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木造住宅生産の現状

構法別着工数



プレカット工法の普及



基本設計と架構設計の関係

施主

プランの確定

基本設計プラン基本設計プラン

基本設計者
プレカット工場

架構設計工務店

架構設計プラン交付確認申請

・プレカット工場が伏図の作成、架構設計→設計の分業

・架構を理解し、伏図が描ける設計者の減少
建築主事

指定確認審査機関

・架構上問題が生じても、基本設計を修正できない
・確認申請後の場合、図面の変更ができない

指定確認審査機関

→不合理な架構となる



４号建築物の構造安全性 床不陸事故の実情

協働する仕組み

事故を起こさない仕組み
品質を担保する
仕組

協働する仕組み

より良い設計にする仕組み
仕組み



木造住宅の構造安全性を確認する方法

戸建住宅

軸組工法
構造・規模に

よる分類

２×４
工業化
住宅

3階建 4号建築物

よる分類

型式
認定

仕様
規定

仕様規定
壁量計算

施行令3章3節

建築基準法

認定規定

構造計算
許容応力
度計算

グレー ゾーン

構造計算 型式
グレー ゾーン

性能表示制度

（長期優良住宅） 構造計算
許容応力
度計算

型式
認定

仕様規定
性能表示の壁量計算

（長期優良住宅）





許容応力度計算

水平力に対する検討
・地震力・風圧力に対する鉛直構面の検討
・柱頭柱脚の引抜きの検討・柱頭柱脚の引抜きの検討
・水平構面の検討
・横架材接合部の検討

鉛直荷重と局部荷重に対する検討

・土台の曲げとアンカーボルトの検討

・横架材の曲げとたわみ、せん断の検討
・柱の座屈の検討
・土台のめり込みの検討

地盤と基礎の検討

・土台のめり込みの検討
・風圧に対する垂木と母屋の検討

地盤と基礎の検討
・地盤の検討
・接地圧の検討・接地圧の検討
・基礎梁の検討



• 建築基準法仕様規定（壁量設計）では梁成に関しては品
質担保が必ずしも十分でない。

住宅性能表示制度仕様規定（壁量設計）では 短期の集• 住宅性能表示制度仕様規定（壁量設計）では、短期の集
中荷重のある梁成に関しては品質担保が必ずしも十分
でないでない

• 許容応力度計算法では梁成の検討が行われるが、梁組
に関する検討は必要とされていない。に関する検討は必要とされていない。

意匠の基本計画段階で梁成・梁組を考慮した構造の基本
計画～架構設計を行うことが重要



一般社団法人木造住宅デザイン研究会ユア・ホーム

平成22年度の成果①

国土交通省補助金事業
（地域木造住宅市場活性化推進事業）（地域木造住宅市場活性化推進事業）

木造住宅構造実態調査

木造住宅架構評価項目作成

評価項目をｶｽﾀﾏｲｽﾞしたCADの開発・実証



一般社団法人木造住宅デザイン研究会ユア・ホーム

平成22年度の成果②

国土交通省・林野庁共同
（木 まち 木 え担 手育成拠点事業）（木のまち・木のいえ担い手育成拠点事業）

講習会テキストを作成

講習会と模擬検定の実施

②木造住宅架構検定３級講習会・同模擬検定

①木造住宅設計検定３級講習会・同模擬検定

②木造住宅架構検定３級講習会・同模擬検定



一般社団法人木造住宅デザイン研究会ユア・ホーム

平成23年度の成果①

国土交通省補助金事業国土交通省補助金事業
（木造住宅・木造建築物の性能及び生産性

向上等のための調査検討・普及事業）

木造住宅構造実態調査（追加100棟）

木造住宅架構評価項目の見直し木造住宅架構評価項目の見直し

木造住宅構造実態調査（100棟の許容応力度計算）

ほぼすべての物件にエラ が検出されたほぼすべての物件にエラーが検出された。
仕様規定の壁量規定を満たさない物件も存在した。



平成23年度の成果②

一般社団法人木造住宅デザイン研究会ユア・ホーム

国土交通省・林野庁共同

平成23年度の成果②

講習会テキスト３級版（改訂） ２級を作成

（木のまち・木のいえ担い手育成拠点事業）

講習会テキスト３級版（改訂）・２級を作成

講習会と本検定 模擬検定の実施

①木造住宅設計検定３級講習会・同検定
（大阪 名古屋 横浜）

講習会と本検定、模擬検定の実施

（大阪、名古屋、横浜）

②木造住宅設計検定２級講習会・同模擬検定（横浜）

③木造住宅架構検定３級講習会・同模擬検定
（大阪、名古屋、横浜）（大阪、名古屋、横浜）

④木造住宅架構検定２級講習会・同模擬検定（横浜）



平成24年度の成果①

一般社団法人木造住宅デザイン研究会ユア・ホーム

平成24年度の成果①

林野庁補助金事業林野庁補助金事業
（木のまち・木のいえ担い手育成拠点事業）

木造住宅構造実態調査（東海地方50棟）
（中国地方50棟）（中国地方50棟）

架構には地方の慣習が少なからずある。架構には地方の慣習が少なからずある。
しかし間取りは全国的に画一化の方向である。

各地域における基準を作る必要がある。



平成24年度の成果②

一般社団法人木造住宅デザイン研究会ユア・ホーム

林野庁補助金事業

平成24年度の成果②

講習会テキ ト３級版（改訂）を作成

（木のまち・木のいえ担い手育成拠点事業）

講習会テキスト３級版（改訂）を作成

①木造住宅設計検定３級講習会・同検定

講習会と本検定、模擬検定の実施

① 設 検定 級講 検定
（広島、名古屋、横浜）

②木造住宅設計検定２級講習会・同検定（名古屋・横浜）

③木造住宅架構検定３級講習会・同検定
（広島、名古屋、横浜）

②木造住 設計検定 級講習会 同検定（名 横浜）

（広島、名古屋、横浜）

④木造住宅架構検定２級講習会・同検定（名古屋・横浜）



国土交通省・林野庁共同
（木のまち・木のいえ担い手育成拠点事業）

講習会テキスト

（木 まち 木 担 手育成拠点事業）

はじめに

１章 現代の木造住宅

２章 架構設計の考え方

３章 意匠図からみる架構の品質

４章 木造住宅構造実態調査４章 木造住宅構造実態調査

５章 安全な架構の住宅設計の手引き

６章 資料編章 資料編

あとがき

別冊テキスト

デザイナ のためのデザイナーのための

よりよい架構設計の手引き



国土交通省・林野庁共同
（木のまち・木のいえ担い手育成拠点事業）

講習会テキスト

（木 まち 木 担 手育成拠点事業）

はじめに

１章 構造編

・４号建築物構造安全性の許容

応力度計算による検証調査

調査結果の集計・調査結果の集計

・構造レビュー

２章 意匠編章 意匠編

・デザインレビュー総論

・デザインレビュー事例

あとがき



四号建築物の問題点

• 四号建築物

木造戸建住宅の多くが該当⇒木造戸建住宅の多くが該当

• 四号特例制度（建築基準法第6条3項）

「 号建築物 建築士 設計 た建築物 は 構造図「四号建築物で建築士の設計した建築物」は、構造図面
や構造計算書など一部の提出図書がなくても確認済証が
下りる下りる。

「図書省略＝構造計算省略」と混同して解釈される場合がある
現在の木造軸組住宅の生産では、意匠設計者は間取りのみの設計を行現在の木造軸組住宅の生産では、意匠設計者は間取りのみの設計を行
い、プレカット工場は伏図の設計、架構(加工)の検討を行うだけで、木構
造としての構造の検討をしないケースが少なからずある。



四号建築物の構造安全性の担保は四号建築物の構造安全性の担保は
誰がしているのか？

四号建築物に対して四号建築物に対して

構造計算（許容応力度計算）をかける

四号建築物の構造性能の現状を明らかにする。

（プレカ ト 場に来た図面をもとに調査を行 た）（プレカット工場に来た図面をもとに調査を行った）



調査対象

 関東・東海地方をエリアとするプレカット工場で加工された物 関東・東海地方をエリアとするプレカット工場で加工された物
件から、2階建て木造軸組住宅の四号建築物に限り、無作為
に選んだ100物件を調査対象とした。使用した図面はプレカッに選んだ 物件を調査対象とした。使用した図面はプレカッ
ト工場に来たもので分析を行った。

調査方法調査方法
 「木造軸組工法住宅の許容応力度設計（2008年版）」にもと

づき、構造計算ソフト（富士通エフ・アイ・ピー㈱社製き、構造計算ソフト（富士通 フ アイ ピ ㈱社製
「STRDESIGN」）を使用し、許容応力度計算をおこなった。

 基礎の計算は除く。

 出力された構造計算書をもとにエラーを抽出し、データベー
ス化した。

エラーとは
ⅰ)建築基準法の規定を満たさないもの
ⅱ)許容応力度計算に基づくもの(部材・接合部等)ⅱ)許容応力度計算に基づくもの(部材 接合部等)

設計応力
許容応力

≧1.00 (検定値)



構造調査(100物件)

 構造計算結果のデータベース化

 エラーチェック図の作成

エラーを各階の構造伏図(土台伏図、2階床伏
図 小屋伏図)に記入し エラ の可視化やエラ図、小屋伏図)に記入し、エラーの可視化やエラー
箇所数の集計を行った。

 エラー要因の検討

各エラーに対し長期要因21個、短期要因30個の
中から抽出し 設定した中から抽出し、設定した。

エラーチェック図



エラーチェック図エラ チェック図
鉛直構面



エラーチェック図
水平構面水平構面



エラーチェック図
部材・接合部



エラー集計方法

エラー種類 方向 荷重条件 応力の種類
壁量(46)

偏心率(46)
許容応力度計算 偏心率(許) X±Y± 地震・風

母屋 長期・短期・風 たわみ・引抜

建築基準法
46条規定

X+Y+

母屋 長期・短期・風 たわみ・引抜
梁桁 曲げ・たわみ・せん断
柱 曲げ・座屈

梁仕口 長期・短期
梁継手

長期・短期

せん断・引張

部材

梁継手
柱頭金物
柱脚金物
鉛直構面

短期
引抜

せん断 引張

地震 風

接合部

構面

X±Y±

X±Y±
鉛直構面
水平構面

地震・風構面 X±Y±

ⅰ)建築基準法46条壁量・偏心率のエラーは、「X方向とY方向いずれかのエラー」)建築基準法 条壁量 偏心率 ラ は、 方向 方向 ずれ ラ 」
の場合は1カウント。 「両方向ともエラー」の場合は2カウントとする。

ⅱ)許容応力度計算の偏心率エラーと構面のエラーについては、「+方向と－方向
いずれかのエラー」と 「両方向ともエラー」共に1エラーとする。いずれかのエラ 」と 「両方向ともエラ 」共に1エラ とする。

ⅲ)エラー数とはⅰ)ⅱ)を満たし、一つの部材・接合部に複数のエラーが検出された
場合、複数個のエラーをカウントした数とする。

ⅳ)エラ 箇所数とはⅰ)ⅱ)を満たしたものと エラ チェック図を基に部材・接合部・ⅳ)エラー箇所数とはⅰ)ⅱ)を満たしたものと、エラーチェック図を基に部材・接合部・
構面のエラーがある部位、通りを手拾いでカウントした数とする。(構面で同じ番付
に地震・風のエラーがあった場合、1カウントとなる。



調査結果－全般

• 100物件全てでエラー有

⇒どの物件も許容応力度計算ではなんらかのエラーが出る。

（ただし木造は安全率を高く設定しているため、必ずしも

即危険とは限らない）即危険 限 な ）

• 意匠設計者による構造伏図なし ＝84物件

⇒架構を考慮した設計がされていない可能性

③

①基準法を
満たさないもの

構造計算に基づくもの

架構を考慮した設計がされていない可能性

梁仕口/梁継手
柱頭・柱脚金物

②接合部

梁桁/柱/母屋

③部材

46条壁量
46条偏心率

満たさないもの

4分割OK
4分割NG

④偏心率

水平構面
鉛直構面

⑤構面

構造計算で検出されるエラーの種類



調査結果－建築基準法の壁量を満たさないエラー

＜46条壁量＞

施行令第46条壁量規定を満たさないものが少なからず存在した。

・壁量不足の分類

①元より壁量自体が不足するもの

平面図における耐力壁の表記をもとに計算したが、図面上で

耐力壁の量が不足しているもの。

②耐力壁とみなせないもの

簡易的壁量計算では問題なく基準法を満たしているが、②を算 問 準法 、②

除外して構造計算を行うとエラーが検出



調査結果－鉛直構面のエラー種別内訳



調査結果－水平構面のエラー種別内訳



調査結果－荷重条件別エラー数・検定値（部材）

母屋 柱梁桁母屋 柱
たわみ 曲げ たわみ せん断 座屈 平均 合計

エラー数 2 114 153 1 0 270

梁桁

長期
検定値 1.46 1.22 1.36 1.22 0.00 1.32

エラー数 2 281 167 20 12 482
検定値 1 40 1 38 1 40 1 13 1 14 1 29

長期

短期
検定値 1.40 1.38 1.40 1.13 1.14 1.29



調査結果－荷重条件別エラー数・検定値（接合部）

梁仕 柱頭金物 柱脚金物
長期 短期 短期 短期

せん断 せん断 引抜 引抜

梁仕口

せん断 せん断 引抜 引抜
エラー数 85 267 6 20

検定値平均 1.24 1.33 1.25 1.19

※柱頭柱脚金物のエラーは引抜力が35ｋNを超えたものをNGとした（HD
金物では短期許容引張体力が35ｋＮまでの製品が一般的なため）金物では短期許容引張体力が35ｋＮまでの製品が 般的なため）。



調査結果－荷重別構造要因割合



調査結果－階数別構造要因割合（鉛直構面）調査結果－階数別構造要因割合（鉛直構面）



調査結果－荷重別構造要因割合（水平構面）調査結果－荷重別構造要因割合（水平構面）



調査結果－階数別構造要因割合（水平構面）調査結果－階数別構造要因割合（水平構面）



調査結果－部材エラ の構造要因項目内訳調査結果－部材エラーの構造要因項目内訳



調査結果 接合部エラ の構造要因項目内訳調査結果－接合部エラーの構造要因項目内訳



調査結果のまとめ

• 四号建築物の構造品質において

 許容応力度計算を行っていない四号建築物を計算すると 許容応力度計算を行っていない四号建築物を計算すると、
ほぼすべての物件にエラーが検出された。

 仕様規定を満たさない物件も複数検出された 仕様規定を満たさない物件も複数検出された。

 仕様規定を満たしていても、許容応力度計算を行うと何らか
の計算上のエラーが多くの住宅に存在することがわかった。の計算上の ラ が多くの住宅に存在することがわかった。

ただし、プレカット工場に来た図面をもとにしているため、必ずしもその
まま建物が建 ているかの確認はできていないまま建物が建っているかの確認はできていない。

さらに木造の安全率などを考慮した、四号建築物の構造品質の担保
についてより詳細に検証する必要があるについてより詳細に検証する必要がある。



構造計算をしていても事故になって
しまうケ スもあるしまうケースもある。

・構造計算は構造計画がしっかりとされている物件で、
はじめて正しい答えが出る。
ただ ト 計算しさえすれば答えが正し とは限らなただソフトで計算しさえすれば答えが正しいとは限らない。

・構造計算には適用範囲がある。



１階平面図



２階平面図



立面図



１階チェック図
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２階チェック図の作成その２



１階床伏図



２階床伏図

3次梁3次梁



小屋伏図

小屋荷重も2階床梁に小屋荷重も2階床梁に
直接伝わっている



母屋垂木伏図



許容応力度設計による長期のたわみ ほ－⑥の累積変位は5ミリ

クリープ変形を考慮すると10ミリ以上の変形が考えられる



３次梁

２次梁

３次梁

１次梁

梁の両端部は原則として柱で支持する。梁の両端部は原則として柱で支持する。

１次梁を柱に代わって受ける梁を２次梁と呼ぶ。

２次梁を柱に代わって受ける梁を３次梁と呼ぶ。



床傾斜

変位

たわみたわみ

１次梁の変位寸法はたわみ寸法より大きくなる。次梁の変位寸法はたわみ寸法より大きくなる。

床傾斜は変位で計測する。床面の３次梁は注意が必要。

床傾斜が3/1000を超えないように注意が必要。



目的

住宅の品質を担保するた
めには、設計者とプレカット
技術者 協働が必要 自己チ ック技術者の協働が必要で、
その仕組みづくりと木造住
宅設計者育成が必要

自己チェック

宅設計者育成が必要

第3者チェック
（後工程との協働）

住宅の設計にあたり協

（後 程 協働）

担い手像

住宅の設計にあたり協
働を可能とする、設計者
とプレカット技術者とプレカット技術者

その仕組みとして

木造住宅検定

その仕組みとして



デザインレビュー案

１階平面図



デザインレビュー案

2階平面図



デザインレビュー案



デザインレビュー案

2階平面図



デザインレビュー案
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デザインレビュー案

１階床伏図



デザインレビュー案

２階床伏図



デザインレビュー案

小屋伏図



デザインレビュー案

母屋垂木伏図



Ｂｅｆｏｒｅ ＆ Ａｆter １階平面図



Ｂｅｆｏｒｅ ＆ Ａｆter 2階平面図



Ｂｅｆｏｒｅ ＆ Ａｆter 立面図



Ｂｅｆｏｒｅ ＆ Ａｆter 立面図２



Ｂｅｆｏｒｅ ＆ Ａｆter １階床伏図



Ｂｅｆｏｒｅ ＆ Ａｆter ２階床伏図



Ｂｅｆｏｒｅ ＆ Ａｆter 小屋伏図



DR案の材積の評価
▲8.2％

1.1094㎥ 1 0816㎥

13.3867㎥ ▲1.098㎥

▲8.2％

1.1094㎥ 1.0816㎥
12.2887㎥

4.0169㎥ 3.6065㎥

6.6036㎥ 5.7577㎥

1.9568㎥ 1.8429㎥



木造住宅検定
建主の要望を満たす意匠設計と

合理的で安全な架構を両立させる

技能検定～設計者の育成の仕組み

木造住宅設計検定
意匠設計者を主な対象

架構を踏まえた設計の技能検定

木造住宅架構検定

ﾃﾞｻﾞｲﾝﾚﾋﾞｭｰによる協働の仕組

木造住宅架構検定

木造の架構・構造設計者を対象木造の架構 構造設計者を対象

木造住宅構造設計の技能検定

ﾃﾞｻﾞｲﾝﾚﾋﾞｭｰによる協働の仕組ﾃ ｻ る協働 仕組



地域の家づくりサポートセンターとデザインレビュー地域の家 くりサポ トセンタ とデザインレビ

デザインレビ

地域の家づくりサポートセンター：サポートメニュー

・デザインレビュー

木造住宅架構検定2級以上、木造住宅架構設計技術者

検定2級以上によるデザインレビュー

木造住宅架構基準を盛り込んだ住宅専用CAD・木造住宅架構基準を盛り込んだ住宅専用CAD

による実施設計

・構造設計（構造図作成、壁量設計又は許容応力度計算）

・性能設計 ・コスト設計 ・意匠実施設計

・各種プレゼンテーション

・各種申請サポート

・長期優良住宅申請サポート

・住宅性能表示制度申請サポート

・フラット35申請サポート

・住宅履歴の蓄積

・各種セミナー等開催


