
「まもり伝えていくもの」 

～100 年住宅を目指して～ 

 

            秋田県建築士会 

               池田 佐保 

 

私は秋田県で木造住宅をメインに工事をして

いる工務店の経営をしております。 

今回発表の場をいただき当社で行っている住

宅造りについてお話させていただきたいと思い

ます。100 年住宅をめざしてということで当社

は 30 年前から住宅の省エネルギー化・耐久性等

のある住宅づくりを考え、勉強や実践にて住ま

いづくりのお手伝いを行ってきました。 

省エネ

ルギー住

宅につい

てはヨー

ロッパは

日本より

20 年 以

上先の進

化をして

おります。     参考）パッシブハウスジャパン 

それは国での環境問題やエネルギー事情により

深められ研究され国として省エネルギー住宅の

推進を行い、人が快適に住める温熱環境づくり

の研究また基準による実践に行いより良い環境

つくりが推奨されております。有名なところで

はドイツの規格であるパッシブハウスは「気候

変動を止めるため、これからの家の燃費は抑え

ないといけなく、そのために必要なエネルギー

効率設計をする」という厳しい基準を満たした

建物の省エネ基準です。蓄積されたノウハウを

オープンにし現在ではヨーロッパを飛び出し各

地の気候風土に合わせながら進化し世界中で普

及し始めています。 日本でも 30 年以上前から

北海道では環境による必要性もあり省エネルギ

ー住宅への取り組みが行われています。当社は

北海道の室蘭工業大学元教授の鎌田紀彦先生が

立ち上げた(社)新木造技術研究協議会（高断熱

を基本性能にした住宅技術を研究開発し、オー

プン工法として公開提供している民間の技術開

発団体です）に入り高気密高断熱の考え方を学

び、より安価で高品質な住宅づくりを実践して 

きました。国としては震災後エネルギー状況の

変化等があり性能やエネルギーについて考える

ようになり、ZEH・LCCM・など省エネルギーの考

えが広ま

ってきま

した。現

状では戦

後以降の

20 年 建

て替え時

代ではな

く、永く快適に住める住宅造りが重要とされて

きてます。しかしまだまだ世界の国には及ばな

い基準の中対策が求められてきています。また、

高気密高断熱住宅を考えた時に気密は考えなく

ても良いのではないかという考えもありますが、

断熱や工法により異なる場合もありますが、一

般的には対として考えたほうがより性能向上が

出来ます。同じ UA 値でも気密性能のより Q 値は

変動をします。また計画換気や暖冷房計画も行

いやすくなります。 

 耐久性などについては、耐久性では防水処理

が重要になります。いくら省エネルギー住宅で

も透湿防水の考えがしっかり反映していないと

木造住宅は腐朽します。水の流れ・空気の湿気

等の流れを考えることが重要になります。耐震

性では認定長期優良住宅の普及又多くの地震に

より命を守る耐震性はより重要に考えられるよ

うになりました。快適性では当社では永く使用

でき経年

変化を楽

しめるよ

うに無垢

材や自然

素材を提

案させて

いただい

ておりま

す。また省エネルギー性にもリンクしますが太

陽に素直な設計は自然エネルギーを取り込む中

でお財布に優しい住宅としても重要になってい

ます。 
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 住宅を考えるにあたり様々な事を考えなくて

はなりません。年々新しく良い製品また施工方

法が出てきます。アンテナをはり、得た情報を

見極めることの重要性を感じます。 

最後に

当 社 が

12 年 前

に施工し

た住宅の

ご説明を

させてい

ただきま

す。 

平成 21 年 第三回サステナブル住宅賞の 

国土交通大臣賞をいただいた住宅です。 

住宅性能値は Q 値 0.64W/㎡ K 

C 値 0.1 ㎠/㎡ 

年間暖房エネルギー1537KWｈ 

（灯油消費量換算で 160ℓ） 

CASBB  S ランク 

コンセプト 

・100 年住宅をめざしたプラン 

一般的な 40 坪台で結婚～子育期～介護期等

にわたる住宅のあり方を考えたプランづくり 

（室蘭工業大学元教授鎌田紀彦先生監修） 

・省エネルギーをめざして 

（国内流通で手に入る製品で） 

基礎断熱： 

発砲プラス 

チック保温板 

A 種押出法ポ 

リスチレンフ 

ォーム保温板 

外部・内部 

  各 100 ㎜ 

壁：高性能 

グラスウール 

24ｋ200 ㎜ 

＋高性能 

グラスウール 

32ｋ30 ㎜ 

屋根：高性能グラスウール 24ｋ400 ㎜ 

玄関ドア：ガデリウス スエドア 

熱貫流率 1.0 以下 

外部窓：ガデリウス エリートフェンスター 

           熱貫流率 1.5 以下 

 外部窓補強：ハニカムサーモスクリーン 

 計画換気：第一種熱交換システム換気 

           熱交換率 90％ 

     地中熱採集管 利用 

・自然エネルギーとバイオマスを活用する 

 建物配置・平面計画による日射取得 

暖房用薪ストーブ兼ペレットストーブ 

日射熱収集壁 手動型 

太陽熱給湯 

・地場産材を利用する 

地場産材の秋田スギ無垢材を大工さんの 

 手刻みで施工を行っております。 

躯体：秋田スギ無垢材 

外壁：秋田スギ 赤身無垢材 

床：秋田スギ無垢材 

天井：秋田スギ 純白無垢材 

壁：秋田産珪藻土塗壁 

塗料：自然系塗料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

室内温度は厳寒期の不在時で無暖房状態で一週

間置いても 10～15 度以下には下がらない環境

です。また住宅のどこにいても温度差の感じに

くい空間になっています。 

100 年住宅を目指すためには様々な要素があ

ります。日々進歩の中、偏ることなく快適な住

づくりを提案し永くこれからの世代に受け継が

れる住宅が必要だと思います。古く良い建物も

状態により、断熱耐震改修も行います。 

建築士会に参加させていただき様々なお話を

することができ今回お声をかけていただきまし

た。まだまだ学ぶことが多い若輩者ですがこれ

からの活動を通じてより良い住まいづくりのご

提案が出来るように精進していきたいです。 
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「常安寺五重塔～構想から建立まで～」 

 

            山形県建築士会 

              原田 江美子 

 

山形県天童市、天童駅近くの常安寺の境内に

建立途中の五重塔があります。 

山形県内での五重塔建立は１８８３年の善宝寺

（鶴岡市）以来１３６年ぶりで、内陸部では慈

恩寺（寒河江市）と阿久津八幡神社（高畠町）

に三重塔があるが、五重塔は初めてという。 

常安寺五重塔は完成すれば高さ３２．７２４メ

ートとなり、鶴岡市にある国宝の羽黒山五重塔

（29・2 メートル）を抜き、鶴岡市にある重要

文化財の善宝寺五重塔（36 メートル）に次ぐ県

内２番目の高さとなります。 

五重塔建立は大きな話題となり、地元新聞でも

数多く取り上げられています。しかし、驚くべ

きことは、莫大な建設費用（金額非公開）を檀

家の寄付を募ることなく自費で賄っているとい

うことです。 

常安寺の松岡康雄住職は２００１年の住職就任

時から五重塔の建立を検討していました。当時

から日本全国の五重塔を見て周り、２００５年

から約１０年かけ住職自ら２８００石の青森ヒ

バを買付したといいます。 

 

「なぜ五重塔なのか？」 

本久山常安寺 第二十二世住職 松岡 康雄 

五重塔は、今のお墓の原型である五輪塔に由来

しています。五輪とは、命をはぐくむ、森羅万

象の五大要素で、空―空間、風―大気、火―太

陽、水―海・雨、地―大地を意味します。 

その五輪塔が木の板になったのが、お墓に供え

る「塔婆」であり、立体的な巨大な構築物にな

ったのが、「五重塔」ともいえます。 

その意味で、お寺の境内に五重塔が立つのは何

ら不思議ではありません。常安寺五重塔の中の

五輪塔（塔婆と同じ形）は常安寺古跡の骨塔（江

戸時代天明年間の無縁仏供養塔）を移設したも

のです。無縁のお骨であっても、五重塔の中心

で、「命をはぐくむ森羅万象」に守られて、永

代に、安らかにご供養されてゆかれます。合掌 

【設計主旨】 

関設計 代表 関 清 

今から、ちょうど４年前に、御住職から、設

計のお話があった際に、国内のいずれの木造の

五重塔も同じに見えるとのご指摘があり、木割

りの手法を見直すところから始まりました。参

考としたのは、国宝の京都「醍醐寺の五重塔」

です。通常のタルキより一回り大きくし、タル

キ間も広く取りました。醍醐寺の持つ様々な手

法を取り入れ、他の五重塔とは一線を画す、大

胆でシンプルな塔を目指しました。 

大切な構造設計については、東京大学腰原幹

雄教授の研究室を中心に「五重塔研究会」が発

足し、数か月間熱心に議論を重ねてきました。

姿・形である意匠と耐震等の構造で、出来る、

出来ない、の試行錯誤の末に、純木造（総青森

ヒバ）による構造計算が成り立ちました。これ

により、建築確認申請に構造計算が不可欠とな

って以来、初めて純木造での五重塔が認められ

たのです。    （2018.5.12 山形新聞より） 

御住職は高さにこだわりがあり、３２．７２４

メートルにしてくれとの要望があったそうです。

３２．７２４メートルつまり１０８尺です。 

１０８とは煩悩の数ではなく、一年の季節の変

化の数に因んでいるといいます。 

そこから、大きめの相輪、各層の屋根のバラン

スを考慮して全体像をまとめたということです。 

 

完成予想パース
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木割りの手法を見直す、とありますが、宮大工

の間で常識とされている木割りは、一層上がる

毎に三本タルキが少なくなる三枝落という支割

りが用いられています。しかし、常安寺五重塔

は二枝落の支割りが使われています。二枝落で

建てられた五重塔は、法隆寺（奈良）室生寺（奈

良）醍醐寺（京都）だけなのです。 

施工を請け負っているのが、酒田市で社寺建築

を中心に展開している株式会社モトタテです。 

そんな宮大工の集団に木割りが受け入れてもら

えるのかという不安があったと設計者の関氏は

いいます。 

工程 

２０１６．９～ 基礎工事開始 

２０１７．１～ 木材加工開始 

２０１７．９～ 初層加工開始 

２０１７．１２ 初層地組見学会 

２０１８．５～ 建方開始 

２０１８．７  相輪（山形鋳物）火入式 

２０１８．１１ 心柱 立柱式 

２０１９．８  完成 

心柱は３本継で構成されており、一番太いもの

で５２０φ樹齢約２５０年。これを八角形に加

工し使用する。 

１１月に予定されている立柱式では、四層目の

台輪完成後２本継まで、五層目の台輪完成後最

後の１本が立てられる予定。 

今回は、５０t クレーンを使って、心柱を建て

る予定ですが、重機のない時代は当然、全て人

力だった訳ですから脱帽です。 

五輪塔を囲む壁は板壁とダボで構成されており、 

構造計算の結果、板壁５０mm、ダボ１８φのも 

 

初層五輪塔移設部分 

のが１００＠で入っていて、震度７の地震や風 

速３０メートルの風にも耐えられる設計となっ

ています。 

かつて、多くの歴史的木造建築物は落雷による

火災で焼失してしまいました。常安寺五重塔で

は、避雷針を設置し、難燃と防蟻の効果がある

塗料（ＮＦＰ）を使用しています。 

また、修復工事などで目にする屋根部分は、雨

による腐食も深刻でした。常安寺五重塔では銅

板葺下地にルーフィングを使用し雨対策をして

います。 

このように、意匠的な伝統を守りつつ、現代の

技術をもって、弱いところを補っている、まさ

に、伝統技術と現代技術の融合ともいえる常安

寺五重塔。この五重塔は今後５００年、６００

年１０００年と残り続けることでしょう。 

その建立をこの目で見る事ができるというのは

素晴らしい事です。 

完成まで、いや、完成後も見守っていきたいと

思います。 

 

二層目部分 
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「天然乾燥国産桧５寸の家」 

 

            福島県建築士会 

              酒井 美代子 

 

工務店・㈱グリーンライフと林業と 

製材所・㈱赤井製材所が一体となった家づくり 

2017 地松プロジェクト 

   →無垢材の活用、山の活性化 

Blox 工法発表 

2018 Blox 工法・全国展開へ 

   各地域で勉強会開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『Blox』とは… 

“Blox”は、間取りを構成する「Blok」と、 

同じ大きさの箱「Box」を重ね合わせることで、 

構造の安全性と間取りの可変性を可能にした 

家づくりへのこだわりを表した言葉です。 

※㈲遊建築設計者との共同企画・制作です 
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「まもり伝えるため、頑張ってます！」 

～宮城県ヘリテージマネージャーの活動～ 

              宮城県建築士会 高橋直子 

 

 宮城県建築士会では平成 25 年から４年間、ヘ

リテージマネージャー講習会が行われました。受

講終了後、実践の場を通して各自のスキル上達の

ために、各方面からの協力のもといくつかのプロ

ジェクトを行ってきました。今は少数精鋭の観が

ありますが、ヘリマネ講習会の復活も含め、宮城

のまもり伝えたい景観のため、頑張っている様子

をお伝えします。 

1．村田町伝建地区における伝統様式調査 

 宮城県内唯一の伝建地区のある村田町の文化

財担当者である伊藤さんとは、ヘリマネ講習や女

性部会の勉強会の講師としてのお付き合いがあ

りました。村田町では伝建地区指定後、修理工事

を行う現場が増えており、様々な相談が町に寄せ

られています。修理工事の際に欠かせないのが、

伝統的ディテールの仕様です。しかし、選定後間

もない村田では、まだディテールシートは出来上

がっていませ

ん。そこで士会

への協力要請が

村田町からあ

り、また、我々ヘ

リマネが実践技

術向上の機会と

いう意味も含め 

伝建地区内の建具・外壁・塀・門などのディテー

ルの実測・浄書作業を行いました。 

 総勢 15 名の参加で、9 月から 12 月の週末に 7

回行い、各自の担当個所を実測・浄書しました。

完成図面をファイリングし、村田町に提出。 

また、各自の感想として、難しかった部分、気が

付いた箇所の共有を行い、有意義な実践講習とな

りました。 

 また、平成 29年 12月には村田町主催の講演会

「町並みにある建物のことを知ろう」には実測図

のパネル展示等で参加をさせていただきました。 

 今後もディテールシートの完成に向けて、追加

調査や時代ごとのディテールの勉強など、新しい

展開をする予定です。 

2．杜の都都市景観重要建造物の調査受注 

  ～旧針惣旅館の調査 

 平成 28 年に、仙台市から杜の都都市景観重要

建造物候補としての建物調査依頼の打診を受け、

建築士会のヘリマネメンバーにて取り組もうじ

ゃないか、という事になりました。仙台市へ建築

士会から正式に見積を提出し、平成 29 年 8 月か

ら 12月にかけて、6名のヘリマネで実測調査・浄

書を行いました。 

 建物は奥州

街道に面し、

仙台の入り口

である河原町

にあり、仙台

市内では数少

ない江戸・明

治期の店蔵が並ぶ町並みに位置しています。街道

沿いに明治中期の店蔵、奥に昭和 7年の主屋が続

きます。昭和末頃まで旅館と下宿を営み、土井晩

翠や市川房江などの文化人も多く逗留していま

した。座敷にはゆかりの書などが掲げられていま

す。 

平成 26 年のヘリマネ講習会の際、実践研修の

場として調査を行わせていただいたご縁から、前

述のような受注に至りました。受注内容は配置・

平面図・ファサードの実測図の作成でしたが、今

回も技術向上もかねて、断面や立面などの作成を

積極的に行い、所有者にも大変喜んでいただきま

した。私たちメンバーも、木構造の不明な点を話

し合い、納得し、凝ったディテールを身近に見、

濃い時間を過ごすことができました。やはり、写

真を撮るのとは違い、スケッチを起こすことは

「建物を理解する」ことに近づくことを再確認し

ました。 

この調査をもとに、平成 29年 12月に杜の都都

市景観重要建造物に指定され、実測調査を基にし

たレリー

フが所有

者に手渡

されまし

た。 

  

⇒レリー

フの原図 
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