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プロジェクト名

（平成 30 年度）

補助種別

提案の
概要

木 造 化

提案者（事業者）

ＣＬＴ晴海ＰＪ
（都市から地方へ）
三菱地所株式会社

設計者

三菱地所設計・隈研吾建築都市設計事務所

施工者

三菱地所ホーム

建設地

東京都中央区晴海３丁目２番地 22 号（移設後＝岡山県真庭市）

A. プロジェクト全体の概要
東京オリンピック・パラリンピック期間中、選手村（中央区晴海）至近の立地に、当該 CLT 建築物
を建設するとともに、施設内で C LT 関連の催事、展示等を行うことにより、国内外からの来街者に
対し、国産 C LT についての PR、認知を図る。
また、東京オリンピック・パラリンピック終了後は、
「C LT で地方創生を実現する」観点から、当該
C LT 建築物を岡山県真庭市に移築し、恒久的な C LT 施設として活用する。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
● C LT パネルと鉄骨、集成材の混構造構成による、催事場としてふさわしい新規性のある建築物の
実現。
●部材のユニット化を図り、現場での工期短縮を図るシステムの構築。
●解体・移築を可能とする接合ディテールの実現。
● C LT と鉄骨の接合部の耐力を要素実験・実大実験により確認し、構造接合部の任意評定を得るこ
とで実現する。

C. 提案のアピールポイント（次ページに掲載）

外観のイメージパース

評価の
ポイント

東京オリンピック・パラリンピック競技大会期間中、選手村至近の敷地に建設するプロジェクト。
競技大会前に竣工し、大会終了後当該建築物は、地方都市に移築し恒久的なＣＬＴ施設として
活用する計画である。
構造は、ＣＬＴパネルと鉄骨の混構造とし、要素実験・実大実験により構造強度等の確認、
解体・移築を可能とする接合部の採用、ガラス屋根や幕壁などの異素材との組み合わせによる
新たな工法を採用する。
防耐火に関しては、移築先についても配慮した設計としている。
施設内でＣＬＴ関連の催事及び展示等を行い、国内外からの来街者に対して国産ＣＬＴをＰＲ
し認知を図る計画であり、普及・波及効果が期待できる。
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C. 提案のアピールポイント

提案の

●今後日本で C LT を普及させるための主課題である鉄骨との混構造を採用し、新規性のあるデザイ

概要

ンを実現する。

●ガラス屋根や幕壁などの異素材との組み合わせによる新たな工法を実現することで、C LT の使用
可能性の拡大をアピールする。

銀座・築地
方面

晴海通り

選手村
計画地

環状２号

●東京オリンピック・パラリンピック期間中に選手村至近立地に当該 C LT 建築物を建設するととも
に、施設内で C LT 関連の展示・ＰＲを行うことにより、一般の方々へ C LT への認知・関心が広
がると考える。（C LT の普及）
●当該 C LT 建築物の設計は、三菱地所設計とともに、木造建築物の第一人者であり、新国立競技場
のデザインに携わる隈研吾建築都市設計事務所に依頼しており、広く一般の方々に対する影響も大
きいと考える。（C LT の普及）
●調達にあたり、関係会社等に対して行う場合については、３者以上からの見積りを取得することと
する。
●施設内の C LT 関連の展示・PR については、一般社団法人日本 C LT 協会に事業サポートを依頼す
る予定としており、現時点での最新国産 C LT を知って頂くために最もふさわしい企業と考える。
（既
に担当者レベルで協議を開始）
●東京オリンピック・パラリンピック終了後は、当該 C LT 建築物を解体し、岡山県真庭市に輸送・
再築することにより、C LT 建築物の恒久的な活用を行い、来場者への C LT の認知・関心を広げ
る（C LT の普及）とともに、本事業 C LT が都市部と地方を結ぶ地方創生の一端を担うと考える。
●岡山県真庭市（市長）は「C LT で地方創生を実現する首長連合」の共同代表であり、C LT の普及
促進に向けた支援制度などの取り組みにも積極的で、長期的な C LT 普及にも期待が持てる。岡山
県真庭市とは 2018 年内に本事業に関する基本協定を締結。
計画地

プロジェクトの

屋内展示棟

全体概要

パビリオン棟

配置計画
交差点に面した角地となる場所に道路からの離隔を取りながら
配置することで、周囲から建物の存在が認知されやすい計画とし
ている。またこの場所はオリンピック選手村の直近であり、オリ
ンピック期間を含め国内外の多くの人がこの建物を訪れること
で、日本の CLT 技術を世界にアピールできると考えている。

配置図

鉄骨（□—200 × 200）
鉄骨（H—200 × 200）
CLT（t ＝ 210）

１層目平面図

２層目平面図

平面計画
2,300 × 2,300 角のグリッドが縦に 9 列、横に 10 列並び平面を構成している。パネルは一層毎に 90 度ずつ向きが変
わるため、層ごとに平面形状が少しずつ変化する。テフカ膜で囲われた半屋内部は 296㎡となっており、対して屋根の
先端ラインで囲われた部分の面積は 601㎡となっている。ガラス屋根を大きく張り出すことで C L T や鉄骨部分へ雨水が
かかりにくくなり、建物の長寿命化に配慮した計画となっている。
C L T 晴海 PJ（都市から地方へ）—２

64

テフカ膜
フッ素系の高透過フィルムで、
本プロジェクトでは雨・風を凌
ぐため、パネル同士の隙間に張
力をかけて張る。本格的な建築
物への導入は本プロジェクトが
最初となる予定。

立面図
立面計画
合計 360 枚の CLT パネルを縦に 5 層積むことで高さ 18m 弱のパビリオンとしている。パネル同士の隙間の一部には
テフカ膜を張り、雨・風を遮り快適な室内環境を作ることに寄与している。屋根は強化合わせガラスで構成する。同じ単
位の反復だが、見る方角によって立面の表情が少しずつ変化する特徴がある。

ガラス屋根基本モジュール

ガラス支持方法

ガラス屋根上面

コーナー部方杖材

ガラス屋根伏図

ガラス屋根
本パビリオンのチャレンジの一つとして、C L T パネルの集積による木漏れ日のような光の状態を演出するため、屋根
をガラスで構成した。ガラス屋根は基本モジュールをグリッドサイズと同じ 2,300㎜× 2,300㎜とし、中央部は 12㎜厚、
はね出し部分を含む周辺部は 15㎜厚の強化合わせガラスで構成した。移築予定の真庭市は積雪 2.5 ｍが見込まれるため、
それをあらかじめ見込んだ構造強度となっている。またコーナー部では跳ね出すガラスを支えるために方杖材として丸鋼
で端部を支持している。水勾配は 1/100 とし、片流れで雨水を処理している。
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木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性
当該建築の先端性、先進性として「C L T と鉄骨の、解体・移築可能な接合部ディテールの
開発」が特徴となっている。具体的には C LT パネルへの接合金物取り付けまでを全て工場
で行うことにより、現場ではボルト接合のみでパネル同士を組み立てることができるように
した。これにより現場での作業量が大幅に減るとともに、木材の弱点である乾燥収縮による
接合部への影響がなくなり、一定期間使用後でも解体・移築が可能な構法を実現した。360
枚のパネル接合部ディテールを全て同じとすること、更には建設現場での地組み装置の開発
等の工夫を盛り込むことで、晴海では 3 週間程度で建て方を完了することができた。
CLT パネルのドリフトピン接合部における性能評

鉄骨ブラケットは 12㎜厚の鋼板台座プレートと

価を目的とし実験を実施。( 下部参照 )

接続しており、台座プレートには 9㎜厚のπ型ガ
セットプレートが溶接されている。

現場組立部
柱鉄骨と CLT パネル双方にブラケットを設け、高力ボルトによる
接合とする。真庭移築時にはボルトの取り外しのみおこなう。

ドリフトピンは上下 10 本ずつと中央に 7 本挿入

工場組立部
CLT パネルのスリットにπ型のガセットプレートを挿入し、

CLT パネルと台座プレートは面タッチとする。

ドリフトピン接合された状態で現場に搬入される。また、真
庭移設時にもドリフトピンが抜かれることなく運搬。

C L T パネル接合部詳細

CLT パネル接合部の性能評価実験状況

! ! ! !

! ! ! !

ユニット化の単位

地上地組みユニット
現場でのユニットの建て込み状況
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木造化・木質化の
取り組み
内容

波及性・普及性
当該建築の波及性・普及性として「C LT を梁として用いたこと」が特徴となっている。
CLT を鉄骨との混構造で用いる際、床材や壁材として評価した事例はこれまでも多くあるが、
同じ長方形の面材であるため、C L T に置き換わることによる意匠上の大きな飛躍はこれまで
あまり見られなかった。本プロジェクトを発端とし、今後オフィスビルをはじめとする大規
模な建築で CLT 独自の意匠表現の幅が広がることが期待される。
連続した CLT パネルによる
半剛接梁状要素

鉄骨柱
H-200x200

上部の剛性を追加するテンションロッド

CLT パネルによる
変形組立柱状要素

連続した C L T パネルで梁を形成

●構造計画
本計画は、鉄骨と C LT パネルからなる混構造である。架構形式としては、鉄骨柱の間を C LT パ
ネルがつなぐ組柱状要素と、連続した C LT パネルによる梁状要素からなるラーメンフレームによっ
て構成されている。
C LT パネルは壁材として使用されることが多く、梁材として用いられる例はこれまでない。また、
告示等による梁材としての設計方法の明文化も、なされていないのが現状である。そこで、実大サイ
ズの C LT パネルの性能試験を実施し、安全性の確認を行った。
移設計画に関して、晴海から真庭へ移設する際に、簡単に解体および組み立てができるような設計
とした。C LT パネル内においてはドリフトピンの数が多く、抜き差しが煩雑であるため、ブラケッ
トを設けボルト接合とすることで対応した。

加力方向と繊維方向を変えた要素試験体を用い
て引っ張り試験を実施（写真左）
繊維の角度による耐力および剛性（変形しやすさ）
の差異は小さいことを確認。

大試験体に対して水平方向加力試験を実施（写
真右）

ドリフトピンを多数本打ちした場合の耐力および
剛性を確認。また、破壊性状ではドリフトピンの変
形に伴う粘り強い破壊が確認された。(CLT パネル
自身の破壊に伴う急激な耐力低下はみられなかっ
た )。

C L T パネル接合部の性能評価試験状況
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移築後のイメージ（レストランとして）

移築後のイメージ（結婚式場として）

プロジェクト
データ

提案者（事業者・建築主）
、設計者・施工者、建設地は
扉頁参照

移築後のイメージ（グランピング施設として）

階

数：パビリオン棟／地上１階、屋内展示棟／地
上２階、展示別棟／地上１階

構造用木材使用量：780.68㎥（パビリオン棟 235.15
建物名称：C LT 国内展開実証 PJ ／パビリオン棟・屋
内展示棟・展示別棟
主要用途：展示場

棟 235.15㎥、屋内展示棟 472.04㎥、展示

主要構造：木造化（□軸組構法
太組構法

□枠組壁工法

□丸

別棟 0㎥）

■その他（木造（C LT 造）・鉄

骨造）
）

事業期間：令和元年 2 月～令和元年 9 月

防火地域等の区分：■防火地域
22 条区域

㎥、屋内展示棟 545.53㎥、展示別棟 0㎥）
うち CLV、LVL 等の使用量：707.19㎥（パビリオン

□準防火地域

□法

□その他の地域

耐火建築物等の要件：■耐火建築物

補助対象事業費：22,864 千円
補助限度額：11,432 千円

□準耐火建築物

（60 分耐火） □準耐火建築物（45 分耐火）
□その他の建築物
建築面積：1,379.81㎡（パビリオン棟 601.38㎡、
屋内展示棟 734.13㎡、展示別棟 44.30㎡）

大江戸線
勝どき駅

り
通
海
晴

敷地面積：3,368.884㎡

延べ面積：1,633.76㎡（パビリオン棟 601.38㎡、
屋内展示棟 998.08㎡、展示別棟 44.30㎡）
軒

高：パビリオン棟 17.276m、屋内展示棟 8.955m、
展示別棟 2.772m

最高の高さ：19.67m（パビリオン棟 17.886m、屋内
展示棟 9.425m、展示別棟 2.972m）
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計画地

