術開発の範囲を明確にして，さ

らに製作工場の技術力や実状を十分に把握して，請負者

の資材調達に無理が生じないよう配慮することも条件と

なりました。

　表2は，そうした経緯で開発された新サブシステム技

術に基づいて設計書としてまとめられたスギ木造ドーム

（「木の花ドーム」）の概要です。

　屋根構造は，低比重材スギの特徴が活きるように集成

材と膜による複合構造とされました（図4参照）。

　複合構造における集成材構造の役割は，自重などによ

って生じる圧縮力を負担することにあります。一方，膜

構造は膜の押さえケーブルが風荷重時の引張り力を負担

することになります。こうした役割分担によって，県産

スギの「軽くて圧縮に強い」特性が最大限活かされるこ

とになりました。

3.2 スギを活用する新サブシステム技術の設計

1)　使用される木材とその利用技術

　使用するスギ集成材は，調達に無理が生じないようセ

ンターの提案で県内に流通する通直の大断面集成材と

し，強度等級はE65-F225，製品幅15cmを基本とするな

ど，特別な集成材は使用しないことにしました。

　部材設計は，経済設計を基本に掲げ，過大な部材断面

を回避して，さらには，今後予想される地域資源の供給

状況を見据えて，低強度材の利用が促進されるような技

術，すなわち，ここでは断面150×1,200mmの集成材に

ブロック材を挟んで２材合わせとする複合大断面技術を

取り入れることにしました（図5参照）。

2)　低比重材の特性を活かす部材製作

　低比重材のスギをドームに使用できるようにする部材

製作技術の選定は，木構造技術検討会の決定事項としま

した。選定に当たっては，施工者から高精度加工等の指

示が出された場合にも，製作者に過大なコスト負担がか

からないように，集成材工場の持つ製作技術（現行サブ

システム技術）を可能な範囲で一部変更して調整するこ

とを前提にしていました。

　実際，本ドーム仕様では，例えば集成材の両端に加工

するドリフトピン孔の製作精度（両端の孔－孔間寸法）

は，市販の加工機等で対応できる範囲を考慮したうえ

で，JAS基準（±2.0mm）から±1.0mmに引き上げられ

ています。

　集成材工場での部材製作は，連結金物まで取り付けて

完全プレハブ化し，現場で鉄骨技術者が集成材部材とハ

ブ金物を再加工なしで直接連結できるようにしていま

す。各製作工程では，製作要領に適合していることをプ

ロセスチェックによって全数確認することとしました。

3) スギ木造の乾式接合法

　従来，単層の木造ドームに使用されてきた木材は年輪

幅の狭い高強度材のため，割裂しやすく，その材質特性

から，接合具の定着は先導孔を同径以上としています。

初期ガタを嫌う場合は，引き寄せ機能を追加するか，エ

ポキシ樹脂などを充填してガタを防いでいました。

　一方，比重が低く軟らかなスギの場合はセンターでの

実験から，スギが割裂しにくいことを利用すれば孔径を

ドリフトピン径より小さくすることが可能で，直径

24mmのドリフトピンを圧入ジベルとして使用できるこ

とが分かっていました。このスギの特性をドームの接合

に適用し，径差は施工性等からマイナス0.5mmを選びま

した。なお，鋼板側は従来どおり径差はプラス1.5mmで

す。これによって，組立部材の穴位置の精度が確保され，

しかも樹脂充填が不要になったことで，加工段階や建設

現場での工数・工期の合理化に目途が付きました。

　さらに，センターでの実験結果を利用して，集成材に

挿入する鋼板の長さは，繊維方向に多数配列されるドリ

フトピンの打ち間隔を従来の168mm（ドリフトピン径

(d)の7倍）から120mm（同5倍）に狭めました（写真6，7）。

このようにして低比重スギの割れ難さを最大限に活かす

ことで，集成材加工の合理化と金物の軽量化を図ってい

ます。

　これらのスギの特性を活かす新しい乾式接合設計法

は，大臣認定の構造安全性検討資料に織り込まれ，(財)

日本建築センター内に設置された木質構造審査会によっ

て性能評価を受けて認可されました。

　この乾式接合の導入は，施工の確実性をもたらすと同

時に接合具全数の本数確認を容易にし，さらには，解体

や再利用をしやすくするものです（写真8参照）。

　鉄骨造のような方法で木部材を使用するため，現場で

の建方を担当するのは大工職や大工鳶職ではなく，精度

管理技術を持つ鉄骨工事専門の技術職となりました。こ

うして，新サブシステム技術は現行鉄骨造のサブシステ

ムに結合されました。

4) サブシステム技術結合のための調整・合理化

　新サブシステム技術の採用に当たっては，現行の鉄骨

造サブシステムと結合するための調整・合理化が必要に

なりました。最も大きな課題となったのは集成材表面へ

の塗装仕上げでした。現場での建て方は鉄骨造の現行サ

ブシステムを採用することから，建て方技術者が鉄骨部

材と同様に木部材を扱えるようにしました。つまり，従

来の構造用集成材に仕上げ材としての機能も兼ねさせる

という考え方を捨て，センターからの提案もあり，設計

書の特記では無塗装が指示されました。

　無塗装仕上げの採用は，塗装を前提とした関連工事が

不要なため，全工程にわたってコスト削減と工期短縮に

直結しております。ドームの建て方は，集成材フレーム

を組み上げるだけの作業となり，空中での地組フレーム

の連結作業も，連結部だけを支柱などで仮支えする施工

法が可能となりました（写真9参照）。

　総足場の仮設が不要になるため，コストと工期が相乗

的に合理化できます。集成材フレームに様々な付属物を

取り付ける場合でも，養生なしで作業が可能になりました。

5) 新サブシステムの評価

　表3に新サブシステムの施工結果の概要を示します。

工場でのプレハブ化により，現場に搬入されたピース数

は，0.0435本/ｍ２でした。その結果，現場での組立作業

に要した期間は2ヶ月，直接の建方人工数は約1,000人（建

築面積当たりでは0.091人/ｍ２）と，予定工期を満足さ

せました。一般に木造ドームは鉄骨ドームに比べて軽量

で，熱的影響が少なく，天候や気温に左右されないため

本ドームも施工計画書の工程どおりに組み上がりました

（表4参照）。ジャッキダウン前の出来形も設計座標値ど

おりでした（写真10参照）。

　無塗装にした集成材の外観は，集成材が工事中風雨に

曝されて雨水の排水経路になったところでは，現在もそ

の汚れが残っていますが，無塗装仕上げとしたことに対

して，完成後本ドームを訪れた多くの視察者からも批判

は聞いておらず，特に支障はないようです。明るい室内

にスギの素肌が直接見え，木造ドームらしいという声も

多いようです（写真11参照）。

6) サブシステム技術の分析 

　新しいスギ木造技術を集成材の製作や接合法に導入し

たことに起因するドーム構造の変形性状を分析するため

ドーム頂部の変位状況を調べました。

　100ｍを超える低比重材の単層ドームは世界でも例が

なく，長期的にドーム頂部が下がり続けるようであれ

ば，膜押さえケーブルの張力が緩和していることになり

ます。これを改善するため膜押さえケーブルを再緊張

し，さらに下がれば再度同じことを繰り返す悪循環に陥

ることが予想されます。これについては，木質構造審査

会でも指摘がありました。

　図6は本ドームで固定荷重に対し最も変位が大きいド

ーム頂部について，ジャッキダウン後の変位量実測値の

推移を示したものです。測定方法は，光波距離計（トー

タルステーション：ソキアSET4Ⅱ）を用い100×100mm

の反射ターゲットのX，Y，Zの座標を計測しました。

　図6に示した通り，クリープ変形等の長期変形は荷重

開始のジャッキダウンから始まるとすると，初期張力導

入時はそれから64日後であり，その時点の変位量の実測

値（マイナス56mm）は既にクリープ変形等を含んでい

ます。張力導入後の変位量は温湿度変化などに左右さ

れ，最大73mm，最小60mmの間で推移しています。表

5には，変形要因と頂部変位量の設計値をまとめました。

　50年後を想定した変位量の算出では，変形要因として

固定荷重，膜の押さえケーブルの初期張力，接合具ドリ

フトピンのすべりの三つを挙げ，それら変位量を加算し

た43mm，つまりドリフトピンのガタを除いた初期変位

量の2倍をクリープ変形等として見込み，累計を109mm

としています。

　乾式接合のドリフトピンのガタは，主に鋼板の孔径を

ドリフトピン径より大きくしたことによります。このこ

とが変位量全体に対して与える影響を分析したものが，

図7です。変形要因に占める割合は，固定荷重が短期分

と長期分を合わせると59％，膜押さえケーブルが同12

％，ドリフトピンのすべりが同8％です。ドリフトピン

のガタの占める割合は21％であり，全体の変位量の中で

は大きいとは言えません。鋼板との径差は加工と施工の

両面クリアランスが必要であり，本乾式接合で実用上は

問題ないと判断しました。

7) スギドームの性能検証：台風による影響

　海岸から500mに位置して台風の影響を受けやすい「木

の花ドーム」は，2004年の8月末と9月初めに宮崎を直

撃した二つの大型台風16号，18号によって建設後初めて

大きな水平荷重を受けました。宮崎地方気象台（ドーム

から13.5 kmの地点）の記録によりますと，16号の最大

風速21.4ｍ/s（最大瞬間風速は44.3m/sec）は，設計基

準風速36ｍ/sの約60％に相当します。風向は東南東で，

建物に対してＸ方向（長径方向）でした。図6に示した

通り，台風通過前後の頂部変位に大きな変化は見られま

せんでした（写真12参照）。

４．おわりに

　主要構造部に構造用集成材を用いる大規模建築が一般

化し，構造用集成材部材が市場で入手し易い材料となる

にしたがい，集成材部材を選定するのは，これまでの集

成材メーカではなく，建築物全体を企画・設計する建築

士によるケースが増えてきています。従来のベイマツを

中心とする高強度，高ヤング係数の輸入材に加えて，地

域で生産される年輪幅の広い低比重材スギも発注者の指

定や設計者の選定により構造用集成材として採用される

ようなってきました。

　こうした背景を踏まえて，国も戦後拡大造林された人

工林の資源としての建築物への利用拡大に取り組む方針

を明らかにし，2010年5月26日には「公共建築物等にお

ける木材の利用の促進に関する法律」が成立するなど，

人工林スギの建築物への利用を後押しする流れができつ

つあります。

　構造用集成材の部材設計・製作・施工・維持管理に関

する一連の技術は，半世紀以上にわたって整備・蓄積さ

れてきました。今後は培われてきた技術を基に，本稿で

紹介した宮崎県の開発事例のような，人工林面積の43%

を占めるスギを性能型のティンバーエンジニアリングに

よって扱う手法も加えながら，現行の建築材料・技術と

構造用集成材を組み合わせる新たな木造建築の時代がや

ってくると思われます。

2）飯村 豊：「木の花ドーム」を支えるサブシステム技術, 

Journal of Timber Engineering, Vol. No.3, 2005, 

pp.69-75.　

＊飯村 豊氏は4月1日付けで所長に就任されておりま

す。

宮崎県のスギ集成材による大規模木造建築の開発事例（２）

－ティンバーエンジニアリングによる実証的なスギ利用の研究開発－

表2　「木の花ドーム」の概要

 

 

発注者 宮崎県
施工期間 2002年12月－2004年1月
完成年月 2004年3月
建設地 宮崎市
設計者 （株）大建設計
施工者 戸田建設（株）
金額 3,120,190,000円

延べ床面積 11,463ｍ
２

金額/延べ面積 272,000円/ｍ２

木造部床面積 10,966ｍ２

最高高さ 38.00ｍ
ＲＣ壁高さ 7.10ｍ

木造部最高高さ 38.00ｍ
木造部高さ 30.90ｍ
屋根仕上げ ﾃﾌﾛﾝ膜
スパン（短径） 104.1ｍ
スパン（長径） 123.6ｍ
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公平に分担するため，営繕課，設計事務所，センターの

三者間で協議を重ね，技術開発の範囲を明確にして，さ

らに製作工場の技術力や実状を十分に把握して，請負者

の資材調達に無理が生じないよう配慮することも条件と

なりました。

　表2は，そうした経緯で開発された新サブシステム技

術に基づいて設計書としてまとめられたスギ木造ドーム

（「木の花ドーム」）の概要です。

　屋根構造は，低比重材スギの特徴が活きるように集成

材と膜による複合構造とされました（図4参照）。

　複合構造における集成材構造の役割は，自重などによ

って生じる圧縮力を負担することにあります。一方，膜

構造は膜の押さえケーブルが風荷重時の引張り力を負担

することになります。こうした役割分担によって，県産

スギの「軽くて圧縮に強い」特性が最大限活かされるこ

とになりました。

3.2 スギを活用する新サブシステム技術の設計

1)　使用される木材とその利用技術

　使用するスギ集成材は，調達に無理が生じないようセ

ンターの提案で県内に流通する通直の大断面集成材と

し，強度等級はE65-F225，製品幅15cmを基本とするな

ど，特別な集成材は使用しないことにしました。

　部材設計は，経済設計を基本に掲げ，過大な部材断面

を回避して，さらには，今後予想される地域資源の供給

状況を見据えて，低強度材の利用が促進されるような技

術，すなわち，ここでは断面150×1,200mmの集成材に

ブロック材を挟んで２材合わせとする複合大断面技術を

取り入れることにしました（図5参照）。

2)　低比重材の特性を活かす部材製作

　低比重材のスギをドームに使用できるようにする部材

製作技術の選定は，木構造技術検討会の決定事項としま

した。選定に当たっては，施工者から高精度加工等の指

示が出された場合にも，製作者に過大なコスト負担がか

からないように，集成材工場の持つ製作技術（現行サブ

システム技術）を可能な範囲で一部変更して調整するこ

とを前提にしていました。

　実際，本ドーム仕様では，例えば集成材の両端に加工

するドリフトピン孔の製作精度（両端の孔－孔間寸法）

は，市販の加工機等で対応できる範囲を考慮したうえ

で，JAS基準（±2.0mm）から±1.0mmに引き上げられ

ています。

　集成材工場での部材製作は，連結金物まで取り付けて

完全プレハブ化し，現場で鉄骨技術者が集成材部材とハ

ブ金物を再加工なしで直接連結できるようにしていま

す。各製作工程では，製作要領に適合していることをプ

ロセスチェックによって全数確認することとしました。

3) スギ木造の乾式接合法

　従来，単層の木造ドームに使用されてきた木材は年輪

幅の狭い高強度材のため，割裂しやすく，その材質特性

から，接合具の定着は先導孔を同径以上としています。

初期ガタを嫌う場合は，引き寄せ機能を追加するか，エ

ポキシ樹脂などを充填してガタを防いでいました。

　一方，比重が低く軟らかなスギの場合はセンターでの

実験から，スギが割裂しにくいことを利用すれば孔径を

ドリフトピン径より小さくすることが可能で，直径

24mmのドリフトピンを圧入ジベルとして使用できるこ

とが分かっていました。このスギの特性をドームの接合

に適用し，径差は施工性等からマイナス0.5mmを選びま

した。なお，鋼板側は従来どおり径差はプラス1.5mmで

す。これによって，組立部材の穴位置の精度が確保され，

しかも樹脂充填が不要になったことで，加工段階や建設

現場での工数・工期の合理化に目途が付きました。

　さらに，センターでの実験結果を利用して，集成材に

挿入する鋼板の長さは，繊維方向に多数配列されるドリ

フトピンの打ち間隔を従来の168mm（ドリフトピン径

(d)の7倍）から120mm（同5倍）に狭めました（写真6，7）。

このようにして低比重スギの割れ難さを最大限に活かす

ことで，集成材加工の合理化と金物の軽量化を図ってい

ます。

　これらのスギの特性を活かす新しい乾式接合設計法

は，大臣認定の構造安全性検討資料に織り込まれ，(財)

日本建築センター内に設置された木質構造審査会によっ

て性能評価を受けて認可されました。

　この乾式接合の導入は，施工の確実性をもたらすと同

時に接合具全数の本数確認を容易にし，さらには，解体

や再利用をしやすくするものです（写真8参照）。

　鉄骨造のような方法で木部材を使用するため，現場で

の建方を担当するのは大工職や大工鳶職ではなく，精度

管理技術を持つ鉄骨工事専門の技術職となりました。こ

うして，新サブシステム技術は現行鉄骨造のサブシステ

ムに結合されました。

4) サブシステム技術結合のための調整・合理化

　新サブシステム技術の採用に当たっては，現行の鉄骨

造サブシステムと結合するための調整・合理化が必要に

なりました。最も大きな課題となったのは集成材表面へ

の塗装仕上げでした。現場での建て方は鉄骨造の現行サ

ブシステムを採用することから，建て方技術者が鉄骨部

材と同様に木部材を扱えるようにしました。つまり，従

来の構造用集成材に仕上げ材としての機能も兼ねさせる

という考え方を捨て，センターからの提案もあり，設計

書の特記では無塗装が指示されました。

　無塗装仕上げの採用は，塗装を前提とした関連工事が

不要なため，全工程にわたってコスト削減と工期短縮に

直結しております。ドームの建て方は，集成材フレーム

を組み上げるだけの作業となり，空中での地組フレーム

の連結作業も，連結部だけを支柱などで仮支えする施工

法が可能となりました（写真9参照）。

　総足場の仮設が不要になるため，コストと工期が相乗

的に合理化できます。集成材フレームに様々な付属物を

取り付ける場合でも，養生なしで作業が可能になりました。

5) 新サブシステムの評価

　表3に新サブシステムの施工結果の概要を示します。

工場でのプレハブ化により，現場に搬入されたピース数

は，0.0435本/ｍ２でした。その結果，現場での組立作業

に要した期間は2ヶ月，直接の建方人工数は約1,000人（建

築面積当たりでは0.091人/ｍ２）と，予定工期を満足さ

せました。一般に木造ドームは鉄骨ドームに比べて軽量

で，熱的影響が少なく，天候や気温に左右されないため

本ドームも施工計画書の工程どおりに組み上がりました

（表4参照）。ジャッキダウン前の出来形も設計座標値ど

おりでした（写真10参照）。

　無塗装にした集成材の外観は，集成材が工事中風雨に

曝されて雨水の排水経路になったところでは，現在もそ

の汚れが残っていますが，無塗装仕上げとしたことに対

して，完成後本ドームを訪れた多くの視察者からも批判

は聞いておらず，特に支障はないようです。明るい室内

にスギの素肌が直接見え，木造ドームらしいという声も

多いようです（写真11参照）。

6) サブシステム技術の分析 

　新しいスギ木造技術を集成材の製作や接合法に導入し

たことに起因するドーム構造の変形性状を分析するため

ドーム頂部の変位状況を調べました。

　100ｍを超える低比重材の単層ドームは世界でも例が

なく，長期的にドーム頂部が下がり続けるようであれ

ば，膜押さえケーブルの張力が緩和していることになり

ます。これを改善するため膜押さえケーブルを再緊張

し，さらに下がれば再度同じことを繰り返す悪循環に陥

ることが予想されます。これについては，木質構造審査

会でも指摘がありました。

　図6は本ドームで固定荷重に対し最も変位が大きいド

ーム頂部について，ジャッキダウン後の変位量実測値の

推移を示したものです。測定方法は，光波距離計（トー

タルステーション：ソキアSET4Ⅱ）を用い100×100mm

の反射ターゲットのX，Y，Zの座標を計測しました。

　図6に示した通り，クリープ変形等の長期変形は荷重

開始のジャッキダウンから始まるとすると，初期張力導

入時はそれから64日後であり，その時点の変位量の実測

値（マイナス56mm）は既にクリープ変形等を含んでい

ます。張力導入後の変位量は温湿度変化などに左右さ

れ，最大73mm，最小60mmの間で推移しています。表

5には，変形要因と頂部変位量の設計値をまとめました。

　50年後を想定した変位量の算出では，変形要因として

固定荷重，膜の押さえケーブルの初期張力，接合具ドリ

フトピンのすべりの三つを挙げ，それら変位量を加算し

た43mm，つまりドリフトピンのガタを除いた初期変位

量の2倍をクリープ変形等として見込み，累計を109mm

としています。

　乾式接合のドリフトピンのガタは，主に鋼板の孔径を

ドリフトピン径より大きくしたことによります。このこ

とが変位量全体に対して与える影響を分析したものが，

図7です。変形要因に占める割合は，固定荷重が短期分

と長期分を合わせると59％，膜押さえケーブルが同12

％，ドリフトピンのすべりが同8％です。ドリフトピン

のガタの占める割合は21％であり，全体の変位量の中で

は大きいとは言えません。鋼板との径差は加工と施工の

両面クリアランスが必要であり，本乾式接合で実用上は

問題ないと判断しました。

7) スギドームの性能検証：台風による影響

　海岸から500mに位置して台風の影響を受けやすい「木

の花ドーム」は，2004年の8月末と9月初めに宮崎を直

撃した二つの大型台風16号，18号によって建設後初めて

大きな水平荷重を受けました。宮崎地方気象台（ドーム

から13.5 kmの地点）の記録によりますと，16号の最大

風速21.4ｍ/s（最大瞬間風速は44.3m/sec）は，設計基

準風速36ｍ/sの約60％に相当します。風向は東南東で，

建物に対してＸ方向（長径方向）でした。図6に示した

通り，台風通過前後の頂部変位に大きな変化は見られま

せんでした（写真12参照）。

４．おわりに

　主要構造部に構造用集成材を用いる大規模建築が一般

化し，構造用集成材部材が市場で入手し易い材料となる

にしたがい，集成材部材を選定するのは，これまでの集

成材メーカではなく，建築物全体を企画・設計する建築

士によるケースが増えてきています。従来のベイマツを

中心とする高強度，高ヤング係数の輸入材に加えて，地

域で生産される年輪幅の広い低比重材スギも発注者の指

定や設計者の選定により構造用集成材として採用される

ようなってきました。

　こうした背景を踏まえて，国も戦後拡大造林された人

工林の資源としての建築物への利用拡大に取り組む方針

を明らかにし，2010年5月26日には「公共建築物等にお

ける木材の利用の促進に関する法律」が成立するなど，

人工林スギの建築物への利用を後押しする流れができつ

つあります。

　構造用集成材の部材設計・製作・施工・維持管理に関

する一連の技術は，半世紀以上にわたって整備・蓄積さ

れてきました。今後は培われてきた技術を基に，本稿で

紹介した宮崎県の開発事例のような，人工林面積の43%

を占めるスギを性能型のティンバーエンジニアリングに

よって扱う手法も加えながら，現行の建築材料・技術と

構造用集成材を組み合わせる新たな木造建築の時代がや

ってくると思われます。

2）飯村 豊：「木の花ドーム」を支えるサブシステム技術, 

Journal of Timber Engineering, Vol. No.3, 2005, 

pp.69-75.　

＊飯村 豊氏は4月1日付けで所長に就任されておりま

す。

図５　複合大断面集成材

(イラスト図：株式会社大建設計提供） 写真６　狭められた繊維方向の接合具間隔

（端距離は7d，接合具間隔は5d）

写真７　接合部の引張り試験

写真８　乾式を採用した接合部
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3. スギを活用する新しいサブシステム技術の開発事例：

木の花ドーム2)

3.1 サブシステム技術開発の与条件

　2002年初め，宮崎県は木造ドームの建設計画を明らか

にしました。ドームをスギ集成材で実現するため新しい

サブシステム（１次下請け）技術の開発を目指して，同

年3月，県林務部，同土木部営繕課，同教育委員会スポ

ーツ振興課，同木材利用技術センター（以下，センター），

設計・監理を担当する設計事務所は最初の設計打合せを

行いました。さらに，日向市駅舎建設プロジェクトの検

討委員会形式を参考にして木構造技術検討会が設置さ

れ，低比重材スギを活用する集成材ドーム構造について

協議が重ねられた結果，以下のようなドームの骨格が決

められました。

1) 低比重な地域材スギを活用する新しい技術として全国

のモデルとなる木造ドームを整備する

2) 大規模施設など新しい用途にも地域材スギが十分活用

できることを実証する

3) そのためにもコスト面で市場性あるドーム構造を開発

する

4) センターが開発したスギの特性を活かした新しい接合

法等を取り入れ，加工や施工の合理化を図る

　次に，営繕課から具体的な設計与条件が示されまし

た。特に，設計納期は，膜構造が1,000ｍ２を超えること

から国土交通省の大臣認定取得（建築基準法施行例第36

条第２項第三号による）が必要になりますが，そのため

の時間を含めて実質8 ヶ月とされました。建築工期は，

通常の1年4 ヶ月に対して実質1年1 ヶ月，コストは鉄骨

造並，ドーム構造の品質（性能）は，設計で要求する性

能を確実に満足することなど，工期，コスト，品質のど

れについても厳しい条件が提示されました。

　こうした条件を満たし，スギ集成材ドームを実現させ

る新技術は，現行の鉄骨建設システムに即応できる完成

したものであることが必要でした。

　新しいスギドームは，短い工期の中での技術開発のた

め，木造ドーム屋根に限定した技術を鉄骨ドーム屋根と

同様の独立したサブシステム技術として完成させること

になりました。

　また，新しいサブシステム技術の開発に伴うリスクを

公平に分担するため，営繕課，設計事務所，センターの

三者間で協議を重ね，技術開発の範囲を明確にして，さ

らに製作工場の技術力や実状を十分に把握して，請負者

の資材調達に無理が生じないよう配慮することも条件と

なりました。

　表2は，そうした経緯で開発された新サブシステム技

術に基づいて設計書としてまとめられたスギ木造ドーム

（「木の花ドーム」）の概要です。

　屋根構造は，低比重材スギの特徴が活きるように集成

材と膜による複合構造とされました（図4参照）。

　複合構造における集成材構造の役割は，自重などによ

って生じる圧縮力を負担することにあります。一方，膜

構造は膜の押さえケーブルが風荷重時の引張り力を負担

することになります。こうした役割分担によって，県産

スギの「軽くて圧縮に強い」特性が最大限活かされるこ

とになりました。

3.2 スギを活用する新サブシステム技術の設計

1)　使用される木材とその利用技術

　使用するスギ集成材は，調達に無理が生じないようセ

ンターの提案で県内に流通する通直の大断面集成材と

し，強度等級はE65-F225，製品幅15cmを基本とするな

ど，特別な集成材は使用しないことにしました。

　部材設計は，経済設計を基本に掲げ，過大な部材断面

を回避して，さらには，今後予想される地域資源の供給

状況を見据えて，低強度材の利用が促進されるような技

術，すなわち，ここでは断面150×1,200mmの集成材に

ブロック材を挟んで２材合わせとする複合大断面技術を

取り入れることにしました（図5参照）。

2)　低比重材の特性を活かす部材製作

　低比重材のスギをドームに使用できるようにする部材

製作技術の選定は，木構造技術検討会の決定事項としま

した。選定に当たっては，施工者から高精度加工等の指

示が出された場合にも，製作者に過大なコスト負担がか

からないように，集成材工場の持つ製作技術（現行サブ

システム技術）を可能な範囲で一部変更して調整するこ

とを前提にしていました。

　実際，本ドーム仕様では，例えば集成材の両端に加工

するドリフトピン孔の製作精度（両端の孔－孔間寸法）

は，市販の加工機等で対応できる範囲を考慮したうえ

で，JAS基準（±2.0mm）から±1.0mmに引き上げられ

ています。

　集成材工場での部材製作は，連結金物まで取り付けて

完全プレハブ化し，現場で鉄骨技術者が集成材部材とハ

ブ金物を再加工なしで直接連結できるようにしていま

す。各製作工程では，製作要領に適合していることをプ

ロセスチェックによって全数確認することとしました。

3) スギ木造の乾式接合法

　従来，単層の木造ドームに使用されてきた木材は年輪

幅の狭い高強度材のため，割裂しやすく，その材質特性

から，接合具の定着は先導孔を同径以上としています。

初期ガタを嫌う場合は，引き寄せ機能を追加するか，エ

ポキシ樹脂などを充填してガタを防いでいました。

　一方，比重が低く軟らかなスギの場合はセンターでの

実験から，スギが割裂しにくいことを利用すれば孔径を

ドリフトピン径より小さくすることが可能で，直径

24mmのドリフトピンを圧入ジベルとして使用できるこ

とが分かっていました。このスギの特性をドームの接合

に適用し，径差は施工性等からマイナス0.5mmを選びま

した。なお，鋼板側は従来どおり径差はプラス1.5mmで

す。これによって，組立部材の穴位置の精度が確保され，

しかも樹脂充填が不要になったことで，加工段階や建設

現場での工数・工期の合理化に目途が付きました。

　さらに，センターでの実験結果を利用して，集成材に

挿入する鋼板の長さは，繊維方向に多数配列されるドリ

フトピンの打ち間隔を従来の168mm（ドリフトピン径

(d)の7倍）から120mm（同5倍）に狭めました（写真6，7）。

このようにして低比重スギの割れ難さを最大限に活かす

ことで，集成材加工の合理化と金物の軽量化を図ってい

ます。

　これらのスギの特性を活かす新しい乾式接合設計法

は，大臣認定の構造安全性検討資料に織り込まれ，(財)

日本建築センター内に設置された木質構造審査会によっ

て性能評価を受けて認可されました。

　この乾式接合の導入は，施工の確実性をもたらすと同

時に接合具全数の本数確認を容易にし，さらには，解体

や再利用をしやすくするものです（写真8参照）。

　鉄骨造のような方法で木部材を使用するため，現場で

の建方を担当するのは大工職や大工鳶職ではなく，精度

管理技術を持つ鉄骨工事専門の技術職となりました。こ

うして，新サブシステム技術は現行鉄骨造のサブシステ

ムに結合されました。

4) サブシステム技術結合のための調整・合理化

　新サブシステム技術の採用に当たっては，現行の鉄骨

造サブシステムと結合するための調整・合理化が必要に

なりました。最も大きな課題となったのは集成材表面へ

の塗装仕上げでした。現場での建て方は鉄骨造の現行サ

ブシステムを採用することから，建て方技術者が鉄骨部

材と同様に木部材を扱えるようにしました。つまり，従

来の構造用集成材に仕上げ材としての機能も兼ねさせる

という考え方を捨て，センターからの提案もあり，設計

書の特記では無塗装が指示されました。

　無塗装仕上げの採用は，塗装を前提とした関連工事が

不要なため，全工程にわたってコスト削減と工期短縮に

直結しております。ドームの建て方は，集成材フレーム

を組み上げるだけの作業となり，空中での地組フレーム

の連結作業も，連結部だけを支柱などで仮支えする施工

法が可能となりました（写真9参照）。

　総足場の仮設が不要になるため，コストと工期が相乗

的に合理化できます。集成材フレームに様々な付属物を

取り付ける場合でも，養生なしで作業が可能になりました。

5) 新サブシステムの評価

　表3に新サブシステムの施工結果の概要を示します。

工場でのプレハブ化により，現場に搬入されたピース数

は，0.0435本/ｍ２でした。その結果，現場での組立作業

に要した期間は2ヶ月，直接の建方人工数は約1,000人（建

築面積当たりでは0.091人/ｍ２）と，予定工期を満足さ

せました。一般に木造ドームは鉄骨ドームに比べて軽量

で，熱的影響が少なく，天候や気温に左右されないため

本ドームも施工計画書の工程どおりに組み上がりました

（表4参照）。ジャッキダウン前の出来形も設計座標値ど

おりでした（写真10参照）。

　無塗装にした集成材の外観は，集成材が工事中風雨に

曝されて雨水の排水経路になったところでは，現在もそ

の汚れが残っていますが，無塗装仕上げとしたことに対

して，完成後本ドームを訪れた多くの視察者からも批判

は聞いておらず，特に支障はないようです。明るい室内

にスギの素肌が直接見え，木造ドームらしいという声も

多いようです（写真11参照）。

6) サブシステム技術の分析 

　新しいスギ木造技術を集成材の製作や接合法に導入し

たことに起因するドーム構造の変形性状を分析するため

ドーム頂部の変位状況を調べました。

　100ｍを超える低比重材の単層ドームは世界でも例が

なく，長期的にドーム頂部が下がり続けるようであれ

ば，膜押さえケーブルの張力が緩和していることになり

ます。これを改善するため膜押さえケーブルを再緊張

し，さらに下がれば再度同じことを繰り返す悪循環に陥

ることが予想されます。これについては，木質構造審査

会でも指摘がありました。

　図6は本ドームで固定荷重に対し最も変位が大きいド

ーム頂部について，ジャッキダウン後の変位量実測値の

推移を示したものです。測定方法は，光波距離計（トー

タルステーション：ソキアSET4Ⅱ）を用い100×100mm

の反射ターゲットのX，Y，Zの座標を計測しました。

　図6に示した通り，クリープ変形等の長期変形は荷重

開始のジャッキダウンから始まるとすると，初期張力導

入時はそれから64日後であり，その時点の変位量の実測

値（マイナス56mm）は既にクリープ変形等を含んでい

ます。張力導入後の変位量は温湿度変化などに左右さ

れ，最大73mm，最小60mmの間で推移しています。表

5には，変形要因と頂部変位量の設計値をまとめました。

　50年後を想定した変位量の算出では，変形要因として

固定荷重，膜の押さえケーブルの初期張力，接合具ドリ

フトピンのすべりの三つを挙げ，それら変位量を加算し

た43mm，つまりドリフトピンのガタを除いた初期変位

量の2倍をクリープ変形等として見込み，累計を109mm

としています。

　乾式接合のドリフトピンのガタは，主に鋼板の孔径を

ドリフトピン径より大きくしたことによります。このこ

とが変位量全体に対して与える影響を分析したものが，

図7です。変形要因に占める割合は，固定荷重が短期分

と長期分を合わせると59％，膜押さえケーブルが同12

％，ドリフトピンのすべりが同8％です。ドリフトピン

のガタの占める割合は21％であり，全体の変位量の中で

は大きいとは言えません。鋼板との径差は加工と施工の

両面クリアランスが必要であり，本乾式接合で実用上は

問題ないと判断しました。

7) スギドームの性能検証：台風による影響

　海岸から500mに位置して台風の影響を受けやすい「木

の花ドーム」は，2004年の8月末と9月初めに宮崎を直

撃した二つの大型台風16号，18号によって建設後初めて

大きな水平荷重を受けました。宮崎地方気象台（ドーム

から13.5 kmの地点）の記録によりますと，16号の最大

風速21.4ｍ/s（最大瞬間風速は44.3m/sec）は，設計基

準風速36ｍ/sの約60％に相当します。風向は東南東で，

建物に対してＸ方向（長径方向）でした。図6に示した

通り，台風通過前後の頂部変位に大きな変化は見られま

せんでした（写真12参照）。

４．おわりに

　主要構造部に構造用集成材を用いる大規模建築が一般

化し，構造用集成材部材が市場で入手し易い材料となる

にしたがい，集成材部材を選定するのは，これまでの集

成材メーカではなく，建築物全体を企画・設計する建築

士によるケースが増えてきています。従来のベイマツを

中心とする高強度，高ヤング係数の輸入材に加えて，地

域で生産される年輪幅の広い低比重材スギも発注者の指

定や設計者の選定により構造用集成材として採用される

ようなってきました。

　こうした背景を踏まえて，国も戦後拡大造林された人

工林の資源としての建築物への利用拡大に取り組む方針

を明らかにし，2010年5月26日には「公共建築物等にお

ける木材の利用の促進に関する法律」が成立するなど，

人工林スギの建築物への利用を後押しする流れができつ

つあります。

　構造用集成材の部材設計・製作・施工・維持管理に関

する一連の技術は，半世紀以上にわたって整備・蓄積さ

れてきました。今後は培われてきた技術を基に，本稿で

紹介した宮崎県の開発事例のような，人工林面積の43%

を占めるスギを性能型のティンバーエンジニアリングに

よって扱う手法も加えながら，現行の建築材料・技術と

構造用集成材を組み合わせる新たな木造建築の時代がや

ってくると思われます。

2）飯村 豊：「木の花ドーム」を支えるサブシステム技術, 

Journal of Timber Engineering, Vol. No.3, 2005, 

pp.69-75.　

＊飯村 豊氏は4月1日付けで所長に就任されておりま

す。

 

 

 
木造部の面積 10,966ｍ２

主断面（集成材） 2-150ｘ1,200 mm

集成材　 本数 2,676本

　　　　 材積 1,381ｍ３

　　　　 重量 5,414kN

材積/建築面積 0.126ｍ３/ｍ２

重量/建築面積 494N/ｍ２

金物　　 重量 4,077kN

重量/建築面積 372N/ｍ２

総重量/建築面積 866N/ｍ２

ピース数 　集成材　 446ピース

　　　　　  　鉄骨部材 32ピース

ピース数/建築面積 0.0435本/ｍ２

建方人工　人工数 約1,000人

人工数/建築面積 0.091人/ｍ２

表３　木の花ドームの工事概要

 

 

表４  木の花ドームの工程

写真９　空中での連結作

写真10 設計座標値どおりに組み上がった木の花ドーム

写真11  木の花ドームの内観
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　今月号は４月号に引き続き，３．４．を報告します。

3. スギを活用する新しいサブシステム技術の開発事例：

木の花ドーム2)

3.1 サブシステム技術開発の与条件

　2002年初め，宮崎県は木造ドームの建設計画を明らか

にしました。ドームをスギ集成材で実現するため新しい

サブシステム（１次下請け）技術の開発を目指して，同

年3月，県林務部，同土木部営繕課，同教育委員会スポ

ーツ振興課，同木材利用技術センター（以下，センター），

設計・監理を担当する設計事務所は最初の設計打合せを

行いました。さらに，日向市駅舎建設プロジェクトの検

討委員会形式を参考にして木構造技術検討会が設置さ

れ，低比重材スギを活用する集成材ドーム構造について

協議が重ねられた結果，以下のようなドームの骨格が決

められました。

1) 低比重な地域材スギを活用する新しい技術として全国

のモデルとなる木造ドームを整備する

2) 大規模施設など新しい用途にも地域材スギが十分活用

できることを実証する

3) そのためにもコスト面で市場性あるドーム構造を開発

する

4) センターが開発したスギの特性を活かした新しい接合

法等を取り入れ，加工や施工の合理化を図る

　次に，営繕課から具体的な設計与条件が示されまし

た。特に，設計納期は，膜構造が1,000ｍ２を超えること

から国土交通省の大臣認定取得（建築基準法施行例第36

条第２項第三号による）が必要になりますが，そのため

の時間を含めて実質8 ヶ月とされました。建築工期は，

通常の1年4 ヶ月に対して実質1年1 ヶ月，コストは鉄骨

造並，ドーム構造の品質（性能）は，設計で要求する性

能を確実に満足することなど，工期，コスト，品質のど

れについても厳しい条件が提示されました。

　こうした条件を満たし，スギ集成材ドームを実現させ

る新技術は，現行の鉄骨建設システムに即応できる完成

したものであることが必要でした。

　新しいスギドームは，短い工期の中での技術開発のた

め，木造ドーム屋根に限定した技術を鉄骨ドーム屋根と

同様の独立したサブシステム技術として完成させること

になりました。

　また，新しいサブシステム技術の開発に伴うリスクを

公平に分担するため，営繕課，設計事務所，センターの

三者間で協議を重ね，技術開発の範囲を明確にして，さ

らに製作工場の技術力や実状を十分に把握して，請負者

の資材調達に無理が生じないよう配慮することも条件と

なりました。

　表2は，そうした経緯で開発された新サブシステム技

術に基づいて設計書としてまとめられたスギ木造ドーム

（「木の花ドーム」）の概要です。

　屋根構造は，低比重材スギの特徴が活きるように集成

材と膜による複合構造とされました（図4参照）。

　複合構造における集成材構造の役割は，自重などによ

って生じる圧縮力を負担することにあります。一方，膜

構造は膜の押さえケーブルが風荷重時の引張り力を負担

することになります。こうした役割分担によって，県産

スギの「軽くて圧縮に強い」特性が最大限活かされるこ

とになりました。

3.2 スギを活用する新サブシステム技術の設計

1)　使用される木材とその利用技術

　使用するスギ集成材は，調達に無理が生じないようセ

ンターの提案で県内に流通する通直の大断面集成材と

し，強度等級はE65-F225，製品幅15cmを基本とするな

ど，特別な集成材は使用しないことにしました。

　部材設計は，経済設計を基本に掲げ，過大な部材断面

を回避して，さらには，今後予想される地域資源の供給

状況を見据えて，低強度材の利用が促進されるような技

術，すなわち，ここでは断面150×1,200mmの集成材に

ブロック材を挟んで２材合わせとする複合大断面技術を

取り入れることにしました（図5参照）。

2)　低比重材の特性を活かす部材製作

　低比重材のスギをドームに使用できるようにする部材

製作技術の選定は，木構造技術検討会の決定事項としま

した。選定に当たっては，施工者から高精度加工等の指

示が出された場合にも，製作者に過大なコスト負担がか

からないように，集成材工場の持つ製作技術（現行サブ

システム技術）を可能な範囲で一部変更して調整するこ

とを前提にしていました。

　実際，本ドーム仕様では，例えば集成材の両端に加工

するドリフトピン孔の製作精度（両端の孔－孔間寸法）

は，市販の加工機等で対応できる範囲を考慮したうえ

で，JAS基準（±2.0mm）から±1.0mmに引き上げられ

ています。

　集成材工場での部材製作は，連結金物まで取り付けて

完全プレハブ化し，現場で鉄骨技術者が集成材部材とハ

ブ金物を再加工なしで直接連結できるようにしていま

す。各製作工程では，製作要領に適合していることをプ

ロセスチェックによって全数確認することとしました。

3) スギ木造の乾式接合法

　従来，単層の木造ドームに使用されてきた木材は年輪

幅の狭い高強度材のため，割裂しやすく，その材質特性

から，接合具の定着は先導孔を同径以上としています。

初期ガタを嫌う場合は，引き寄せ機能を追加するか，エ

ポキシ樹脂などを充填してガタを防いでいました。

　一方，比重が低く軟らかなスギの場合はセンターでの

実験から，スギが割裂しにくいことを利用すれば孔径を

ドリフトピン径より小さくすることが可能で，直径

24mmのドリフトピンを圧入ジベルとして使用できるこ

とが分かっていました。このスギの特性をドームの接合

に適用し，径差は施工性等からマイナス0.5mmを選びま

した。なお，鋼板側は従来どおり径差はプラス1.5mmで

す。これによって，組立部材の穴位置の精度が確保され，

しかも樹脂充填が不要になったことで，加工段階や建設

現場での工数・工期の合理化に目途が付きました。

　さらに，センターでの実験結果を利用して，集成材に

挿入する鋼板の長さは，繊維方向に多数配列されるドリ

フトピンの打ち間隔を従来の168mm（ドリフトピン径

(d)の7倍）から120mm（同5倍）に狭めました（写真6，7）。

このようにして低比重スギの割れ難さを最大限に活かす

ことで，集成材加工の合理化と金物の軽量化を図ってい

ます。

　これらのスギの特性を活かす新しい乾式接合設計法

は，大臣認定の構造安全性検討資料に織り込まれ，(財)

日本建築センター内に設置された木質構造審査会によっ

て性能評価を受けて認可されました。

　この乾式接合の導入は，施工の確実性をもたらすと同

時に接合具全数の本数確認を容易にし，さらには，解体

や再利用をしやすくするものです（写真8参照）。

　鉄骨造のような方法で木部材を使用するため，現場で

の建方を担当するのは大工職や大工鳶職ではなく，精度

管理技術を持つ鉄骨工事専門の技術職となりました。こ

うして，新サブシステム技術は現行鉄骨造のサブシステ

ムに結合されました。

4) サブシステム技術結合のための調整・合理化

　新サブシステム技術の採用に当たっては，現行の鉄骨

造サブシステムと結合するための調整・合理化が必要に

なりました。最も大きな課題となったのは集成材表面へ

の塗装仕上げでした。現場での建て方は鉄骨造の現行サ

ブシステムを採用することから，建て方技術者が鉄骨部

材と同様に木部材を扱えるようにしました。つまり，従

来の構造用集成材に仕上げ材としての機能も兼ねさせる

という考え方を捨て，センターからの提案もあり，設計

書の特記では無塗装が指示されました。

　無塗装仕上げの採用は，塗装を前提とした関連工事が

不要なため，全工程にわたってコスト削減と工期短縮に

直結しております。ドームの建て方は，集成材フレーム

を組み上げるだけの作業となり，空中での地組フレーム

の連結作業も，連結部だけを支柱などで仮支えする施工

法が可能となりました（写真9参照）。

　総足場の仮設が不要になるため，コストと工期が相乗

的に合理化できます。集成材フレームに様々な付属物を

取り付ける場合でも，養生なしで作業が可能になりました。

5) 新サブシステムの評価

　表3に新サブシステムの施工結果の概要を示します。

工場でのプレハブ化により，現場に搬入されたピース数

は，0.0435本/ｍ２でした。その結果，現場での組立作業

に要した期間は2ヶ月，直接の建方人工数は約1,000人（建

築面積当たりでは0.091人/ｍ２）と，予定工期を満足さ

せました。一般に木造ドームは鉄骨ドームに比べて軽量

で，熱的影響が少なく，天候や気温に左右されないため

本ドームも施工計画書の工程どおりに組み上がりました

（表4参照）。ジャッキダウン前の出来形も設計座標値ど

おりでした（写真10参照）。

　無塗装にした集成材の外観は，集成材が工事中風雨に

曝されて雨水の排水経路になったところでは，現在もそ

の汚れが残っていますが，無塗装仕上げとしたことに対

して，完成後本ドームを訪れた多くの視察者からも批判

は聞いておらず，特に支障はないようです。明るい室内

にスギの素肌が直接見え，木造ドームらしいという声も

多いようです（写真11参照）。

6) サブシステム技術の分析 

　新しいスギ木造技術を集成材の製作や接合法に導入し

たことに起因するドーム構造の変形性状を分析するため

ドーム頂部の変位状況を調べました。

　100ｍを超える低比重材の単層ドームは世界でも例が

なく，長期的にドーム頂部が下がり続けるようであれ

ば，膜押さえケーブルの張力が緩和していることになり

ます。これを改善するため膜押さえケーブルを再緊張

し，さらに下がれば再度同じことを繰り返す悪循環に陥

ることが予想されます。これについては，木質構造審査

会でも指摘がありました。

　図6は本ドームで固定荷重に対し最も変位が大きいド

ーム頂部について，ジャッキダウン後の変位量実測値の

推移を示したものです。測定方法は，光波距離計（トー

タルステーション：ソキアSET4Ⅱ）を用い100×100mm

の反射ターゲットのX，Y，Zの座標を計測しました。

　図6に示した通り，クリープ変形等の長期変形は荷重

開始のジャッキダウンから始まるとすると，初期張力導

入時はそれから64日後であり，その時点の変位量の実測

値（マイナス56mm）は既にクリープ変形等を含んでい

ます。張力導入後の変位量は温湿度変化などに左右さ

れ，最大73mm，最小60mmの間で推移しています。表

5には，変形要因と頂部変位量の設計値をまとめました。

　50年後を想定した変位量の算出では，変形要因として

固定荷重，膜の押さえケーブルの初期張力，接合具ドリ

フトピンのすべりの三つを挙げ，それら変位量を加算し

た43mm，つまりドリフトピンのガタを除いた初期変位

量の2倍をクリープ変形等として見込み，累計を109mm

としています。

　乾式接合のドリフトピンのガタは，主に鋼板の孔径を

ドリフトピン径より大きくしたことによります。このこ

とが変位量全体に対して与える影響を分析したものが，

図7です。変形要因に占める割合は，固定荷重が短期分

と長期分を合わせると59％，膜押さえケーブルが同12

％，ドリフトピンのすべりが同8％です。ドリフトピン

のガタの占める割合は21％であり，全体の変位量の中で

は大きいとは言えません。鋼板との径差は加工と施工の

両面クリアランスが必要であり，本乾式接合で実用上は

問題ないと判断しました。

7) スギドームの性能検証：台風による影響

　海岸から500mに位置して台風の影響を受けやすい「木

の花ドーム」は，2004年の8月末と9月初めに宮崎を直

撃した二つの大型台風16号，18号によって建設後初めて

大きな水平荷重を受けました。宮崎地方気象台（ドーム

から13.5 kmの地点）の記録によりますと，16号の最大

風速21.4ｍ/s（最大瞬間風速は44.3m/sec）は，設計基

準風速36ｍ/sの約60％に相当します。風向は東南東で，

建物に対してＸ方向（長径方向）でした。図6に示した

通り，台風通過前後の頂部変位に大きな変化は見られま

せんでした（写真12参照）。

４．おわりに

　主要構造部に構造用集成材を用いる大規模建築が一般

化し，構造用集成材部材が市場で入手し易い材料となる

にしたがい，集成材部材を選定するのは，これまでの集

成材メーカではなく，建築物全体を企画・設計する建築

士によるケースが増えてきています。従来のベイマツを

中心とする高強度，高ヤング係数の輸入材に加えて，地

域で生産される年輪幅の広い低比重材スギも発注者の指

定や設計者の選定により構造用集成材として採用される

ようなってきました。

　こうした背景を踏まえて，国も戦後拡大造林された人

工林の資源としての建築物への利用拡大に取り組む方針

を明らかにし，2010年5月26日には「公共建築物等にお

ける木材の利用の促進に関する法律」が成立するなど，

人工林スギの建築物への利用を後押しする流れができつ

つあります。

　構造用集成材の部材設計・製作・施工・維持管理に関

する一連の技術は，半世紀以上にわたって整備・蓄積さ

れてきました。今後は培われてきた技術を基に，本稿で

紹介した宮崎県の開発事例のような，人工林面積の43%

を占めるスギを性能型のティンバーエンジニアリングに

よって扱う手法も加えながら，現行の建築材料・技術と

構造用集成材を組み合わせる新たな木造建築の時代がや

ってくると思われます。

2）飯村 豊：「木の花ドーム」を支えるサブシステム技術, 

Journal of Timber Engineering, Vol. No.3, 2005, 

pp.69-75.　

＊飯村 豊氏は4月1日付けで所長に就任されておりま

す。
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写真12  木の花ドームの外観

図７  変形要因の割合

 

 

変位
(mm)

23-重荷定固
膜の押さえケーブルの初期張力 -7
接合具ドリフトピンのすべり -4
接合具ドリフトピンのガタ -23
（小計：初期張力導入時変位） (-66)
長期変形等による加算 -43
累  計（50年後を推定） -109

要　　因

表5 ジャッキダウン後の変位


