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１．事業概要
１．１ 事業名
平成 30 年度 林野庁「CLT 等新たな木質建築部材利用促進・定着事業のうち CLT 建築物等の設
計者等育成」

１．２ 事業目的
CLT を用いた建築物の竣工件数は増加傾向にあるが、今後一層の CLT の需要拡大を進めるために
は、設計者等の実務者数を増やすことが重要である。しかしながら、これまでに開催されたイベント
や講習会は東京や主要都市での開催が中心であり、地方都市を拠点とする設計等は参加が困難であっ
たため、全国に展開する講習会が望まれていた。そのため、本事業は CLT の需要拡大に必要な設計
等を育成し、CLT という新たな木質建築部材への理解と、受講者が CLT パネル工法を用いて設計が
できるようになるための講習会を行うことを目的とした。また、設計者等の育成が CLT の実需に効
果的に結び付くよう、併せて必要な普及・啓発活動も行った。

１．３ 実施概要
（１）CLT 建築物の設計者向け講習会の開催
全国７会場にて、2 日間で CLT パネル工法ルート 1 を学ぶ講習会を開催。可能な限り CLT 建
築物の見学会も組み込んだ講習会とした。また長崎県からの要請で、2 日間の講習を 1 日にまと
めた講習会も実施した。
（２）CLT アイディアコンテストの実施
当協会主催で CLT アイディアコンテストを年１回開催し、平成 30 年度で 4 回目の開催となっ
た。このコンテストに設計部門を設け作品を募集し、CLT への関心を高めた。募集した作品から、
有識者を中心とする審査員により授賞作品（農林水産大臣賞等）を決定し、表彰式を執り行った。
（３）設計施工マニュアル等の整備
「2016 年版 CLT を用いた建築物の設計施工マニュアル」等について、告示改正等の最新の技
術的知見の反映を図った。
（４）
「平成 30 年度実施 CLT 関連林野庁事業成果報告会」の開催
平成 30 年度に実施された CLT に関する林野庁委託・補助事業のうち 13 事業についての成果
報告会を開催した。
なお、各取り組みにおける詳細は以降の章に示す。
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２．CLT 建築物の設計者向け講習会の開催
２．１

目的と実施内容

本事業では CLT の需要拡大に必要な設計等を育成するために、2 日間の講習会を全国 7 会場、1 日
の講習会を 1 会場で実施した。講習会の内容検討や会場・講師等の選定にあたっては、委員会とワー
キンググループを設け、有識者および実務者の意見を得ながら進めた。
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２．２ 委員名簿
平成 30 年度林野庁「CLT 等新たな木質建築部材利用促進・定着事業のうち CLT 建築物等の設計者
等育成」
CLT 設計者育成 委員会 委員名簿
（順不同）
委員長

有馬 孝禮

東京大学 名誉教授

委

木村 行道

（公社）日本建築士会連合会 常務理事

菊地 良一

（公社）日本建築家協会 参与

金子 弘

（公財）日本住宅・木材技術センター 専務理事

永田 顕聖

（一社）木を活かす建築推進協議会 事務局長

員

行

政

林野庁林政部木材産業課

協

力

（株）ドット・コーポレーション

事務局

（一社）日本 CLT 協会

CLT 設計者育成 作業部会（WG） 委員名簿
（順不同）
作業部会長

青木 謙治

東京大学 准教授

委

山辺 豊彦

（有）山辺構造設計事務所

宮崎 淳

（株）日本設計 技術管理部 シニアマネージャー

渡邉 須美樹

（株）木構研 代表

鈴木 秀治

（特非）建築技術支援協会

中越 隆道

中越建築設計事務所

員

行

政

林野庁林政部木材産業課

協

力

（株）ドット・コーポレーション

事務局

（一社）日本 CLT 協会
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所長

２．３

講習会の検討および実施

委員会での議論を踏まえて WG で具体の検討を進め、講習会テキストを以下の内容で作成した。
２．３．１ 対象者
CLT の設計の経験がないが、
CLT の設計に取り組んでみようと考えている意匠の設計者を想定し、
これまでに木造を設計したことのない設計者も対象とする。
２．３．２ ゴール
CLT パネル工法ルート 1 の設計方法を理解する。
２．３．３ 講義の時間数
2 日間で 10 時間程度とする。
２．３．４ 講習で扱う範囲
CLT パネル工法のルート 1 について扱う。巻末資料として準耐火構造まで含めたテキストを用意し、
意欲のある方には次の設計ステップを示している。
２．３．５ テキストの構成・編集方針
告示の順を追った構成とするのではなく、意匠設計者が設計イメージをつかみやすい構成とした。
また、テキストは既存の資料の再構成を基本とし、必要に応じて文章や資料の追加作成を行う。さら
に、テキストに加えて実際の設計の際に確認が必要な数値を集めた「データ集」と、より細かな情報
等を入れ、踏み込んだ理解につながる「参考資料」も講習会で配布し、講習会後にも設計の際に手元
で役立つ資料となるよう作成した。
表１ 講習会テキストの構成
No.
概
要
と
構
造

項目

各
部
設
計
と
設
備
計
画

CLT を用いた建築物に対する理解

1

本講習会で対象とする CLT を用いた
建築物

2

CLT を用いた建築物と CLT パネル工法

No.
各部設計（外部）

19

CLT パネル工法の耐久設計の必要性

20

CLT パネル工法の耐久設計のクライ

と「ルート 1 パネル工法」
3

4

テリア

「ルート１パネル工法」の架構上の特
徴－１

21

構成要素

CLT パネル工法の耐久設計の具体的
対応

「ルート１パネル工法」の架構上の特
徴－２

項目

22

耐久性能を考慮した各部設計

外壁

23

耐久性能を考慮した各部設計

土台

壁パネル割り

使用できる CLT 等についての理解

4

5

「ルート１パネル工法」で使用できる

24

CLT の仕様（JAS）
6

耐久性能を考慮した各部設計

接合

部まわり（防露対策）

建築関連法規上で定められている

25

CLT の仕様（基準強度他）

耐久性能を考慮した各部設計

その

他（水を多用する部屋／地盤・床下
／小屋裏・屋根／とい部分）

7

建築関連法規上で定められている

26

各部詳細

CLT の仕様（「ルート 1 パネル工法」
）
8

9

使用できるその他の木質材料（法規

各部設計（外部）部門における共通

上）

の参考資料

運搬・施工時の条件による CLT パネル

各部設計（内部）

の寸法の制約
10

入手できる CLT の仕様（CLT の生産状

27

遮音設計の必要性

況）
「ルート 1 パネル工法」の設計手法（躯体

28

各部詳細

床仕上げ・天井仕上げ

界壁の仕上げ

部分）
11

壁に関する設計ルール

29

各部詳細

12

床に関する設計ルール

30

内装制限

13

CLT 床パネルのスパンの目安

各部設計（内部）部門における共通

（歩行振動）

の参考資料

14

屋根に関する設計ルール

15

基礎および 1 階床まわりに関する設

設備計画

31

給排水設備等の騒音への対応

32

CLT 現し仕上げの場合の電気配線の

計ルール
「ルート 1 パネル工法」の接合部（躯体部
分）
16

方法
「ルート 1 パネル工法」で求められる

施
工
へ
の
理
解

接合部の性能とχマーク金物
17

18

各部の接合ルール

接合金物の選択に当たっての注意点

施工への理解

33

発注・施工図チェックのための CLT
パネルの加工についての理解

34

設計・監理に必要な施工についての
理解

材料・構造部門における共通の参考資
料

なお、テキストの全文は巻末の参考資料に示す。
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２．３．６ 演習
講習会には、演習も含めるが、講習会時は講師がポイントについて説明し、課題を持ち帰り後日提
出とする。敷地やプランは自由に設定してもらい、平面図、立面図、壁・床・屋根パネル図（割り付
けと金物の位置を明記）の作成を演習課題とする。提出された課題はすべて事務局で確認し、修正が
必要な点等をチェックして返却することで、受講者の理解のフォローアップを図った。
２．３．７ 修了者
演習課題を提出し、かつ希望した者については、CLT 協会 HP にて修了者の紹介をしている。
修了者紹介ページ（http://clta.jp/workshop-graduates/）

２．４

講師

２．４．１ 講師の選定
委員会および WG にて検討のうえ講師候補を選出し、それぞれの講師の都合等を鑑みて、各会場で
講師を依頼した。
２．４．２ 講師一覧
実際に担当した講師は次の表の通りである。
表２ 講師一覧（敬称略、
（ ）内は所属）
会場名
北海道会場
宮城会場

講師①
担当：構造と概要

講師②
担当：各部設計と
設備計画

講師③
担当：施工への理解

講師④
担当：CLT 建築物の
遮音マニュアル

鳥羽展彰

事務局

車田慎介

事務局

（銘建工業）

（日本 CLT 協会）

（銘建工業）

（日本 CLT 協会）

中越隆道

加納英範

木村光行

守時秀明

（中越建築設計）

（建築技術支援協

（木村建造）

（住友林業）

会）
東京会場

塩﨑征男

大倉靖彦

木村光行

河野友弘

（山佐木材）

（ｱﾙｾｯﾄﾞ建築研究

（木村建造）

（大和ﾊｳｽ工業）

所）
兵庫会場

渡邉須美樹

中越隆道

車田慎介

笠井祐輔

（木構研）

（中越建築設計）

（銘建工業）

（日本建築総合試
験所）

奈良会場

鳥羽展彰

大倉靖彦

車田慎介

笠井祐輔

（銘建工業）

（ｱﾙｾｯﾄﾞ建築研究

（銘建工業）

（日本建築総合試

所）

験所）
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岡山会場

鳥羽展彰

加納英範

車田慎介

森則理

（銘建工業）

（建築技術支援協

（銘建工業）

（大建工業）

会）
福岡会場

鳥羽展彰

栗原潤一

木村光行

江川隼太

（銘建工業）

（ﾐｻﾜﾎｰﾑ総合研究

（木村建造）

（ﾚｵﾊﾟﾚｽ 21）

所）
長崎会場

事務局
（日本 CLT 協会）

※長崎会場のみ 1 日開催のため、他会場とはプログラムが異なる。

２．５ 講習会の開催
２．５．１ 「CLT 設計者向け講習会」概要
講習会の開催地は、全国各地をカーバーし、地方在住の設計者等でも参加しやすくなるよう割り振
った。また、CLT 実物件の見学時間を設け、座学と併せることでより理解が深まるような構成とした。
ただし、東京会場は近隣に見学できる物件がなく、北海道会場は見学予定物件の建設工期に変更が生
じたため、座学のみとなった。さらに、
「CLT 建築物の遮音設計マニュアル」が本事業とは別の事業
で作成されていたため、本講習会の中で同マニュアルの周知・解説の時間を設けた。
その他講習会の概要は以下の通りである。
CLT 設計者向け講習会 概要
開催回数：8 回（2 日間×7 回、1 日×1 回）
開催期間：2018 年 10 月～2019 年 2 月
開催会場：会場名の後の（）内は開催日である。
①北海道会場（12/6～7）
：TKP 札幌ビジネスセンター（札幌市中央区北 3 条西 3－1－44）
②宮城会場（11/13～14）：東北大学 CLT モデル施設実証棟（仙台市青葉区荒巻字青葉 6－6）
③東京会場（10/4～5）
：日本 CLT 協会（中央区東日本橋 2－15－5）
④奈良会場（11/6～7）
：ぷろぼの福祉ビル（奈良市大宮町 3－5－14）
⑤兵庫会場（11/8～9）：吉野石膏 神戸研修センター（神戸市中央区港島南町 1－6－3）
⑥岡山会場（12/18～19）：天満屋倉敷店 6 階会議室（倉敷市阿知 1－7－1）
⑦福岡会場（11/26～27）：（1 日目）八重洲博多ビル（福岡市博多区博多駅東 2－18－30）
（2 日目）大匠建設 井上ビル（筑紫郡那珂川町恵子 1－47）
⑧長崎会場（2/21）：長崎県建設技術センター（大村市池田 2－1311－3）
定員：20 名
受講料：無料
その他：CPD 制度対象
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２．５．２ 講習会の様子
各会場での講習会の様子を記す。

写真１ 林野庁の挨拶（東京会場）

写真２ 大倉講師の説明（東京会場）

写真３ 木村講師の説明（東京会場）

写真４ 演習課題の説明（東京会場）

写真５ 渡邉講師の説明（兵庫会場）

写真６ 笠井講師の説明（兵庫会場）
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写真７ 加納講師の説明（岡山会場）

写真８ 森講師の説明（岡山会場）

写真９ 車田講師の説明（岡山会場）

写真１０ 河合講師の説明（長崎会場）

２．５．３ 見学会の様子
各会場での見学会の様子を記す。

写真１１ ぷろぼの福祉ビル外観（奈良会場）

写真１２ 耐力壁として一部現し（奈良会場）

9

写真１３ １階食堂の机も CLT（奈良会場）

写真１４ 施主の山内理事長からの話
（奈良会場）

写真１５ 吉野石膏神戸研修センター（CLT 建

写真１６ ボード類の説明（兵庫会場）

築物ではない）外観（兵庫会場）

写真１７ 遮音性能の説明（兵庫会場）

写真１８ 大匠建設外観（福岡会場）
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写真１９ 建物概要の説明（福岡会場）

写真２０ 建物内観（福岡会場）

写真２１ カバヤホーム倉敷 CLT 店外観

写真２２ 軒天現しによる外装利用

（岡山会場）

（岡山会場）

写真２３ 木造軸組の壁・床・天井に利用

写真２４ ヒノキ壁とスギ天井

（岡山会場）

（岡山会場）
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２．６

アンケート結果

２．６．１ 回答状況
各会場の参加者数とアンケート回答者数は、次の表の通りである。
表３ 講習会参加者数とアンケート回答者数
東京
参加

奈良

兵庫

宮城

福岡

北海道

岡山

長崎

計

12

8

8

18

14

14

18

34

126

12

7

8

16

12

14

14

27

110

者数
回答

回答率

87.3%

者数

２．６．２ 回答内容
アンケートの集計結果を以下に記す。
（１）本講習会を受講した理由
a) CLT を使った手物の設計予定がある

27

b) 設計の予定はないが今後設計したい

52

c) 設計をするつもりはないが勉強のため

25

d) その他

6

（２）本講習会をどうやって知りましたか？
a) インターネット

48

（CLT 協会 HP、CPD 制度検索等)

b) CLT 協会メールマガジン

11

c) その他

45 （知人の紹介、社内会回覧、都道府県 CLT 団体、
都道府県建築士会、自治体）

（３）CLT に関連してどのような情報や講習会・イベントがあるとよいですか？（複数回答可）
a) 構造に関する情報

77

b) 意匠に関する情報

60

c) 海外情報

12

d) 見学会

62

e) その他

10

12

（４）回答者について
年齢

20～30 代：36

性別

男性：91 ／

／

40～50 代：46

／

60 代以上：23

女性：16

普段の業務（複数回答あり）
a) 意匠設計

56

b) 構造設計

27

c) その他

32 （施工、発注者、行政等）

設計されている方の場合、
（５）設計経験年数
a) 1～10 年

25

b) 11～20 年

19

c) 21 年～

40

（６）普段設計している建物（複数回答可）
a) 在来木造

60

b) 2×4

7

c) 中・大規模木造

19

d) S 造

52

e) RC 造

54

今回の講習会について、
（７）全体構成はいかがでしたか？
a) 大変良かった

30

b) よかった

72

c) あまり良くなかった

1

d) よくなかった

1

（８）全体の講習時間はいかがでしたか？
a) ちょうどよかった

66

b) 短かった

2

c) 少し短かった

3

d) 少し長かった

29

e) 長かった

3

13

（９）それぞれの内容についていかがでしたか？
理解しやすか

まあ理解でき

わからない 所

わかりにく

った

た

があった

かった

(1)

CLT 建築物に対する理解

43

52

8

2

(2)

使用できる CLT についての理解

35

58

10

2

(3)

設計手法（躯体部分）

24

56

22

2

(4)

各部設計（外部）

26

60

17

1

(5)

各部設計（内部）

25

62

16

1

(6)

設備部分との取り合い

21

56

24

2

(7)

遮音マニュアル

18

47

10

3

(8)

施工への理解

39

51

8

0

(9)

演習問題説明

13

42

14

4

（１０）
（９）で「わからないところがあった」、「わかりにくかった」とお答えになった方は、ど
のあたりをそう感じましたか？
用語と記号の関係をすぐに理解できないので、異等級とＭｘなどは併記してあるとよい。
木造の知識がなので、言葉が難しかった。
遮音は専門性が高い。
・

強軸と弱軸、床（屋根）の張る方向と耐力壁の位置関係について、注意点などもう少し説明
が欲しかった。

・

演習問題など構造の専門でないと分かり辛いところがあり、構造屋と一緒に受ければよかっ
た。

（１１）本講習会についてのご意見・ご感想を自由にお書きください
CLT への理解が深まり、とても有意義な 2 日間だった
CLT 普及のために戸建てに取り組んでいきたい。
ルート 2、3 の講習会も開いてほしい。
・

3 つの資料を行き来するので、全体の流れが分かりにくい。テキスト独自の内容か告示の内
容か、もう少し整理を。

・

２．７

設計から施工に至るまで共有するところが多かった。将来性が高い建築だと思った。

今後の課題

上記アンケートをふまえて委員会・WG にて議論したところ、以下の点が今後の課題として挙がっ
た。
（１） 講習時間・・・今後の開催については、1 日で完結する内容とするのが望ましい。
・ 多忙な設計者を 2 日間拘束するのは、参加を検討するうえでマイナスに働く。
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・ 講習会の初日には参加していたが、2 日目は業務の都合で欠席もしくは代理出席する場面も、
いくつかの会場で見受けられた。
・ アンケート結果からも、講習時間が「長い」と感じている方が一定数存在する。
（２） 演習課題・・・抜本的に見直す。
・ 課題の提出率がよくない。
・ そもそも課題を提出できる経験等のない意匠設計者以外の業種の参加者が一定数存在する。
・ 業務が多忙であることを理由に課題提出を辞退する受講者が一定数存在する。
（３） テキスト・・・構成の見直し。
・ 3 部構成のテキストを行き来しながらの説明方法に混乱する受講者がいる。
・ 仮に来年度は 1 日の講習を実施する場合には、テキストの見直しが必要である。
・ 講習会の説明用にはコンパクトなテキストにして、その他詳細資料を別冊に設ければよいの
ではないか。
（４） 開催地・・・実効性のある場所の選定。
・ 地方の大都市が必ずしも、集客がうまくいっているわけではない。
・ 地方都市によっては CLT 普及団体を立ち上げ熱心に活動している。そういった地域とうま
く連携を取りながら、講習会を開催できればよい。
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３．CLT アイディアコンテスト 2018 の開催
３．１

目的

CLT はその構造特性から、これまで木材があまり使われてこなかった非住宅や中・大規模建築物な
どに用いられることにより、林業及び木材産業の成長産業化による地方の持続的な産業育成と雇用確
保を通して、地方創生の実現に寄与するものとして関心が高まっている。また、木材が持つ断熱性・
調湿性による建築物の省エネ・省 CO2 化など、人や環境に優しい都市づくりの面でも効果が期待さ
れている。しかし、実現するためには構造性能のみならず、耐久性や防火性、遮音性、温熱環境など
様々な検討が必要であり、それらに準拠する技術的根拠や規準の整備が十分ではなく、至難である。
そこで、当協会で主催し、4 回目を数える「CLT アイディアコンテスト 2018」に「アイディア部
門」と昨年に続き「設計部門」を設け、CLT の様々な利用方法の可能性を見出し、これを普及・活用
促進する機会となるよう CLT を使用した未来の風景を幅広い視点から募集するアイディアコンテス
トを実施した。

３．２

募集部門

今回募集した部門は下記の 2 部門である。
（１）設計部門・・・設計実務者や建築系学生を対象に、テーマを設けて建築アイディを募集。
（２）アイディア部門・・・用途やテーマ、応募条件を設けず、幅広い方から自由なアイディアを募
集。
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図１ コンテストのポスター

17

３．３

設計部門の募集内容

（以下、募集内容より抜粋）
３．３．１ 募集作品
テーマは「5 階建て以下の事務所建築」です。CLT の普及が進むヨーロッパなどでは、CLT を採用
することで中・大規模建築などのこれまでにない木造建築物が多数建てられるようになっています。
CLT の普及を目指す日本においても、中・大規模建築への CLT の適用は、これから目指していくべ
き大きなテーマです。
今回はその中でも「5 階建て以下の事務所建築」にたいする提案を募集する理由は、広く需要があ
る建物であり、全国的に波及効果も大きいからです。また、これまで木造のマーケットとして捉えら
れてこなかった新たな分野であることも大きな理由です。RC 造等からのただの置き換えではなく、
新たな価値を生み出すような提案を募集します。
３．３．２ 審査基準
本コンテストの趣旨を踏まえ、以下の項目を審査基準とした。
① 技術的課題に対する具体的かつ効果的な提案が含まれているもの
② CLT が使われている理由が明確であるもの
③ CLT の利用について普及効果があるもの
④ 林業・林産業の振興に資するも
⑤ CLT を使用した工法の新たな技術開発に資するもの
３．３．３ 審査委員
審査委員は三井所清典 芝浦工業大学名誉教授を委員長とし、都市計画、構造・工法、防耐火、環
境・省エネ等、建築に精通する学識経験者および実務経験者等で構成した。以下に審査委員を記す。
審査委員長

三井所 清典

芝浦工業大学 名誉教授

審査委員

坂本 雄三

東京大学 名誉教授

腰原 幹雄

東京大学生産技術研究所 教授

安井 昇

桜設計集団一級建築士事務所 代表

原田 真宏

芝浦工業大学 教授

３．３．４ 募集規定
（１）応募資格
・設計の実務経験者、建築を学ぶ学生（大学生、大学院生、専門学校生など）
・年齢不問。CLT 設計の実績の有無は不問
・複数名によるチームでの参加も可能（企業としての参加も可能）
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（２）テーマ： 5 階建て以下の事務所建築
5 階建て以下の事務所建築の設計のためには、構造、意匠、設備、性能（防耐火、遮音、温熱、
施工など）上、解決すべき様々な課題があります。これらの課題にたいする提案を含んだ内容と
してください。鉄筋コンクリートや鉄骨、CLT 以外の木質材料など、他の材料・工法と組み合わ
せて CLT を部分的に利用する提案も幅広く受け付けます。
設計は告示の範囲のものでも、告示の範囲を超えた大臣認定取得を想定した提案でも、どちら
でも構いません。なお建築基準法上の、耐火構造等とすべき木造建築物の対象の見直し（高さ
13m・軒高 9m 超 →高さ 16m 超・階数 4 以上）についても、本コンテストでは法令の改正に先
立ち、適用を認めます。また事務所以外の用途の区画または階を設けることも可能ですが、建物
全体の主要用途としては事務所としてください。
提案にあたっては、実在する任意の場所を設定してください。日本国内であればどの地域であ
っても構いません。ただし、どのような街のどのような場所かということも表現してください。
（３）募集期間
2018 年 8 月～2018 年 10 月末（専用 HP 上で受付）
（４）応募方法
作品は A2（420×594mm）横使い 2 枚以内とし、PDF データ応募を受け付けた。
（応募データ）
・図面、パース、ドローイング、CG、模型写真など表現方法や書式は自由
・文字の大きさは 14 ポイント以上
・データ容量は最大 20ＭＢまで
・文字データはフォント埋め込みすること
（応募点数）
・応募者 1 名もしくは 1 グループにつき 1 点
（応募上の注意）
・応募作品の中には、個人・団体等を特定する記載はしないこと
・応募データには作品以外のものが一緒に入らないように、また、天地が逆にならないよう
応募すること
３．３．５ 表彰
優秀賞： 3 点（農林水産大臣賞／国土交通大臣賞／環境大臣賞 各 1 点ずつ）
副賞として、CLT10 ㎥ または 海外 CLT 視察ツアーご招待 もしくは 賞金 50 万円
学生賞： 1 点程度
なお、応募作品については、日本 CLT 協会がおこなう広告、出版物、ホームページ、イベントの
展示などに使用することができる。
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３．４

設計部門の審査および結果

３．４．１ 審査会について
合計で 39 者の事前登録があり、そのうち 13 の応募作品につき、審査会ではまず各審査員が応募作
品を確認した後に候補作品を 5 点ずつの投票を行った。
その後、審査委員が各作品の感想を述べつつ、
評価できる点や懸念する部分について協議した。
議論が尽くされた時点で優秀賞 3 点の決定を行った。
議論の段階で最終的に候補に残っていた 1 作品についても、優れた提案であったため、協議のうえ
「CLT 協会賞」を追加し、授与することした。受賞作品は以下の表の通りである。
なお、本コンテストの結果や提案作品は日本 CLT 協会のホームページでの公開、冊子を作成して配
布するなど周知を行った。
表４ CLT アイディアコンテスト 2018 設計部門 受賞作品／受賞者
賞

作品タイトル

優

農林水産

秀

大臣賞

賞

国土交通

New Standard for Wooden

チーム名

所属

(株)三井ホームデザイン研究所

Architecture

代表者
川中 彰平

施設設計部

SOHO-SHIN IMAMIYA

好川拓建築設計事務所

好川 拓

Kraft Architects

中村 篤史

大臣賞
環境大臣

CLT-Vault

賞
特

CLT 協会賞

Cubic Shell CLT

別

(株)大林組 中高

(株)大林組

熊谷 由章

西日本工業大

吉田 茜

層木造チーム

賞
学

CLT 協会賞

CROSS OFFICE

ミカケン

生
賞

学院
光差す木洞オフィス

東京大学大学院
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中安 祥太

３．４．２ 各受賞作品について
[優秀賞 農林水産大臣賞]

New Standard for Wooden Architecture

(株)三井ホームデザイン研究所 施設設計部 川中彰平、大芝宗一郎、高橋健煕

さまざまな材料を組み合わせ CLT とツーバイフォーをつなぐものとして、NLT(Nail Laminated
Timber)を取り入れた作品。今後発展していくアイデアとして評価され農林水産大臣賞の受賞となっ
た。
審査委員からは「これまで何年かやってきて大きなものや工夫を凝らしたものも全国に事例が出て
きている。今後展開を図っていくときに、ツーバイフォーと CLT の提案はよい」
「平行弦トラスを設
備、配管のスペースとしているのは、アメリカのツーバイフォーでは多くて日本では少ない。これか
らこういうことも考えてほしい」等のコメントがあった。
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[優秀賞

国土交通大臣賞] SOHO SHIN-IMAMIYA

好川拓建築設計事務所 好川拓

シンプルなデザインの中に、どんな建物でも CLT にするのではなく、現行の準耐火でできる法規
のなかで CLT の特長を生かした敷地と条件を設定した作品で、今後に普及していく可能性がある形
式と評価され、国土交通大臣賞の受賞となった。
審査委員からは「パネルをきちっと構造体として使って現実的で、評価できる」
「圧縮側で CLT を
使っていて、引っ張りが勝つスラブの方をコンクリートにし、庇部分で延焼を防ぐ。その考えが簡明
にデザインに出ている」等のコメントがあった。
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[優秀賞 環境大臣賞]
Kraft Architects

CLT‐Vault

中村篤史、佐藤ひらり

応募作品中、構造的な提案をした数少ない案で、空間のデザイン的な曲面をつくるために CLT の
圧縮でなめらかな曲面をつくり、アーチ状の鉄骨の間の空間を設備で使用。その CLT を曲面で使用
するアイデアと省エネルギーや空調への工夫が評価され、環境大臣賞の受賞となった。
審査委員からは「遮音、断熱、調湿を最大限活かし環境大臣賞にふさわしい」、
「構造的に合理性を
持ちながら、三層のデザインが大胆に出てくるのも面白い」等のコメントがあった。
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[特別賞

CLT 協会賞]

Cubic Shell CLT

㈱大林組 中高層木造チーム

熊谷由章、山中昌之、榎本浩之、貞弘雅晴、野口悌子、高山峻、太田

真理、溝呂木健

3 階建ての応募作品が多い中、5 階建てに挑戦した作品。CLT の好きなところを刳り抜けるという
素材感を活かしたデザイン的な面白さが評価された。
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[学生賞 CLT 協会賞] CROSS OFFICE
西日本工業大学大学院 ミカケン 吉田茜、水田悠介、池上拓臣、中村大輔、真子幸輝

オフィスの皆で使う気持ちのよい場所がダブルグリッドを使用することで、柔らかい木でも疑似的
なスタンスがとれ、剛的な接合ができるのではと解釈され、そのデザイン性が評価された。右上がり
と左上がりのパネルと床の交差点がもう少しあってもいいのではとの指摘もあった。
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[学生賞

CLT 協会賞] 光差す木洞オフィス

東京大学大学院

中安祥太

5 階建て以下の事務所建築の案で、消防設備と避難安全面が評価された。また 1F が RC で提案す
るという点も学生とは思えない優れた現実性のある作品だと評価された。
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３．５ アイディア部門の募集内容
（以下、募集内容より抜粋）
３．５．１ 募集作品
CLT による未来の風景を A3 用紙 1 枚に描いてください。作品には、必ず魅力的なタイトルと説明
文をつけてください。表現方法は、絵、3D パース、風景写真、模型写真、コラージュ、実物大サン
プルの写真など、ビジュアルで示せるものであれば何でも結構です。
３．５．２ 審査委員
審査委員は、淺井愼平氏と涌井史郎氏が 2015 年当初から当部門の審査委員をつとめており、本年
度は構造エンジニアである金田充弘氏にもつとめていただいた。
審査委員

淺井 愼平

写真家

涌井 史郎

造園家

金田 充弘

東京芸術大学 准教授

３．５．３ 募集規定
（１）応募資格
・制限なし
（２）募集期間
2018 年 8 月～2018 年 10 月末（専用 HP 上で受付）
（３）応募方法
作品は A3 用紙 1 枚とし、PDF もしくは JPG データ応募を受け付けた。
（応募データ）
・図面、パース、ドローイング、CG、模型写真など表現方法や書式は自由
・JPG の場合、解像度は 350dpi
・文字データはフォント埋め込みすること
（応募点数）
・応募者 1 名もしくは 1 グループにつき 1 点
（応募上の注意）
・応募作品の中には、個人・団体等を特定する記載はしないこと
・応募データには作品以外のものが一緒に入らないように、また、天地が逆にならないよう
応募すること
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３．５．４ 表彰
優秀賞：1 点。副賞として、旅行券 10 万円分
審査員賞： 2 点。副賞として、下記のいずれか 1 つ。
・ハウステンボス「変なホテル」ペア宿泊券＋旅行券（3 万円分）
・造作用 CLT パネル（36×910×1820mm、加工応相談）1 枚
・CLT 関連商品
なお、応募作品については、日本 CLT 協会がおこなう広告、出版物、ホームページ、イベントの
展示などに使用することができる。

３．６

アイディア部門の審査および結果

３．６．１ 審査会について
合計で 56 者の事前登録があり、そのうち 25 の応募作品につき、審査会ではまず各審査員が応募作
品を確認した。その後、審査委員が各作品の感想を述べつつ、評価できる点や懸念する部分について
協議した。議論が尽くされた時点で優秀賞 1 点を決定した。さらに、各審査員が 1 点ずつ審査員賞を
決定した（3 点の審査員賞うち 1 点は最優秀賞と重複）
。
なお、本コンテストの結果や提案作品は日本 CLT 協会のホームページでの公開、冊子を作成して配
布するなど周知を行った。
表５ CLT アイディアコンテスト 2018 アイディア部門 受賞作品／受賞者
賞
優秀賞
審査委員賞

作品タイトル

チーム名

CLTP
“Break” Water
タテヨコ

代表者

近畿大学

河本 俊登

東北大学大学院

堀内 雄太

sketch
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所属

日本大学

細井 大佑

３．６．２ 各受賞作品について
[優秀賞]

CLTP

近畿大学 河本俊登
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[審査委員賞]
東北大学大学院

“Break” Water
堀内雄太
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[審査委員賞]

タテヨコ

日本大学 sketch

細井大佑、鈴木航大
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３．７

表彰式

表彰式は 2019 年 3 月 4 日に開催し、審査委員長による講評、表彰状の授与、優秀賞受賞者による
作品のプレゼンテーション等をおこなった。当日の司会は 2019 年度ミス日本みどりの女神の藤本麗
華さんが務めた。
開催日時 2019 年 3 月 4 日

10:30～11:45

開催場所 すまい・るホール（東京都文京区後楽 1-4-10 住宅金融支援機構本店 1 階）

写真２５～３０
表彰式の様子（左上から右下の順に、司会のミス日本みどりの女神 2018・藤本麗華さん、来賓の農林
水産大臣政務官・高野光二郎氏の祝辞、設計部門審査委員長・三井所清典氏による講評、農林水産大
臣賞受賞者による受賞作品の紹介、設計部門受賞者の写真、アイディア部門受賞者の写真）
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３．８ 冊子やホームページでの作品の公表
受賞作品と応募作品をまとめた冊子を作成した。冊子は応募者への配布や、イベント等での配布を
することにより、本コンテストの認知向上や CLT への理解を高めることに役立てることとしている。
また、ホームページでも結果を公表した。

図２ ホームページでの結果発表

３．９

まとめ

設計部門の応募者は、昨年度と比べ幅広い層からの応募があり、CLT 利用の裾野の広がりを感じさ
せるものだった。また、作品の質自体も非常に現実性の高いものとなっており、CLT の使い方が正し
く理解されているのがうかがえた。
アイディア部門については、すべて大学生が受賞しており、若い感性が CLT の新たな未来を拓いて
いく頼もしさがみられた。一方で、現実可能性は高いものの CLT である必然性が低いものや、CLT 自
体の特性を正しく認識されていない作品もあった。引き続き一般の方に向けた CLT の普及活動を、本
コンテストを通して実施していくことが重要である。
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４．
「平成 30 年度実施

CLT 関連林野庁事業成果報告会」の開催

林野庁委託・補助事業において、平成 30 年度に取り組まれた CLT 関連事業の成果を共有し、取り
組み状況などの情報を発信する場として計 13 事業についての報告を実施した。

４．１

開催日時および概要

日 時： 2019 年 3 月 4 日（月）11:55-16:35（昼休憩有）
場 所： すまい・るホール （東京都文京区後楽 1-4-10 住宅金融支援機構本店 1 階）
主 催： （一社）日本 CLT 協会
参加資格なし、参加費無料

４．２

プログラム
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写真３１ 報告会の様子

５．３ 参加者数及びアンケート結果
本報告会参加者に対し実施したアンケートの回答を以下に記す。
（１） 全体構成・内容について
a) 大変良かった

11

b) 良かった

29

c) あまり良くなかった

1

d) よくなかった

0

（２） 参考になった、又は今後も継続してほしい事業報告
01 デベロッパー（開発者）等のためのＣＬＴ講習会（（特非） 建築技術支援協会）

7

02 有開口耐力壁の開発（(一社)日本 CLT 協会）

8

03 CLT 建築物の設計施工マニュアルの整備、設計者向け講習会（(一社)日本 CLT 協会）

11

04 CLT パネル工法における架構方法の合理化と構造モデルの簡略化（（株）日本システム設計）

20

05 CLT パネル工法の構造計算関係規定の拡充・合理化（（株）日本システム設計）

22

06 CLT の基準強度設定等に向けた強度データ収集（（国研）森林研究・整備機構 森林総合研究所） 19
07 CLT 建築物等の設計者等育成（（株）ドット・コーポレーション）

25

08 CLT を活用した建築物の企画・設計支援（(一社)日本 CLT 協会）

16

09 木造軸組工法による中大規模木造建築物の構造設計指針の作成（東京大学大学院）

16

10 中大規模木造の普及促進に関する情報発信（日経 BP 社）

12

11 燃えしろ設計を考慮した軸組併用型 CLT パネル工法の開発（木構造振興（株））

15

12 鉄骨造建築の床への CLT の利用（工法の改善）（山佐木材㈱）

28

13 鉄骨フレームと CLT 耐震壁を組み合わせた標準納まりと設計法の開発（京都大学）

25
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（３） 本報告会についてのご意見・ご感想 ( )内は同様の意見の数
全体内容について
・ 大変良い報告会でした
・ スクリーンをもう少し大きなものにして欲しい。
・ 今後の CLT 設計に関します重要な情報、試験結果、等が把握でき大変参考となりました。CLT
の活用方法へのアイデアにもつながると存じます。
・ CLT に対して様々な研究がなされていることが分かり、勉強になった。より多くの人に知っ
てもらうため、今回の報告会を紹介するポスターや広告類を各大学に配ることも１つの方法
であるように感じた。
・ 床の開口についても実験してほしい。（防水のルーフドレンの穴など）
・ CLT が想像以上に様々な方面へ展開されていることがわかってよかった
構成・時間について
・ 事業報告１件１５分で多く聞けて良かった。
・ １～１．５時間に１回のペースで休憩があると良かった。
・ 例年、この時期に開催されているが、４月以降に開催した方が、出席者は増えるのでは？ 東
京だけの開催では、地方の CLT 建築が進まないのでは？
資料について
・ 資料はカラーが望ましい。
・ 実験等の手元資料とスライド資料の差が大きい。
（手元資料にないスライドが画面で多い）
・ 紹介パワポ以外の資料の配布（データ等）がほしかった。
その他
・ 実建物の見学会、施工中見学会等実施して頂きたいです。
・ 防耐火のセミナーでの実例公開、都市中大規模木造でのメリットのアピール（コストを含め）
（４） CLT に関連しての情報や講習会・イベント要望
a) 構造
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b) 意匠

14

c) 施工

19

d) 防耐火

22

e) 温熱性能

12

f)

接合金物

20

g) 海外情報

12

h) 現場見学会

19

i)

工場見学会

8

j)

その他

2 （遮音、コスト）
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年齢

20 代： 4

／

30 代： 1

／

40 代： 13

60 代以上： 10
性別

男： 39

／

女： 3

37

／

50 代： 13

／

５．CLT を用いた建築物の設計施工マニュアル等の整備
５．１

目的

「2016 年版 CLT を用いた建築物の設計施工マニュアル」
（以下、
「設計施工マニュアル」という。）
及び「2016 年公布・施行 CLT 関連告示等解説書」（以下、「告示解説書」という。）（以下、設計施
工マニュアルと告示解説書を合わせて「設計施工マニュアル等」という。）については、最新の技術
的知見を反映し、整備していく必要がある。
このため、平成 30 年 3 月公布・施行の耐火構造等に関する告示の改正や平成 30 年 12 月公布の
CLT の基準強度の拡充に関する告示の改正、CLT パネル工法の構造計算手法の拡充・合理化に関す
る最新の技術的知見を反映し、設計施工マニュアル等を整備していくことを目的とする。

５．２

実施内容

（１）CLT パネル工法の構造計算手法の拡充・合理化に関する最新の技術的知見の反映のための検討
CLT パネル工法の構造設計法に関して、平成 30 年度に林野庁事業として以下の 2 つの事業が
実施された。
①CLT パネル工法における架構方法の合理化と構造モデルの簡略化検討（平成 30 年度林業
成長産業化総合対策補助事業 CLT 等新たな木質建築部材利用促進・定着事業）
②CLT パネル工法の構造計算関係規定の拡充・合理化検討（平成 30 年度 CLT 等新たな木
質建築部材利用促進・定着委託事業（国による開発））
①の事業では、設計用構造モデルの簡略化を図るため、MS（Multiple Spring）要素の適用を
主眼として、具体的な構造モデル構成方法の検討と、いくつかの構造実験を踏まえた妥当性検証
が行われた。②の事業では、ルート 1 関係規定の拡充・合理化、架構形式（梁勝ち架構）
、解析
モデル簡略化及び材料等の項目について検討が実施された。
本事業では、設計施工マニュアル等へ反映する観点から、これらの事業について実施内容や事
業成果、残課題について検討を行い、設計施工マニュアルの記載内容の修正や説明の追記の方針
について検討した。詳細は報告書としてまとめ、付録 CD-ROM に収録している。
（２）CLT の基準強度の拡充（強度区分の追加）に関する改正告示の反映
平成 30 年 12 月 12 日に特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件の一部を改正する件
（平成 30 年国土交通省告示第 1324 号）が公布され、平成 31 年 3 月 12 日に施行された。この
改正で、新たな樹種や等級区分に応じた基準強度が追加された。
また、平成 30 年 4 月 20 日から平成 30 年 5 月 19 日にかけて、
「直交集成板の日本農林規格の
一部改正案」についてパブリックコメントが実施された。
本事業では、これらの改正告示及び改正告示案について告示解説書及び設計施工マニュアルに
反映した改訂原稿案を作成した。改訂原稿案は付録 CD-ROM に収録している。
（３）耐火構造及び準耐火構造に関する改正告示の反映
平成 30 年 3 月 22 日に耐火構造の構造方法を定める件の一部を改正する件（平成 30 年国土交
通省告示第 472 号）及び準耐火構造の構造方法を定める件の一部を改正する件（平成 30 年国土
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交通省告示第 473 号）が公布・施行され、木造の柱、はり、床、屋根及び階段の耐火構造の例示
仕様が追加された。
本事業では、これらの改正告示について告示解説書及び設計施工マニュアルに反映した改訂原
稿案を作成した。改訂原稿案は付録 CD-ROM に収録している。
（４）成果物の構成
付録 CD-ROM に収録した成果物は以下のとおりである。
①CLT パネル工法の構造設計法に関する平成 30 年度林野庁事業成果の CLT 設計施工マニ
ュアルへの反映に向けた検討報告書
②CLT 関連告示等解説書 第 4 章 直交集成板の許容応力度・材料強度の解説 改訂原稿案
③CLT を用いた建築物の設計施工マニュアル 第Ⅱ部第 2 章 材料・耐久性 改訂原稿案
④CLT を用いた建築物の設計施工マニュアル 第Ⅳ部第 1 章 材料

改訂原稿案

⑤CLT 関連告示等解説書 第 6 章 防耐火設計に係る構造方法の解説 改訂原稿案
⑥CLT を用いた建築物の設計施工マニュアル 第Ⅱ部第 3 章 防火

改訂原稿案

⑦CLT を用いた建築物の設計施工マニュアル 第Ⅴ部 防耐火設計

改訂原稿案

５．３ 実施体制
本事業は、平成 29 年度の CLT 設計施工マニュアル編集委員会の委員を中心とする委員会を設置し
て実施した。また、委員会の下に、構造、材料・耐久性及び防耐火の 3 つの小委員会を設け、具体的
な検討や改訂原稿案の作成等を行った。次頁に委員会名簿を示す。
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ＣＬＴ設計施工マニュアル編集委員会 名簿
委員長
委員

行政

事務局

坂本 功
有馬 孝禮
松留 愼一郎
安村 基
河合 直人
五十田 博
腰原 幹雄
中島 史郎
山辺 豊彦
三宅 辰哉
大村 和香子
宮武 敦
槌本 敬大
福山 洋
成瀬 友宏
貞広 修
木林 長仁
大熊 久理子
金岡 宏幸
佐久間 浩一
向井 昭義
飯島 敏夫
齋藤 健一
猪島 明久
古藤 信義
深井 敦夫
山口 義敬
青木 亮
成田 潤也
恵﨑 孝之
山田 剛
吉原 洋
坂部 芳平
中越 隆道
天沼 千亜希
金子 弘
鈴木 圭
沖本 千枝

（順不同、敬称略）
東京大学名誉教授
東京大学名誉教授
職業能力開発総合大学校名誉教授
静岡大学名誉教授
工学院大学 建築学部建築学科 教授
京都大学生存圏研究所 生活圏構造機能分野 教授
東京大学生産技術研究所 教授
宇都宮大学 地域デザイン科学部 建築都市デザイン学科 教授
(有)山辺構造設計事務所 代表取締役
(株)日本システム設計 代表取締役
(国研)森林研究・整備機構 森林総合研究所 木材改質研究領域 領域長
(国研)森林研究・整備機構 森林総合研究所 複合材料研究領域
集成加工担当チーム長
(国研)建築研究所 材料研究グループ 上席研究員
国土技術政策総合研究所 建築研究部長
国土技術政策総合研究所 建築研究部 防火基準研究室長
(一社)日本建築構造技術者協会
(一社)日本建築構造技術者協会
日本建築行政会議
日本建築行政会議
日本建築行政会議
(公財)日本住宅・木材技術センター 参与兼試験研究所長
(公財)日本住宅・木材技術センター 理事兼認証部長
林野庁木材産業課 木材製品技術室長
林野庁木材産業課 課長補佐
農林水産省食料産業局食品製造課基準認証室 課長補佐
国土交通省住宅局建築指導課 建築物防災対策室長
国土交通省住宅局建築指導課 企画専門官
国土交通省住宅局建築指導課 課長補佐
国土交通省住宅局住宅生産課 木造住宅振興室長
国土交通省住宅局住宅生産課 木造住宅振興室 企画専門官
国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課施設評価室 企画専門官
国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課木材利用推進室 課長補佐
(一社)日本 CLT 協会 専務理事
(一社)日本 CLT 協会
(一社)日本 CLT 協会
(公財)日本住宅・木材技術センター 専務理事
(公財)日本住宅・木材技術センター
(公財)日本住宅・木材技術センター
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ＣＬＴ設計施工マニュアル編集委員会
構造設計小委員会 名簿
主査
委員

事務局

（順不同、敬称略）
河合 直人
工学院大学 建築学部建築学科 教授
五十田 博
京都大学生存圏研究所 生活圏構造機能分野 教授
中川 貴文
京都大学生存圏研究所 生活圏構造機能分野 准教授
三宅 辰哉
(株)日本システム設計 代表取締役
槌本 敬大
(国研)建築研究所 材料研究グループ 上席研究員
荒木 康弘
国土技術政策総合研究所 建築研究部 主任研究官
貞広 修
(一社)日本建築構造技術者協会
鈴木 圭
木構造振興(株) 主任研究員
(一社)日本ＣＬＴ協会
(公財)日本住宅・木材技術センター

材料・耐久性設計小委員会 名簿
主査
委員

事務局

（順不同、敬称略）
中島 史郎
宇都宮大学 地域デザイン科学部 建築都市デザイン学科 教授
中川 貴文
京都大学生存圏研究所 生活圏構造機能分野 准教授
槌本 敬大
(国研)建築研究所 材料研究グループ 上席研究員
大村 和香子 (国研)森林研究・整備機構 森林総合研究所 木材改質研究領域 領域長
宮武 敦
(国研)森林研究・整備機構 森林総合研究所 複合材料研究領域
集成加工担当チーム長
中島 昌一
(国研)建築研究所 構造研究グループ 研究員
(一社)日本ＣＬＴ協会
(公財)日本住宅・木材技術センター

防耐火設計小委員会 名簿
主査
委員

事務局

（順不同、敬称略）
成瀬 友宏
国土技術政策総合研究所 建築研究部 防火基準研究室長
安井 昇
桜設計集団一級建築士事務所 代表
野秋 政希
(国研)建築研究所 防火研究グループ 研究員
鈴木 淳一
国土技術政策総合研究所 建築研究部 主任研究官
山田 誠
(公財)日本住宅・木材技術センター 特別研究員
(一社)日本ＣＬＴ協会
(公財)日本住宅・木材技術センター
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巻末資料：資料「CLT 設計者向け講習会」テキスト
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ＣＬＴ設計者向け講習会テキスト
－ルート１で構造設計が可能な CLT パネル工法－

2018 年 8 月
（第 1 版 2 刷）

CLT設計者向け講習会 テキスト目次 （項目 および 関連するdata、参考資料）
その他の建築物（耐火建築物・準耐火建築物以外の建築物） ルート１パネル工法
紫文字のものは、配付資料に含まれていません
項目
番号

テキスト項目

data

参考資料

CLTを用いた建築物に対する理解
1.用語：パネル名称
2.用語：パネル名称（告示／マニュアル）

1.木造建築物の構造計算ルート
2.CLTパネル工法建築物の構造計算ルート
3.参考図書：木造建築のすすめ

5 「ルート１パネル工法」で使用できるCLTの仕様（JAS）

1.CLTを理解するために必要な用語（JAS上の用語）

1.CLTの日本農林規格（JAS）の概要
2.CLTの製造

6 建築関連法規上で定められているＣＬＴの仕様（基準強度他）

1.CLTに作用する外力の方向と発生する応力
2.CLTに発生する応力の方向の種類
3.CLTの基準強度の計算結果（S30、S60、Mx60）
4.CLTの弾性係数の計算結果（S30、S60、Mx60）

1.CLTの許容応力度と材料強度

1 本講習会で対象とするCLTを用いた建築物
2 CLTを用いた建築物とCLTパネル工法と「ルート１パネル工法」
3 「ルート１パネル工法」の架構上の特徴－１ 構成要素
4 「ルート１パネル工法」の架構上の特徴－２ 壁パネル割り
使用できるCLT等についての理解

7 建築関連法規上で定められているＣＬＴの仕様（ルート１パネル工法）
8 使用できるその他の木質材料（法規上）
9 運搬・施工時の条件によるCLTパネルの寸法の制約
10 入手できるCLTの仕様（CLTの生産状況）

1.CLT製造メーカー毎の製造可能なCLTリスト

ルート１パネル工法の設計手法（躯体部分）
11 壁に関する設計ルール

1.小開口を有するCLTパネルの剛性・強度

12 床に関する設計ルール
13 CLT床パネルのスパンの目安（歩行振動）

1.歩行振動についての解説・解析データ

14 屋根に関する設計ルール
15 基礎および1階床まわりに関する設計ルール
ルート１パネル工法の接合部（躯体部分）
16 「ルート１パネル工法」で求められる接合部の性能とｘマーク金物

1.ｘマーク金物の納まり図と構造データ

17 各部の接合ルール

1.告示で規定されている接合部以外の接合部の納まり図

1.ｘマーク金物とは
2.CLTパネル工法の接合部の考え方
3.ｘマーク金物の認証取得者（メーカー）一覧

18 接合金物の選択に当たっての注意点
1.構造計算ルートと仕様規定の適用関係
2.CLTパネル工法の構造計算フロー（ルート１～３）とルート１の実施内容

材料・構造部門における共通の参考資料
各部設計（外部）
19 CLTパネル工法の耐久設計の必要性

1. 木材の耐久性（樹種・保存処理・AQ認証）について
1. 「木造計画・設計基準及び同資料」（平成23年）耐久性
2.平28国交告示第611号 第七 防腐措置等 告示の逐条解説

20 CLTパネル工法の耐久設計のクライテリア

1.耐久性を確保するための具体的対策
2.参考図書：建築保全業務共通仕様書 平成25年
3.CLTパネル工法の点検方法・維持保全

21 CLTパネル工法の耐久設計の具体的対応

22 耐久性能を考慮した各部設計 外壁

1. 外壁仕上げ 一般（モルタル・サイディング）
2.外壁 防火構造 告示仕様
3. 外壁 防火構造 告示仕様バリエーション（モルタル・窯業系
サイディング－内装必要）
1.気密性能確保のための留意点
4. 外壁 防火構造 認定仕様（窯業系サイディング、外装木材
仕上－CLT現し）
5. 省エネ設計のためのCLTの物性値

23 耐久性能を考慮した各部設計 土台
24 耐久性能を考慮した各部設計 接合部まわり（防露対策）
25

1.1. 防露対策（表面結露・金属部のヒートブリッジ・内部結露）

耐久性能を考慮した各部設計 その他
水を多用する部屋／地盤・床下／小屋裏・屋根／とい部分
1.各部詳細：勾配屋根
2.各部詳細：陸屋根・バルコニー
3.各部詳細：パラペット・手すり壁
4.各部詳細：軒天－防火構造
5.各部詳細：外壁開口部
6.各部詳細：外壁設備開口部
1.戸建住宅の矩計図・各部詳細図
2.戸建住宅の断熱仕様例

26 各部詳細

各部設計（外部）部門における共通の参考資料
各部設計（内部）
27 遮音設計の必要性

1.木造における遮音設計の基本

28 各部詳細 床仕上げ・天井仕上げ

1. CLTを用いた床版の床衝撃音遮断性能
（床仕上げ・天井仕上げの影響）

29 各部詳細 界壁の仕上げ

1.CLTを用いた壁の空気音遮断性能（界壁仕様の影響）

30 内装制限
各部設計（内部）部門における共通の参考資料

1. 二重床における施工上の注意点
1. 界壁における石こうボードの施工上の注意点
1.内装制限の概要
2.参考図書：内装木質化ハンドブック
1.集合住宅における界壁・二重床の例

設備計画
31 給排水設備等の騒音への対応

1.設備機器等の騒音への対応

32 CLT現し仕上げの場合の電気配線の方法

1.CLT現し仕上げの場合の電気配線の方法

施工への理解
33 発注・施工図チェックのためのCLTパネルの加工についての理解
34 設計・監理に必要な施工についての理解

1.CLTパネル加工についての理解
2. CLTパネル加工の手順
1.CLTパネル工法の施工の
2.CLTパネル工法の計画に当たっての確認ポイントと施工の流れ

CLT設計者向け講習会 テキスト目次 （項目 および 関連するdata、参考資料）
準耐火構造による準耐火建築物 ルート１CLTパネル工法
項目
番号

テキスト項目

data

参考資料

CLTを用いた建築物に対する理解
1 「ルート１パネル工法」による準耐火建築物

1.建築物に求められる防耐火性能
2.参考図書：木造建築のすすめ★

2 準耐火構造の告示仕様（防火被覆仕様・燃えしろ設計）

1.外壁・間仕切壁（耐力壁・非耐力壁）の耐火構造の告示仕様

使用できるCLT等についての理解
3 準耐火構造の場合に仕様できるCLT等の種類

1.CLT製造メーカー毎の製造可能なCLTリスト★

1.燃えしろ設計が可能となる木質材料

ルート１パネル工法の設計手法（躯体部分）
4 燃えしろ設計の概略

1.燃えしろ設計の概略
2.CLTによる遮熱性・遮炎性の確保

5 対象部位と燃えしろ想定面

1.燃えしろ設計の対象となる部分

6 燃えしろ寸法

1.CLTの残存断面の強度等の算出方法

ルート１パネル工法の接合部（躯体部分）
7 接合部の耐火性能

1.接合部の耐火性能

各部設計（外部）
8 準耐火構造の各部設計（外部－外壁）

1.外壁（耐力壁・非耐力壁）の準耐火構造の告示仕様
2.外壁の準耐火構造仕様のバリエーション
3.準耐火構造の外壁に取り付く開口部分の納まり

9 準耐火構造の各部設計（外部－屋根）

1.屋根の準耐火構造の告示仕様
2.屋根の準耐火構造仕様のバリエーション
3.準耐火構造の屋根に取り付く開口部分（トップライト）の納まり
4.準耐火構造の天井に取り付く開口部分（点検口）の納まり

10 準耐火構造の各部設計（外部－軒裏）

1.軒裏の準耐火構造の告示仕様
2.軒裏の準耐火構造仕様のバリエーション

11 準耐火構造のバルコニー

1.バルコニー等の考え方

各部設計（内部）
12 準耐火構造の各部設計（内部－間仕切壁）

1.間仕切壁（耐力壁・非耐力壁）の準耐火構造の告示仕様
2.間仕切壁の準耐火構造仕様のバリエーション
3.界壁認定仕様・準耐火構造仕様の大臣認定

13 準耐火構造の各部設計（内部－床）

1.床の準耐火構造の告示仕様
2.床の準耐火構造仕様のバリエーション
3.床の開口部（防火区画を構成しない床）の考え方

14 準耐火構造の各部設計（内部－階段）

1.階段の準耐火構造のバリエーション

15 燃えしろ設計と防火被覆部分の取り合い（内部－壁）

1.燃えしろと防火被覆の取り合い（壁）

16 燃えしろ設計した各部の表面仕上げの注意点（内装・外装共通）

1.燃えしろ設計した各部の表面仕上げ（内装・外装共通）

設備計画
17 準耐火構造部分の設備貫通部の仕様

1.準耐火構造の設備配管等の貫通部

18 準耐火構造部分のスイッチボックスの仕様

1.準耐火構造のスイッチボックス等の仕様
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㸱㸬౽ᐅୖࠊᮏㅮ⩦࡛ᑐ㇟ࡍࡿ CLT ࢆ⏝࠸ࡓᘓ⠏≀ࢆࠊ
ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࠖࡍࡿࠋ

ž

ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࠖࡢቨࠊᗋࠊᒇ᰿࡛⏝࡛ࡁࡿ CLT ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸳ࠊ㸴ࠊ㸵ࠋ♧ࡍࠋ

ž

ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࠖ⏝࡛ࡁࡿ᥋ྜ㔠≀ࡢᛶ⬟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹ 28 ᅜ࿌♧➨ 611 ྕ➨༑➨ 2
㡯 ➨ྕ➨ඵྕつᐃࡀ࠶ࡿࠋ
 ➨ྕЍ⪏ຊቨタࡅࡿᘬᙇ㔠≀ࡢᛶ⬟ࠊ➨ඵྕЍࣃࢿࣝࡢ┦㛫ࡢ᥋ྜ㒊ࡢࡏࢇ᩿ᛶ⬟
 ලయⓗ࡞᥋ྜ㒊ࡘ࠸࡚ࡣ㸯㸴㹼㸯㸶♧ࡍࠋ

ž

ࡇࡢࡢࠊ
ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࠖࡢタィࡢ࣮ࣝࣝࡘ࠸࡚ࡣ㸯㸯㹼㸯㸳♧ࡍࠋ

ž

ᮌ㐀ᘓ⠏≀ࡣࠊ⌧ᅾࠊ㜵⪏ⅆୖࡢつᐃࡀ࡞࠸ࠕࡑࡢࡢᘓ⠏≀ࠖࡢࠊ
ࠕ‽⪏ⅆᘓ⠏≀ࠖࠊ
ࠕ⪏ⅆᘓ⠏
≀ࠖࡀᐇ⌧࡛ࡁࡿ᪉ἲࡀࡑࢁࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢ㜵⪏ⅆᛶ⬟ᛂࡌ࡚ࠊᘓ⠏ྍ⬟࡞ᘓ⠏≀ࡢ
⏝㏵ࠊつᶍࡣ␗࡞ࡿࡢ࡛ࠊู㏵ࠕᮌ㐀ᘓ⠏ࡢࡍࡍࡵ࡚ࠖ☜ㄆࡢࡇࠋ
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ž

ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࠖࢆྵࡴ CLT ࢆ⏝࠸ࡓᘓ⠏≀࠾࠸࡚ࡣࠊ⌧ᅾࡢࡇࢁࠕ‽⪏ⅆᘓ⠏≀ࠖ
ࠊ
ࠕ⪏
ⅆᘓ⠏≀㸦1 㛫㸧
ࠖࡲ࡛ᐇ⌧ྍ⬟ࠋࡓࡔࡋࠊᮏ㈨ᩱࡘ࠸࡚ࡣࠕࡑࡢࡢᘓ⠏≀ࠖࢆᑐ㇟ࡋࠊ
ࠕ‽
⪏ⅆᘓ⠏≀ࠖࡘ࠸࡚ࡣูࡢㅮ⩏࡛♧ࡍࠋ

ž

ᆅ㝵㸦㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㐀㸧ࡀ࠶ࡿᘓ⠏≀ࡣࠊΰᵓ㐀࡞ࡾࠊ࣮ࣝࢺ㸰ࡢᵓ㐀ィ⟬ࡀồࡵࡽࢀࡿࡓ
ࡵࠊ
ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࠖࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ࢹ࣮ࢱ
01-1㸬⏝ㄒ㸸ࣃࢿࣝྡ⛠㸦ᐇົ⪅ࡢࡓࡵࡢ CLT ᘓ⠏タィࡢᡭᘬࡁ㸧
 CLT ࢆ⏝࠸ࡓᘓ⠏≀ࢆᵓᡂࡍࡿࣃࢿࣝࡢ⛠ࡘ࠸࡚ࡣ࣐ࢽࣗࣝࡸ㈨ᩱẖ␗࡞ࡿࠋᮏࢸ࢟ࢫࢺ࡛
ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ࠕᐇົ⪅ࡢࡓࡵࡢ CLT ᘓ⠏タィࡢᡭᘬࡁࠖࡢ⏝ㄒ‽ࡌ࡚ㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࠋ
01-2㸬⏝ㄒ㸸ࣃࢿࣝྡ⛠㸦࿌♧㸭CLT ࢆ⏝࠸ࡓᘓ⠏≀ࡢタィᕤ࣐ࢽࣗࣝ㸧
 ቨࣃࢿࣝࡢ⛠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࿌♧࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࠊ
ࠕCLT ࢆ⏝࠸ࡓᘓ⠏≀ࡢタィᕤ࣐ࢽࣗ
࡛ࣝࠖ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣࠊ୍㒊␗࡞ࡿࡓࡵࠊཧ⪃ࡑࡢෆᐜࢆ♧ࡍࠋᮏࢸ࢟ࢫࢺ࡛ࡶࠊ࿌♧ࡢ
ෆᐜࢆゎㄝࡍࡿሙྜࡣࠊࡇࡕࡽࡢ⏝ㄒࢆ⏝࠸࡚ㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࠋ
ཧ⪃㈨ᩱ
01-1㸬ᮌ㐀ᘓ⠏≀ࡢᵓ㐀ィ⟬࣮ࣝࢺ
01-2㸬CLT ࣃࢿࣝᕤἲᘓ⠏≀ࡢᵓ㐀ィ⟬࣮ࣝࢺ
01-3㸬ᮌ㐀ᘓ⠏ࡢࡍࡍࡵ㸦ᮌࢆάࡍᘓ⠏᥎㐍༠㆟Ⓨ⾜㸧Ѝู
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㸰㸬CLT ࢆ⏝࠸ࡓᘓ⠏≀ CLT ࣃࢿࣝᕤἲࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࠖ
㸯㸬CLT ࢆ⏝࠸ࡓᘓ⠏≀ࡣࠊᵝࠎ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡀࠊCLT ࢆ⏝࠸ࡓቨࡢᙺࡼࡗ࡚ࠊ௨ୗࡢ㸰ࡘศ
ࡅࡽࢀࡿࠋ
ձ CLT ࢆ⏝࠸ࡓᘓ⠏≀
ᗋࠊቨࠊኳࠊᒇ᰿࡞ࡢ㒊ศ CLT ࢆ⏝࠸ࡓᮌ㐀ࡶࡋࡃࡣᮌ㐀ᵓ㐀ࡢΰᵓ㐀ࡢᘓ⠏
≀ࢆ࡚ࢆᣦࡍࠋ
ղ CLT ࣃࢿࣝᕤἲ
ձCLT ࢆ⏝࠸ࡓᘓ⠏≀ࡢ࠺ࡕࠊᖹ 28 ᅜ࿌♧➨ 611 ྕࡢෑ㢌ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ CLT ቨỈ
ᖹຊ࠾ࡼࡧ㖄┤ຊࢆ㈇ᢸࡉࡏࡿᕤἲࢆᣦࡍࠋ
Ỉᖹຊࡔࡅࢆ㈇ᢸࡍࡿ CLT ቨࣃࢿࣝࢆ⏝࠸ࡓᘓ⠏≀㸦㏻ᖖࡣ㍈⤌ᵓἲ㸧࡞ࡣࠊձヱᙜࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡣࠊ㍈⤌ᕤἲ࡞ࡽ㍈⤌ᕤἲࡢᵓ㐀ィ⟬᪉ἲࠊᯟ⤌ቨᕤἲ࡞ࡽᯟ⤌ቨᕤἲࡢᵓ㐀ィ⟬᪉ἲ
࡚タィࢆ⾜࠺ࠋ
㸰㸬ᮏㅮ⩦࡛ᑐ㇟ࡍࡿࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࠖࡣࠊୖ࡛♧ࡋࡓ ղCLT ࣃࢿࣝᕤἲ ྵࡲࢀࡿࠋ
ձCLT ࢆ⏝࠸ࡓᘓ⠏≀
ղCLT ࣃࢿࣝᕤἲ
࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲ

ž

ղCLT ࣃࢿࣝᕤἲࡢᴫᛕᅗࢆ௨ୗ♧ࡍࠋ

ž

ᗋࠊᒇ᰿ࡢᵝࡣࠊCLT ࢆ⏝࠸ࡿࠊᱱ➼ࡢ㍈⤌ྜᯈ➼ࡢ㠃ᮦࢆ⏝࠸ࡓࡶࡢࡶᐃࡉࢀࡿࠋࡓࡔ
ࡋࠊ
ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࠖࡢሙྜࡣࠊ⣡ࡲࡾ➼ࡽᗋ➼ࡢỈᖹᵓ㠃ࡣ CLT ࢆ⏝࠸ࡓࡶࡢ㝈ᐃࡉ
ࢀࡿࠋヲ⣽ࡣ㸱ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ

ᅗ 㸸&/7 ࣃࢿࣝᕤἲࡢᴫᛕᅗ
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ᅗ 㸸&/7 ࣃࢿࣝᕤἲࡢᗋ࣭ᒇ᰿ࡣ &/7 ௨እ࡛ࡶྍ
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㸱㸬ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࠖࡢᯫᵓୖࡢ≉ᚩ㸫㸯 ᵓᡂせ⣲
㸯㸬 CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡢ࠺ࡕࠊ࣮ࣝࢺ㸯࡛タィ࡛ࡁࡿᯫᵓ㸦࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲ㸧ࡍࡿࡣࠊ௨ୗࡢᵝ
࡞ᵝࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ձ 㖄┤ᵓ㠃㸦ቨ㸧࡛ࠊỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿࡶࡢࡣ CLT ࣃࢿࣝࡢࡳ
Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿࡢせ⣲㸦㠃ᮦ⪏ຊቨࠊ➽࠸ࠊỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿᰕᱱࣇ࣮࣒ࣞ㸧ࡢే⏝ࡣ
ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ
Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡏࡎࠊ㖄┤ຊࡢࡳࢆ㈇ᢸࡍࡿᰕᱱࣇ࣮࣒ࣞࡸቨࡣタࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ղ 㸰㝵௨ୖࡢᗋࡣ CLT ࢆ⏝࠸ࡓࡶࡢࡋࠊ㖄┤ᵓ㠃Ỉᖹᵓ㠃ࡢ㛵ಀࡣࠊỈᖹᵓ㠃ࡕࡍ
ࡿࠋᱱࢆタࡅࡿࡇࡣྍ⬟ࠋ
1 㝵ࡢᗋࡣࠊᅵ㛫ᗋࡍࡿࠊ⪏ຊቨຊࡀࡽ࡞࠸⊂❧ࡋࡓ㍈⤌+ྜᯈ➼ࡢ㠃ᮦࡋࡓᗋ
ࡍࡿࠋ
ճ ᒇ᰿ࡣ CLT ࢆ⏝࠸ࡓỈᖹᵓ㠃ࢆᵓᡂࡋࠊࡑࢀࢆᒇ᰿㠃㸦㝣ᒇ᰿㸧ࡍࡿࠊỈᖹᵓ㠃࡞ࡿ
ኳࣃࢿࣝࡢୖᑠᒇ⤌ࢆࡑࡢୖタࡅࡿࡢᯫᵓ࡞ࡿࠋ

ᮦ⪏ຊቨࡢే⏝ࡣ     㖄┤ᵓ㠃ࡕࡢᯫᵓࡣ
ᅗ㸯㸸ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࠖ࡞ࡽ࡞࠸ᘓ⠏≀ࡢ

ž

⾲㸯ࠊCLT ࣃࢿࣝᕤἲ࠾࠸࡚タࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⪏ຊせ⣲㸦㒊ᮦ✀㢮㸧ᵓ㐀タィ࣮ࣝࢺࢆ♧
ࡍࠋ

ž

Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿ CLT ቨ௨እࠊỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨ㸦㍈⤌+㠃ᮦࡢቨࡸ➽࠸➼㸧ࡀタࡅࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡶࡢ㸦ే⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸧ࡣࠊ࣮ࣝࢺ㸱௨ୖࡢィ⟬ࢆ⾜࠺ࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

ž

2 㝵௨ୖࡢᗋࡘ࠸࡚ࡣࠊ㍈⤌+ྜᯈ➼ࡍࡿᅾ᮶ᗋࡶ࿌♧ୖࡣチᐜࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࣮ࣝࢺ㸯ồࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⪏ຊቨࡢ᥋ྜ㒊➼ࡢ⣡ࡲࡾࢆ⪃៖ࡍࡿ CLT ࡢᗋࡍࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
㸦㸯㸰ࠊ㸯
㸴ࠊ㸯㸵ࠊ㸯㸶ࢆཧ↷㸧

ž

1 㝵ࡢᗋࡘ࠸࡚ࡣࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢᅵ㛫ᗋ ࡶࡋࡃࡣ ⪏ຊቨ➼ຊࡀࡽ࡞࠸⊂❧ࡋࡓ㍈⤌+
ྜᯈ➼ࡢ㠃ᮦࡋࡓᗋࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋCLT ᗋࡍࡿࡇࡶྍ⬟ࡔࡀࠊࢥࢫࢺ㠃➼ࢆ⪃៖ࡍࡿ
⌧ᐇⓗ࡞ᵝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
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㸯㝵ᗋࡀࡇࡢࡼ࠺࡞ᵝ࡞ࡿࡢࡣࠊ࣮ࣝࢺ㸯ࡢィ⟬᪉ἲࡢ᳨ウࢆ⾜࠺㝿ࠊ㸯㝵ᗋࢆᵓ㐀ࣔࢹࣝ
ࡢᑐ㇟እࡋࡓࡇࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ1 㝵ࡢᗋࢆࠊ2 㝵௨ୖࡢᗋྠࡌࡼ࠺ CLT ࢆ⏝࠸ࡓỈᖹᵓ
㠃ࡕࡍࡿሙྜࡣࠊู㏵ࣔࢹࣝࢆ⾜ࡗ࡚࣮ࣝࢺ㸱௨ୖࡢᵓ㐀ィ⟬ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ž

ᒇ᰿㸦᭱ୖ㠃ࡢỈᖹᵓ㠃㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊCLT ࢆ⏝࠸ࡿ⪏ຊቨࡢ᥋ྜ᪉ἲࡀ࿌♧ୖつᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ࡲࡓࠊࡑࢀࡽࡢ᥋ྜ㒊ࡀᒇ᰿㠃໙㓄ࡀ࠶ࡿሙྜࡣ⏝ࡀ㞴ࡋ࠸ࡇࡽࠊ⌧ᐇⓗࡣᗋྠࡌ
CLT ࢆ⏝࠸ࡓỈᖹࡢ㠃ࢆᵓᡂࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ㠃ࢆᒇ᰿㠃㸦㝣ᒇ᰿㸧ࡍࡿࠊࡑࡢୖࠊู
㏵ࠊ໙㓄ᒇ᰿ࢆᵓᡂࡍࡿࡓࡵࡢᑠᒇ⤌ࢆタࡅࡿࡀ㑅ᢥ⫥࡞ࡿࠋ
㸦㸯㸲ࢆཧ↷㸧
⾲  ᵓ㠃࣭ᯫᵓࡢᵓᡂ᪉ἲᵓ㐀ィ⟬࣮ࣝࢺࡢᴫ␎ⓗ㛵ಀ
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㸲㸬ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࠖࡢᯫᵓୖࡢ≉ᚩ㸫㸰 ቨࣃࢿࣝࡾ
㸯㸬CLT ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࡣࠊ⪏ຊቨ㸦㖄┤ᵓ㠃㸧ࡢᵓᡂࡢ✀㢮ࡋ࡚௨ୗࡢ㸱ࡘࡀ࠶ࡿࠋ
 ᑠᖜࣃࢿࣝᯫᵓ  㸫ศᆺᯫᵓ  ࣮ࣝࢺ㸯࡛ィ⟬ྍ⬟
 ∧ࣃࢿࣝᯫᵓձ 㸫ศᆺᯫᵓ  ࣮ࣝࢺ㸯࡛ィ⟬ྍ⬟
 ∧ࣃࢿࣝᯫᵓղ 㸫୍యᆺᯫᵓ  ࣮ࣝࢺ㸯࡛ࡢィ⟬ྍ
∧ࣃࢿࣝᯫᵓձࡣ∧ࣃࢿࣝᯫᵓղ␗࡞ࡾࠊᆅ㟈ຊ࣭㢼ᅽຊࡼࡿኚᙧకࡗ࡚㛤ཱྀ㝮㒊ࢆ㉳
Ⅼࡍࡿ㖄┤᪉ྥடࡀ⏕ࡌࠊடᚋࡣᑠᖜࣃࢿࣝᯫᵓྠᵝࡢ㒊ᮦᵓᡂ࡞ࡿࡇࡀ๓ᥦ࡞ࡗ
࡚࠾ࡾࠊᵓ㐀ィ⟬ࡶᑠᖜࣃࢿࣝᯫᵓྠᵝ⾜࠺ࠋ
ᑠᖜࣃࢿࣝᯫᵓ∧ࣃࢿࣝᯫᵓձࡢ㸰ࡘࢆศᆺᯫᵓ⛠ࡋࠊ࣮ࣝࢺ㸯࡛ࡢィ⟬ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉ࠊ∧ࣃࢿࣝᯫᵓղࡣࠊᆅ㟈ຊ࣭㢼ᅽຊࡼࡿኚᙧకࡗ࡚㛤ཱྀ㝮㒊ࢆ㉳Ⅼࡍࡿ㖄┤᪉ྥட
ࢆチᐜࡋ࡞࠸ᯫᵓ࡛ࠊ୍యᆺᯫᵓࡤࢀࡿࠋࡇࡢᯫᵓࡍࡿሙྜࡣࠊ࣮ࣝࢺ㸯࡛ࡣィ⟬࡛ࡁ࡞
࠸ࠋ
࣮ࣝࢺ 1 ࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸

ᅗ㸯㸸ᮏタィἲ࠾ࡅࡿᯫᵓᙧᘧࡢศ㢮

ž

ྛᯫᵓࡢ⪃࠼᪉ἢࡗ࡚ࠊᘬᙇ㔠≀ࡸ⬺ⴠ㜵Ṇࡢཷᮦࡢタ⨨࡞ࡀᚲせ࡞ࡿࠋࡑࡢᴫᛕᅗࢆḟ࣌
࣮ࢪ♧ࡍࠋ

7

CLT ࢆ⏝࠸ࡓᘓ⠏≀ᑐࡍࡿ⌮ゎ
⾲㸯㸸&/7 ࣃࢿࣝᕤἲࡢᯫᵓᙧᘧ

࣮ࣝࢺ 1 ࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸

ͤୖᅗ࡛⏝࠸࡚࠸ࡿࣃࢿࣝࡢྡ⛠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࿌♧ࡢ⏝ㄒ㸦ࢹ࣮ࢱ 01-2㸧ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡇὀព
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㸳㸬ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࠖ⏝࡛ࡁࡿ CLT ࡢᵝ㸦JAS㸧
㸯㸬ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࠖ⏝࡛ࡁࡿ CLT ࡢᵝࡣࠊ௨ୗࢆࢡ࣮ࣜࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ձ ┤㞟ᡂᯈࡢ᪥ᮏ㎰ᯘつ᱁㸦JAS㸧
               →ᮦᩱࡢつ᱁㸦௨ୗࡢゎㄝࢆཧ↷㸧
ղ ᘓ⠏ᇶ‽ἲ㛵㐃࿌♧ H13 ᅜ࿌♧➨ 1024 ྕ
               Ѝᇶ‽ᙉᗘࠊチᐜᛂຊᗘ㸦㸴ࢆཧ↷㸧
ճ ᘓ⠏ᇶ‽ἲ㛵㐃࿌♧ H28 ᅜ࿌♧➨ 611 ྕ
               ЍCLT ࣃࢿࣝᕤἲ࡛⏝࠸ࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿᮦᩱ㸦㸵ࢆཧ↷㸧
㸰㸬㸯ຍ࠼࡚ࠊᐇ㝿⏝࡛ࡁࡿ CLT ࡣࠊ⌧ᅾࡢ࣓࣮࣮࢝ࡢ〇㐀≧ἣࡸ࿌♧࡛ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ᥋ྜ㒊
ࡢᵝ➼ࢆ⪃៖ࡋ࡚Ỵᐃࡉࢀࡿࠋ⤖ᯝࠊ
ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࠖ⇞࠼ࡋࢁタィࢆ⾜ࢃ࡞࠸ᘓ⠏≀
⏝࠸ࡽࢀࡿ CLT ࡢᵝࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡿࠋ
⾲㸯㸸ྛ㒊⏝ࡉࢀࡿ &/7 ࡢᵝ

CLT ࡢᵝ

ᗋ

Mx60 3 ᒙ 3 ࣉࣛ ཌࡉ 90 ੈ ࢫࢠ

ቨ

ᒇ᰿࣭ኳ

ۑ

ۑ

Mx60 3 ᒙ 4 ࣉࣛ ཌࡉ 120 ੈ ࢫࢠ

ۑ

Mx60 5 ᒙ 5 ࣉࣛ ཌࡉ 150 ੈ ࢫࢠ

ۑ

Mx60 5 ᒙ 7 ࣉࣛ ཌࡉ 210 ੈ ࢫࢠ

ۑ

ۑ

ۑ
ۑ

     ࣑ͤࣛࢼࡢཌࡉࡣࠊ࡚ 30 ੈࡀᶆ‽
  
㸯ࡢձ㹼ճ♧ࡍつᐃࠊᐇ㝿ࡢ࣓࣮࣮࡛࢝ࡢ〇㐀≧ἣࡘ࠸࡚ࠊ㸴㹼㸯㸮࡛㡰ḟゎㄝࡍࡿࠋ

 CLT ࠸࠺ᮦᩱࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡣࠊ᪥ᮏ㎰ᯘつ᱁㸦JAS㸧ࡢᴫせࢆ⌮ゎࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋJAS
࡚ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏝ㄒࡣࠊࡑࡢࡲࡲᘓ⠏ᇶ‽ἲ㛵㐃ࡢ࿌♧➼࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊṇࡋࡃ⌮ゎࡋ࡚࠾ࡃ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࠙┤㞟ᡂᯈࡢ᪥ᮏ㎰ᯘつ᱁ࡢᴫせࠚ
CLT ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞⏝ㄒ࠾ࡼࡧ┤㞟ᡂᯈࡢ᪥ᮏ㎰ᯘつ᱁ࡢᴫせࡘ࠸࡚ཧ⪃㈨ᩱ 05-1 ♧
ࡍࠋ㸦CTL ࡣἲᚊୖࡣ┤㞟ᡂᯈࡤࢀࡿࠋ㸧
௨ୗࡣࠊࡑࢀࡽࡢᢤ⢋ࢆ♧ࡍࠋࡇࡇ࡛ࡣ≉グ↓ࡁ㝈ࡾࠊᶵᲔ➼⣭༊ศ࡛࣑ࣛࢼࡢ➼⣭ࢆ༊ศࡋ࡚࠸ࡿ〇
ရࡘ࠸࡚♧ࡍࠋ
㸦ࡇࡢࠊMSR ༊ศࠊ┠ど➼⣭༊ศࡀ࠶ࡿࠋ㸧
௨ୗࡢᢤ⢋ࢆ⌮ゎࡍࡿࡣࠊୗ⾲ࡢ⏝ㄒࢆ▱ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࢹ࣮ࢱ 05-1 ࡛☜ㄆࡢࡇࠋ
   ࣑ࣛࢼࠊࣉࣛࠊᒙࠊᙉ㍈᪉ྥࠊᙅ㍈᪉ྥ
1.

CLT ࢆᵓᡂࡍࡿ࣑ࣛࢼࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ

   ࣑ࣛࢼࡢཌࡉ㸦12 ੈ௨ୖ 50 ੈ௨ୗ㸧
ࠊ
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   ࣑ࣛࢼࡢ➼⣭㸦M30ࠊM60ࠊM90ࠊM120 ࡢ 4 ✀㢮㸧
ࠊ
   ࣑ࣛࢼ࠼ࡿᶞ✀㸦E1㹼E5 ࡢᶞ✀⩌࡛༊ศࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧
⾲㸰㸸࣑ࣛࢼࡢᶞ✀⩌

ᶞ✀⩌

ᶞ✀ྡ

E1

ࢲࣇ࣐ࣜ࢝࢝ࣛࢶࠊࢧࢨࣥࣃࣥࠊ࣐࣋ࢶཬࡧ࢚࢘ࢫࢱ࣮ࣥࣛࢳ

E2

ࣄࣀ࢟ࠊࣄࣂࠊ࣐࢝ࣛࢶࠊ࣐࢝ࢶࠊࢡ࣐ࣟࢶ࠾ࡼࡧ࣋ࣄ

E3

ࢶ࢞ࠊࣛࢫ࢚࣮࢝ࣟࢩࢲ࣮ࠊࣛࢪࢱࣃࣥཬࡧ࣋ࢶ࢞

E4

࣑ࣔࠊࢺࢻ࣐ࢶࠊ࢚ࢰ࣐ࢶࠊ࣑࣋ࣔࠊࢫࣉ࣮ࣝࢫࠊࣟࢵࢪ࣏࣮ࣝࣃࣥࠊ
࣋ࢽ࣐ࢶࠊ࣏ࣥࢹ࣮ࣟࢧࣃࣥࠊࣉࢩ࣐ࣗ࢘࢝ࢶཬࡧࢪࣕࢵࢡࣃࣥ

E5

2.

ࢫࢠࠊ࣋ࣄཬࡧ࣍࣡ࢺࢧࣉࣞࢫࣃࣥ

〇ရ࡞ࡿ CLT ࡘ࠸࡚ࡣࠊ

   〇㐀ྍ⬟࡞ CLT ࡢᵓᡂ
㸦3 ᒙ 3 ࣉࣛࡽ 9 ᒙ 9 ࣉࣛࡲ࡛ࡢ 6 ✀㢮㸦3-3/3-4/5-5/5-7/7-7/9-9㸧
㸧
   〇ရ㸦CLT㸧ࡢཌࡉ㸦36 ੈ௨ୖ 500 ੈ௨ୗ㸧
   〇ရ㸦CLT㸧ࡢᙉᗘ➼⣭㸦S30ࠊ60ࠊ90ࠊ120ࠊMx60ࠊ90ࠊ120 ࡢ 7 ✀㢮㸧
   ྛᙉᗘ➼⣭ࡢ CLT ⏝࠸ࡿ࣑ࣛࢼࡢရ㉁ࡸᵓᡂ
 ➼ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
3.

␗➼⣭ᵓᡂ㸦Mx㸧ྠ୍➼⣭ᵓᡂ㸦S㸧
CLT ࡢᙉᗘ➼⣭ࡣࠊ௨ୗࡢ 2 ✀㢮ࡀ࠶ࡿࠋ
ྠ୍➼⣭ᵓᡂ㸦S㸧㸸࡚ࡢ࣑ࣛࢼࡢရ㉁㸦ᶞ✀ࠊ➼⣭ࠊḞⅬ➼㸧࠾ࡼࡧཌࡉࡀྠࡌࡶࡢ࡛ࠊ
S30ࠊS60ࠊS90ࠊS120 ࡢ 4 ✀㢮ࡢ➼⣭ࡀ࠶ࡿ
␗➼⣭ᵓᡂ㸦Mx)㸸୰ᚰ㍈ᑐࡋ࡚ᑐ⛠ྠࡌရ㉁㸦ᶞ✀ࠊ➼⣭ࠊḞⅬ➼㸧࠾ࡼࡧཌࡉࡢ࣑ࣛ
ࢼࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊMx60ࠊMx90ࠊMx120 ࡢ 3 ✀㢮ࡢ➼⣭ࡀ࠶
ࡿࠋ
ࡑࢀࡒࢀ⏝࡛ࡁࡿ࣑ࣛࢼࡢᶞ✀⩌ᙉᗘ➼⣭ࡀỴࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦S30 ࡣ M30 ࡢ࣑ࣛࢼࢆ
⏝ࠊS60  Mx60 ࡛ࡣ M60 ࡢ࣑ࣛࢼࢆ⏝㺃㺃㺃࡞ࡿࠋ
㸧
࠼ࡤࠊྠ୍➼⣭ᵓᡂ S30 ࡢ CLT ࡛ࡣࠊᶞ✀⩌ࡀ E5 ࡛➼⣭ࡀ M30 ࡢ࣑ࣛࢼࢆ⏝࠸ࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡿࠋ
㸦࣑ࣛࢼࡢ༊ศࡀᶵᲔ➼⣭༊ศ࡛ࡣ࡞ࡃ MSR ༊ศ࡛⾜ࢃࢀࡿሙྜࡣᶞ✀⩌ࡣ E3ࠊE4ࠊ
E5 ࡀྍ⬟㸧

4.

␗➼⣭ᵓᡂ㸦Mx㸧ࡢ࣑ࣛࢼࡢᵓᡂ
␗➼⣭ᵓᡂ㸦Mx)࡛ࡣࠊ᭱እᒙ࣑ࣛࢼෆᒙ⏝࣑ࣛࢼࡢရ㉁ࢆศࡅࡿࡇࡀチᐜࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࡢ࣮ࣝࣝࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠼ࡤࠊ␗➼⣭ᵓᡂ Mx60 ࡢ CLT ࡛ࡣࠊ᭱እᒙࡢ࣑ࣛࢼࡣᶞ✀⩌ࡣ E3ࠊE4ࠊE5 ࡛➼⣭ࡀ M60
ࡢࡶࡢࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡞ࡾࠊෆᒙ⏝ࡢ࣑ࣛࢼࡣᶞ✀⩌ࢆၥࢃࡎ➼⣭ࡀ M30 ௨ୖࡢ࣑ࣛࢼࢆ⏝࠸
ࡿࡇ࡞ࡿࠋ
㸦࣑ࣛࢼࡢ༊ศࡀᶵᲔ➼⣭༊ศ࡛ࡣ࡞ࡃ MSR ༊ศ࡛⾜ࢃࢀࡿሙྜࡣࠊ᭱እᒙࡢ
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ᶞ✀⩌ࡶၥࢃ࡞࠸ࠋ
㸧
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ᭱እᒙ࣑ࣛࢼࢆࣄࣀ࢟ࠊෆᒙ⏝࣑ࣛࢼࢆࢫࢠࡍࡿࡼ࠺࡞␗ᶞ✀ᵓᡂࡶྍ⬟࡞
ࡿࠋ
5.

⏝⎔ቃ AࠊBࠊC
᥋╔ᮦࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿᮌ㉁ᮦᩱ࡛࠶ࡿ CLT 㞟ᡂᮦࡣࠊࡑࡢ⏝⎔ቃࡼࡗ࡚᥋╔ᮦࡢຎ
≧ἣࡀ␗࡞ࡿࡇࡽࠊ⏝⎔ቃࢆ௨ୗࡢ㏻ࡾ༊ศࡋ⾲♧ࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⏝⎔ቃ㸿㸸┤㞟ᡂᯈࡢྵỈ⋡ࡀ㛗ᮇ⥅⥆ⓗཪࡣ᩿⥆ⓗ 19㸣ࢆ㉸࠼ࡿ⎔ቃࠊ┤᥋እẼ
ࡉࡽࡉࢀࡿ⎔ቃࠊኴ㝧⇕➼ࡼࡾ㛗ᮇ㛫᩿⥆ⓗ㧗

࡞ࡿ⎔ቃࠊᵓ㐀≀ࡢⅆ⅏

࡛ࡶ㧗ᗘࡢ᥋╔ᛶ⬟ࢆせồࡉࢀࡿ⎔ቃࡑࡢᵓ㐀≀ࡢ⪏ຊ㒊ᮦࡋ࡚ࠊ᥋╔
ࡢ⪏Ỉᛶࠊ⪏ೃᛶཪࡣ⪏⇕ᛶࡘ࠸࡚㧗ᗘ࡞ᛶ⬟ࡀせồࡉࢀࡿ⏝⎔ቃ
⏝⎔ቃ㹀㸸┤㞟ᡂᯈࡢྵỈ⋡ࡀࠎ19㸣ࢆ㉸࠼ࡿ⎔ቃࠊኴ㝧⇕࡞ࡼࡾࠎ㧗

࡞ࡿ

⎔ቃࠊᵓ㐀≀ࡢⅆ⅏࡛ࡶ㧗ᗘࡢ᥋╔ᛶ⬟ࢆせồࡉࢀࡿ⎔ቃࡑࡢᵓ㐀≀ࡢ⪏ຊ
㒊ᮦࡋ࡚ࠊ᥋╔ࡢ⪏Ỉᛶࠊ⪏ೃᛶཪࡣ⪏⇕ᛶࡘ࠸࡚㏻ᖖࡢᛶ⬟ࡀせồࡉࢀ
ࡿ⏝⎔ቃ
⏝⎔ቃ㹁㸸┤㞟ᡂᯈࡢྵỈ⋡ࡀࠎ19㸣ࢆ㉸࠼ࡿ⎔ቃࠊኴ㝧⇕࡞ࡼࡾࠎ㧗

࡞ࡿ

⎔ቃࡑࡢᵓ㐀≀ࡢ⪏ຊ㒊ᮦࡋ࡚ࠊ᥋╔ࡢ⪏Ỉᛶࠊ⪏ೃᛶཪࡣ⪏⇕ᛶࡘ࠸
࡚㏻ᖖࡢᛶ⬟ࡀせồࡉࢀࡿ⏝⎔ቃ

ž

᪥ᮏ࡛〇㐀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ CLT ⏝࠸ࡽࢀࡿ᥋╔⏝⎔ቃࡢ㛵ಀࢆୗ⾲♧ࡍࠋ
⾲㸱㸸⏝⎔ቃ᥋╔ᮦࡢ✀㢮

᥋╔ࡢ✀㢮

⏝⎔ቃ A

⏝⎔ቃ B

⏝⎔ቃ C

ࣞࢰࢩࣀ࣮ࣝᶞ⬡

ۑ

ۑ

ۑ

ࣞࢰࢩࣀ࣮࣭ࣝࣇ࢙ࣀ࣮ࣝᶞ⬡

ۑ

ۑ

ۑ

Ỉᛶ㧗ศᏊࢯࢩࢿ࣮ࢺ⣔ᶞ⬡



ڹ

ۑ

Ỉᛶ㧗ศᏊࢯࢩࢿ࣮ࢺ࡛ࡣࠊ⏝⎔ቃ B ࡢྠ➼ᛶ⬟ホ౯ࢆཷࡅࡓࡶࡢࡀᏑᅾࡍࡿࡓࡵڹ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࿌♧࡛ࡣࠕࣇ࢙ࣀ࣮ࣝᶞ⬡ࠊࣞࢰࣝࢩࣀ࣮ࣝᶞ⬡ࠊࣞࢰࣝࢩࣀ࣮࣭ࣝࣇ࢙ࣀ࣮ࣝᶞ
⬡ࠖ࠶ࡿࡀࠊࣇ࢙ࣀ࣮ࣝᶞ⬡ࡣ CLT ࡣ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎ LVL ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ž

タィࡣࠊ⏝ࡍࡿ CLT ࡀ┤᥋እẼࡉࡽࡉࢀࡿࡢࠊ⇞࠼ࡋࢁタィࢆ⾜࠺ࡢࡼࡗ
࡚ࠊ⏝⎔ቃࢆ㑅ᢥࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦⇞࠼ࡋࢁタィࡘ࠸࡚ࡣ‽⪏ⅆ㸱ࢆཧ↷㸧

6.

A ✀ᵓᡂࠊB ✀ᵓᡂ
CLT ࢆᵓᡂࡍࡿ࣑ࣛࢼࡢࣖࣥࢢಀᩘࡘ࠸࡚ࠊୖ㝈್ࢆᐃࡵ࡞࠸ࡶࡢࢆ A ✀ᵓᡂࠊୖ㝈್ࢆᐃ
ࡵࡿࡶࡢࢆ B ✀ᵓᡂࡪࠋࡓࡔࡋࠊᐇ㝿ࡣࠊB ✀ᵓᡂࡢ࣑ࣛࢼ࡚ CLT ࢆ〇㐀ࡍࡿࡇࡣ
ᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊA ✀ᵓᡂࡢ〇ရ࡛࠶ࡿࡇࡀ๓ᥦ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ࢹ࣮ࢱ
05-1㸬CLT ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞⏝ㄒ㸦JAS ୖࡢ⏝ㄒ㸧

ཧ⪃㈨ᩱ
05-1㸬CLT ࡢ᪥ᮏ㎰ᯘつ᱁ࡢᴫせ
05-2㸬CLT ࡢ〇㐀
 CLT 〇㐀ᕤሙ࡚ࠊࡢࡼ࠺࡞㐣⛬࡛ CLT ࡀ〇㐀ࡉࢀࡿࡢᴫ␎ࢆ♧ࡍࠋᆅᇦᮦ⏝ࡢሙྜ࡞ࠊ
ࡢᕤ⛬ࡽタィ⪅ࡸⓎὀ⪅ࡀࢃࡿᚲせࡀ࠶ࡿࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵᚲせࠋ
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㸴㸬ᘓ⠏㛵㐃ἲつୖ࡛ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ CLT ࡢᵝ㸦ᇶ‽ᙉᗘ㸧
㸯㸬CLT ࡢᇶ‽ᙉᗘ
᪥ᮏ㎰ᯘつ᱁㸦JAS㸧㐺ྜࡍࡿ CLT ࡢ✀㢮ࡣᴟࡵ࡚ከ࠸ࡀࠊCLT ࢆࠕᵓ㐀⪏ຊୖせ࡞㒊

ž

ศࠖ⏝࠸ࡿሙྜࡣࠊᖹ 13 ᅜ࿌♧➨ 1024 ྕ࡚ᇶ‽ᙉᗘࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀᚲせ࡞
ࡿࠋ
CLT ࡣ㠃ᮦ㍈ᮦࢆවࡡࡓࡼ࠺࡞࠸᪉ࢆࡍࡿࡢ࡛ࠊᵝࠎ࡞᪉ྥࡽຊࢆཷࡅࡿࡇࡀᐃࡉ

ž

ࢀ࡚࠸ࡿࡇࠊ␗᪉ᛶࢆᣢࡘᮌᮦࢆཎᩱࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ㍈ᮦ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿ〇ᮦࡸ㞟ᡂᮦ
➼␗࡞ࡾࠊ௨ୗ♧ࡍࡼ࠺ᇶ‽ᙉᗘࡢ✀㢮ࡀከ࠸ࠋ
⾲㸯㸸&/7 ࡢᇶ‽ᙉᗘࡢ✀㢮᪉ྥ

ᘓ≀࡞ࡗࡓሙྜࡢⲴ㔜

ຍࢃࡿຊࡢ✀㢮᪉ྥ
ᅽ⦰ Fc  ᙅ㍈࣭ᙉ㍈

ex. ቨࣃࢿࣝࡿ㖄┤Ⲵ㔜

ᘬᙇ Ft  ᙅ㍈࣭ᙉ㍈

ex. Ỉᖹຊࡼࡿቨࣃࢿࣝࡢᾋࡁୖࡀࡾ

✚ᒙ᪉ྥ㸦㠃እ㸧᭤ࡆ Fb ᙉ㍈࣭ᙅ㍈

ex. ᗋࣃࢿࣝ➼ࡿ㖄┤Ⲵ㔜

ᖜ᪉ྥ㸦㠃ෆ㸧᭤ࡆ Fb ᙅ㍈࣭ᙉ㍈

ex. ᆶࢀቨࣃࢿࣝ➼ࡿ㖄┤Ⲵ㔜

✚ᒙ᪉ྥ㸦㠃እ㸧ࡏࢇ᩿ Fs ᙅ㍈࣭ᙉ㍈

ex. 㠃እ᭤ࡆࡢ᩿㠃ᒙⓎ⏕ࡍࡿࡏࢇ᩿

ᖜ᪉ྥ㸦㠃ෆ㸧ࡏࢇ᩿ Fs ᙅ㍈࣭ᙉ㍈

ex. ỈᖹຊࡼࡿቨࣃࢿࣝⓎ⏕ࡍࡿࡏࢇ᩿

ࡵࡾࡇࡳ Fcv

᭱እᒙ⏝ࡍࡿᶞ✀࡛Ỵᐃ㸦㏻ᖖࡢᮌᮦྠࡌ㸧

㸰㸬ᇶ‽ᙉᗘࢆ⟬ฟ࡛ࡁࡿ CLT ࡢ➼⣭
ž

ᖹ 13 ᅜ࿌♧➨ 1024 ྕ࡛ࡣࠊ࣑ࣛࢼࡢ➼⣭ẖࡢᛶ⬟್ࢆ⏝࠸࡚ CLT ࡢᇶ‽ᙉᗘࢆィ⟬࡛⟬
ฟࡍࡿ᪉ἲࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡇ࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣑ࣛࢼࡢ➼⣭ࡣ M30ࠊM60ࠊM90ࠊM120
ࡢ࠺ࡕࠊM30  M60 ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⌧≧࡛ࡣࠊM90 ௨ୖࡢ࣑ࣛࢼࢆ⏝࠸࡚ࡶ M60
ࡢ್ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡞ࡿࠋ

ž

ࡘࡲࡾࠊCLT ࡢᇶ‽ᙉᗘࡣ CLT ࡢ➼⣭ࡀ S30ࠊS60ࠊMx60 ࡢ 3 ✀㢮ࡢࡳᇶ‽ᙉᗘࡀィ⟬ྍ
⬟࡛࠶ࡿゝ࠼ࡿࠋ

㸱㸬ቨ࡛⏝࡛ࡁࡿ CLT ࡣࠊୖࡢ᮲௳ࡢ࠺ࡕࠊᇶ‽ᙉᗘࡢィ⟬ࡀྍ⬟࡞࣑ࣛࢼࢆ⏝࠸ࡓࠊᚲせ࡞ᛶ⬟ࡀ
☜ಖ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡞ࡿࡓࡵࠊ
ᒙᵓᡂ㸻✀㢮 OK㸦つᐃ࡞ࡋ㸧
  ࡘ 
  ᇶ‽ᙉᗘࢆィ⟬࡛ࡁࡿ CLT ࡢ➼⣭ S30ࠊS60ࠊMx60
  ࡞ࡿࠋ
㸲㸬ᗋ࣭ᒇ᰿࡛⏝࠸ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ CLT ࡢᒙᵓᡂ
ž

ᇶ‽ᙉᗘࢆࡶチᐜᛂຊᗘࢆ⟬ฟࡍࡿࠋ

ž

ࡓࡔࡋࠊ㸯㸬ࡢ⾲ෆ࡛ࣥࢲ࣮ࣛࣥࡀ࠶ࡿ✚ᒙ᪉ྥ㸦㠃እ㸧ࡢ᭤ࡆ࠾ࡼࡧࡏࢇ᩿ࡢᇶ‽ᙉᗘ
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㸦ᗋ➼࡛㖄┤Ⲵ㔜ࢆཷࡅࡓሙྜ㸦㠃እࡢ㛗ᮇⲴ㔜㸧ᑐࡍࡿࡶࡢ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛗ᮇチᐜᛂຊ
ᗘࢆ⟬ฟࡍࡿ㝿ࠊ௨ୗ♧ࡍ CLT ࡢᒙᵓᡂࡢࡳࡀᇶ‽ᙉᗘࢆ⏝ࡍࡿࡇࡀチࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦ᖹ 13 ᅜ࿌♧➨ 1024 ྕ㸧ࠋ
  ᙉ㍈ࡢ᭤ࡆ࣭ࡏࢇ᩿Ѝ 3 ᒙ 3 ࣉࣛࠊ3 ᒙ 4 ࣉࣛࠊ5 ᒙ 5 ࣉࣛࠊ5 ᒙ 7 ࣉࣛ
ᙅ㍈ࡢ᭤ࡆ࣭ࡏࢇ᩿Ѝ 3 ᒙ 3 ࣉࣛࠊ3 ᒙ 4 ࣉࣛࠊ5 ᒙ 5 ࣉࣛࠊ5 ᒙ 7 ࣉࣛࠊ
           7 ᒙ 7 ࣉࣛ
⾲㸰㸸✚ᒙ᪉ྥ㸦㠃እ㸧ࡢ᭤ࡆ࠾ࡼࡧࡏࢇ᩿ࡢ㛗ᮇチᐜᛂຊᗘࡀ⟬ฟ࡛ࡁࡿ &/7
㸦⥙ࡅ㒊ศ㸧

ᒙᵓᡂ

ᙉ㍈᩿㠃

3 ᒙ 3 ࣉࣛ

H30 ㏣ຍ

ᙅ㍈᩿㠃

ഛ⪃
ᙅ㍈ࡣ୰ኸࡢ࣑ࣛࢼࡔࡅ࡛ホ
౯

3 ᒙ 4 ࣉࣛ

H30 ㏣ຍ

ᙅ㍈ࡣ୰ኸࡢ࣑ࣛࢼ 2 ᯛࡔࡅ
࡛ホ౯

5 ᒙ 5 ࣉࣛ

H30 ㏣ຍ

ᙉ㍈ࡢ DOL ヨ㦂ࢹ࣮ࢱ᭷
ᙅ㍈ࡣࠊ3 ᒙ 3 ࣉࣛࡢᙉ㍈
ྠࡌホ౯࡞ࡿ

5 ᒙ 7 ࣉࣛ

H30 ㏣ຍ

ᙉ㍈ࡢ DOL ヨ㦂ࢹ࣮ࢱ᭷
ᙅ㍈ࡣࠊ3 ᒙ 3 ࣉࣛࡢᙉ㍈
ྠࡌホ౯࡞ࡿ

7 ᒙ 7 ࣉࣛ

ᙅ㍈ࡣࠊ5 ᒙ 5 ࣉࣛࡢᙉ㍈
ྠࡌホ౯࡞ࡿ

9 ᒙ 9 ࣉࣛ

㸳㸬ᗋ࣭ᒇ᰿࡛⏝࡛ࡁࡿ CLT ࡣࠊ✚ᒙ᪉ྥ㸦㠃እ㸧ࡢ᭤ࡆ࠾ࡼࡧࡏࢇ᩿ࡢ㛗ᮇチᐜᛂຊᗘࢆ⟬ฟࡍࡿ
ࡓࡵᇶ‽ᙉᗘࢆ⏝ࡍࡿࡇࡀチࡉࢀ࡚࠸ࡿᒙᵓᡂ࡛ࠊᇶ‽ᙉᗘࡢィ⟬ࡀྍ⬟࡞࣑ࣛࢼ㸦M30ࠊ
M60㸧ࢆ⏝࠸ࡓࡶࡢࠊᚲせ࡞ᛶ⬟ࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿࡶࡢ ࡞ࡿࡓࡵࠊ
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ᒙᵓᡂ㸻5 ᒙ 5 ࣉࣛࠊ5 ᒙ 7 ࣉࣛ ࡀ OK
ͤ3 ᒙ 3 ࣉࣛࠊ3 ᒙ 4 ࣉࣛࡣᙅ㍈࣭ᙉ㍈ࡶࠊ7 ᒙ 7 ࣉࣛࡘ࠸࡚ࡣᙅ㍈࡛㛗ᮇチ
ᐜᛂຊᗘࢆ⟬ฟྍ⬟ࡔࡀࠊᛶ⬟㠃ࡽᐇ㝿ࡣ CLT ࣃࢿࣝᕤἲࢃࢀࡿࡇࡣᑡ࡞࠸ࠋ
  ࡘ 
  ᇶ‽ᙉᗘࢆィ⟬࡛ࡁࡿ CLT ࡢ➼⣭㸻S30ࠊS60ࠊMx60
  ࡞ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊᐇ㝿ࡣࠊS30ࠊS60 ࡛ࡣࣖࣥࢢಀᩘࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࡇࡀࢇࡢࡓࡵ Mx60 ࡞ࡿࠋ
㸴㸬ᗋ࣭ᒇ᰿ࡢタィࡣᙎᛶಀᩘ㸦᭤ࡆࣖࣥࢢࠊࡏࢇ᩿ᙎᛶಀᩘ㸧ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊࡢᮌ㉁
ᮦᩱྠᵝ࿌♧➼࡛ࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ
ࠕCLT ࢆ⏝࠸ࡓᘓ⠏≀ࡢタィᕤ࣐ࢽ࣑ࣗࣝࠖࣛࢼ
ࡢࢹ࣮ࢱࡑࡢᵓᡂࡽ⟬ฟࡍࡿ᪉ἲࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ž

CLT స⏝ࡍࡿእຊࡑࡢ㝿Ⓨ⏕ࡍࡿᛂຊࠊ᪉ྥ㛵ࡍࡿ⛠ࡘ࠸࡚ࠊࢹ࣮ࢱ 06-1ࠊ06-2 ࢆ⏝
࠸࡚☜ㄆࡍࡿࡇࠋ

ž

ᇶ‽ᙉᗘࡢィ⟬࠾࠸࡚ࡣࠊ㧗࠸ᛶ⬟ࡢ࣑ࣛࢼ㸦M90 ࡸ M120㸧ࢆ⏝࠸࡚ࡶࠊ⌧ᅾࡢࡇࢁࠊM60
ྠࡌᛶ⬟ࡍࡿࡋ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᛶ⬟ྥୖࢆࡵࡊࡋ࡚㧗࠸ᛶ⬟ࡢ࣑ࣛࢼࢆ⏝ࡍࡿࡇࡣ
⌧ᐇⓗ࡛↓࠸ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⌧≧࡛ࡣࠊM30 ࡸ M60 ࡢ࣑ࣛࢼࢆ⏕⏘ࡋࡸࡍ࠸ࢫࢠࡀ㑅ᢥࡉࢀࠊ〇㐀ࡉ
ࢀࡿ CLT ࡢ➼⣭ࡣ S30ࠊS60ࠊMx60 ࡞ࡿࡇࡀከ࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ⨾ほ┠ⓗ࡛᭱እᒙࢆࣄࣀ࢟ࡋࠊ
⤖ᯝࠊJAS ࡢつ᱁ୖࡣ Mx90 ࡞ࡿ CLT ࡣᏑᅾࡍࡿࠋ
㸦ࡓࡔࡋࠊᇶ‽ᙉᗘࡣ Mx60 ࡞ࡿࠋ㸧

┿㸸᭱እᒙࡀࣄࣀ࢟ࠊෆᒙࡀࢫࢠࡢ CLT

ž

ᇶ‽ᙉᗘࡢィ⟬ࡀྍ⬟࡞࣑ࣛࢼࡸࠊ㛗ᮇチᐜᛂຊᗘࡢ⟬ฟࡀྍ⬟࡞ CLT ࡢᵝࡘ࠸࡚ࠊୖࡢࡼ࠺
࡞ไ㝈ࡀࡗ࡚࠸ࡿ⌮⏤ࡣࠊ〇ရࡢ DOL㸦(Duration of Load㸸⥅⥆Ⲵ㔜ࡼࡿ◚ቯヨ㦂㸧ࡢ⤖
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ᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠾ࡾィ⟬ᘧࡢጇᙜᛶ࠾ࡼࡧ㛗ᮇ⏝ୖࡢᛶ⬟ࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ CLT ࡢࡳࢆᑐ㇟ࡋ࡚
࠸ࡿࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ᚋࠊᐇ㦂ࢹ࣮ࢱࡀᩚഛࡉࢀࡿࡇ࡛ࠊᑐ㇟ࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ž

ᙎᛶಀᩘ㸦᭤ࡆࣖࣥࢢࠊࡏࢇ᩿ᙎᛶಀᩘ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡢᮌ㉁ᮦᩱྠᵝ࿌♧➼࡛ࡣ♧ࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ࡀࠊ
ࠕCLT ࢆ⏝࠸ࡓᘓ⠏≀ࡢタィᕤ࣐ࢽ࣑ࣗࣝࠖࣛࢼࡢࢹ࣮ࢱࡑࡢᵓᡂࡽ⟬ฟࡍࡿ
᪉ἲࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙎᛶಀᩘࡘ࠸࡚ࡣࠊJAS ࡛〇㐀ྍ⬟࡞ CLT ࡚ࡘ࠸࡚ࠊ⟬ฟࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊM90 ࡸ M120 ࡢ࣑ࣛࢼࢆ᭱እᒙ⏝ࡋ Mx90 ࡸ Mx120 ࡢ CLT ࢆ〇㐀ࡋࡓሙྜࠊᇶ
‽ᙉᗘࡣ Mx60 ࡢᩘ್࡞ࡿࡀࠊᙎᛶಀᩘࡣᐇ㝿⏝ࡋࡓ࣑ࣛࢼࡢရ㉁ྜࢃࡏ࡚ィ⟬ࡍࡿࡇ
ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ

ž

ᙎᛶಀᩘࡶᇶ‽ᙉᗘྠࡌ✀㢮Ꮡᅾࡍࡿࡀࠊᖜ᪉ྥ㸦㠃ෆ㸧ࡢࡏࢇ᩿ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙅ㍈࣭ᙉ㍈ࡀྠ
ࡌ್࡞ࡿࠋ

ž

ᇶ‽ᙉᗘࡀィ⟬࡛ࡁࡿ CLT㸦S30ࠊS60ࠊMx60㸧ࡘ࠸࡚ࠊᇶ‽ᙉᗘᙎᛶಀᩘࡢィ⟬⤖ᯝࢆࢹ࣮
ࢱ 06-3ࠊ06-4 ♧ࡍࠋ

ž

CLT ࡢチᐜᛂຊᗘࠊᮦᩱᙉᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊཧ⪃㈨ᩱ 06-1 ࢆ☜ㄆࡢࡇࠋ
ᖹ 13 ᅜ࿌♧➨ 1024 ྕ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ CLT ࡢチᐜᛂຊᗘ࡛ࡣࠊྛ࣑ࣛࢼࡢཌࡉࡀ 12 ੈ௨ୖ 36
ੈ௨ୗつᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊJAS ࡢつᐃ㸦12 ੈ௨ୖ 50 ੈ௨ୗ㸧ࡼࡾࡋࡰࡾࡇࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ࢹ࣮ࢱ
06-1㸬CLT ࣃࢿࣝస⏝ࡍࡿእຊࡢ᪉ྥⓎ⏕ࡍࡿᛂຊ
06-2㸬CLT Ⓨ⏕ࡍࡿᛂຊࡢ᪉ྥࡢ✀㢮
06-3㸬CLT ࡢᇶ‽ᙉᗘ㸦S30ࠊS60ࠊMx60㸧ࡢィ⟬⤖ᯝ
06-4㸬CLT ࡢᙎᛶಀᩘ㸦S30ࠊS60ࠊMx60㸧ࡢィ⟬⤖ᯝ

ཧ⪃㈨ᩱ
06-1㸬CLT ࡢチᐜᛂຊᗘᮦᩱᙉᗘ
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㸵㸬ᘓ⠏㛵㐃ἲつୖ࡛ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ CLT ࡢᵝ㸦࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲ㸧
㸯㸬
ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࠖ⏝࡛ࡁࡿ CLT ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹ 28 ᅜ࿌♧➨ 611 ྕࡶ௨ୗࡢࡼ࠺࡞つ
ᐃࡀ࠶ࡿࠋ
ž

࣑ࣛࢼཌࡀ 24 ੈ௨ୖ 36 ੈ௨ୗࡢ CLT
  ࿌♧➨ 1024 ྕࡢチᐜᛂຊᗘࡢつᐃ㸦12 ੈ௨ୖ 36 ੈ௨ୗ㸧ࡼࡾࡋࡰࡾࡇࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ž

⪏ຊቨࡋ࡚タࡅࡿቨࣃࢿࣝࡣࠊ ᙉᗘ➼⣭ ྠ୍➼⣭ᵓᡂ S60 3 ᒙ 3 ࣉࣛࡢ CLT
  ᙉᗘ➼⣭ ␗➼⣭ᵓᡂ Mx60 5 ᒙ 5 ࣉࣛࡢ CLT
ࡓࡔࡋࠊࡇࢀࡽྠ➼௨ୖࡢ⪏ຊࢆ᭷ࡍࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿሙྜࡣ⏝࠸࡚ࡶⰋ࠸ࡇࡀ࿌♧ゎ
ㄝ᭩♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⤖ᯝࠊᇶ‽ᙉᗘࡀィ⟬࡛ࡁࡿᵝ㝈ᐃࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ 4 ✀㢮࡞ࡿࠋ
ࡋࡋࠊCLT ࡢ〇㐀ࡢᐇែ㸦࣑ࣛࢼࡢㄪ㐩➼㸧ࢆ⪃៖ࡍࡿࠊMx60 ࡍࡿࡇࡀ⌧ᐇⓗ࡛࠶
ࡿࠋ

           ᙉᗘ➼⣭ ྠ୍➼⣭ᵓᡂ S60  3 ᒙ 3 ࣉࣛ
           ᙉᗘ➼⣭ ྠ୍➼⣭ᵓᡂ S60  5 ᒙ 5 ࣉࣛ
           ᙉᗘ➼⣭ ␗➼⣭ᵓᡂ Mx60 3 ᒙ 3 ࣉࣛ  ۻ
           ᙉᗘ➼⣭ ␗➼⣭ᵓᡂ Mx60 5 ᒙ 5 ࣉࣛ ۻ
㸰㸬᪥ᮏᅜෆ࡛⏕⏘ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣑ࣛࢼࡣࠊ㞟ᡂᮦྠࡌཌࡉ 30 ੈࡀὶ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊཌࡉࡶ⮬ືⓗ
Ỵᐃࡍࡿࠋ
    3 ᒙ 3 ࣉࣛ 㸻 90 ੈ
    5 ᒙ 5 ࣉࣛ 㸻 150 ੈ
    5 ᒙ 7 ࣉࣛ 㸻 210 ੈ
  ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࠖ⏝ྍ⬟࡞᥋ྜ㔠≀ࡣࠊཌࡉ 90 ੈ࠾ࡼࡧ 150 ੈࢆᑐ㇟㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸱㸬ᶞ✀ࡘ࠸࡚ࡣࠊM30 ࡸ M60 ࡢ࣑ࣛࢼࡀ⏕⏘ࡋࡸࡍࡃࠊ✚㔞ࡶከ࠸ࢫࢠࡀᅽಽⓗከ࠸ࠋ
 ࡓࡔࡋࠊᆅᇦᮦ⏝ࡸࠊ⨾ほࢆ⪃៖ࡍࡿሙྜ࡛ࡣࠊࣄࣀ࢟ࡸ࣐࢝ࣛࢶࡍࡿࡶ࠶ࡿࠋ
 㸳㹼㸵ࡲ࡛ࡢ᮲௳ࢆ㊊ࡋྜࢃࡏࡿࠊ
ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࠖ⇞࠼ࡋࢁタィࢆ⾜ࢃ࡞࠸ᘓ⠏≀⏝࠸
ࡿ CLT ࡣ௨ୗࡢ⾲㸯ࡢᵝࡀ୍⯡ⓗ࡞ࡿࠋ
⾲㸯㸸ྛ㒊⏝ࡉࢀࡿ &/7 ࡢᵝ

CLT ࡢᵝ

ᗋ

Mx60 3 ᒙ 3 ࣉࣛ ཌࡉ 90 ੈ ࢫࢠ

ቨ

ᒇ᰿࣭ኳ

ۑ

ۑ

Mx60 3 ᒙ 4 ࣉࣛ ཌࡉ 120 ੈ ࢫࢠ

ۑ

Mx60 5 ᒙ 5 ࣉࣛ ཌࡉ 150 ੈ ࢫࢠ

ۑ

Mx60 5 ᒙ 7 ࣉࣛ ཌࡉ 210 ੈ ࢫࢠ

ۑ
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ž

ᶞ✀ࡘ࠸࡚ࢫࢠ௨እࢆ⏝ࡍࡿሙྜࡣࠊࢥࢫࢺࡶᙳ㡪ࡍࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢពᅗࢆ᫂☜ࡍࡿࡇࡀ
ᚲせ࡞ࡿࠋ
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㸶㸬⏝࡛ࡁࡿࡑࡢࡢᮌ㉁ᮦᩱ㸦ἲつୖ㸧
㸯㸬ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࠖࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᵓ㐀⪏ຊୖせ࡞㒊ศࢆタࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ž

Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡏࡎࠊ㖄┤ຊࡢࡳࢆ㈇ᢸࡍࡿᰕ࣭ᱱࣇ࣮࣒ࣞ

ž

CLT ࣃࢿࣝᗋࡸ CLT ࣃࢿࣝᒇ᰿ࢆᨭ࠼ࡿᶓᯫᮦ

ࡇ࠺࠸ࡗࡓ㒊ศࡢᰕཬࡧᶓᯫᮦࡣࠊ 62 ᘓ࿌➨ 1898 ྕつᐃࡉࢀࡿᮌ㉁ᮦᩱࢆ⏝ࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࠋ
ලయⓗࡣࠊᵓ㐀⏝㞟ᡂᮦ㸦⢝ࡤࡾྵࡴ㸧
ࠊᵓ㐀⏝༢ᯈ✚ᒙᮦࠊྵỈ⋡ 15㸣௨ୗࡢ JAS 㐺ྜࡍ
ࡿ〇ᮦ➼࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡣࠊ୍⯡ࡢᮌ㐀ࡢつᐃྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ

ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࠖࡢᵓ㐀⪏ຊୖせ࡞㒊ศ⏝࠸ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᮌ㉁ᮦᩱ㸦CLT ࢆ㝖ࡃ㸧ࡣࠊ௨
ୗࡢ㏻ࡾࠋ
ձ㞟ᡂᮦࡢ᪥ᮏ㎰ᯘつ᱁つᐃࡍࡿᵓ㐀⏝㞟ᡂᮦࡲࡓࡣ⢝ࡤࡾᵓ㐀⏝㞟ᡂᮦ
ղ༢ᯈ✚ᒙᮦࡢ᪥ᮏ㎰ᯘつ᱁つᐃࡍࡿᵓ㐀⏝༢ᯈ✚ᒙᮦ
ճᖹ 13 ᅜ࿌➨ 1024 ྕ➨୕➨୕ྕࡢつᐃࡶ࡙ࡁࠊᅜᅵ㏻⮧ࡀᇶ‽ᙉᗘࡢᩘ್ࢆᣦᐃࡋࡓ
㞟ᡂᮦ
մ〇ᮦࡢ᪥ᮏ㎰ᯘつ᱁➨ 5 ᮲つᐃࡍࡿ┠ど➼⣭༊ศ〇ᮦཪࡣྠ➨ 6 ᮲つᐃࡍࡿᶵᲔ➼⣭༊ศᵓ
㐀⏝〇ᮦࡢ࠺ࡕࠊྵỈ⋡ࡀ 15㸣௨ୗ㸦ḟࡢཪࡣࣟᥖࡆࡿ᥋ྜ㒊ࡋࡓࡶࡢ࠶ࡗ࡚ࡣࠊᙜヱ
᥋ྜࡢ✀㢮ᛂࡌ࡚ࡑࢀࡒࢀḟࡢཪࡣࣟᐃࡵࡿᩘ್௨ୗ㸧ࡢࡶࡢ
  ᚄ 24 ੈࡢ㎸ࡳᰦࢆ⏝࠸ࡓ᥋ྜཪࡣࡇࢀྠ➼௨ୖ⇱ࢀࡼࡾ⪏ຊࡀపୗࡍࡿ࠾ࡑࢀࡢ
ᑡ࡞࠸ᵓ㐀ࡢ᥋ྜ 30㸣
 ࣟ ⇱ࢀࡼࡾ⪏ຊࡀపୗࡍࡿ࠾ࡑࢀࡢᑡ࡞࠸᥋ྜ㸦ᥖࡆࡿ᥋ྜࢆ㝖ࡃ㸧 24㸣
յᖹ 12 ᘓ࿌➨ 1452 ྕ➨භࡢつᐃᇶ࡙ࡁࠊ
ᅜᅵ㏻⮧ࡀᇶ‽ᙉᗘࡢᩘ್ࢆᣦᐃࡋࡓᮌᮦࡢ࠺ࡕࠊ
ྵỈ⋡ࡀ 15㸣௨ୗ㸦4 ࡢཪࡣࣟᥖࡆࡿ᥋ྜࡋࡓሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣࠊᙜヱ᥋ྜࡢ✀㢮ᛂࡌ࡚
ࡑࢀࡒࢀմࡢཪࡣࣟᐃࡵࡿᩘ್௨ୗ㸧ࡢࡶࡢ
նᖹ 12 ᘓ࿌➨ 1452 ྕ➨ࡢつᐃᇶ࡙ࡁࠊ
ᅜᅵ㏻⮧ࡀᇶ‽ᙉᗘࡢᩘ್ࢆᣦᐃࡋࡓᮌᮦࡢ࠺ࡕࠊ
ྵỈ⋡ࡀ 15㸣௨ୗ㸦⇱ࢀࡼࡿ⪏ຊࡀపୗࡍࡿ࠾ࡑࢀࡢᑡ࡞࠸ᵓ㐀ࡢ᥋ྜࡋࡓሙྜ࠶ࡗ
࡚ࡣ 20㸣௨ୗ㸧ࡢࡶࡢ
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㸷㸬㐠ᦙ࣭ᕤࡢ᮲௳ࡼࡿ CLT ࣃࢿࣝࡢᑍἲࡢไ⣙
㸯㸬CLT ࡣࠊᕤሙࡼࡾ〇㐀ᑍἲࡀ␗࡞ࡿࡀࠊከࡃࡢሙྜࡣ〇㐀ࡋࡓ CLT ࡢཎᯈ㸦࣐ࢨ࣮࣮࣎ࢻ㸧ࡽࠊ
ὀᩥᛂࡌࡓᑍἲࢆษࡾฟࡋ࡚ຍᕤࡍࡿࠋࡇࡢᕤ⛬ࢆᡂᙧຍᕤࡪࡀࠊࡇࢀࡣ〇సせ㡿᭩ᕤ
ᅗᚑࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿࠋ
㸰㸬ᡂᙧຍᕤࡉࢀࡓ CLT ࣃࢿࣝࡣࠊཱྀຍᕤ➼ࡀࡉࢀࡓᚋࠊຍᕤሙࡽᕤ⌧ሙࡲ࡛ᦙ㏦ࡉࢀࠊᕤ
⌧ሙ࡛ࡣ㔜ᶵࢆ⏝࠸࡚⤌ࡳ❧࡚ࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⌧ሙ㐠ࡧࡇࡲࢀࡿ CLT ࣃࢿࣝࡢᑍἲࡣࠊ
࠾ࡢࡎࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺẖไ㝈ࡀࡿࠋ
タィẁ㝵࠾࠸࡚ࡣࠊᦙ㏦ࠊ⌧ሙ࡛ࡢ⤌❧ᕤ⛬ࢆᐃࡋ࡚ࠊࣃࢿࣝࡢࡁࡉࡢไ㝈ࢆỴᐃࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊቨࡢ CLT ࣃࢿࣝࡣࠊ㝵㧗㛫࡛⥅ࡄࡇࡣチᐜࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ᭱ప࡛ࡶ㝵㧗ࡢᑍἲࢆᣢࡘ
ࣃࢿࣝࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
㸱㸬CLT ࣃࢿࣝࡢࡁࡉࡢไ㝈㛵ಀࡍࡿ ձᘓ⠏≀ࡢ㝵㧗 ࠊղ࡞ࢺࣛࢵࢡࡢⲴྎࢧࢬ ࡘ࠸
࡚ࠊ௨ୗ♧ࡍࠋ
㍺㏦ࢥࢫࢺࡢ㠃࡛ࡣࠊᆺࢺࣛࢵࢡ࡛✚㍕ྍ⬟࡞ᖜ 2.1㹫௨ୗࠊ㛗ࡉ 9m ௨ୗࡍࡿ᭷࡞ࡿࠋ
㍺㏦ࡢ㌴ࡢᖜࡀ 2.5㹫ࠊ㛗ࡉ 12㹫ࢆ㉸࠼ࡿࠊ≉Ṧ㌴୧㏻⾜チྍ⏦ㄳࡀᚲせ࡞ࡾࠊ⏦ㄳࡽ 3
ࣨ᭶⛬ᗘせࡍࡿ࡞ࠊࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࠋ
㸦Ვໟࡸ㣴⏕ࢆຍࡍࡿࠊᖜࡣ 2.25㹫ࡲ࡛
࡞ࡿࠋ
㸧
ձᘓ⠏≀ࡢ㝵㧗
     ᘓ⠏⏝㏵

୍⯡ⓗ࡞㝵㧗

㞟ྜఫᏯ

2800㹼3000 ੈ

࢜ࣇࢫࣅࣝ

4500㹼4700 ੈ

ղ㍺㏦ྍ⬟࡞ CLT ࣃࢿࣝࢧࢬ࡞ࢺࣛࢵࢡࡢⲴྎࢧࢬ (m)
CLT ᭱ᖜ

CLT ᭱㛗ࡉ

Ⲵྎࡢᖜ

Ⲵྎࡢ㛗ࡉ

ᖜᗈࢺ࣮࣮ࣞࣛ

3.0

12.0

㸫

㸫

ࢺ࣮࣮ࣞࣛ

2.2

12.0

㸫

㸫

2.35㹼2.50

12

ࢭ࣑ࢺ࣮࣮ࣞࣛ
ᆺ㸦10tࠊ15t㸧

2.1

9

2.35㹼2.39

6.1㹼10.0

୰ᆺ㸦4t ⛬ᗘ㸦3t ௨ୖ㸧
㸧

㸫

㸫

2.13㹼2.365

4.35㹼9.44

ᑠᆺ 2t ⛬ᗘ

㸫

㸫

1.615㹼2.085

3.15㹼5.50

௨ୖࡢᑍἲࡢไ㝈ࡣࠊࣃࢿࣝࡾࠊᗋ࣭ᒇ᰿ࡢࢫࣃࣥࡢไ㝈┤⤖ࡍࡿࡓࡵࠊタィࡢึᮇẁ㝵࡛☜ㄆࡋ
࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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㸯㸮㸬ධᡭ࡛ࡁࡿ CLT ࡢᵝ㸦CLT ࡢ⏕⏘≧ἣ㸧
  ⌧ᅾࠊᅜෆࡢ CLT ࢆ〇㐀ࡋ࡚࠸ࡿ♫ࡣ 8 ♫㸦2018 ᖺ 8 ᭶⌧ᅾ㸧Ꮡᅾࡍࡿࡀࠊ〇㐀ࡋ࡚࠸ࡿ CLT
ࡢ➼⣭ࠊᶞ✀ࠊᑍἲ࡞ࡀ␗࡞ࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛㏙࡚ࡁࡓࡼ࠺ࠊCLT ࡢ➼⣭ࡸᑍἲࡣࠊタィෆᐜ┤⤖ࡍࡿࡢ࡛ࠊタィ╔ᡭࡣࠊ
ࡢ࣓࣮࣮࢝〇㐀ࢆ౫㢗ࡍࡿࡢࢆỴᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
CLT ࣃࢿࣝࡢᵝࡸ⣡ᮇࡼࡗ࡚ࡣࠊ」ᩘࡢᕤሙศࡅ࡚Ⓨὀࡍࡿ࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡾᚓࡿࠋ
ࢹ࣮ࢱ 10-1 ࠊ⌧ᅾࡢᅜෆࡢ CLT 〇㐀࣓࣮࣮࢝ࠊ〇㐀ྍ⬟࡞ CLT ࡢ➼⣭ࠊᑍἲ➼ࡢ୍ぴࢆ♧ࡍࠋ

㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ࢹ࣮ࢱ
10-1㸬CLT 〇㐀࣓࣮࣮࢝ẖࡢ〇㐀ྍ⬟࡞ CLT ࣜࢫࢺ
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࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࡢタィᡭἲ㸦㌣య㒊ศ㸧

㸯㸯㸬ቨ㛵ࡍࡿタィ࣮ࣝࣝ
㸯㸬ᯫᵓ✀㢮ࡢ㑅ᢥ
ቨࡘ࠸࡚ࡣࠊ⪏ຊቨࢆࡢࡼ࠺㓄⨨ࡍࡿࡢ࣮ࣝࣝࢆᏲࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ž

⪏ຊቨࡢ㓄⨨࣮ࣝࣝࡣᯫᵓࡢ✀㢮㸦ᑠᖜࣃࢿࣝᯫᵓࠊ∧ࣃࢿࣝᯫᵓձ㸧ࡼࡗ࡚ⱝᖸ␗࡞ࡿࠋ
ᑠᖜࣃࢿࣝᯫᵓ  ∧ࣃࢿࣝᯫᵓձ ࡢ⪏ຊቨࡢ㓄⨨ࡢ࣮ࣝࣝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊᘓ⠏≀ࡢ⏝

ž

㏵ࡸタィ᮲௳➼ࢆຍࡋࠊ㐺ษ࡞ᯫᵓࢆ㑅ᢥࡋ࡚タィ╔ᡭࡍࡿࡇࠋ
㸰㸬ᑠᖜࣃࢿࣝᯫᵓ  ∧ࣃࢿࣝᯫᵓձࡢ㐪࠸
ձ ⏝ࡍࡿ CLT ࣃࢿࣝࡢ࣐ࢨ࣮࣮࣎ࢻࡢᑍἲࡀ␗࡞ࡿࡢ࡛〇㐀࡛ࡁࡿᕤሙࡀ␗࡞ࡿࠋ
ᑠᖜࣃࢿࣝᯫᵓ  ∧ࣃࢿࣝᯫᵓձ ࡛ࡣࠊᚲせ࡞ CLT ࡢࡁࡉࡀ␗࡞ࡿࠋ㸯㸮࡛♧ࡋࡓ
ᵝࠊᕤሙࡼࡗ࡚〇㐀࡛ࡁࡿ CLT ࡢࡁࡉࡀ␗࡞ࡿࡢ࡛ࠊࢆࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛タィ╔ᡭࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ᑍἲࡢ┠Ᏻ㸸Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨ࡞ࡿ㒊ศࡢ㛗ࡉࡢつᐃ㸦0.9㹫௨ୖ㸧ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᆶࢀቨ㒊
ศ࣭⭜ቨ㒊ศࡀ୍య࡞ࡿ∧ࣃࢿࣝᯫᵓձ࡛ࡣᚲせ࡞ࡿ࣐ࢨ࣮࣮࣎ࢻࡢᖜࡀ㸦⿇ቨ㒊ศࡀ
∦ഃࡢࡳ㸸0.9m㸩㛤ཱྀ㒊ࡢᖜ㸧ࡶࡋࡃࡣࠊ㸦⿇ቨ㒊ศࡀ୧ഃ㸸0.9m2㸩㛤ཱྀ㒊ࡢᖜ㸧࡞ࡿࠋ
ղ ࣃࢿࣝࡢ᥋ྜ㒊ᚲせ࡞㔠≀ᩘࡀ␗࡞ࡿࠋ
∧ࣃࢿࣝᯫᵓձ ࡛ࡣࠊᆶࢀቨࠊ⭜ቨࡢ᥋ྜࡀせ࡛᥋ྜ㔠≀ࡢᩘࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊ㔠≀
ࡢࢥࢫࢺ㠃࡛ࡣ᭷ࠋ
㸱㸬Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨࡢᵝࢆỴᐃࡍࡿ
ž

Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨ㸦ࡏࢇ᩿⪏ຊࡀ 1.96kN/m㸦ቨಸ⋡ 1.0㸧௨ୗ㸧ࡣࠊCLT ࡍࡿ᪉ἲࠊ
㍈ᮦ㸩㠃ᮦࡍࡿ᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࠊ࣓ࣜࢵࢺ࣭ࢹ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࢀࡽࢆ⪃៖ࡋࡓ
ୖ࡛ࠊᵝࢆ㑅ᢥࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ḟ࣮࣌ࢪࡼࡾࠊᯫᵓࡢ✀㢮ẖ⪏ຊቨࡢ㓄⨨࣮ࣝࣝ࠾ࡼࡧỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨࡢᵝࡢ㑅ᢥࡘ࠸࡚
♧ࡍࠋ
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ᑠᖜࣃࢿࣝᯫᵓ
㸦㸯㸧⪏ຊቨࡢ㓄⨨
࣭ᑠᖜࣃࢿࣝᯫᵓࡢㄝ᫂⏝࠸ࡿࣃࢿࣝྡ⛠㸦࿌♧࡛⏝࠸࡚࠸ࡿࡶࡢྠࡌ㸧
   ⪏ຊቨࡋ࡚タࡅࡿ↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ 㸫⊂❧↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ

ͤ⿇ቨࣃࢿࣝ⊂❧↓㛤ཱྀቨ

                    㸫⿇ቨࣃࢿࣝ

ࣃࢿࣝࢆྜࢃࡏ࡚ࠊ⿇ቨࣃ

                    㸫ᆶࢀቨࣃࢿࣝ

ࢿࣝ➼ࡍࡿࠋ

                    㸫⭜ቨࣃࢿࣝ
  

ᆶࢀቨࣃࢿࣝ

⭜ቨࣃࢿࣝ

⊂❧↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ

⿇ቨࣃࢿࣝ

⿇ቨࣃࢿࣝ

ᅗ㸯㸫㸯㸸ᑠᖜࣃࢿࣝᯫᵓ࡛ࡢࣃࢿࣝྡ⛠

࣭ྛࣃࢿࣝࠊ᥋ྜ㒊ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࢆ♧ࡍࠋ᥋ྜ㒊ࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸯㸴ࠊ㸯㸵♧ࡍࠋ
 
 ⾲㸯㸸ᑠᖜࣃࢿࣝᯫᵓ࡛ࡢྛࣃࢿࣝ㛫ࡢ᥋ྜ㒊ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࡢ᭷↓
ᑠᖜࣃࢿࣝᯫᵓ࡛ࡢ
⪏ຊቨࡢ✀㢮
⿇ቨࣃࢿࣝ
⊂❧↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ
ᆶࢀቨࣃࢿࣝ
⭜ቨࣃࢿࣝ

⪏ຊቨࡀ㈇ᢸࡍࡿຊ

ᗋࣃࢿࣝ➼ࡢ

ୖୗᅄ㝮ࡢ

ቨࣃࢿࣝ┦㛫

ࡏࢇ᩿᥋ྜ㒊

ᘬᙇ᥋ྜ㒊

ࡢࡏࢇ᩿᥋ྜ㒊

ۑ

ۑ

ۑ

㖄┤ຊỈᖹຊࢆ㈇ᢸ

⊂❧↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ

Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸ

ۑ

㸫

ࡣ㛵ಀ↓

  ቨࣃࢿࣝ┦㛫ࡣࠊ⿇ቨࣃࢿࣝ㸫ᆶࢀቨࣃࢿࣝࠊ⿇ቨࣃࢿࣝ㸫⭜ቨࣃࢿࣝࡢࡇࢆ♧ࡍࠋ
  CLT ࢆ⏝࠸ࡓỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨ㸦⿇ቨࠊᆶࢀቨࠊ⭜ቨࢆྵࡴ㸧ࡢሙྜࡣࠊୖࡢࡼ࠺࡞᥋ྜ㒊
ࡢつᐃࡣ↓࠸ࠋ
࣭Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨࡣࠊ㔮ࡾྜ࠸ࡼࡃ㓄⨨ࡍࡿࡇࠋ
㸦೫ᚰ⋡㸧
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࣭㖄┤ຊࡢࡳࢆ㈇ᢸࡍࡿᰕ࣭ᱱࣇ࣮࣒ࣞ➼㸦㞟ᡂᮦࡸ CLT ࡛ᵓᡂ㸧ࡣタ⨨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭2 㝵௨ୖࡢ⿇ቨࣃࢿࣝ➼ࡣࠊୗ㝵ࡢࡑࢀྠࡌ⨨࡛ࠊᖜࡀྠࡌᑍἲࠊࡘࠊཌࡉࡀྠᑍἲ௨ୗࡍࡿࠋ
㖄┤ຊࡢࡳ㈇ᢸࡍࡿᰕ࣭ᱱࣇ࣮࣒ࣞࢆタࡅࡿሙྜࡣࠊࡇࡢ࣮ࣝࣝࢆᏲࡗࡓୖ࡛タࡅࡿࠋ

ᅗ㸯㸫㸰㸸ୖୗ㝵ࡢ⪏ຊቨ㓄⨨

䝹䞊䝖䠍䛷䛿䛷䛝䛺䛔㻌

ᅗ㸯㸫㸱㸸 ᰕᱱࣇ࣮࣒ࣞࡢే⏝
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࣭ᆶࢀቨࣃࢿ࣭ࣝ⭜ቨࣃࢿࣝࡢ୧ഃࡣࠊ⿇ቨࣃࢿࣝࢆタࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᘓ≀㝮㒊ࡣࠊᆶ
ࢀቨࣃࢿ࣭ࣝ⭜ቨࣃࢿࣝࡣ㓄⨨࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
 ࡇࡢ㒊ศ㛤ཱྀ㒊ࢆタࡅ࡚ᆶࢀቨࠊ⭜ቨࡀᚲせ࡞ࡿሙྜࡣࠊ㛫ᰕ㸩㠃ᮦࡢ㐀సቨ࡛ᑐᛂࡍࡿࠋ

࣮ࣝࢺ㸯࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸

ᅗ㸯㸫㸲㸸ᘓ≀㝮㒊࡛ࡢࣃࢿࣝ㓄⨨

࣭⿇ቨࣃࢿࣝ➼ࡣࠊᖜ 0.9㹫௨ୖࠊ2.0㹫௨ୗࡋࠊྠ୍㝵࠾࠸࡚ࡶ࡞ࡿࡃྠࡌᑍἲࡢᖜࡍࡿࠋ
⿇ቨࣃࢿࣝ➼ࡢᑍἲࡘ࠸࡚ࡣࠊᖜࡀ 0.9㹫௨ୗࡢሙྜࡣỈᖹຊࡀࡗࡓሙྜᅇ㌿ࡀ⏕ࡌ㊊ୗࡢ
ᘬࡁᢤࡁຊࡀࡁࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿ⪏ຊቨࡋ࡚࢝࢘ࣥࢺ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ୍᪉࡛ࠊᖜࡀ 2㹫
ࢆ㉸࠼ࡿሙྜࡣỈᖹຊᑐࡍࡿᘓ⠏≀ࡢ㠎ᛶࢆపୗࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛⏝࠸࡞࠸ࡇ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊᖜࡼࡗ࡚ᛶ⬟ࡀ␗࡞ࡿࡇࡽࠊ⿇ቨࣃࢿࣝ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡞ࡿࡃྠ➼ࡢᖜࡢ
ࡶࡢࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
タィୖࠊᖜࡀ 0.9㹫௨ୗ࡞ࡿሙྜࡣࠊỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨ㸦ࡏࢇ᩿⪏ຊࡀ 1.96kN/m㸦ቨಸ⋡ 1.0㸧
௨ୗ㸧ࡋ࡚Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨồࡵࡽࢀࡿ᥋ྜ㒊ࢆタ⨨ࡋ࡞࠸ CLT ࡍࡿࠊ㍈ᮦ㸩㠃ᮦࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ᅗ㸯㸫㸳㸸ᖜ 㹫௨ୗࡢቨࡢᕤ
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࣭ᆶࢀቨࣃࢿ࣭ࣝ⭜ቨࣃࢿࣝࡣࠊᖜ 0.9㹫௨ୖࠊ4.0㹫௨ୗࠊ㧗ࡉ 0.5㹫௨ୖࡍࡿࠋ
 
࣭ᆶࢀቨࣃࢿࣝࡣࠊ⬺ⴠ㜵Ṇࡢࡓࡵࠊ୧㞄㓄⨨ࡉࢀࡿ⿇ቨࣃࢿࣝᖜࡀ 45 ੈ௨ୖࡢḞࡁ㎸ࡳࢆタ
ࡅࠊཪࡣࠊཷᮦ㸦ཌࡉࡀᆶࢀቨࣃࢿࣝྠᑍἲ௨ୖ࡛ᖜࡀ 45 ੈ௨ୖࡢࡶࡢ㸧ࢆタࡅࡿࠋ

ᅗ㸯㸫㸴㸸ᆶࢀቨࣃࢿࣝࡢ⬺ⴠ㜵Ṇᑐᛂ

࣭Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨࡣࢇ࡞ᑠࡉ࠸✰ࡸḞࡁ㎸ࡳࡸ⁁ࡶタࡅ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ
㸦ࡓࡔࡋࠊᘬࡁ࣎ࣝࢺ᥋
ྜࡢᗙ㔠࣭ࢼࢵࢺࢆタ⨨ࡍࡿ┠ⓗ࡛タࡅࡿ✰ࠊᆶࢀቨࡢ⬺ⴠ㜵ṆࡢࡓࡵࡢḞࡁ㎸ࡳࢆ㝖ࡃࠋ㸧
࣭㖄┤ຊࡢࡳࢆ㈇ᢸࡍࡿ㸦Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸㸧CLT ቨࣃࢿࣝࡣࠊ24 ゅ௨ୗࡢ✰ࡣ㛤ࡅࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࠋ
㖄┤ຊࡢࡳࢆ㈇ᢸࡍࡿ CLT ቨࣃࢿ࡛ࣝࡣࠊ✰ࢆ࠶ࡅ࡚ࡶࡑࢀࡀ 24 ゅ௨ୗ࡛࠶ࢀࡤపῶࢆ⾜࠺ࡇ
࡛㖄┤ຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ✰ࢆ㛤ࡅࡓ CLT ࡢ๛ᛶ࣭⪏ຊࡢపῶࡢ᪉ἲࡣࠊࢹ࣮
ࢱ 11-1 ♧ࡍࠋࡓࡔࡋࠊࢥࢫࢺࡸタィࡢᡭ㛫ࠊᑗ᮶ࡢᨵಟࡢ⮬⏤ᗘࢆ⪃៖ࡍࡿࠊ㖄┤ຊࡢࡳࢆ㈇
ᢸࡍࡿ CLT ቨࣃࢿࣝࡢ௦ࢃࡾࠊ㖄┤ຊࢆ㈇ᢸࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ᰕ࣭ᱱࣇ࣮࣒ࣞ➼ࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇࡀ
ྜ⌮ⓗ࡞ሙྜࡀከ࠸ࠋ
࣭⪏ຊቨ⏝࠸ࡿ CLT ࡢእᒙ࣑ࣛࢼࡢ᪉ྥࡣࠊ⿇ቨࣃࢿࣝ➼ࡣ㖄┤᪉ྥࠊᆶࢀቨࣃࢿ࣭ࣝ⭜ቨࣃࢿࣝࡣ
Ỉᖹ᪉ྥࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡘࠊ▴ᙧ࡛࠶ࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ᆶࢀቨࣃࢿࣝ

⭜ቨࣃࢿࣝ
⊂❧↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ

⿇ቨࣃࢿࣝ

⿇ቨࣃࢿࣝ

ᅗ㸯㸫㸵㸸ྛࣃࢿࣝࡢእᒙ࣑ࣛࢼࡢ᪉ྥ
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⪏ຊቨ⏝࠸ࡿ CLT ࡢᙧ≧ࡣ▴ᙧ࡛࠶ࡿࡇࡀཎ๎࡛࠶ࡾࠊ▴ᙧ࡛࡞࠸ࣃࢿࣝࡋࡓሙྜࡣࠕ≉ู࡞
ㄪᰝཪࡣ◊✲ࠖࡼࡗ࡚ࡑࡢᵓ㐀Ᏻᛶࡘ࠸ู࡚㏵᳨ウࡀᚲせ࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ໙㓄ᒇ᰿ࡢጔ
ቨ࡞࡛࠺ࡋ࡚ࡶ▴ᙧ࡞ࡽ࡞࠸㒊ศ௨እ࡛ࡣࠊ࡞ࡿࡃ▴ᙧࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
▴ᙧ௨እࡢቨࣃࢿࣝࡢሙྜࡢ᳨ウ᪉ἲࡣ㸯㸲♧ࡍࠋୗᅗࡢ(d)ࡽ㸦g)ࡣྍ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ≉
ู࡞ㄪᰝཪࡣ◊✲ࠖࡼࡿ᳨ウ᪉ἲࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ㸯㸫㸶㸸ቨࣃࢿࣝࡢᙧ≧እᒙ࣑ࣛࢼ᪉ྥࡢ㛵ಀ
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㸦㸰㸧ᑠᖜࣃࢿࣝᯫᵓࡢタィࡢࢥࢶ
1) Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨࡋ࡚タࡅࡿ↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࡣ᭱ᑠ㝈ࡍࡿࠋ
 Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨࡋ࡚タࡅࡿ↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࡣࠊ᥋ྜ㒊ࡢ㓄⨨࣮ࣝࣝ➼ࡀ᭷ࡾࠊCLT ࡑࡢࡶ
ࡢࡢࢥࢫࢺຍ࠼㔠≀ࡢࢥࢫࢺࡀࡗ࡚ࡃࡿࠋࡇࡢࡇࡽࠊỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨࡋ࡚タࡅࡿ↓
㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࡣ᭱ᑠ㝈ࡍࡿࡇࡀࢥࢫࢺࡢୖ࡛ࡶࠊࡲࡓࠊ2)♧ࡍタഛ㛤ཱྀࡸᑗ᮶ࡢࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥ➼ࡢ⮬⏤ᗘࢆ☜ಖࡍࡿୖ࡛ࡶ᭷࡞ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ㖄┤ຊࡢࡳࢆ㈇ᢸࡍࡿᰕ࣭ᱱࣇ࣮࣒ࣞ➼ࡢタ⨨ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡽࠊࡑࢀࡽࢆ࠺ࡲࡃే⏝
ࡍࡿࡇ࡛ࠊỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿ↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࢆ᭱ᑠ㝈ࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋ
2) Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨࡋ࡚タࡅࡿ↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࡣタഛ㛤ཱྀࡣタࡅ࡞࠸ࠋ
 㸦㸯㸧♧ࡋࡓ⪏ຊቨࡢ㓄⨨࣮࡛ࣝࣝࡣࠊタഛ㛤ཱྀ➼ࡣࠊỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿ↓㛤ཱྀቨࣃࢿ࡛ࣝࡣタ
ࡅࡽࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊタഛ㛤ཱྀࡢኚ᭦ࡢࡓࡧỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿ↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࡢ⨨ࢆኚ᭦ࡍࡿ࡞ࠊ
ᵓ㐀ィ⟬ࡢಟṇࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
 Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡏࡎ㖄┤ຊࡢࡳࢆ㈇ᢸࡍࡿ CLT ቨࣃࢿࣝࢆタࡅࡿሙྜࡣࠊ24 ゅ௨ୗࡢタഛ㛤ཱྀ࡛
࠶ࢀࡤタࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊᵓ㐀タィࡢ㝿పῶࡀᚲせ࡞ࡢ࣮ࣝࣝࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡲࡓࠊ୍⯡ⓗ࡞
タィ࠾࠸࡚ࡣࢥࢫࢺ㠃➼ࡽࠊ㖄┤ຊࡢࡳࢆ㈇ᢸࡍࡿ CLT ቨࣃࢿࣝࢆタ⨨ࡍࡿࡼࡾࡣࠊᰕ࣭ᱱࣇࣞ
࣮࣒➼ࢆタ⨨ࡍࡿࡇࡀྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿࡇࡀከ࠸ࠋ
 ௨ୖࡢࡇࡽࠊ1)♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨࡋ࡚タࡅࡿ↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࡣ᭱ᑠ㝈ࡋࠊ
タഛ㓄⟶ࡣࡇࢀࡽࡢ↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࢆ㑊ࡅࡿィ⏬ࡍࡿࡇࡀཎ๎࡞ࡿࠋ
3) ྛ↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࡢᖜᑍἲࡣࠊ࡞ࡿࡃࡁࡵࡢᑍἲࡋࠊࡘࠊ㸯㹫༢࡛㔠≀ᩘࡀቑ࠼ࡿࡇ
ࢆ⪃៖ࡋ࡚Ỵᐃࡍࡿࠋ
 ࠕ࣮ࣝࢺ 1 ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࠖࡣࠊྛ↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࡢᖜᑍἲࡢ್࣭᭱᭱ᑠ್ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
࡞ࡿࡃࡁࡵࡢᑍἲࡋࡓࡾࠊ1m ༢࡛ࡢࢆព㆑ࡍࡿࢥࢫࢺ㠃ࠊᕤ㠃ࡽ᭷࡛࠶ࡿࠋ
 㸯㸴ࠊ㸯㸵࡛♧ࡍࠕ࣮ࣝࢺ 1 ࣃࢿࣝᕤἲࠖ⏝ࡢ᥋ྜ㔠≀ࡣࠊࣃࢿࣝẖ⟠ᡤᩘࠊࡲࡓࡣࠊ1m ẖ
ࡑࡢᩘࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣃࢿࣝࡾࡀᑠࡉࡃ࡞ࡿ᥋ྜ㔠≀ࡣከࡃ࡞ࡾࠊ㝈ࡽࢀࡓᖜ
ࡢ୰࡛ࡑࢀࡽࢆ࠺ࡲࡃ⣡ࡵࡿࡢࡶᅔ㞴࡞ࡿࠋࡲࡓࠊᖜ 1m ࡔ 1 ࢝ᡤ࡞ࡿ᥋ྜ㔠≀ࡀࠊ1.1m ࡔ
2 ࢝ᡤᚲせ࡞ࡿࡢ࡛ࠊ⣡ࡲࡾࠊࢥࢫࢺࡢ㠃ࡽ࡞ࡿࠋ
㸲) Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨࡢᵝࡘ࠸࡚ࡣࠊᘓ≀⏝㏵ࡸタィࢥࣥࢭࣉࢺྜࢃࡏࡓᵝࡍࡿࠋ
 Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨ㸦ࡏࢇ᩿⪏ຊࡀ 1.96kN/m㸦ቨಸ⋡ 1.0㸧௨ୗ㸧ࡣࠊCLT ࡍࡿ᪉ἲࠊ㍈
ᮦ㸩㠃ᮦࡍࡿ᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࠊ࣓ࣜࢵࢺ࣭ࢹ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࢀࡽࢆ⪃៖ࡋࡓୖ࡛ࠊ
ᵝࢆ㑅ᢥࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨࢆ CLT ࡍࡿሙྜ
࣓

ž

㌣యࡢᕤࡀࠊCLT ࡢᘓ࡚᪉࡛ࡍࡿࠋ

ࣜ

ž

᥋ྜ㔠≀ࡀྲྀࡾ࡞࠸Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨ㒊ศࢆ CLT ࡢ⌧ࡋࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊẚ㍑ⓗ

ࢵ

⮬⏤タࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨࡣ᥋ྜ㔠≀ࡀタࡅࡽࢀࡿࡓࡵࠊ⌧ࡋࡍࡿ

ࢺ

ࡢ୍ᐃࡢᕤኵࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
㸧

ࢹ

ž

CLT ࡢ⏝㔞ࡀከࡃ࡞ࡾࠊࢥࢫࢺⓗࠋ

࣓

ž

Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨタഛ㛤ཱྀࢆタࡅࡿሙྜ࡛ࡶࠊCLT ࡢ✰㛤ࡅຍᕤ࡞ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ

ࣜ

ᕤ⛬ୖ᪩࠸ẁ㝵࡛Ỵᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊኚ᭦ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ
㸦ཌࡉ 90 ੈ௨ୖࡢ CLT ࡛ࡣࠊ⌧ሙ

ࢵ

࡛ࡢ✰㛤ࡅຍᕤࡣᴟࡵ࡚ᅔ㞴㸧

ࢺ

ž

ᑗ᮶ࡢࣜࣀ࣮࣋ࢩ࡛ࣙࣥࡢࣉࣛࣥኚ᭦ࠊタഛ࣮ࣝࢺࡢኚ᭦࡛ CLT ࡢ᧔ཤࡸ✰㛤ࡅࡀᚲせ࡞
ࡗࡓሙྜᕤࡀࡀࡾ࡞ࡿࠋ

ž

㛫ษࡾቨ㐽㡢ᛶ⬟࡞ࡀồࡵࡽࢀࡿሙྜࠊ㑅ᢥ⫥ࡀᑡ࡞࠸ࠋЍ 㸰㸷ࢆཧ↷

ž

࡚ࡢቨࡀ CLT ࡞ࡾ㏨ࡆࢆタࡅࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠊᘓ࡚᪉ࡢ⢭ᗘᑐࡍࡿせồࡀ㧗ࡃ࡞
ࡿࠋ
㸦ᇶ♏ᇙࡵ㎸ࡲࢀࡿ㔠≀ࡢᕤ⢭ᗘ➼ࡼࡗ࡚ࠊᘓ࡚᪉ CLT ࡢᘓ࡚㎸ࡳ㛫ࡀ
ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
㸧

Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨࢆ ㍈⤌㸩㠃ᮦ ࡍࡿሙྜ
࣓

ž

CLT ࡢ⏝㔞ࢆపῶࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊࢥࢫࢺୖ᭷ࠋ

ࣜ

ž

Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨタഛ㛤ཱྀࢆ⮬⏤タࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊኚ᭦ࡶᐜ᫆ࠋ

ࢵ

ž

ᑗ᮶ࡢࣜࣀ࣮࣋ࢩ࡛ࣙࣥࡢࣉࣛࣥኚ᭦ࠊタഛ࣮ࣝࢺࡢኚ᭦࡞ࡀࡸࡾࡸࡍ࠸ࠋ

ࢺ

ž

㛫ษࡾቨ㐽㡢ᛶ⬟➼ࡀồࡵࡽࢀࡿሙྜࠊከࡃࡢ㠃ᮦᩱࠊᕤἲࡽ㑅ᢥࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋ

ž

CLT ࡛࠶ࡿ⪏ຊቨ㒊ศࡀ㐺ᗘศᩓࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊCLT ࡢᘓ࡚᪉㏨ࡆࡀ☜ಖྍ⬟ࠋ

ž

㌣యᕤࡀ CLT ࡢᘓ࡚᪉࡛ࡣࡏࡎࠊࡑࡢᚋỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨࢆᕤࡍࡿᕤ⛬ࡀᚲせ

ࢹ
࣓
ࣜ

࡞ࡿࠋ
ž

CLT ቨ࡞ࡿ㒊ศࡣ᥋ྜ㔠≀ࡀྲྀࡾࡃỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨࡢࡳ࡞ࡾࠊCLT ࡢ⌧ࡋࡍࡿ

ࢵ

㒊ศࢆࠊ⮬⏤タࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸦ࡓࡔࡋࠊⷧᆺࡢ CLT ➼ࢆ⏝࠸࡚ࢹࢨࣥୖࡢᕤኵ

ࢺ

ࢆࡍࡿࡇࡣྍ⬟ࠋ
㸧

 ࢹࢨࣥୖࠊቨࡢ CLT ࢆ⌧ࡋࡋࡓ࠸࠸࠺せồࡀ࠶ࡿሙྜࠊỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨ CLT ࢆ
⏝࠸ࡿࡇࡀ᳨ウࡉࢀࡿᐃࡉࢀࡿࠋࡇࡢሙྜࠊᙜヱ CLT ࡣ᥋ྜ㔠≀ࡀྲྀࡾࡎࣅࢫᡴࡕࡔࡅ
࡛ࡍࡴࡓࡵ⨾ほୖࡶၥ㢟ࡣᑡ࡞࠸ࡀࠊタഛ㛤ཱྀࡢᕤࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡾࡍࡿࢹ࣓ࣜࢵࢺࡣṧࡿࠋ
 Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨ⏝࠸ࡿ CLT ࡣ㸳㹼㸵♧ࡋࡓᵓ㐀⏝⏝࠸ࡿ┤㞟ᡂᯈࡍࡿᚲせࡣ↓
࠸ࡓࡵࠊୖࡢࢹ࣓ࣜࢵࢺࢆᅇ㑊ࡍࡿࡣࠊධᡭࡋࡸࡍࡃࠊⷧ࠸㸦ཌࡉ 36 ੈ࣭30 ੈ㸧ࡢ CLT ࡸ୕ᒙࣃ
ࢿࣝ㸦J ࣃࢿࣝ㸧➼ࢆ⏝ࡍࡿࡇࡶ୍ࡘࡢ᪉ἲ࡞ࡿࠋ
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∧ࣃࢿࣝࣃࢿࣝᯫᵓ ձ
㸦㸯㸧⪏ຊቨࡢ㓄⨨
࣭∧ࣃࢿࣝᯫᵓձࡢㄝ᫂⏝࠸ࡿ⏝ㄒ㸦࿌♧࡛⏝࠸࡚࠸ࡿࡶࡢྠࡌ㸧
   ⪏ຊቨࡋ࡚タࡅࡿ↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ 㸫⊂❧↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ
   ⪏ຊቨࡋ࡚タࡅࡿ᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ 㸫㸦⿇ቨ㒊ศ㸧

⊂❧᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ᭷㛤ཱྀቨࣃ
ࢿࣝࡢ⿇ቨ㒊ศࡢࡇࢆ↓㛤ཱྀቨ

                    㸫㸦ᆶࢀቨ㒊ศ㸧

ࣃࢿࣝ➼ࡍࡿࠋ

                    㸫㸦⭜ቨ㒊ศ㸧
᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ

  
ᆶࢀቨ㒊ศ

ᆶࢀቨ㒊ศ

⭜ቨ㒊ศ

⭜ቨ㒊ศ

⿇ቨ㒊ศ

⊂❧↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ

⿇ቨ㒊ศ

⿇ቨ㒊ศ

ᅗ㸰㸫㸯㸸∧ࣃࢿࣝᯫᵓձ࡛ࡢࣃࢿࣝྡ⛠

࣭ྛࣃࢿࣝ᥋ྜ㒊ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࢆ♧ࡍࠋ᥋ྜ㒊ࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸯㸴ࠊ㸯㸵♧ࡍࠋ 

 ⾲㸯㸸∧ࣃࢿࣝᯫᵓձ࡛ࡢྛࣃࢿࣝ㛫ࡢ᥋ྜ㒊ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࡢ᭷↓
∧ࣃࢿࣝຍᕤձ࡛ࡢ
⪏ຊቨࡢ✀㢮

⪏ຊቨࡀ㈇ᢸࡍࡿຊ

⊂❧↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ

㖄┤ຊỈᖹຊࢆ㈇

᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ⿇ቨ㒊ศ

ᢸ

᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝᆶࢀቨ㒊ศ
᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ⭜ቨ㒊ศ

ᗋࣃࢿࣝ➼ࡢ

ୖୗᅄ㝮ࡢ

ቨࣃࢿࣝ┦㛫

ࡏࢇ᩿᥋ྜ㒊

ᘬᙇ᥋ྜ㒊

ࡢࡏࢇ᩿᥋ྜ㒊

ۑ

ۑ
ۑ

ۑ

Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸ

㸫

  ቨࣃࢿࣝ┦㛫ࡣࠊ↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ➼᭷㛤ཱྀ㒊ศࡢᆶࢀቨ㒊ศࠊ⭜ቨ㒊ศࡢࡇࢆ♧ࡍࠋ
  CLT ࢆ⏝࠸ࡓỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨ㸦⿇ቨࠊᆶࢀቨࠊ⭜ቨࢆྵࡴ㸧ࡢሙྜࡣࠊୖࡢࡼ࠺࡞᥋ྜ㒊
ࡢつᐃࡣ↓࠸ࠋ
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࣭Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿ↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ➼ࡣࠊ㔮ࡾྜ࠸ࡼࡃ㓄⨨ࡍࡿࡇࠋ
㸦೫ᚰ⋡㸧
࣭㖄┤ຊࡢࡳࢆ㈇ᢸࡍࡿᰕ࣭ᱱࣇ࣮࣒ࣞ➼㸦㞟ᡂᮦࡸ CLT ࡛ᵓᡂ㸧ࡣタ⨨ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭2 㝵௨ୖࡢ↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ➼ࡣࠊୗ㝵ࡢࡑࢀྠࡌ⨨࡛ࠊᖜࡀྠࡌᑍἲࠊࡘࠊཌࡉࡀྠᑍἲ௨ୗ
ࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࢆୖୗ㝵㐃⥆ࡋ࡚㓄⨨ࡍࡿሙྜࡣࠊ⿇ቨ㒊ศࢆྠ⨨ࡘྠ
ᑍἲࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࡢᖜࡀྠࡌ࡛ࠊࡘࠊ㛤ཱྀ㒊ࡢ⨨ᑍἲࡶྠࡌࣃࢿࣝ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
  㖄┤ຊࡢࡳ㈇ᢸࡍࡿᰕ࣭ᱱࣇ࣮࣒ࣞࢆタࡅࡿሙྜࡣࠊࡇࡢ࣮ࣝࣝࢆᏲࡗࡓୖ࡛タࡅࡿࠋ

ᅗ㸰㸫㸰㸸ୖୗ㝵ࡢ⪏ຊቨࡢ㓄⨨㸦⊂❧↓㛤ཱྀቨࣃࢿ࡛ࣝࡢㄝ᫂ࡢᅗ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸧

䝹䞊䝖䠍䛷䛿䛷䛝䛺䛔㻌

ᅗ㸰㸫㸱㸸ᰕᱱࣇ࣮࣒ࣞࡢే⏝
ᑠᖜࣃࢿࣝᯫᵓࡢᅗ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ∧ࣃࢿࣝᯫᵓձࡢ᭷㛤ཱྀቨࣃࢿ࡛ࣝࡶྠᵝ
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࣭᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࡣ⿇ቨ㒊ศࢆ∦ഃࡋタࡅ࡞࠸ᙧ≧ࡶチᐜࡉࢀࡿࡀࠊࡇࡢሙྜࠊᆶࢀቨ㒊ศࠊ⭜ቨ㒊
ศࡢ㞄ࡣ↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ➼ࢆタࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᘓ≀㝮㒊ࡣࠊ᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࡢᆶࢀቨ
㒊ศࠊ⭜ቨ㒊ศࢆタ⨨࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
 ࡇࡢ㒊ศ㛤ཱྀ㒊ࢆタࡅ࡚ᆶࢀቨࠊ⭜ቨࡀᚲせ࡞ࡿሙྜࡣࠊ㍈⤌㸩㠃ᮦࡢ㐀సቨ࡛ᑐᛂࡍࡿࠋ

⊂❧↓㛤ཱྀቨ䝟䝛䝹㻌 ୍➃䛻⿇ቨ㒊ศ䛾↓䛔㻌 䛾᭷㛤ཱྀቨ䝟䝛䝹䛾㻌
↓㛤ཱྀቨ䝟䝛䝹㻌
᭷㛤ཱྀቨ䝟䝛䝹㻌
⿇ቨ㒊ศ㻌

㸦D㸧᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࡢࡳࡢሙྜ㸦E㸧୍➃⿇ቨࡢ↓࠸᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ
㸦↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ᥋ࡍࡿሙྜ㸧

୍➃䛻⿇ቨ㒊ศ䛾↓䛔㻌
᭷㛤ཱྀቨ䝟䝛䝹㻌

㸦F㸧୍➃⿇ቨࡢ↓࠸᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ
㸦ࡢ⿇ቨ㒊ศ᥋ࡍࡿሙྜ㸧

ᅗ㸰㸫㸲㸸ᘓ≀㝮㒊࡛ࡢࣃࢿࣝ㓄⨨

!
࣭↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ➼ࡣࠊᖜ 0.9㹫௨ୖࠊ2.0㹫௨ୗࡋࠊྠ୍㝵࠾࠸࡚ࡶ࡞ࡿࡃྠࡌᑍἲࡢᖜࡍࡿࠋ
↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ➼ࡢᑍἲࡘ࠸࡚ࡣࠊᖜࡀ 0.9㹫௨ୗࡢሙྜࡣỈᖹຊࡀࡗࡓሙྜᅇ㌿ࡀ⏕ࡌ㊊
ୗࡢᘬࡁᢤࡁຊࡀࡁࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿ⪏ຊቨࡋ࡚࢝࢘ࣥࢺ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ୍᪉࡛ࠊᖜࡀ
2㹫ࢆ㉸࠼ࡿሙྜࡣỈᖹຊᑐࡍࡿᘓ⠏≀ࡢ㠎ᛶࢆపୗࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛⏝࠸࡞࠸ࡇ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊᖜࡼࡗ࡚ᛶ⬟ࡀ␗࡞ࡿࡇࡽࠊ↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡞ࡿࡃྠ
➼ࡢᖜࡢࡶࡢࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
タィୖࠊᖜࡀ 0.9㹫௨ୗ࡞ࡿሙྜࡣࠊỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨ㸦ࡏࢇ᩿⪏ຊࡀ 1.96kN/m㸦ቨಸ⋡ 1.0㸧
௨ୗ㸧ࡋ࡚Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨồࡵࡽࢀࡿ᥋ྜ㒊ࢆタ⨨ࡋ࡞࠸ CLT ࡍࡿࠊ㍈⤌㸩㠃ᮦࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ᅗ㸰㸫㸳㸸ᖜ 㹫௨ୗࡢቨࡢᕤ
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࣭᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࡢᆶࢀቨ㒊ศࠊ⭜ቨ㒊ศࡣࠊᖜ 0.9㹫௨ୖࠊ4.0㹫௨ୗࠊ㧗ࡉ 0.5㹫௨ୖࡍࡿࠋ
 
࣭᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࡢᆶࢀቨ㒊ศࡣࠊ⬺ⴠ㜵Ṇࡢࡓࡵࠊ୧㞄㓄⨨ࡉࢀࡿ↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ➼ཷᮦ㸦ཌ
ࡉࡀᆶࢀቨࣃࢿࣝྠᑍἲ௨ୖ࡛ᖜࡀ 45 ੈ௨ୖࡢࡶࡢ㸧ࢆタࡅࡿࠋ
ཷࡅᮦ

b

b

b

b

45mmӌb

㸰㸫㸴㸸᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࡢᆶࢀቨ㒊ศࡢ⬺ⴠ㜵Ṇᑐᛂ


࣭Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨࡣࢇ࡞ᑠࡉ࠸✰ࡸḞࡁ㎸ࡳࡸ⁁ࡶタࡅ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ
㸦ࡓࡔࡋࠊᘬࡁ࣎ࣝࢺ᥋
ྜࡢᗙ㔠࣭ࢼࢵࢺࢆタ⨨ࡍࡿ┠ⓗ࡛タࡅࡿ✰ࠊᆶࢀቨࡢ⬺ⴠ㜵ṆࡢࡓࡵࡢḞࡁ㎸ࡳࢆ㝖ࡃࠋ
㸧
࣭㖄┤ຊࡢࡳࢆ㈇ᢸࡍࡿ㸦Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸㸧CLT ቨࣃࢿࣝࡣࠊ24 ゅ௨ୗࡢ✰ࡣ㛤ࡅࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࠋ
㖄┤ຊࡢࡳࢆ㈇ᢸࡍࡿ CLT ቨࣃࢿ࡛ࣝࡣࠊ✰ࢆ࠶ࡅ࡚ࡶࡑࢀࡀ 24 ゅ௨ୗ࡛࠶ࢀࡤపῶࢆ⾜࠺ࡇ
࡛㖄┤ຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ✰ࢆ㛤ࡅࡓ CLT ࡢ๛ᛶ࣭⪏ຊࡢపῶࡢ᪉ἲࡣࠊࢹ࣮
ࢱ 11-1 ♧ࡍࠋࡓࡔࡋࠊࢥࢫࢺࡸタィࡢᡭ㛫ࠊᑗ᮶ࡢᨵಟࡢ⮬⏤ᗘࢆ⪃៖ࡍࡿࠊ㖄┤ຊࡢࡳࢆ㈇
ᢸࡍࡿ CLT ቨࣃࢿࣝࡢ௦ࢃࡾࠊ㖄┤ຊࢆ㈇ᢸࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ᰕ࣭ᱱࣇ࣮࣒ࣞ➼ࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇࡀ
ྜ⌮ⓗ࡞ሙྜࡀከ࠸ࠋ
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࣭⪏ຊቨ⏝࠸ࡿ CLT ࡢእᒙ࣑ࣛࢼࡢ᪉ྥࡣࠊ㖄┤᪉ྥࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊ ࡘࠊ▴ᙧ࡛࠶ࡿࡇࡀ
ồࡵࡽࢀࡿࠋ
ᆶࢀቨ㒊ศ

⭜ቨ㒊ศ

⊂❧↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ

᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ

⿇ቨ㒊ศ

ᅗ㸰㸫㸵㸸ྛࣃࢿࣝࡢእᒙ࣑ࣛࢼࡢ᪉ྥ

⪏ຊቨ࡞ࡿ CLT ࡢᙧ≧ࡣ▴ᙧ࡛࠶ࡿࡇࡀ๓ᥦ࡛࠶ࡾࠊ▴ᙧ࡛࡞࠸ࣃࢿࣝࡋࡓሙྜࡣࠕ≉ู࡞ㄪ
ᰝཪࡣ◊✲ࠖࡼࡗ࡚ࡑࡢᵓ㐀Ᏻᛶࡘ࠸ู࡚㏵᳨ウࡀᚲせ࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ໙㓄ᒇ᰿ࡢጔቨ
࡞࡛࠺ࡋ࡚ࡶ▴ᙧ࡞ࡽ࡞࠸㒊ศ௨እ࡛ࡣࠊ࡞ࡿࡃ▴ᙧࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
▴ᙧ௨እࡢቨࣃࢿࣝࡢሙྜࡢ᳨ウ᪉ἲࡣ㸯㸲♧ࡍࠋ(d)ࡽ㸦g)ࡣྍ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࠕ≉ู࡞ㄪ
ᰝཪࡣ◊✲ࠖࡼࡿ᳨ウ᪉ἲࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ

ᅗ㸰㸫㸶㸸ቨࣃࢿࣝࡢᙧ≧እᒙ࣑ࣛࢼ᪉ྥࡢ㛵ಀ
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㸦㸰㸧∧ࣃࢿࣝᯫᵓࡢタィࡢࢥࢶ
1) ᘓ⠏≀ࡢ⏝㏵➼ࡀࠊ∧ࣃࢿࣝᯫᵓྥ࠸࡚࠸ࡿ࠺ࢆ☜ㄆࡍࡿ
 㸦㸯㸧࡛♧ࡋࡓᵝࠊ᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࡢᖜᑍἲࡣࠊ⿇ቨ㒊ศࡀ∦ഃࡢሙྜ࡛ 1.8㹫㸦⿇ቨ 0.9㹫㸩ᆶ
ࢀቨ࣭⭜ቨ㒊ศ 0.9m㸧௨ୖࠊ୧ഃࡢሙྜ࡛ 2.7㹫㸦⿇ቨ 0.9㹫2ࠊᆶࢀቨ࣭⭜ቨ㒊ศ 0.9㹫㸧௨ୖ
࡞ࡿࠋ
 CLT ࡣ㧗ࡉ᪉ྥ⥅ࡄࡇࡣㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛㛗㎶ࡣ㧗ࡉ᪉ྥࠊ▷㎶ࢆᖜ᪉ྥࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࡀࠊ᪥ᮏ࡛〇㐀࡛ࡁࡿ CLT ࡢᑍἲࡣ⌧≧ࡢࡇࢁࠊ▷㎶᪉ྥࡀ᭱ 3m ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡀᖜᑍἲࡢ
㝈⏺࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㛤ཱྀࢆ᭱ࡶࡁࡃࡗࡓ᭷㛤ཱྀቨࣃࢿ࡛ࣝࡣࠊ⿇ቨ㒊ศࡀ∦ഃࡋ࡚ 0.9
㹫ࠊ㛤ཱྀ㸦ᆶࢀቨ࣭⭜ቨ㒊ศ㸧ࡀ 2.1㹫ࠊ୧ഃࡋ࡚ 1.8㹫ࠊ㛤ཱྀ㸦ᆶࢀቨ࣭⭜ቨ㸧ࡀ 1.2㹫࡞ࡿࠋ
 㛤ཱྀ㒊ศࡢᑍἲࡣᘓ⠏≀ࡢ⏝㏵ࡸタィࢫࢱࣝᕥྑࡉࢀࡿࡓࡵࠊࡇࡢ㝈⏺ෆ࡛タィ࡛ࡁࡿሙྜ
ࡢࡳ ∧ࣃࢿࣝᯫᵓձ ࡀ᳨ウᑐ㇟ධࡗ࡚ࡃࡿࡇ࡞ࡿࠋ
㸦ࡶࡕࢁࢇࠊỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨ㒊
ศࡣ⮬⏤㛤ཱྀ㒊ࢆタࡅࡿࡇࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊࢥࢫࢺ㠃ࡽᰕ࣭ᱱࣇ࣮࣒ࣞࡍࡿࡢࡀྜ⌮ⓗࠋ㸧
 ࡲࡓࠊ㸯㸮࡛♧ࡋࡓࡀࠊ∧ࣃࢿࣝࡢሙྜࡣ㐠ᦙࡸᘓ࡚᪉ࡢ㝿ࡢไ⣙ࡀࡁࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊᩜᆅ᮲
௳࡞ࡶຍࡋࡓୖ࡛ࡢ᳨ウ࡞ࡿࠋ
㸦㸱㸱ࠊ㸱㸲ࢆཧ↷㸧
2) Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨࡋ࡚タࡅࡿ⊂❧↓㛤ཱྀቨࣃࢿ࣭ࣝ᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࡣ᭱ᑠ㝈ࡍࡿࠋ
 Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨࡋ࡚タࡅࡿ⊂❧↓㛤ཱྀቨࣃࢿ࣭ࣝ᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࡣࠊ᥋ྜ㒊ࡢ㓄⨨࣮ࣝࣝ
➼ࡀ᭷ࡾࠊCLT ࡑࡢࡶࡢࡢࢥࢫࢺຍ࠼㔠≀ࡢࢥࢫࢺࡀࡗ࡚ࡃࡿࠋࡇࡢࡇࡽࠊỈᖹຊࢆ㈇ᢸ
ࡍࡿቨࡋ࡚タࡅࡿ⊂❧↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࠊ᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࡣ᭱ᑠ㝈ࡍࡿࡇࡀࢥࢫࢺࡢୖ࡛ࡶࠊࡲ
ࡓࠊ3)♧ࡍタഛ㛤ཱྀࡸᑗ᮶ࡢࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ➼ࡢ⮬⏤ᗘࢆ☜ಖࡍࡿୖ࡛ࡶ᭷࡞ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ㖄┤ຊࡢࡳࢆ㈇ᢸࡍࡿᰕ࣭ᱱࣇ࣮࣒ࣞ➼ࡢタ⨨ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡽࠊࡑࢀࡽࢆ࠺ࡲࡃే⏝
ࡍࡿࡇ࡛ࠊỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿ⊂❧↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࠊ᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࢆ᭱ᑠ㝈ࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋ
3) Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨࡋ࡚タࡅࡿ⊂❧↓㛤ཱྀቨࣃࢿ࣭ࣝ᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࡣタഛ㛤ཱྀࡣタࡅ࡞࠸ࠋ
 㸦㸯㸧♧ࡋࡓ⪏ຊቨࡢ㓄⨨࣮࡛ࣝࣝࡣࠊタഛ㛤ཱྀ➼ࡣࠊỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿ⊂❧↓㛤ཱྀቨࣃࢿ࣭ࣝ
᭷㛤ཱྀቨࣃࢿ࡛ࣝࡣタࡅࡽࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊタഛ㛤ཱྀࡢኚ᭦ࡢࡓࡧỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿࣃࢿࣝࡢ⨨ࢆኚ
᭦ࡍࡿ࡞ࠊᵓ㐀ィ⟬ࡢಟṇࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
 Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡏࡎ㖄┤ຊࡢࡳࢆ㈇ᢸࡍࡿ CLT ቨࣃࢿࣝࢆタࡅࡿሙྜࡣࠊ24 ゅ௨ୗࡢタഛ㛤ཱྀ࡛
࠶ࢀࡤタࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊᵓ㐀タィࡢ㝿పῶࡀᚲせ࡞ࡢ࣮ࣝࣝࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡲࡓࠊ୍⯡ⓗ࡞
タィ࠾࠸࡚ࡣࢥࢫࢺ㠃➼ࡽࠊ㖄┤ຊࡢࡳࢆ㈇ᢸࡍࡿ CLT ቨࣃࢿࣝࢆタ⨨ࡍࡿࡼࡾࡣࠊᰕ࣭ᱱࣇࣞ
࣮࣒➼ࢆタ⨨ࡍࡿࡇࡀྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿࡇࡀከ࠸ࠋ
 ௨ୖࡢࡇࡽࠊ2)♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨࡋ࡚タࡅࡿ⊂❧↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࠊ᭷㛤ཱྀ
ቨࣃࢿࣝࡣ᭱ᑠ㝈ࡋࠊタഛ㓄⟶ࡣ↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࢆ㑊ࡅࡿィ⏬ࡍࡿࡇࡀཎ๎࡞ࡿࠋ
4) ྛ᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ࠾ࡼࡧ↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࡢᖜᑍἲࡣࠊ࡞ࡿࡃࡁࡵࡢᑍἲࡋࠊࡘࠊ㸯㹫༢
࡛㔠≀ᩘࡀቑ࠼ࡿࡇࢆ⪃៖ࡋ࡚Ỵᐃࡍࡿࠋ
 ࠕ࣮ࣝࢺ 1 ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࠖࡣࠊྛ᭷㛤ཱྀቨࣃࢿࣝ࠾ࡼࡧ↓㛤ཱྀቨࣃࢿࣝࠊࡑࢀࡽࡢྛ㒊ࡢᖜᑍἲࡢ

35

࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࡢタィᡭἲ㸦㌣య㒊ศ㸧
್࣭᭱᭱ᑠ್ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࡞ࡿࡃࡁࡵࡢᑍἲࡋࡓࡾࠊ1m ༢࡛ࡢࢆព㆑ࡍࡿ
ࢥࢫࢺ㠃ࠊᕤ㠃ࡽ᭷࡛࠶ࡿࠋ
 㸯㸴ࠊ㸯㸵࡛♧ࡍࠕ࣮ࣝࢺ 1 ࣃࢿࣝᕤἲࠖ⏝ࡢ᥋ྜ㔠≀ࡣࠊࣃࢿࣝࡸ㒊ศẖ⟠ᡤᩘࠊࡲࡓࡣࠊ1m
ẖࡑࡢᩘࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣃࢿࣝࡾࡸྛ㒊ศࡢᖜᑍἲࡀᑠࡉࡃ࡞ࡿ᥋ྜ㔠≀ࡣ
ከࡃ࡞ࡾࠊ㝈ࡽࢀࡓᖜࡢ୰࡛ࡑࢀࡽࢆ࠺ࡲࡃ⣡ࡵࡿࡢࡶᅔ㞴࡞ࡿࠋࡲࡓࠊᖜ 1m ࡔ 1 ࢝ᡤ࡞ࡿ
᥋ྜ㔠≀ࡀࠊ1.1m ࡔ 2 ࢝ᡤᚲせ࡞ࡿࡢ࡛ࠊ⣡ࡲࡾࠊࢥࢫࢺࡢ㠃ࡽ࡞ࡿࠋ
5) Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨࡢᵝࡘ࠸࡚ࡣࠊᘓ≀⏝㏵ࡸタィࢥࣥࢭࣉࢺྜࢃࡏࡓᵝࡍࡿࠋ
 Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨ㸦ࡏࢇ᩿⪏ຊࡀ 1.96kN/m㸦ቨಸ⋡ 1.0㸧௨ୗ㸧ࡣࠊCLT ࡍࡿ᪉ἲࠊ㍈
⤌㸩㠃ᮦࡍࡿ᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࠊ࣓ࣜࢵࢺ࣭ࢹ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࢀࡽࢆ⪃៖ࡋࡓୖ࡛ࠊ
ᵝࢆ㑅ᢥࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨࢆ CLT ࡍࡿሙྜ
࣓

ž

㌣యࡢᕤࡀࠊCLT ࡢᘓ࡚᪉࡛ࡍࡿࠋ

ࣜ

ž

᥋ྜ㔠≀ࡀྲྀࡾ࡞࠸Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨ㒊ศࢆ CLT ࡢ⌧ࡋࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊẚ㍑ⓗ

ࢵ

⮬⏤タࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨࡣ᥋ྜ㔠≀ࡀタࡅࡽࢀࡿࡓࡵࠊ⌧ࡋࡍࡿ

ࢺ

ࡢ୍ᐃࡢᕤኵࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
㸧

ࢹ

ž

CLT ࡢ⏝㔞ࡀከࡃ࡞ࡾࠊࢥࢫࢺⓗࠋ

࣓

ž

Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨタഛ㛤ཱྀࢆタࡅࡿሙྜ࡛ࡶࠊCLT ࡢ✰㛤ࡅຍᕤ࡞ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ

ࣜ

ᕤ⛬ୖ᪩࠸ẁ㝵࡛Ỵᐃࡋࠊኚ᭦ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ
㸦ཌࡉ 90 ੈ௨ୖࡢ CLT ࡛ࡣࠊ⌧ሙ࡛ࡢ✰㛤ࡅຍ

ࢵ

ᕤࡣᴟࡵ࡚ᅔ㞴㸧

ࢺ

ž

ᑗ᮶ࡢࣜࣀ࣮࣋ࢩ࡛ࣙࣥࡢࣉࣛࣥኚ᭦ࠊタഛ࣮ࣝࢺࡢኚ᭦࡛ CLT ࡢ᧔ཤࡸ✰㛤ࡅࡀᚲせ࡞
ࡗࡓሙྜᕤࡀࡀࡾ࡞ࡿࠋ

ž

㛫ษࡾቨ㐽㡢ᛶ⬟࡞ࡀồࡵࡽࢀࡿሙྜࠊ㑅ᢥ⫥ࡀᑡ࡞࠸ࠋЍ 㸰㸷ࢆཧ↷

ž

࡚ࡢቨࡀ CLT ࡞ࡾ㏨ࡆࢆタࡅࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠊᘓ࡚᪉ࡢ⢭ᗘᑐࡍࡿせồࡀ㧗ࡃ࡞
ࡿࠋ
㸦ᇶ♏ᇙࡵ㎸ࡲࢀࡿ㔠≀ࡢᕤ⢭ᗘ➼ࡼࡗ࡚ࠊᘓ࡚᪉ CLT ࡢᘓ࡚㎸ࡳ㛫ࡀ
ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
㸧

Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨࢆ ㍈⤌㸩㠃ᮦ ࡍࡿሙྜ
࣓

ž

CLT ࡢ⏝㔞ࢆపῶࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊࢥࢫࢺୖ᭷ࠋ

ࣜ

ž

Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨタࡅࡿタഛ㛤ཱྀࡀ⮬⏤タࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊኚ᭦ࡶᐜ᫆ࠋ

ࢵ

ž

ᑗ᮶ࡢࣜࣀ࣮࣋ࢩ࡛ࣙࣥࡢࣉࣛࣥኚ᭦ࠊタഛ࣮ࣝࢺࡢኚ᭦࡞ࡀࡸࡾࡸࡍ࠸ࠋ

ࢺ

ž

㛫ษࡾቨ㐽㡢ᛶ⬟➼ࡀồࡵࡽࢀࡿሙྜࠊከࡃࡢ㠃ᮦᩱࠊᕤἲࡽ㑅ᢥࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋ

ž

CLT ࡛࠶ࡿ⪏ຊቨ㒊ศࡀ㐺ᗘศᩓࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊCLT ࡢᘓ࡚᪉㏨ࡆࡀ☜ಖྍ⬟ࠋ

ž

㌣యᕤࡀ CLT ࡢᘓ࡚᪉࡛ࡣࡏࡎࠊࡑࡢᚋỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨࢆᕤࡍࡿᕤ⛬ࡀᚲせ

ࢹ
࣓
ࣜ

࡞ࡿࠋ
ž

CLT ቨ࡞ࡿ㒊ศࡣ᥋ྜ㔠≀ࡀྲྀࡾࡃỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨࡢࡳ࡞ࡾࠊCLT ࡢ⌧ࡋࡍࡿ

ࢵ

㒊ศࢆࠊ⮬⏤タࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸦ࡓࡔࡋࠊⷧᆺࡢ CLT ➼ࢆ⏝࠸࡚ࢹࢨࣥୖࡢᕤኵ

ࢺ

ࢆࡍࡿࡇࡣྍ⬟ࠋ
㸧
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 ࢹࢨࣥୖࠊቨࡢ CLT ࢆ⌧ࡋࡋࡓ࠸࠸࠺せồࡀ࠶ࡿሙྜࠊỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨ CLT ࢆ
⏝࠸ࡿࡇࡀ᳨ウࡉࢀࡿᐃࡉࢀࡿࠋࡇࡢሙྜࠊᙜヱ CLT ࡣ᥋ྜ㔠≀ࡀྲྀࡾࡎࣅࢫᡴࡕࡔࡅ
࡛ࡍࡴࡓࡵ⨾ほୖࡶၥ㢟ࡣᑡ࡞࠸ࡀࠊタഛ㛤ཱྀࡢᕤࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡾࡍࡿࢹ࣓ࣜࢵࢺࡣṧࡿࠋ
 Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨ⏝࠸ࡿ CLT ࡣ㸳㹼㸵♧ࡋࡓᵓ㐀⏝⏝࠸ࡿ┤㞟ᡂᯈࡍࡿᚲせࡣ↓
࠸ࡓࡵࠊୖࡢࢹ࣓ࣜࢵࢺࢆᅇ㑊ࡍࡿࡣࠊධᡭࡋࡸࡍࡃࠊⷧ࠸㸦ཌࡉ 36 ੈ࣭30 ੈ㸧ࡢ CLT ࡸ୕ᒙࣃ
ࢿࣝ㸦J ࣃࢿࣝ㸧➼ࢆ⏝ࡍࡿࡇࡶ୍ࡘࡢ᪉ἲ࡞ࡿࠋ
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
 ௨ୖࡢ㓄⨨ࡢ࣮ࣝࣝࢆᏲࡾࢥࢫࢺ㓄៖ࡋࡓタィࢆ⾜࠺ࠊCLT ࡞ࡿỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨࡣ᭱ᑠ
㝈࡞ࡾ⌧ࡋࡍࡿ㒊ศࡀ㝈ࡽࢀࡿࡇ࡞ࡿࡀࠊỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨ㸦CLT㸧ຍ࠼ࠊỈᖹຊࢆ㈇ᢸ
ࡋ࡞࠸ቨࡶຠᯝⓗ CLT ࡶࡋࡃࡣ୕ᒙࣃࢿࣝ➼ࡍࡿ࡞ࡢᕤኵ࡛ࠊᵝࠎ࡞⾲⌧ࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ

┿㸸㒊ศⓗ㓄⨨ࡋࡓỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿ &/7 ቨࣃࢿࣝࢆ⌧ࡋࡋࡓタィ㸦㧗▱ࡢၟᴗࣅࣝ㸧

㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ࢹ࣮ࢱ
11-1㸬ᑠ㛤ཱྀࢆ᭷ࡍࡿ CLT ࣃࢿࣝࡢ๛ᛶ࣭ᙉᗘ
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㸯㸰㸬ᗋ㛵ࡍࡿタィ࣮ࣝࣝ
㸯㸬ᗋ㛵ࡍࡿタィࡢཎ๎
  ࠙2 㝵௨ୖࡢᗋࠚ
ձ 㸰㝵௨ୖࡢᗋࡣ CLT ࢆ⏝࠸ࡓࡶࡢࡍࡿࠋ
ղ 㖄┤ᵓ㠃Ỉᖹᵓ㠃ࡢ㛵ಀࡣࠊỈᖹᵓ㠃ࡕࡍࡿࠋ
ճ ᱱࢆタࡅࡿࡇࡣྍ⬟ࠋ
մ CLT ᗋࣃࢿࣝࡣࠊᖹ⾜ࡍࡿ㸰ࡘࡢቨࡲࡓࡣᱱࡼࡗ࡚ᨭᣢࡍࡿࠋ
㸯᪉ྥ∦ᣢࡕࡍࡿタィࡣྍ⬟ࡔࡀࠊ2 ᪉ྥ∦ᣢࡕ࡞ࡿタィࡣཎ๎⾜ࢃ࡞࠸ࠋ
յ ྿ࡁᢤࡅ➼ࢆタࡅࡿሙྜ࡛ࡑࡢ྿ࡁᢤࡅࡀእቨ᥋ࡍࡿሙྜࡣᱱ࡞ࢆタࡅࠊCLT ᗋࣃࢿࣝ
ᱱࢆ㐺ษ᥋ྜࡍࡿࠋ
  ࠙㸯㝵ࡢᗋࠚ
ձ ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢᅵ㛫ᗋ ࡲࡓࡣ ⪏ຊቨຊࡀࡽ࡞࠸⊂❧ࡋࡓ ㍈⤌+ྜᯈ➼ ࡋࡓᗋ
ࡍࡿࠋ
ྜᯈ➼ࡢ㠃ᮦࡢ௦࠼࡚ࠊCLT ࢆ⏝࠸ࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࡀࠊࢥࢫࢺ㠃ࢆ⪃៖ࡍࡿྜ⌮ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸰㸬2 㝵௨ୖࡢ CLT ᗋࡢᵝ
ձ ᗋ⏝࠸ࡿ CLT ࡣࠊ௨ୗࡢ 2 ✀㢮ࡢ࠺ࡕ࠸ࡎࢀࡍࡿࠋ
 CLT ࡢᵝ
Mx60 5 ᒙ 5 ࣉࣛ ཌࡉ 150 ੈ ࢫࢠ
Mx60 5 ᒙ 7 ࣉࣛ ཌࡉ 210 ੈ ࢫࢠ
ͤ3 ᒙ 3 ࣉࣛࠊ3 ᒙ 4 ࣉࣛࠊ5 ᒙ 5 ࣉࣛࠊ5 ᒙ 7 ࣉࣛࡶ㛗ᮇチᐜᛂຊᗘࢆ⟬ฟྍ⬟
࡞ࡢ࡛⏝ྍ⬟ࡔࡀࠊᛶ⬟㠃ࡽᐇ㝿ࡣ CLT ࣃࢿࣝᕤἲࢃࢀࡿࡇࡣᑡ࡞࠸ࠋ㸦㸴
ཧ↷㸧
ղ CLT ᗋࣃࢿࣝࡣࠊᙜヱࣃࢿࣝࡢ᭱እᒙࡢ࣑ࣛࢼࡢ᪉ྥࡀ▷㎶᪉ྥࡲࡓࡣ㛗㎶᪉ྥᖹ⾜࡛࠶
ࡾࠊࡘࠊ▴ᙧ࡛࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ
ճ CLT ᗋࣃࢿࣝࡣࠊཎ๎✰ࢆ㛤ࡅ࡞࠸ࠋ
մ CLT ᗋࣃࢿࣝࡣࠊ㛗ࡉࠊᖜࡶ 0.36㹫௨ୖࡍࡿࠋ

 㸯㸬ᗋ㛵ࡍࡿタィࡢཎ๎
 ࠙2 㝵௨ୖࡢᗋࠚ
ž

2 㝵௨ୖࡢᗋࡘ࠸࡚ࡣࠊ㍈⤌+ྜᯈ➼ ࡍࡿᅾ᮶ᗋࡶ࿌♧ୖࡣチᐜࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࣮ࣝࢺ㸯
ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ⪏ຊቨࡢ᥋ྜ㒊➼ࡢ⣡ࡲࡾࢆ⪃៖ࡍࡿ CLT ࡢᗋࡍࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
㸦㸯
㸴ࠊ㸯㸵ࠊ㸯㸶ࢆཧ↷㸧

ž

CLT ᗋࣃࢿࣝࡣࠊᙜ↛࡞ࡀࡽࠊᱱࡶࡋࡃࡣ CLT ቨࣃࢿ࡚ࣝ 2 ᪉ྥࡀᨭᣢࡉࢀࡿࠋ∦ᣢࡕࡣ㸯᪉
ྥࡢࡶࡢࡣチᐜࡉࢀࡿࠋ
㸦᪉ྥ∦ᣢࡕ࡞ࡿሙྜࡣࠊᗋࣃࢿࣝࡢ㠃እࡢ๛ᛶ࣭⪏ຊࡢホ౯᪉ἲࢆ

38

࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࡢタィᡭἲ㸦㌣య㒊ศ㸧
≉ู࡞ㄪᰝཪࡣ◊✲ᇶ࡙ࡁࠊᏳୖཬࡧ⏝ୖᨭ㞀ࡢ࡞࠸ࡇࢆ☜ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸧
㞄ࡾྜ࠺ CLT ᗋࣃࢿࣝࡢࡓࢃࡳ㔞ࡀ␗࡞ࡿᛶ⬟ୖၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡓࢃࡳ㔞
ࢆྠࡌ࡞ࡿࡼ࠺タィࡍࡿࠊᗋࢆᨭᣢࡋ࡚࠸ࡿ㒊ᮦ㸦ᱱࠊCLT ቨࣃࢿࣝ㸧ࢆᗋࣃࢿࣝࡢཌࡉ
ᑍἲ⛬ᗘᘏ㛗ࡍࡿ࡞ࡢᕤኵࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
㸦ୗᅗࡢͤ㸧

ڸ
H30 ᖺࡢᨵṇ࡛ࠊᙉ㍈࣭ᙅ㍈୧
᪉ࡢ㛗ᮇチᐜᛂຊᗘࡢ⟬ฟࡀྍ
⬟࡞ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛㸦㸴ཧ↷㸧ࠊ
ࡑࡢ⠊ᅖෆ࡛ࡢ㸰᪉ྥᣢࡕฟࡋ
ࡀྍ⬟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

ᅗ㸯㸸ᗋࣃࢿࣝࡢᨭᣢ᪉ἲ

ž

2 㝵௨ୖࡢᗋࡣࠊỈᖹຊࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿຊࢆ⪏ຊቨ➼ఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ๛ᛶ࣭⪏ຊࢆ᭷ࡍࡿ
ࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠊ྿ࡁᢤࡅ➼ࡣ㢼ᅽຊ➼ᑐࡋ࡚⪏࠼ࡿࡼ࠺⪏㢼ᱱࢆධࢀࡿ࡞㓄៖ࡀ
ᚲせࠋࡇࡢሙྜࠊCLT ᗋࣃࢿࣝᱱࡢ᥋ྜ㓄៖ࡍࡿࡇࠋ᥋ྜ㒊ࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸯㸴ࠊ
㸯㸵♧ࡍࠋ 

ᅗ㸰㸸⪏㢼ᱱ࠾ࡼࡧᘬᙇ᥋ྜ㒊ࡢ㓄⨨
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CLT ቨࣃࢿࣝ

CLT ⭜ቨࣃࢿࣝ

㸦ᑠᖜࣃࢿࣝ㸧

ᘬᙇ᥋ྜ㒊

CLT ᗋࣃࢿࣝ

⪏㢼ᱱ

CLT ቨࣃࢿࣝ

CLT ᆶࢀቨࣃࢿࣝ

㸦ᑠᖜࣃࢿࣝ㸧

┿ ⪏㢼ᱱᗋࣃࢿࣝ㛫ᘬᙇ᥋ྜ㒊ࡢ


 ࠙1 㝵ࡢᗋࠚ
ž

1 㝵ࡢᗋࡘ࠸࡚ࡣࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢᅵ㛫ᗋ ࡶࡋࡃࡣ ⪏ຊቨ➼ຊࡀࡽ࡞࠸⊂❧ࡋࡓ ㍈
⤌+ྜᯈ➼ ࡋࡓᗋࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ࣮ࣝࢺ㸯ࡢィ⟬᪉ἲࡢ᳨ウࢆ⾜࠺㝿ࠊ㸯㝵ᗋ
ࢆᵓ㐀ࣔࢹࣝࡢᑐ㇟እࡋࡓࡇࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸰㸬CLT ᗋࣃࢿࣝࡢᵝࡢ࣮ࣝࣝ
ž

CLT ᗋࣃࢿࣝ⏝࠸ࡿ CLT ࡣࠊ✚ᒙ᪉ྥ㸦㠃እ㸧᭤ࡆ࠾ࡼࡧࡏࢇ᩿ࡘ࠸࡚㛗ᮇチᐜᛂຊᗘࡀ
࠼ࡽࢀ࡚ࡿࡶࡢ㝈ᐃࡉࢀࡿࠋヲࡋࡃࡣ㸴ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ

ž

CLT ᗋࣃࢿࣝࡘ࠸࡚ࡶࠊCLT ቨࣃࢿࣝྠᵝࠊᙧ≧ࡣ▴ᙧ࡛࠶ࡿࡇࡀ๓ᥦ࡛࠶ࡿࠋ

ž

ճ♧ࡍࡼ࠺ࠊ✰ࢆ㛤ࡅࡿࡇࡣཎ๎⚗Ṇ࡞ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊ✰ࡢ⨨ࡸࡁࡉᛂࡌ࡚๛ᛶ࣭⪏ຊࢆపῶࡋ࡚タィࢆ⾜࠺ሙྜ࠾࠸࡚ࡣᑐᛂྍ⬟࡛
࠶ࡿࠋపῶࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸯㸯ࡢࢹ࣮ࢱ♧ࡋࡓࠕ11-1㸬ᑠ㛤ཱྀࢆ᭷ࡍࡿ CLT ࣃࢿࣝࡢ๛ᛶ࣭
ᙉᗘࠖࢆཧ↷ࡢࡇࠋ
ࡲࡓࠊୗᅗࡢࡼ࠺࡞▴ᙧ࡛↓࠸ࣃࢿࣝࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡶࠊ▴ᙧࡢࣃࢿࣝࢆᩳࡵษࡾḞ࠸ࡓࡶࡢ
ࡋࠊࡑࡢษࡾḞࡁ㒊ศࢆ㛤ཱྀ㒊➼ࡳ࡞ࡋ࡚ࠕ11-1㸬ᑠ㛤ཱྀࢆ᭷ࡍࡿ CLT ࣃࢿࣝࡢ๛ᛶ࣭ᙉᗘࠖ
ࡢ࣮࡛ࣝࣝタィࡍࡿࡇࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡁࠊୗᅗࡢȟࡀ 30 ᗘ௨ୗࡢࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊእᒙ
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࣑ࣛࢼ᪉ྥᖹ⾜࡞▴ᙧ㒊ศࢆ᭷ຠ▴ᙧࡋタィࢆ⾜࠺ࡇࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
࠸ࡎࢀࡋࢁࠊ✰ࢆ㛤ࡅࡿࠊ▴ᙧ࡛࡞࠸ᗋࣃࢿࣝࢆタࡅࡿࡇࡣ࡞ࡿࡃ㑊ࡅࠊᚲせࡀ⏕ࡌࡿሙ
ྜࡣᵓ㐀タィ⪅᪩ࡵ┦ㄯࡍࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡿࠋ

ᅗ㸱㸸➨ᅄᗋ∧ࡢ➨ྕࡢつᐃ㐺ྜࡋ࡞࠸ᗋࣃࢿࣝ


CLT ᗋࣃࢿࣝࡢᖜࠊ㛗ࡉࡢᑍἲไ㝈㸦36 ௨ୖ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹ 13 ᅜ࿌➨ 1024 ྕࡼࡾつᐃ

ž

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᗋࡢࣃࢿࣝࡾࡢ㝿ࡣࠊὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
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㸯㸱㸬CLT ᗋࣃࢿࣝࡢࢫࣃࣥࡢ┠Ᏻ㸦Ṍ⾜ື㸧

 CLT ቨࣃࢿࣝࡸᰕ࣭ᱱࣇ࣮࣒ࣞࡼࡗ࡚ᨭᣢࡉࢀࡿ CLT ᗋࣃࢿࣝࡢࢫࣃࣥࡣࠊ௨ୗࡢⅬ㓄៖ࡋࡓୖ
࡛ࠊᵓ㐀タィ⪅༠㆟ࡢୖỴᐃࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ

1.

⏝࡛ࡁࡿ CLT ࡢᵝࡣ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀྜࢃࡏࡓタィࢆ⾜࠺ࠋ

2.

ࢫࣃࣥࡢỴᐃࡣࠊࡓࢃࡳ㔞Ṍ⾜ືᑐࡍࡿ㓄៖ࡀᚲせࠋ

 ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࠖࡢᗋ⏝࡛ࡁࡿ CLT ࣃࢿࣝࡣ㸳㹼㸵࡛㏙ࡓᵝᵝࡀỴࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ㣕
ࡤࡏࡿࢫࣃࣥࡣ㝈ᐃࡉࢀࡿࠋ
 ලయⓗ࡞ࢫࣃࣥࡘ࠸࡚ࡣࠊタィࡼࡿࡢ࡛ࠊ᪩࠸ẁ㝵࡛ᵓ㐀タィ⪅┦ㄯࡢࡇࠋ
 ᮌ㐀ࡣࠊࡢᵓ㐀ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ㐽㡢ࡸṌ⾜ືࡘ࠸࡚ࡢၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸ࡇࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡢᘓ⠏≀ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋCLT ᗋࣃࢿࣝࡢࢫࣃࣥࡣࠊ≉Ṍ⾜ືࡁࡃᙳ㡪ࡋࠊ㐽㡢
ࡣ␗࡞ࡾࡢᕤኵ࡛ࡑࢀࢆపῶࡍࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ
 ௨ୗࠊṌ⾜ື㓄៖ࡋࡓሙྜࡢࢫࣃࣥࡢࠕẼ࡞ࡾලྜูࠖࡢ್ࠊ࠾ࡼࡧࠊ
ࠕẼ࡞ࡾලྜࠖࡢホ
౯ᑻᗘࡘ࠸࡚♧ࡍࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢ᰿ᣐ࡞ࡿゎᯒෆᐜࡘ࠸࡚ࡣཧ⪃㈨ᩱ 13-1 ♧ࡍࠋ
 ୗ⾲࡛ࡣ 5 ᒙ 7 ࣉࣛ 7 ᒙ 7 ࣉࣛࡢ⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⌧≧࡛ࡣ 5 ᒙ 7 ࣉࣛࡢࡳᙉ㍈࣭ᙅ
㍈୧᪉ࡢ᭤ࡆ࣭ࡏࢇ᩿ࡢチᐜᛂຊᗘࡀ⟬ฟྍ⬟࡞ࡢ࡛ࠊᐇ㝿⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᵝ

5 ᒙ 7 ࣉࣛ
㸦ࢫࢠ㸧
7 ᒙ 7 ࣉࣛ
㸦ࢫࢠ㸧

⏝㏵

┠ᶆࡍࡿẼ࡞ࡾලྜホ౯
ն

յ

մ

ఫᒃ

㸲㸬㸮㹫

㸲㸬㸳㹫

㸳㸬㸳㹫

ົᡤ

㸲㸬㸳㹫

㸳㸬㸮㹫

㸴㸬㸮㹫

ఫᒃ

㸱㸬㸳㹫

㸲㸬㸮㹫

㸳㸬㸮㹫

ົᡤ

㸲㸬㸮㹫

㸲㸬㸳㹫

㸳㸬㸳㹫

      ͤCLT ᗋࣃࢿࣝ ᖜ 2.0㹫ࠊ᱆ᵓἲࡢ CLT ᗋ∧ᯛᩘ 5 ᯛࡋ࡚ゎᯒ

Ẽ࡞ࡾලྜホ౯ᑻᗘ

ุ᩿⠊

VLT㸦25ms.60dB㸧
ఫᒃ

ົᡤ

ձ㠀ᖖẼ࡞ࡿ

-

-

ղ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

-

-

ճ࡞ࡾẼ࡞ࡿ

-

-

մ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

85dB

87dB

յࡸࡸẼ࡞ࡿ

82dB

84dB

ն࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

79dB

91dB

-

-

շࡃẼ࡞ࡽ࡞࠸
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 Ṍ⾜ືᑐࡍࡿタィୖ࡛ࡢᑐ⟇ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡇࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ
) 㢖⦾Ṍ⾜ࡍࡿ㒊ᒇ㟼ᐢࢆせࡍࡿ㒊ᒇࢆ㏆᥋ࡉࡏ࡞࠸ࠋ
㸻ຍ※ཷయࡢ㊥㞳ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃྲྀࡿࡇ࡛ࠊ㊥㞳ࡼࡿῶ⾶ࢆᅗࡿࠋ
ࣟ) 㛫ษࡾቨ㸦ቨಸ⋡㸯௨ୗࡢቨࠊᚋࡢኳࡽᗋୗࡲ࡛ࡢࣃ࣮ࢸࢩࣙࣥྵࡴ㸧ࢆタࡅࠊᗋ∧
ࡢᅛ᭷ືᩘࢆኚ࠼ࡿᕤኵࢆࡍࡿࠋ
㸻㛫ྲྀࡾィ⏬ࡼࡗ࡚ᕥྑࡉࢀࡿ⏝ື⥺ࡢ⨨ࡸ㛗ࡉࡀṌ⾜ືᙳ㡪ࡍࡿࠋ
ࣁ) タィୖࠊࢫࣃࣥࡢ୰ኸࢆ㏻ࡿṌ⾜ࡢື⥺ࡸࠊከࡃࡢື⥺ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡿṌ⾜⪅ࡀከ࠸㒊ศࢆタࡅ
ࡿࠊࡁ࡞ືࡢせᅉ࡞ࡿࡓࡵ㑊ࡅࡿࠋ
ࢽ) 㣗ჾᲴ࡞ࠊᚤື࡛ࡀࡓࡘࡃொჾ࣭ഛရࢆቨ㝿タ⨨ࡍࡿࠊᗋࡢືኚᙧక࠺ᚤᑡഴᩳࡼ
ࡿ᥋ゐ㡢ࡀⓎ⏕ࡋࠊయឤ࡛ࡣឤࡌࡽࢀ࡞࠸ࣞ࣋ࣝࡢṌ⾜ື࡛ࡶࠊ⫈ぬࢆࡋືࢆㄆ▱ࡍࡿࡇ
ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ὀពࡀᚲせࠋ

㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ཧ⪃㈨ᩱ
13-1㸬Ṍ⾜ືࡘ࠸࡚ࡢゎㄝ࣭ゎᯒࢹ࣮ࢱ
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㸯㸲㸬ᒇ᰿㛵ࡍࡿタィ࣮ࣝࣝ

㸯㸬ᒇ᰿ࡢᵓᡂࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
  ᒇ᰿ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗ♧ࡍࡼ࠺࡞ᵓᡂࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ձ CLT ᒇ᰿ࣃࢿ࡛ࣝᒇ᰿ࢆᵓᡂࡋࠊCLT ቨࣃࢿ࡛ࣝࡑࢀࡽࢆᨭᣢࡍࡿࠋ(a)(b)
ղ ㍈ᮦ㠃ᮦ࡚ᒇ᰿ࢆᵓᡂࡍࡿࠋ(c)
ճ CLT ࣃࢿ࡛ࣝỈᖹᵓ㠃ࢆᵓᡂ㸦CLT ኳࣃࢿࣝ㸧ࡋࠊࡑࡢୖᑠᒇ⤌ࢆᵓᡂࡍࡿࠋ
ࡑࡢ㝿ࡢᑠᒇ⤌ࡣࠊ㍈ᮦ㠃ᮦ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿࡶࡢࠊ(d)
         CLT ጔቨࣃࢿࣝ➼ CLT ᒇ᰿ࣃࢿ࡛ࣝᵓᡂࡉࢀࡿࡶࡢࠊ(e)
         CLT ጔቨࣃࢿࣝ➼㍈ᮦ+㠃ᮦ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࡶࡢࠊ(f)
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

CLT ጔቨࣃࢿࣝ

CLT ኳࣃࢿࣝ

ᅗ㸯㸸ᑠᒇ⤌➼ࡢᵓᡂ᪉ἲ

㸰㸬ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࠖ࠾ࡅࡿᒇ᰿ࡢᵓᡂ
ࡓࡔࡋࠊ
ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨỈᖹᵓ㠃ࡢ᥋ྜ᪉ἲ࠾ࡼࡧࡑ
ࡢᵝࡀつᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦㸯㸴ࠊ㸯㸵ཧ↷㸧
ࠊ⣡ࡲࡾࡽ⪃࠼ࡿࠊ໙㓄ࡢ࡞࠸Ỉᖹᵓ㠃ࢆᵓᡂࡍࡿ
CLT ࡀᒇ᰿㠃ࡶࡋࡃኳ㠃Ꮡᅾࡍࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࠖࡣࠊᅗ㸯ࡢ㸦㹟㸧
ࠊ
㸦㹢㸧
ࠊ
㸦㹣㸧ࠊ
㸦㹤㸧ࡀ㑅ᢥࡉࢀࡿࡇ࡞
ࡿࠋ
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㸱㸬ᘓ≀స⏝ࡍࡿỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿᒇ᰿㠃࣭ኳ㠃ࢆᵓᡂࡍࡿ CLT ࡢᵝ
CLT ᒇ᰿ࣃࢿࣝࠊCLT ኳࣃࢿࣝࡣࠊ㠃እࡢ᭤ࡆ࠾ࡼࡧࡏࢇ᩿ࡢ㛗ᮇチᐜᛂຊᗘࡀ⟬ฟ࡛ࡁࡿ CLT
ࢆ⏝࠸ࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸦㸴ཧ↷㸧ࡀࠊᗋࡼࡾࡶⲴ㔜᮲௳➼ࡀ⦆࠸ࡓࡵࠊタィࡼࡗ࡚ࡣࠊ3 ᒙ 3
ࣉࣛࡸ 3 ᒙ 4 ࣉࣛࡶ㑅ᢥ⫥ධࡗ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊỈᖹᵓ㠃ࢆᵓᡂࡍࡿ࣮ࣝࣝࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕ㸯㸰.ᗋ㛵ࡍࡿタィ࣮ࣝࣝࠖࡢ࠙2 㝵௨ୖࡢᗋࠚ
♧ࡋࡓ࣮ࣝࣝ‽ࡌࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
CLT ࡢᵝ

ᗋ

ᒇ᰿࣭ኳ

Mx60 3 ᒙ 3 ࣉࣛ ཌࡉ 90 ੈ ࢫࢠ

ۑ

Mx60 3 ᒙ 4 ࣉࣛ ཌࡉ 120 ੈ ࢫࢠ

ۑ

Mx60 5 ᒙ 5 ࣉࣛ ཌࡉ 150 ੈ ࢫࢠ

ۑ

ۑ

Mx60 5 ᒙ 7 ࣉࣛ ཌࡉ 210 ੈ ࢫࢠ

ۑ

ۑ

㸲㸬ጔ㠃ࠊᑠᒇෆቨࢆᵓᡂࡍࡿ CLT ࡢᵝ
  ᅗ㸯ࡢ㸦㹢㸧
ࠊ㸦㹣㸧
ࠊ
㸦㹤㸧ࡢሙྜࡣࠊᑠᒇ⤌㒊ศࡣᑠᒇ⤌ࡢࡳస⏝ࡍࡿ㖄┤Ⲵ㔜࣭Ỉᖹຊ➼ᑐ
ࡋ࡚Ᏻ࡛࠶ࡿࡼ࠺タィࡍࢀࡤⰋ࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊጔቨࣃࢿࣝࡸᑠᒇࡢෆቨ⏝࠸ࡽࢀࡿ CLT
ࡣࠊᘓ≀స⏝ࡍࡿỈᖹຊ࠾ࡼࡧ㖄┤ຊࢆ㈇ᢸࡍࡿቨࡣ␗࡞ࡾࠊ᥋ྜ᪉ἲ➼ࡶつᐃࡀ࡞࠸ࡇ
ࡽࠊタィᛂࡌ࡚⮬⏤㑅ᢥྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
  
 ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࠖࡢᒇ᰿ࡢᵓᡂࡣࠊ᥋ྜ㒊ࡢ⣡ࡲࡾ➼ࡽᅗ㸯ࡢ㸦㹟㸧ࠊ㸦㹢㸧
ࠊ㸦㹣㸧ࠊ
㸦㹤㸧ࡀ
㑅ᢥࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ
 㸦㹟㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᘓ⠏≀స⏝ࡍࡿỈᖹຊࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿຊᑐࡋ࡚ᒇ᰿ᵓ㠃⮬యࡀ᭷ຠᢠࡋࠊ
ࡘࠊࡑࢀࡽࡢຊࢆ⪏ຊቨ➼ࡢ㒊ᮦ᭷ຠఏ㐩࡛ࡁࡿ๛ᛶ࣭⪏ຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 㸦㹢㸧
ࠊ
㸦㹣㸧
ࠊ
㸦㹤㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᘓ⠏≀స⏝ࡍࡿỈᖹຊࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿຊᑐࡋ࡚ CLT ࣃࢿࣝࡼ
ࡿỈᖹᵓ㠃㸦CLT ኳࣃࢿࣝ㸧ࡀ᭷ຠᢠࡋࠊࡘࠊࡑࢀࡽࡢຊࢆ⪏ຊቨ➼ࡢ㒊ᮦ᭷ຠఏ㐩࡛
ࡁࡿ๛ᛶ࣭⪏ຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖ㍕ࡏࡿᑠᒇ⤌㒊ศࡘ࠸࡚ࡣᘓ⠏≀స⏝ࡍࡿỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ
࡞࠸㒊ศヱᙜࡍࡿࡢ࡛ࠊᑠᒇ⤌ࡢࡳస⏝ࡍࡿ㖄┤Ⲵ㔜࣭Ỉᖹຊ➼ᑐࡋ࡚Ᏻ࡛࠶ࡿࡼ࠺タィࡍ
ࢀࡤⰋ࠸ࠋ

 ᒇ᰿࠾ࡼࡧኳタࡅࡽࢀࡿỈᖹᵓ㠃ࡋ࡚ࡢ CLT ࡣࠊ㠃እࡢ᭤ࡆ࠾ࡼࡧࡏࢇ᩿ࡢ㛗ᮇチᐜᛂຊᗘࡀ
⟬ฟ࡛ࡁࡿ CLT ࡽ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ

 ᘓ≀స⏝ࡍࡿỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿỈᖹᵓ㠃ࡋ࡚ CLT ኳࣃࢿࣝࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊᗋྠᵝ✰ࢆ࠶ࡅ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᑠᒇⅬ᳨ࡢࡓࡵⅬ᳨ཱྀࢆタࡅࡿሙྜࡣࠊCLT ኳࣃࢿࣝࢆタ⨨ࡋ࡞࠸྿ࡁᢤࡅ㒊
ศࢆタࡅ࡚Ⅼ᳨ཱྀࢆタ⨨ࡍࡿ➼ࡢᕤኵࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
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࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࡢタィᡭἲ㸦㌣య㒊ศ㸧

㸯㸳㸬ᇶ♏࠾ࡼࡧ 1 㝵ᗋ࿘ࡾ㛵ࡍࡿタィ࣮ࣝࣝ

㸯㸬ᅵྎࡘ࠸࡚
 
࣭ᅵྎࡣタࡅ࡚ࡶタࡅ࡞ࡃ࡚ࡶⰋ࠸ࠋ
࣭ᅵྎࢆタࡅࡿሙྜࠊᅵྎࡣᇶ♏⥭⤖ࡍࡿࡇ㸦࣮ࣥ࢝࣎ࣝࢺࡀᚲせ㸧
ࠋ
࣭ᅵྎࢆタࡅࡿሙྜࠊᅵྎࡢᖜࡣࠊᅵྎࡢୖタࡅࡿ⪏ຊቨ࡞ࡿ CLT ቨࣃࢿࣝࡢཌࡉྠᑍ௨ୖ
ࡢᑍἲࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡓࡔࡋୗᅗ࡛ࠊቨᚰࡀᇶ♏ᱱᚰࡎࢀࡿղࡣࠊ3 㝵ᘓ࡚ࢆ㉸࠼ࡿᘓ⠏≀➼࡛ቨࣃࢿࣝࡢ㍈ຊࡀࡁ
࠸ሙྜࡣࠊ೫ᚰ㍈ຊࡼࡿᇶ♏ᱱࡢࡾᑐࡍࡿ᳨ウࡀᚲせ࡞ࡿࡓࡵࠊ≉ពᅗࡀ࠶ࡿሙྜࢆ㝖
ࡁ㑊ࡅࡓ᪉ࡀ↓㞴࡛࠶ࡿࠋ

ᅗ㸯㸸ᅵྎࡢᖜቨࣃࢿࣝཌࡉࡢ㛵ಀ

㸰㸬1 㝵ᗋࡘ࠸࡚
࣭1 㝵ᗋࡣࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢᅵ㛫ᗋ ࡲࡓࡣ ⪏ຊቨຊࡀࡽ࡞࠸⊂❧ࡋࡓ ㍈⤌+ྜᯈ➼ ࡋ
ࡓᗋࡍࡿࠋ
ྜᯈ➼ࡢ㠃ᮦࡢ௦࠼࡚ࠊCLT ࢆ⏝࠸ࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࡀࠊࢥࢫࢺ㠃ࢆ⪃៖ࡍࡿྜ⌮ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸱㸬⪏ຊቨᇶ♏ࠊᅵྎࡢ᥋ྜ Ѝヲ⣽ࡣ㸯㸴
࣭ᘬᙇ㔠≀㸸⪏ຊቨ࡞ࡿ᭱ୗ㝵ࡢ CLT ቨࣃࢿࣝ㸦ᆶࢀቨ࣭⭜ቨࣃࢿࣝࢆ㝖ࡃ㸧ࡣࠊୗ 2 ⟠ᡤ࡛ᇶ
♏ཪࡣࡇࢀ㢮ࡍࡿ㒊ศᵓ㐀⪏ຊୖ᭷ຠ⥭⤖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
࣭ࡏࢇ᩿㔠≀㸸⪏ຊቨ࡞ࡿ CLT ቨࣃࢿࣝࡣࠊᇶ♏ཪࡣᅵྎ⥭⤖㸦ࡏࢇ᩿ 47kN/⟠ᡤ㸧ࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ

࣭1 㝵ࡢ㊊ୗ࿘ࡾࡣࠊ࿌♧࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ⪏ຊቨᇶ♏ࡢ᥋ྜࡢࠊᅵྎࢆタࡅࡿሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣ
࣮ࣥ࢝࣎ࣝࢺࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
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࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࡢタィᡭἲ㸦㌣య㒊ศ㸧
࣭⪏ஂᛶ࡞ࢆ⪃៖ࡍࡿࠊ㜵⭉࣭㜵⽥ᮦࢆὀධฎ⌮࡛ࡁࡿᅵྎࢆタࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᵝࡍࡿࡇ
ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

࠙ᅵྎ᭷ࡾࡢ⊂❧ᗋ㸦ᘓ⠏≀స⏝ࡍࡿỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸㸧ࡢࠚ
ž

㜵⭉࣭㜵⽥ᮦࢆὀධฎ⌮࡛ࡁࡿᅵྎࢆタࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿ

ž

㍈⤌㸩㠃ᮦ➼ࡢᗋࡍࡿࠋ
㸦㠃ᮦࢆ CLT ࡍࡿࡇࡶྍ
⬟ࠋࡓࡔࡋࠊࢥࢫࢺ㠃ࢆ⪃៖ࡍࡿ CLT ᗋࣃࢿࣝࢆ㑅
ᢥࡍࡿྍ⬟ᛶࡣప࠸㸧
ࠋCLT ቨࣃࢿࣝഃ᰿ኴࢆタࡅ࡚
ࡅΏࡋ࡚ࡶⰋ࠸ࡀࠊ᮰ࢆቨࡢ┤㏆❧࡚ࡿ࡞ࠊᗋ
ࡽቨຊࡀఏࢃࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࠋ

ž

ᘬᙇ㔠≀㸸CLT ቨࣃࢿࣝࡣᅵྎࢆᣳࢇ࡛┤᥋ᇶ♏⥭⤖
ࡍࡿࠋ
ࡏࢇ᩿㔠≀㸸CLT ቨࣃࢿࣝࡣᅵྎࢆᣳࢇ࡛┤᥋ᇶ♏⥭
⤖ࡍࡿࠋ

ž

ᅵྎࡣ࣮ࣥ࢝࣎ࣝࢺ࡛ᇶ♏⥭⤖ࡍࡿࠋ

ᅗ㸰㸸ᅵྎ᭷ࡾࡢ  㝵ᗋࡲࢃࡾ

࣮࠙ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲ࡛࡛ࡁ࡞࠸⣡ࡲࡾ㸦CLT ࣃࢿࣝᗋ㸧
ࠚ
ž

ྑᅗࡢᵝࠊ1 㝵ᗋࢆ CLT ᗋࣃࢿࣝࡋࠊࡘࠊᗋ
ࡕࡍࡿ⣡ࡲࡾࡣࠊ
ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࠖࡣᐇ
⌧࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࡇࢀࡣࠊ࣮ࣝࢺ㸯ࡢィ⟬᪉ἲࡢ᳨ウࢆ⾜࠺㝿ࠊ㸯
㝵ᗋࢆᵓ㐀ࣔࢹࣝࡢᑐ㇟እࡋࡓࡇࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⣡ࡲࡾࡍࡿሙྜࡣࠊࡇࡢ㒊ศࡢ
ᵓ㐀ࣔࢹࣝࢆタᐃࡋࠊ࣮ࣝࢺ㸱ࡢᵓ㐀タィࢆ⾜࠺ᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ

䝹䞊䝖䠍䛷䛿䛷䛝䛺䛔㻌

ᅗ㸱㸸&/7 ᗋࣃࢿࣝࡕࡢ  㝵ᗋࡲࢃࡾ
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࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࡢ᥋ྜ㒊

㸯㸴㸬ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࠖồࡵࡽࢀࡿ᥋ྜ㒊ࡢᛶ⬟㹶࣐࣮ࢡ㔠≀
 
ձ ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࠖࡣࠊ⪏ຊቨ࠾ࡼࡧᗋ➼ࡢỈᖹᵓ㠃࡞ࡿ CLT ࣃࢿࣝタࡅࡿ᥋ྜ㒊ࡢ
ᛶ⬟⨨ࡀ࿌♧࡛Ỵࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ղ ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࠖ⏝ࡍࡿ᥋ྜ㒊ࡣࠊ࿌♧♧ࡉࢀࡓᛶ⬟ࡀ࠶ࡿ᥋ྜ㒊࡛࠶ࢀࡤ⏝ྍ⬟
࡛࠶ࡿࡀࠊ㐺ྜࡍࡿࡶࡢࢆつ᱁ࡋࡓ㹶㸦ࢡࣟࢫ㸧࣐࣮ࢡ㔠≀ࡀ࠶ࡿࠋ
ճ 㹶࣐࣮ࢡ㔠≀࡛ࡣࠊCLT ቨࣃࢿࣝࢆᣳࡳ㎸ࡴ U Ꮠᆺࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡣࠊཌࡉ 90 ੈࠊ150
ੈࡢ CLT ࢆᐃࡋࡓᑍἲ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

 CLT ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࡣࠊCLT ቨࣃࢿ࣭ࣝᗋࣃࢿࣝࡀ㖄┤ຊཬࡧỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊCLT ࣃࢿ
ࣝࡢ᥋ྜ㒊ẖᛶ⬟ᵝࡀ࿌♧ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋୗ⾲࡛ࡣࠊ᥋ྜ㒊ẖࠊ࿌♧♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
チᐜ⪏ຊࠊලయⓗ࡞᥋ྜ㒊ࡢ✀㢮ࢆ♧ࡍࠋ
 ୗ⾲ෆ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕU ᙧࡢ㗰ᮦࡑࡢࡇࢀ㢮ࡍࡿࡶࡢࠖࡣࠊ㔠≀ᙧ≧㛵ಀ࡞ࡃ࣎ࣝࢺࢆ┤
ิ㐃⤖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊ㐺ษຊࢆఏ࠼ࡽࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᶵᵓ࡛࠶ࡿࡇࢆពࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽ࿌♧ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ᥋ྜ㒊ࡢᛶ⬟㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿ㔠≀ࡋ࡚つ᱁ࡉࢀࡓࡶࡢ㹶࣐࣮ࢡ
㸦ࢡࣟࢫ࣐࣮ࢡ㸧㔠≀ࡀ࠶ࡿࠋ⾲㸯ࠊ㸰ࡢḍእ♧ࡍᩘᏐࡣࠊ㹶࣐࣮ࢡ㔠≀ࡢጼᅗࢆ♧ࡋࡓᅗ㸯♧
ࡋ࡚࠸ࡿᩘᏐࣜࣥࢡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 㹶࣐࣮ࢡࡣ CLT ࡢཌࡉ 90 ੈ  150 ੈ ྜࢃࡏ࡚つ᱁ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᘬࡁ࣎ࣝࢺࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࠖ࠾࠸࡚ࡣཌࡉ 150 ੈࡢ CLT ࡢࡳ࡛⏝࠸ࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿⅬὀពࡀᚲせࠋ
⾲㸯㸸ᵓ㐀ィ⟬࣮ࣝࢺ㸯ᑐᛂࡋࡓᘬᙇ᥋ྜ㒊ࡢᙉᗘᛶ⬟

ձ
ճ
ղ
ճ
մ
ն

  ͤ1㸸x ࣐࣮ࢡ
  ⇞࠼ࡋࢁタィࡢሙྜࡣ STS࣭HC90 ௦࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࡢ᥋ྜ㒊
⾲㸰㸸ᵓ㐀ィ⟬࣮ࣝࢺ㸯ᑐᛂࡋࡓࡏࢇ᩿᥋ྜ㒊ࡢᙉᗘᛶ⬟

շ
ո
չ

  ͤ1㸸x ࣐࣮ࢡ
  ⇞࠼ࡋࢁタィࡢሙྜࡣ STS࣭HC90 ௦࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ղ

ղ

ձ

ձ

ղ

ղ

ո

ո

ղ

ղ

ո

ո

ղ

ղ

մ
ղ

շ

չ

ն

ն
ᅗ㸯㸸㹶࣐࣮ࢡ⾲♧㔠≀ࡢ✀㢮

 㹶࣐࣮ࢡ㔠≀ࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊཧ⪃㈨ᩱ 16-1ࠊࢹ࣮ࢱ 16-1 ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ
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ճ

࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࡢ᥋ྜ㒊
 ࡇࢀࡽࡢ㔠≀ࡢ㓄⨨ࡢᴫᛕᅗࢆᅗ㸰ࠊ㸱♧ࡍࠋ
 ᮏࢸ࢟ࢫࢺసᡂࡣࠊ㹶࣐࣮ࢡ㔠≀ࡣࠊCLT ࣃࢿࣝ⾲㠃㟢ฟࡍࡿᙧ≧ࡢࡶࡢࡔࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊH30
ᖺ 5 ᭶ 10 ᪥ࡣࠊᇙࡵ㎸ࡴࢱࣉ࡛㟢ฟࡋ࡞࠸ࡶࡢ㸦ᘬᙇ㔠≀ TB-DP࣭TC-DPࠊࡏࢇ᩿㔠≀ SP-DP࣭
D32ࠊᖏ㔠≀ STF-DPࠊࢻࣜࣇࢺࣆࣥ DP16㸧ࡀつ᱁ࡉࢀࡓࠋ
 ࡲࡓࠊ㹶࣐࣮ࢡ㔠≀௨እ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᐇ㦂ࢹ࣮ࢱࡀᏑᅾࡋࠊࡑࡢᛶ⬟ࡀ࿌♧ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ
ᢸಖ࡛ࡁࡿሙྜࡣࠊ࣮ࣝࢺ㸯ࡢᵓ㐀ィ⟬࠾࠸࡚⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢሙྜࡣࠊCLT ࣃࢿࣝᕤ
ἲࡢᵓ㐀タィࡢ⪃࠼᪉ࢆ༑ศ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࠊᐇ㦂ࢹ࣮ࢱࢆㄞࡳゎࡅࡿᵓ㐀タィ⪅ඹྠ࡛タィࢆ㐍ࡵ
ࡿࡇࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋ

ᅗ㸰㸸ᘬࡁ࣎ࣝࢺᙧᘧࡢ᥋ྜ᪉ἲ㸦እቨ㸧
ᘬࡁ࣎ࣝࢺࡣࠊཌࡉ  ੈࡢ &/7 ࡢࡳ࡛⏝࠸ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿⅬὀព
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࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࡢ᥋ྜ㒊

ᅗ㸱㸸ࣅࢫᡴࡕ㗰ᯈ࣎ࣝࢺᙧᘧࡢ᥋ྜ᪉ἲ㸦እቨ࣭ෆቨ㸧

㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ࢹ࣮ࢱ
16-1㸬㹶࣐࣮ࢡ㸦ࢡࣟࢫ࣐࣮ࢡ㸧㔠≀ࡢ⣡ࡲࡾᅗᵓ㐀ࢹ࣮ࢱ

ཧ⪃㈨ᩱ
16-1㸬㹶࣐࣮ࢡ㔠≀ࡣ
16-2㸬CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡢ᥋ྜ㒊ࡢ⪃࠼᪉
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࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࡢ᥋ྜ㒊

㸯㸵㸬ྛ㒊ࡢ᥋ྜ࣮ࣝࣝ
 
㸯㸬࿌♧࡛⪏ຊቨࡲࡓࡣᗋ➼ࡢỈᖹᵓ㠃ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ᥋ྜ㒊ࡢ⨨ࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
  㸦ලయⓗ࡞㔠≀ᛶ⬟ࠊᙧ≧ࡘ࠸࡚ࡣ㸯㸴ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ㸧
ୗ⾲࡛ࠕቨࣃࢿࣝࠖ⾲グࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࠊ௨ୗࢆᣦࡍࠋࣃࢿࣝࡢᐃ⩏ࡣ㸯㸯ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ
    ᑠᖜࣃࢿࣝᯫᵓࡢ⿇ቨࣃࢿࣝ➼㸦⊂❧↓㛤ཱྀࣃࢿࣝࠊ⿇ቨࣃࢿࣝ㸧
    ∧ࣃࢿࣝᯫᵓࡢ↓㛤ཱྀࣃࢿࣝ➼㸦⊂❧↓㛤ཱྀࣃࢿࣝࠊ᭷㛤ཱྀࣃࢿࣝࡢ⿇ቨ㒊ศ㸧
᥋ྜ⟠ᡤせồᛶ⬟

᥋ྜ᪉ἲ

ቨ

ቨࣃࢿࣝ ᇶ♏ཪࡣࡇࢀࡽ㢮ࡍࡿ㒊ศ ቨࣃࢿࣝ㝮㒊 2 ࢝ᡤ࡛ᘬᙇ㔠≀

ࣃ

   ⤊ᒁᘬᙇ⪏ຊ 86kN

ࢿ

ୖ㝵ቨࣃࢿࣝୗ㝵ቨࣃࢿࣝ

ࣝ

   ⤊ᒁᘬᙇ⪏ຊ 135kN

ቨࣃࢿࣝ㝮㒊 2 ࢝ᡤ࡛ࠊᗋࢆࡋ࡚ᘬᙇ㔠≀

ቨࣃࢿࣝ

ቨࣃࢿࣝ㝮㒊 2 ࢝ᡤ࡛ᘬᙇ㔠≀

 ᑠᒇ⤌ཪࡣᒇ᰿ࣃࢿࣝ㸦ኳࣃࢿࣝྵࡴ㸧
   ⤊ᒁᘬᙇ⪏ຊ 135kN
ቨࣃࢿࣝ

1m ௨ୗࡢࣆࢵࢳ࡛ࡏࢇ᩿㔠≀

 ᇶ♏ཪࡣᅵྎ
   ▷ᮇチᐜࡏࢇ᩿⪏ຊ 47kN/m
 ᗋࣃࢿࣝ
 ᑠᒇ⤌ཪࡣᒇ᰿ࣃࢿࣝ㸦ኳࣃࢿࣝྵࡴ㸧
   ඹ▷ᮇチᐜࡏࢇ᩿⪏ຊ 54kN/m
ᆶ

ᆶࢀቨࣃࢿ࣭ࣝ⭜ቨࣃࢿࣝቨࣃࢿࣝ 

ᆶࢀቨ࣭⭜ቨ ᕥྑྛ㸯࢝ᡤ࡛ࠊࡏࢇ᩿㔠≀

ࢀ

   ▷ᮇチᐜࡏࢇ᩿⪏ຊ 52kN㸭⟠ᡤ

㸦ᑠᖜࣃࢿࣝᯫᵓࡢሙྜࡢࡳ㸧

ቨ

ᆶࢀቨࣃࢿࣝ/㒊ศ࣭⭜ቨࣃࢿࣝ/㒊ศ

1m ௨ୗࡢࣆࢵࢳ࡛ࡏࢇ᩿㔠≀

࣭

 ᇶ♏ཪࡣᅵྎ

⭜

   ▷ᮇチᐜࡏࢇ᩿⪏ຊ 47kN/m

ቨ

 ᗋࣃࢿࣝ
 ᑠᒇ⤌ཪࡣᒇ᰿ࣃࢿࣝ
   ▷ᮇチᐜࡏࢇ᩿⪏ຊ 54kN/m

ᗋ

ᗋࣃࢿࣝ➼㸦Ỉᖹᵓ㠃࡚㸧

ᗋࣃࢿࣝࡢ⥅┠⪏ຊቨ⥺ࡢᕪ㒊㒊࡛ࠊ

ࣃ

 ᗋࣃࢿࣝ➼㸦Ỉᖹᵓ㠃࡚㸧

1 ࢝ᡤ࡛ࡏࢇ᩿㔠≀

ࢿ

 ⪏ຊቨ⥺ୖ࠶ࡿᱱ

ࣝ

   ඹ▷ᮇチᐜᘬᙇ⪏ຊ 52kN㸭⟠ᡤ 

➼

⪏ຊቨ⥺ୖ࠶ࡿᱱ ┦

⪏ຊቨ⥺ୖࡢᱱࡢᕪ㒊㒊࡛ࠊ

   ▷ᮇチᐜᘬᙇ⪏ຊ 52kN㸭⟠ᡤ

1 ࢝ᡤ࡛ࡏࢇ᩿㔠≀

ᗋࣃࢿࣝ➼㸦Ỉᖹᵓ㠃࡚㸧┦

᥋ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศయࢃࡓࡗ࡚ࠊᐇ➼࡛᥋ྜ
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㸰㸬㸯㸬௨እࡢ᥋ྜ㒊
ձ ᛶ⬟ࡀ᫂☜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㛗ࣅࢫ࡞࡛ࠊᵓ㐀ୖᚲせ࡞ࣆࢵࢳࢆ☜ಖࡋ࡚␃ࡵࡅࡿࠋ
ղ 㠃ᮦࡢࢬࣞ㜵ṆࡸẼᐦᛶ⬟࠾ࡼࡧ㜵ⅆᛶ⬟ࡢ☜ಖࡢࡓࡵࠊࣃࢿࣝྠኈࡢ⥅ࡂ┠ࡣ㞠࠸ᐇ࡞ࢆ
⏝࠸ࡿࠋ
㸯㸬࿌♧࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ᥋ྜ㒊ࡢ⨨
 ձ⪏ຊቨ࡞ࡿ CLT ቨࣃࢿࣝ➼ࡢ᥋ྜ࣮ࣝࣝ
௨ୗࠊCLT ቨࣃࢿࣝ࠾ࡼࡧ CLT ᗋࣃࢿࣝࡢ᥋ྜ㔠≀ࡢ㓄⨨ࡢᴫᛕᅗࢆ♧ࡍࠋ
ᆶࢀቨࣃࢿࣝࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸯㸯࡛㏙ࡓ㏻ࡾࠊ⬺ⴠ㜵ṆࡢࡓࡵࡢཷࡅᮦࡶࡋࡃࡣษࡾḞࡁࢆタࡅࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ

ࠕ࣮ࣝࢺ 1 ࣃࢿࣝᕤἲࠖ
࡛ࡣࠊ⭜ቨࣃࢿࣝᇶ♏
ࡢ᥋ྜࡶ 1m ௨ୗ࡛ 1
࢝ᡤࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ㸯㸸ᇶᮏⓗ࡞ &/7 ࣃࢿࣝᕤἲࡢᵓᡂ᥋ྜ㔠≀ࡢ㓄⨨

 ղ㸯㝵ࡢ CLT ቨࣃࢿࣝᇶ♏ࡢ᥋ྜ࣮ࣝࣝ
CLT ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࡣࠊᅵྎࢆタࡅ࡚ࡶタࡅ࡞ࡃ࡚ࡶⰋ࠸ࠋࡓࡔࡋࠊࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࠖᅵྎࢆ
タࡅࡿሙྜࠊ᭱ୗ㝵ࡢቨࣃࢿࣝࡣᇶ♏ཪࡣࡇࢀࡽ㢮ࡍࡿ㒊ศ⥭⤖ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
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ᅵྎࢆࡋࡘࡘ┤᥋ᇶ♏᥋ྜࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋᅵྎࡣࠊู㏵࣮ࣥ࢝࣎ࣝࢺࡀᚲせ࡞ࡿࡇࡣࠊ
㸯㸳♧ࡋࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ᘬᙇ㔠≀ࢆᇶ♏࡛ࡣ࡞ࡃᅵྎ⥭⤖ࡍࡿሙྜ㸦ୗᅗࡢ b㸧ࡣࠊ࣮ࣝࢺ㸱௨ୖࡢᵓ㐀タィࢆ⾜࠺ሙྜ
ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
䝹䞊䝖䠍䛷䛿䛷䛝䛺䛔㻌

ᅗ㸰㸸ቨࣃࢿࣝᇶ♏➼ࡢ⥭⤖᪉ἲ


ලయⓗ࡞⣡ࡲࡾࡋ࡚ࡣࠊୗᅗࡢࡼ࠺࡞ࡿࠋ

   ᅗ㸱㸸ᘬࡁ࣎ࣝࢺᙧᘧ㸦ᅵྎ࠶ࡾ㸧       ᅗ㸲㸸ࣅࢫᡴࡕ㗰ᯈ࣎ࣝࢺᙧᘧ㸦ᅵྎ᭷ࡾ㸧
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 ճCLT ᗋࣃࢿࣝྠኈࡢ᥋ྜ࣮ࣝࣝ
CLT ᗋࣃࢿࣝ┦㛫ࡢ᥋ྜ㒊࠾࠸࡚ࡶࠊ㠃ෆࡢࡏࢇ᩿ᛂຊᘬᙇᛂຊ⪏࠼࠺ࡿ᥋ྜࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡇࢀᑐᛂࡍࡿᵝࡋ࡚ࡣࠊࡏࢇ᩿᥋ྜ㒊ࡋ࡚ࣅࢫᡴࡕྜᯈࢫࣉࣛࣥࡀࠊᘬᙇ᥋ྜ㒊ࡋ࡚ࣅ
ࢫᡴࡕ㗰ᯈ㸦STF㸧ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
CLT ⁁ຍᕤࡀᚲせ࡞ྜᯈࢫࣉࣛࣥࡢ௦ࢃࡾࠊྜᯈࢆ୍㠃ᕤࡍࡿ᪉ἲ࡛ࡶᑐᛂྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ

ᅗ㸳㸸ࣅࢫᡴࡕྜᯈࢫࣉࣛࣥ

ᘬᙇ᥋ྜ㒊ࡢタ⨨⨨ࡣࠊࡢᮌ㐀ᘓ⠏≀ྠᵝࠊᘓ≀ᖹ㠃እ࿘㒊タࡅࡿࠊ㢌ࡘ࡞ࡂࡋ࡚ࡢ
ᛶ⬟ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊᅗ㸴♧ࡍࡼ࠺ᗋࣃࢿࣝ┦ࡀ᥋ྜࡍࡿ⥺⪏ຊቨ⥺ࡀᕪࡍࡿ㒊ศࠊࡍ
࡞ࢃࡕ⪏ຊቨ⥺ୖ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ㏆ഐタࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ᘬᙇ㔠≀

ྜᯈࢫࣉࣛࣥ

┿㸸ࣅࢫᡴࡕྜᯈࢫࣉࣛࣥᘬᙇ㔠≀㸦&/7 ᗋࣃࢿࣝ㸧
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ᅗ㸴㸸ᘬᙇ㔠≀ࡢ㓄⨨㸦&/7 ᗋࣃࢿࣝ㸧

㸰㸬㸯㸬௨እࡢ᥋ྜ㒊
Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨ CLT ࣃࢿࣝࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡣࠊ㸯㸬♧ࡋࡓ᥋ྜ㒊ࡣᚲせ↓࠸ࡀࠊᛶ⬟ࡀ᫂☜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㛗ࣅࢫ࡞࡛␃ࡵࡅࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㠃ᮦࡢࢬࣞ㜵ṆࡸẼᐦᛶࡢ☜ಖࡢࡓࡵࠊ
ቨࣃࢿࣝྠኈࡢ⥅ࡂ┠ࡣ㞠࠸ᐇ࡞ࢆ⏝࠸ࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
 ලయⓗ࡞⣡ࡲࡾࡸᵝࡘ࠸࡚ࡣࠊࢹ࣮ࢱ 17-1 ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ

㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ࢹ࣮ࢱ
17-1㸬࿌♧࡛つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ᥋ྜ㒊௨እࡢ᥋ྜ㒊ࡢ⣡ࡲࡾᅗ
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㸯㸶㸬᥋ྜ㔠≀ࡢ㑅ᢥ࠶ࡓࡗ࡚ࡢὀពⅬ
 
㸯㸬CLT ቨࣃࢿࣝࢆ⌧ࡋࡍࡿሙྜ
 ⌧≧ࡢ㹶࣐࣮ࢡ㔠≀࡛ࡣࠊCLT ቨࣃࢿࣝ㸦ᆶࢀቨࣃࢿ࣭ࣝ⭜ቨࣃࢿࣝྵࡴ㸧ࡢ⾲㠃᥋ྜලࡀ㟢ฟࡍ
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊCLT ࢆ⌧ࡋࡍࡿࡓࡵࡣࠊ㔠≀ࡀ㟢ฟࡍࡿࡇࢆチᐜࡍࡿࠊ㔠≀ࢆୖࡆᮦ➼࡛㞃
ⶸࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ලయⓗࡣࠊCLT ቨࣃࢿࣝࡢୖୗࡢ᥋ྜ㒊ࡣኳࡸ 2 㔜ᗋࠊᖜᮌ࡛㞃ⶸࡍࡿࠊCLT ቨࡢ⾲㠃ࡏࢇ᩿
㔠≀ࡀྲྀࡾࡃᆶࢀቨ࣭⭜ቨࢆタࡅ࡞࠸࡞ࡢᑐᛂࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 
㸰㸬᥋ྜ㒊ࡢ⪏ஂᛶࡢ㓄៖
 ᥋ྜ㒊ࡢ㔠≀ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⭉㣗ࡢᜍࢀࡢ࠶ࡿ㒊ศࡸᖖ‵₶≧ែ࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ㒊ศ⏝࠸ࡿࡶ
ࡢࡘ࠸࡚ࡣ㜵㗵ฎ⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 㜵㗵ฎ⌮ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗ♧ࡍ⏝⎔ቃᛂࡌࡓฎ⌮ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㹶࣐࣮ࢡ㔠≀࡛ࡣ⏝⎔ቃ
㸰ࡢᑐᛂࡀྲྀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
   ⏝⎔ቃ㸯 ᐊෆࡢࡼ࠺࡞⇱ࡋࡓ⎔ቃ࡛⏝
   ⏝⎔ቃ㸰 ┤᥋㞵ᭀ㟢ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᒇእ⎔ቃཪࡣከ‵࡞ᐊෆ⎔ቃ࡛ࡢ⏝
   ⏝⎔ቃ㸱 ┤᥋㞵᭚ࡉࢀࡿᒇእ⎔ቃ࡛ࡢ⏝
 ⏝⎔ቃ㸱ヱᙜࡍࡿᘓ⠏≀ࡢタィ࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࢀᛂࡌࡓᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊබඹᘓ⠏ᮌ㐀ᕤᶆ‽ᵝ᭩つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㜵㗵ᥐ⨨ࡣ⏝⎔ቃ㸰࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ㹶࣐࣮
ࢡ㔠≀௨እࡢ᥋ྜලࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡣࠊࡑࢀᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ᪨ࢆ┘╩⫋ဨ♧ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸯㸬CLT ቨࣃࢿࣝࢆ⌧ࡋࡍࡿሙྜ
 CLT ࢆ⌧ࡋࡋࠊ᥋ྜ㔠≀ࡀ㟢ฟࡍࡿࡇࢆチᐜࡍࡿࡇࡶࠊᘓ≀⏝㏵ࡸᐊ⏝㏵ࡼࡗ࡚ࡣ㑅ᢥ⫥ࡢ
୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ⨾ほୖࠊ᥋ྜ㔠≀ࢆ㞃ⶸࡋࡓ࠸ሙྜࡣࠊ㔠≀ࡢྲྀࡾࡃ⨨ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊࣃࢿࣝࡢ㓄⨨ィ
⏬ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 㹶࣐࣮ࢡ㔠≀௨እࡢࠊ⾲㠃㟢ฟࡋ࡞࠸᥋ྜ㔠≀ࡶᚋ㛤Ⓨࡉࢀ࡚ࡃࡿᛮࢃࢀࡿࡀࠊᕤୖࡢ⢭ᗘ
ࡀཝࡋࡃせồࡉࢀࡓࡾࠊᆅ⤌ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡞ࠊࡑࢀࡒࢀᕤୖࡢ≉ᚩࡀ࠶ࡿࡇࡀᐃࡉࢀࡿࠋ᥋ྜ
㒊ࡢ㑅ᢥᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᕤ᮲௳࡞ࢆ⪃៖ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡿࡢ࡛ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸰㸬᥋ྜ㒊ࡢ⪏ஂᛶࡢ㓄៖
 ᥋ྜ㒊ࡢ⪏ஂᛶࡢ㓄៖ࡀᚲせ࡞ࡿᖖ‵₶≧ែ࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ㒊ศࡣࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࣭▼
ᮦ᥋ࡍࡿ㒊ศࠊእẼ࠶ࡿ࠸ࡣᗋୗ㒊ᭀ㟢ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿ㒊ศࠊᾎᐊ࿘ࡾࢆࡣࡌࡵࡍࡿỈࡾ㒊
ศࠊᒇ᰿㌺ඛࡸእቨ㛤ཱྀ࿘ࡾࠊࡉࡽࡣ⤖㟢ࢆ⏕ࡌࡸࡍ࠸ቨෆ㒊ศ➼ࠊ࡞ࡾከࡃࡢ⟠ᡤࡀヱᙜࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᩜᆅࡀᾏ㏆࠸ᆅ༊ࠊ㐨㊰ἢ࠸࡞ࡢ≉Ṧ࡞ຎせᅉࡀ࠶ࡿሙᡤࡢሙྜࡣࠊ≉ู࡞ὀពࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋ
 CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡋ࡚ࡣࠊᖹ 28 ᅜ࿌♧➨ 611 ྕ㜵⭉ᥐ⨨➼ࡘ࠸࡚᫂グࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ୰࡛
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᥋ྜ㒊ࡢ⭉㣗㜵Ṇࡘ࠸࡚ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿᚲせᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 㹶࣐࣮ࢡ㔠≀ࡢㄆドࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸦බ㈈㸧᪥ᮏఫᏯ࣭ᮌᮦᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ⏝⎔ቃู㜵㗵ฎ⌮
ࡢつᐃࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋୖ㏙ࡓᵝ㹶࣐࣮ࢡ㔠≀ࡣ⏝⎔ቃ㸰ࡢᑐᛂ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 බඹᘓ⠏ᮌ㐀ᕤᶆ‽ᵝ᭩つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㜵㗵ᥐ⨨ࡣࠊ⏝⎔ቃ㸰࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ㹶࣐࣮ࢡ㔠
≀௨እࡢ᥋ྜලࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡣࠊࡑࢀᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ᪨ࢆ♧ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢሙྜࡣࠊ᥋ྜ㔠≀
〇సᅗࠊຍᕤᅗࠊ⾲㠃ฎ⌮ཬࡧᕤሙࡢရ㉁⟶⌮యไ➼ࡢ᭩㢮ࢆᩚഛࡋࠊ┘╩⫋ဨㄝ᫂ཬࡧ㈨ᩱࡢᥦฟ
ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
⾲㸯㸸᥋ྜ㔠≀ᑐࡍࡿ⏝⎔ቃ㜵ࡏ࠸㜵㣗ฎ⌮
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ᮦᩱ࣭ᵓ㐀㒊㛛࠾ࡅࡿඹ㏻ࡢཧ⪃㈨ᩱ
1.

ᵓ㐀ィ⟬࣮ࣝࢺᵝつᐃࡢ㐺⏝㛵ಀ

2.

CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡢᵓ㐀ィ⟬ࣇ࣮ࣟ㸦࣮ࣝࢺ㸯㹼㸱㸧࣮ࣝࢺ㸯࡛ࡢᐇෆᐜ
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㸯㸷㸬CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡢ⪏ஂタィࡢᚲせᛶ
CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡢ⪏ஂᛶࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࡢཎ๎

1.

 CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡢ⪏ஂタィࡢ⪃࠼᪉ࡣࠊࡢᮌ㐀ཎ๎ྠࡌ࡛ࠊ
ᮌᮦ⭉ᮙ⳦ࢩࣟࣜࡼࡿᮌ㐀㌣యࡢ⏕≀ຎࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡢᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ᑐ⟇ࡢ 3 ᮏᰕ

2.

 ⏕≀ຎࡢᑐ⟇ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢ 3 ᮏ❧࡚࡛⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ձ タィୖࡢᕤኵࡼࡾࠊỈศࡢᾐධ㜵Ṇࠊฟࡢᐜ᫆ᛶ㓄៖ࡍࡿࠋ
ղ ᮌ㐀㌣యࡑࡢࡶࡢࡢ㜵⭉࣭㜵⽥ᛶࢆ㧗ࡵࡿࠋЍCLT ࣃࢿࣝࡑࡢࡶࡢࡢ㜵⭉࣭㜵⽥ᛶࡢྥୖ
ճ ⭉ᮙ࣭⽥ᐖ࠾ࡼࡧ㞵ỈࡢᾐධࡢⓎぢࢆᐜ᫆ࡍࡿタィୖࡢᕤኵ࠾ࡼࡧ⥔ᣢ⟶⌮ィ⏬ࢆ⏝ពࡍࡿࠋ
CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡢᙅⅬ

3.

 CLT ࣃࢿࣝᕤἲ࠾࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢᵝ࡞⌮⏤ࡼࡾࠊࡢᮌ㐀ࡼࡾࡶ㧗࠸⪏ஂᛶࡢ㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ž

CLT ࣃࢿࣝࡢ୍㒊⭉ᮙ࣭⽥ᐖࡀ⏕ࡌࡓሙྜࠊ㒊ศⓗษࡾྲྀࡗ࡚ࡢ⿵ಟࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊࣃࢿࣝࡢࡶ㠀ᖖᅔ㞴࡞ᯫᵓ࡛࠶ࡿࠋ

ž

CLT ࣃࢿࣝࡣࠊ㞟ᡂᮦࡸ〇ᮦ➼ࡢ㍈⣔ࡢᮌ㉁ᮦᩱࡣ␗࡞ࡾࠊỈศࡀస⏝ࡋࡓሙྜᙅⅬ࡞
ࡿᮌᮦ㸦࣑ࣛࢼ㸧ࡢᮌཱྀࡀࣃࢿࣝࡢᅄ㠃㟢ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦㞟ᡂᮦ࣭〇ᮦࡣ 2 㠃㸧

ž

CLT ࣃࢿࣝࡢ㜵⭉࣭㜵⽥ฎ⌮ࡣࠊ⌧ᅾࡢࡇࢁᮌᮦಖᏑฎ⌮ࢆ⾲㠃ሬᕸ࣭྿ࡁࡘࡅࡍࡿ᪉ἲ
ࡋ࡞ࡃࠊຍᅽὀධࡸᾐₕ࡞ࡀྍ⬟࡞〇ᮦ࣭㞟ᡂᮦẚ㍑ࡋ࡚࡞≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ࡓࡔࡋࠊ
CLT ࣃࢿࣝ㜵⭉࣭㜵⽥ᮦࢆὀධࡼࡿࡶࡢࡀ H30 ᖺ 6 ᭶ 25 ᪥࡛ AQ ㄆドࡢᑐ㇟ၟရ࡞
ࡗࡓࠋ
㸧



1.

CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡢ⪏ஂᛶࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࡢཎ๎

 ⭉ᮙ࣭⽥ᐖ࠸ࡗࡓ⏕≀ຎࡣࠊィ⏬ᆅࡢẼೃ᮲௳ࡸᩜᆅ᮲௳ࡁࡃᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇࡽࠊࡑࢀ
ࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࠊᑐ⟇ࢆㅮࡌࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᾏእࡸᐮ෭ᆅ࡛ࡢ⣡ࡲࡾࢆࡑࡢࡲࡲ⏝ࡍࡿࡇࡣࠊ㧗
࠸ࣜࢫࢡࢆక࠺ࠋ
3㸬ղ CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡢᮦᩱୖࡢᙅⅬ
 ᮌᮦࡣࠊࡑࡢ⣽⬊ࡢᵓᡂࡽࠊᮌཱྀ㠃ࡽỈศࢆ྾ࡋࡸࡍ࠸≉ᚩࡀ࠶ࡾࠊ⭉ᮙᑐࡍࡿᙅⅬ࡞ࡾ
ࡸࡍ࠸ࠋ୍⯡ࡢᮌ㐀ఫᏯ࡛ࡶࠊᮌᮦಖᏑฎ⌮ࡢሬᕸ࣭྿ࡁࡘࡅࡘ࠸࡚ࡣࠊᮌཱྀ㠃ࡸษࡾḞࡁຍᕤ㒊
ศ㸦ᮌཱྀࡀ㟢ฟࡍࡿ㸧ධᛕ⾜࠺ࡼ࠺ồࡵࡽࢀࡿࠋCLT ࣃࢿ࡛ࣝࡣࠊୗᅗࡢࡼ࠺ࠊ࣑ࣛࢼࡢᮌཱྀ
ࡀ 4 㠃㟢ฟࡍࡿࡇ࡞ࡾࠊࡼࡾ㓄៖ࡀᚲせ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ᅗ  &/7 ࣃࢿࣝࡢᵓᡂ

3㸬ճ CLT ࣃࢿࣝࡢ㜵⭉㜵⽥ฎ⌮
 ᵓ㐀⏝〇ᮦ࡛ࡣࠊJAS つ᱁࡛ᚰᮦࡢ⪏ஂᛶࡀ㧗࠸ᶞ✀ࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊCLT ࡢ JAS つ᱁
ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞つᐃࡣ࡞ࡃࠊࡘࠊᚰᮦࡢࡳࢆ⏝ࡍࡿ CLT ࠸࠺ࡢࡶ⌧ᐇࡣ〇㐀ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ὀධฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ࣑ࣛࢼࢆ⏝࠸ࡓ CLT ➼ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⌧ᅾࡢࡇࢁつ᱁࣭〇㐀ࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚ࠊ⌧ẁ㝵࡛ࡣᮌᮦಖᏑฎ⌮ࢆ⾲㠃ሬᕸࠊ྿ࡁࡘࡅࢆ⾜࠺ࡇࡀ㑅ᢥ⫥࡞ࡿࠋࡓࡔࡋࠊCLT
ࣃࢿࣝ㜵⭉࣭㜵⽥ᮦࢆὀධࡍࡿࡶࡢࡀ H30 ᖺ 6 ᭶ 25 ᪥࡛ AQ ㄆドࡢᑐ㇟ၟရ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊၟရ
ࡉࢀࢀࡤ㑅ᢥ⫥࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
 ᮌᮦಖᏑฎ⌮ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
㸦බ㈈㸧᪥ᮏᮌᮦಖᏑ༠ࡀㄆᐃࡍࡿ⾲㠃ฎ⌮⏝ᮌᮦ㜵⭉࣭㜵⽥ࠊ㸦බ
♫㸧᪥ᮏࡋࢁ࠶ࡾᑐ⟇༠ࡀㄆᐃࡍࡿண㜵㥑㝖࡞ࡽ㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ཧ⪃㈨ᩱ
19-1㸬ᮌᮦࡢ⪏ஂᛶ㸦ᶞ✀࣭ಖᏑฎ⌮࣭AQ ㄆド㸧ࡘ࠸࡚
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㸰㸮㸬CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡢ⪏ஂタィࡢࢡࣛࢸࣜ
㸯㸬୍⯡ࡢᮌ㐀㛵ࡍࡿࢡࣛࢸࣜ
 ᚑ᮶ࡢᮌ㐀ᘓ⠏≀ࡘ࠸࡚ࡢ⪏ஂタィࡢࢡࣛࢸࣜࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢᵝ࡞ࡶࡢࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
ձ ᘓ⠏ᇶ‽ἲࣞ࣋ࣝ
ղ ရ☜ἲࡢᛶ⬟⾲♧ไᗘ ຎᑐ⟇➼⣭㸱ࣞ࣋ࣝ
ճ ᮌ㐀ィ⏬࣭タィᇶ‽ཬࡧྠ㈨ᩱ㸦ᖹᡂ 23 ᖺ㸧50㹼60 ᖺࢆ┠Ᏻࡋ࡚⏝ࡍࡿᘓ⠏≀
մ ᮌ㐀ィ⏬࣭タィᇶ‽ཬࡧྠ㈨ᩱ㸦ᖹᡂ 23 ᖺ㸧50㹼60 ᖺࢆ㉸࠼࡚⏝ࡍࡿᘓ⠏≀
ղࡣఫᏯࢆᑐ㇟ࠊճࠊմࡣᅜࡀᘓタࡍࡿබඹᘓ⠏≀ࡢᇶ‽࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ࠾࠾ࡼࡑࠊղճࡀྠ➼ࡢ
ᵝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸬࿌♧➨ 611 ྕ➨ࡢつᐃ
 CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡋ࡚ࡣࠊᖹ 28 ᅜ࿌♧➨ 611 ྕ➨㜵⭉ᥐ⨨➼ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢᴫ
␎ࢆ௨ୗ♧ࡍࠋࡓࡔࡋࠊࡇࢀࡽࡣࠊୖ㏙ࡓձࡢᇶ‽ἲࣞ࣋ࣝࡢෆᐜ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊタィ࠾
࠸࡚ࡣ᭱ప᮲௳⪃࠼ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ž

ᅵྎཬࡧ CLT ቨࣃࢿࣝ㸦⪏ຊቨ㸧ࡀᇶ♏᥋ࡍࡿ㠃ࡢୗᆅࡣࠊ㜵Ỉ⣬ࢆᩜࡃࠊࡡࡇᅵྎࡍ
ࡿ➼ࡢᑐᛂࡀᚲせࠋ

ž

ᆅ㠃ࡽ㸯㹫௨ෆࡢᵓ㐀⪏ຊୖせ࡞㒊ศ㸦ᗋ∧ࡢᒇእ㠃ࡋ࡞࠸㒊ศࢆ㝖ࡃ㸧ࡢ᭷ຠ࡞㜵
⭉ᥐ⨨ࠊᚲせᛂࡌ࡚ࢩࣟࣜᑐࡍࡿᥐ⨨ࡀᚲせࠋ

ž

ᆅ㠃ࡽ 30 ௨ෆࡢእ࿘㒊ࡣ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㐀ⱝࡋࡃࡣ㕲㦵㐀ࡍࡿ➼ࡢᑐᛂࡀᚲせࠋ


 CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸯㸷࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡞≉ᚩࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊղရ☜ἲࡢᛶ⬟⾲♧ไᗘ ຎ
ᑐ⟇➼⣭㸱ࣞ࣋ࣝ௨ୖࡢࢡࣛࢸࣜࢆࡵࡊࡋࡓタィࡀᚲせ࡞ࡿࠋ

㸯㸬୍⯡ࡢᮌ㐀ᑐࡍࡿࢡࣛࢸࣜ
 ୍⯡ⓗ࡞ᮌ㐀࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ⪏ஂᛶᑐࡍࡿᥐ⨨ࡋ࡚ࠊࠕᮌ㐀ィ⏬࣭タィᇶ‽ཬࡧྠ㈨ᩱࠖ㸦ᅜᅵ
㏻┬⮧ᐁᡣᐁᗇႠ⧋㒊 ᖹᡂ 23 ᖺ 5 ᭶ 10 ᪥ᅜႠᩚ➨ 20 ྕ㸧ࡢヱᙜ㒊ศࢆཧ⪃㈨ᩱ 20-1 ♧ࡍࠋ
 CLT ࡑࡢࡶࡢࡢ㜵⭉࣭㜵⽥ᛶ⬟ࡢ࡞ࠊ⌧ẁ㝵࡛ࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸㒊ศࡶ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢࡢ⪃࠼᪉
ࡘ࠸࡚ࡣࡇࡕࡽࢆཧ⪃タィࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
㸰㸬࿌♧➨ 611 ྕ➨ࡢつᐃ
 ᖹ 28 ᅜ࿌♧➨ 611 ྕ➨ࡢ㜵⭉ᥐ⨨➼࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ᭱ప㝈ࡢᥐ⨨࡛࠶ࡿࡇὀពࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ
 ᆅ㠃ࡽ㸯㹫௨ෆࡢᵓ㐀⪏ຊୖせ࡞㒊ศࡣ㜵⭉ᥐ⨨ࠊᚲせᛂࡌ࡚ࢩࣟࣜ➼ࡢᑐᛂࡀồࡵ
ࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛࠸࠺㜵⭉ᥐ⨨ࡣࠊᮌᮦಖᏑฎ⌮ࡢሬᕸࡸὀධࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊእቨࡘ࠸࡚ࡣ㜵Ỉ⣬ࢆ
タࡅࡿࡇࡸ㏻Ẽᕤἲࡢ᥇⏝ࠊෆቨࡘ࠸࡚ࡣᗋୗࡢᥐ⨨㸦࣋ࢱᇶ♏ࡲࡓࡣ㜵‵ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡞ࡢᡴ
タࠊ㜵‵ࣇ࣒ࣝࡢᕤ➼㸧࠸ࡗࡓྛ㒊ࡢ⣡ࡲࡾୖࡢᕤኵࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊ㜵⭉ᥐ⨨ࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ
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ྠ➼ぢ࡞ࡍࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᐇ㝿ࡢタィ࡛ࡣࠊࢩࣟࣜ➼ࡢᑐᛂࠊྛ㒊ࡢ⣡ࡲࡾୖࡢᕤኵࠊᮌᮦಖᏑฎ⌮ࡢሬᕸ➼㸦࠶ࡽࢃࡋ
ࡍࡿᐊෆഃࢆ㝖ࡃࠋ
㸧ࢆྜࢃࡏ࡚⾜࠺ᑐᛂࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ཧ⪃㈨ᩱ
20-1㸬
ࠕᮌ㐀ィ⏬࣭タィᇶ‽ཬࡧྠ㈨ᩱࠖ
㸦ᖹᡂ 23 ᖺ㸧⪏ஂᛶ
20-2㸬ᖹ 28 ᅜ࿌♧➨ 611 ྕ ➨ 㜵⭉ᥐ⨨➼ ࿌♧ࡢ㏲᮲ゎㄝ
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㸰㸯㸬CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡢ⪏ஂタィࡢලయⓗᑐᛂ
 㸯㸷࡛♧ࡋࡓ௨ୗࡢ㸱ࡘࡢᑐ⟇ࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ࡞ෆᐜࢆ♧ࡍࠋ
ձ タィୖࡢᕤኵࡼࡾࠊỈศࡢᾐධ㜵Ṇࠊฟࡢᐜ᫆ᛶ㓄៖ࡍࡿࠋ
ղ ᮌ㐀㌣యࡑࡢࡶࡢࡢ㜵⭉࣭㜵⽥ᛶࢆ㧗ࡵࡿࠋЍCLT ࣃࢿࣝࡑࡢࡶࡢࡢ㜵⭉࣭㜵⽥ᛶࡢྥୖ
ճ ⭉ᮙ࣭⽥ᐖ࠾ࡼࡧ㞵ỈࡢᾐධࡢⓎぢࢆᐜ᫆ࡍࡿタィୖࡢᕤኵ࠾ࡼࡧ⥔ᣢ⟶⌮ィ⏬ࢆ⏝ពࡍࡿࠋ
 㸯㸬タィୖࡢᕤኵࡼࡾࠊỈศࡢᾐධ㜵Ṇࠊฟࡢᐜ᫆ᛶ㓄៖ࡍࡿࠋ
   ᵓ㐀㌣యỈศ㸦‵Ẽ㸧ࢆᾐධࡉࡏ࡞࠸ᑐ⟇
ž

ᘓ≀ྛ㒊ࡢ㞵Ỉᑐࡍࡿ㜵Ỉᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࠋ

ž

ᇶ♏࣭ᗋ⤌ࡳࢆ㧗ࡃࡋ࡚㞵Ỉࡢ㊴ࡡ㏉ࡾࡸᆅ㠃ࡽࡢỈศࡢస⏝ࢆపῶࡍࡿࠋ

ž

༑ศ࡞㌺ࡢฟࢆ☜ಖࡋ࡚ቨ➼స⏝ࡍࡿ㞵Ỉࡢ㔞ࢆపῶࡍࡿࠋ

ž

㟝㝖ࡅᗊࢆタࡅ࡚㛤ཱྀ㒊స⏝ࡍࡿ㞵Ỉࡢ㔞ࢆపῶࡍࡿࠋ

ž

ᗋୗࡢᆅ㠃ᑐࡍࡿ㜵‵ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࠋ

ž

ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᮌ㒊ࡢ᥋ゐ㒊࠾࠸࡚ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡽᮌ㒊Ỉศࢆᾐ㏱ࡉࡏ࡞࠸ࠋ

ž

㔠≀࡞࠾࠸࡚⤖㟢ࢆ⏕ࡌࡉࡏ࡞࠸ࠋ

   ᾐධࡋࡓỈศ㸦‵Ẽ㸧ࢆฟࡉࡏࡿᑐ⟇
ž

እቨ㏻Ẽᕤἲࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋ

ž

༑ศ࡞ᗋୗ࣭ᑠᒇẼࢆ☜ಖࡍࡿࠋ

ž

㝣ᒇ᰿ࡸࣂࣝࢥࢽ࣮ᗋ࡞࠾ࡅࡿ㜵Ỉᒙ㌣యࡢ㛫ࡢ⬺Ẽࢆ☜ಖࡍࡿࠋ

 㸰㸬ᮌ㐀㌣యࡑࡢࡶࡢࡢ㜵⭉࣭㜵⽥ᛶࢆ㧗ࡵࡿࠋ
㸯㸷࡛♧ࡋࡓ࠾ࡾࠊ⌧ᅾࡢࡇࢁ CLT ᑐࡋ࡚ࡣᮌᮦಖᏑฎ⌮ࢆሬᕸ࣭྿ࡁࡘࡅࡍࡿࡇࡋ
ᑐ⟇ࡀ↓࠸ࡀࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞Ⅼ㓄៖ࡀᚲせࠋ
ž

ሬᕸࡍࡿᮌᮦಖᏑฎ⌮ࢆ㐺ษ㑅ࡧࠊሬᕸࡍࡿ㔞࣭㒊㸦ຍᕤ㒊ศ࡞㸧㓄៖ࡍࡿࠋ

ž

CLT ௨እࡢᮌ㐀㌣యࢆᵓᡂࡍࡿᮌ㉁ᮦᩱࡘ࠸࡚ࡶࠊ㧗࠸⪏ஂᛶࢆᣢࡘᮦᩱࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋ

㸱㸬⽥ᐖ࣭⭉ᮙࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㞵Ỉࡢᾐධࡸ㧗‵ᗘ⎔ቃ࡞ࡗࡓሙྜࡢ᪩ᮇⓎぢࡀྍ⬟࡞ࡼ࠺ࠊタィ
ୖࡢᕤኵ࡚Ⅼ᳨ࡋࡸࡍࡉࢆ☜ಖࡋࠊࡲࡓࠊⅬ᳨ᮇ࡞♧ࡋࡓィ⏬᭩ࡢసᡂࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ž

ᚲせᛮࢃࢀࡿⅬ᳨ࡀྍ⬟࡞ࡼ࠺ࠊⅬ᳨ཱྀ㸦ᗋୗࠊኳ➼㸧࡞ࢆ☜ಖࡍࡿࠋ

ž

Ⅼ᳨ᮇ࣭Ⅼ᳨⟠ᡤ࡞ࢆලయⓗ♧ࡋࡓᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢᐃᮇⅬ᳨ィ⏬᭩ࠊྎ㢼ࡸᆅ㟈ᚋ
⾜࠺⮫Ⅼ᳨ィ⏬᭩ࢆసᡂࡋࠊ㐺ษ㐠⏝ࡍࡿࠋ


 ⥔ᣢ⟶⌮ィ⏬ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜᅵ㏻┬ᐁᗇႠ⧋㒊ࡢࠕᘓ⠏ಖᴗົඹ㏻ᵝ᭩ࠖ࡞ࢆཧ⪃ࡋࠊᘓ
⠏≀ࡢ≉ᛶྜࢃࡏ࡚ᐃࡵࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 ཧ⪃㈨ᩱ 21-3 ࠊᵓ㐀యࢆࡋࡓ CLT ࡢຎࡘ࡞ࡀࡿせ㒊ศࡢⅬ᳨᪉ἲ➼ࡘ࠸࡚♧ࡍࠋ
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㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ཧ⪃㈨ᩱ
21-1㸬⪏ஂᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗᑐ⟇
21-2㸬ཧ⪃ᅗ᭩㸸ᘓ⠏ಖᴗົඹ㏻ᵝ᭩ ᖹᡂ 25 ᖺ㸦ูࡢཧ⪃㈨ᩱࡣ࡞࠸㸧
21-3㸬CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡢⅬ᳨᪉ἲ࣭⥔ᣢಖ
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㸰㸰㸬⪏ஂᛶ⬟ࢆ⪃៖ࡋࡓྛ㒊タィ እቨ
 CLT ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ᮃࡲࡋ࠸እቨ㒊ศࡢᵝࢆ௨ୗ♧ࡍࠋ
 㸯㸬እቨࡢᵝ
ž

ࣔࣝࢱࣝୖࡆࡢሙྜ
 ‵ᘧ㏻Ẽᕤἲᒙୗᆅࡶࡋࡃࡣ✺㉳ᨵ㉁ࢫࣇࣝࢺࣇ࢙ࣝࢺୗᆅࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋ

ž

ࢧࢹࣥࢢୖࡆࡢሙྜ
 እቨ㏻Ẽᕤἲࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋ

ž

㜵ⅆᵓ㐀ࡀồࡵࡽࢀࡿሙྜࡣࠊ௨ୗࡢᵝࡍࡿࠋ
 ࿌♧ᵝ㸦ࣔࣝࢱ࣭ࣝ❔ᴗ⣔ࢧࢹࣥࢢ➼㸫ෆᚲせ㸧
 ㄆᐃᵝ㸦❔ᴗ⣔ࢧࢹࣥࢢࠊእᮌᮦୖࡆ㸫CLT ⌧ࡋ㸧


 㸰㸬እቨࡢ┬࢚ࢿᵝ
ž

CLT ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࡣࠊෆ㒊⤖㟢ࡢほⅬࡽእᙇࡾ᩿⇕ᕤἲࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

ž

እᙇࡾ᩿⇕ᕤἲ࠾ࡅࡿෆ㒊⤖㟢ᑐ⟇ࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕ㏻Ẽᒙࡢタ⨨ࠖ࠾ࡼࡧࠕ㜵Ỉᒙ㏱‵ᛶ
ࡢ㧗࠸㏱‵㜵Ỉࢩ࣮ࢺ㸦JISA6111㸧➼ࡢ⏝ࠖࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

 㸱㸬ᮌ㒊ࡢ㜵⭉࣭㜵⽥
እቨࡢ CLT ቨࣃࢿࣝࠊ㍈⤌ࠊᯟ⤌ࡑࡢࡇࢀ㢮ࡍࡿ㒊ศ㸦ᮌ㉁ࡢୗᆅࢆྵࡳࠊᐊෆഃ㟢ฟࡋ
ࡓ㒊ศࢆ㝖ࡃ㸧ࡢ࠺ࡕࠊ࿘ᅖࡢᆅ㠃ࡽ㧗ࡉ 1m ௨ෆࡢ㒊ศ⏝ࡍࡿᮌᮦࡣࠊ௨ୗࡢ࠸ࡎࢀ
ࡍࡿࠋ
ž

ᵓ㐀⏝〇ᮦつ᱁➼ࡢ⪏ஂᛶ༊ศ D1 ヱᙜࡍࡿᶞ✀ࡢᚰᮦࢆ⏝࠸ࡓࡶࡢࡍࡿࠋ

ž

ᮌᮦಖᏑฎ⌮ࢆሬᕸࠊ྿ࡁࡘࡅࠊᾐₕࠊຍᅽὀධࡋࡓࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦CLT ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧
≧ࡣሬᕸ࣭྿ࡁࡘࡅࡢ࠸ࡎࢀ࡞ࡿࠋ
㸧


㸯㸬እቨࡢᵝ
 እቨࡢᵝࡢỴᐃࡣࠊࢹࢨ࣭ࣥ⨾ほࠊ⪏ஂᛶ⬟ࠊ㜵࣭⪏ⅆᛶ⬟ࠊ┬࢚ࢿᛶ⬟࡞ࢆ⥲ྜⓗุ᩿
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ⪏ஂᛶ⬟ࠊ┬࢚ࢿᛶ⬟ࢆ☜ಖࡋࠊ㜵ⅆᵓ㐀ࡍࡿሙྜࡘ࠸࡚♧ࡋࡓࠋ㜵ⅆᵓ㐀ࡍࡿሙ
ྜࡣࠊ࿌♧ᵝ࡛ࡣෆഃ࡛ CLT ࢆ⌧ࡋࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋCLT ࢆ⌧ࡋࡋࡓ࠸ሙྜࡣࠊୖ
ࡢ‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢ⇞࠼ࡋࢁタィࡢᵝࢆ⏝ࡍࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ࣮࢜ࣂ࣮ࢫ࣌ࢵࢡ࡞ࡿࡓࡵ CLT
༠࡚㜵ⅆᵓ㐀ࡢㄆᐃᵝࢆ⏝ពࡋࡓࠋ
 ヲ⣽ࡢᵝࡣࠊࢹ࣮ࢱ 22-2㹼4 ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ
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㸰㸬እቨࡢ┬࢚ࢿᵝ
 ┬࢚ࢿᛶ⬟ࢆ☜ಖࡋࠊࡘࠊෆ㒊⤖㟢ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡣࠊእᙇࡾ᩿⇕ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
 ⾲㠃⤖㟢ࡘ࠸࡚ࡣࠊ↓᩿⇕ࡢሙྜ࡛ࡶ CLT ཌࡉ 90 ੈࡢቨࣃࢿ࡛ࣝ࠶ࢀࡤࠊᐮ෭ᆅ࡛ࡘ㝮㒊࡛࡞
ࡅࢀࡤ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡣప࠸ࠋࡲࡓࠊᡤᐃࡢ┬࢚ࢿᛶ⬟ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵእᙇࡾ᩿⇕ᕤἲࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ
ᐮ෭ᆅ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ⾲㠃⤖㟢ࡀ⏕ࡌࡿᜍࢀࡣ↓࠸ゝ࠼ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸰㸲ࡢཧ⪃㈨ᩱ 24-1 ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ
 ┬࢚ࢿタィࢆ⾜࠺㝿ࡢ CLT ࡢ≀ᛶ್ࡣࢹ࣮ࢱ 22-5 ♧ࡍࠋ
 ┬࢚ࢿタィ࠾࠸࡚ࡣࠊẼᐦᛶࡢ☜ಖࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡀࠊCLT ࣃࢿࣝࡣẼᐦᮦࡋ࡚ᢅ࠼ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
CLT ࣃࢿࣝࡢ✺ࡁࡘࡅ㒊ࠊྲྀࡾྜ࠸㒊࡞ࡢ⣡ࡲࡾࡸᕤࡣὀពࢆせࡍࡿࠋࡲࡓࠊCLT ࣃࢿࣝᕤἲ
࠾࠸࡚ࡣࠊ࡚ࡢእቨ㠃ࢆ CLT ࡏࡎࠊ㍈ᮦ㠃ᮦࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡢቨ㸦Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡋ࡞࠸ቨ㸧ే⏝
ࡍࡿሙྜࡶከ࠸ᐃࡉࢀࠊࡇࡢ㒊ศࡢ CLT ቨࣃࢿࣝࡢྲྀࡾྜ࠸ࡶὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 Ẽᐦࡢ☜ಖࡘ࠸࡚ࡢὀពⅬࡣཧ⪃㈨ᩱ 22-1 ♧ࡍࠋ
㸱㸬ᮌ㒊ࡢ㜵⭉࣭㜵⽥
 ᵓ㐀⏝〇ᮦつ᱁➼ࡢ⪏ஂᛶ༊ศ D1 ヱᙜࡍࡿᶞ✀ࢆ௨ୗ♧ࡍࠋ
⾲㸯㸸ᵓ㐀⏝〇ᮦつ᱁➼ࡢ⪏ஂᛶ༊ศ ' ヱᙜࡍࡿࡶࡢཬࡧࣄࣀ࢟࡞ヱᙜࡍࡿࡶࡢࡢ୍ぴ

㸦ᅜᐁሗ㈍ඹྠ⤌ྜ㸸ఫᏯᛶ⬟⾲♧ไᗘ 1 タィఫᏯᛶ⬟ホ౯࣐ࢽࣗࣝ㸦᪂⠏ఫᏯ㸧2016ࠊ┘ಟᅜ
ᅵ㏻┬ఫᏯᒁఫᏯ⏕⏘ㄢࠊ⦅㞟୍⯡㈈ᅋἲே᪥ᮏᘓ⠏ࢭࣥࢱ࣮ࠊ➨ 1 ∧ࠊP.118ࠊ2016㸧
 ᮌᮦಖᏑฎ⌮ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
㸦බ㈈㸧᪥ᮏᮌᮦಖᏑ༠ࡀㄆᐃࡍࡿ⾲㠃ฎ⌮⏝ᮌᮦ㜵⭉࣭㜵⽥ࠊ㸦බ
♫㸧᪥ᮏࡋࢁ࠶ࡾᑐ⟇༠ࡀㄆᐃࡍࡿண㜵㥑㝖࡞ࡽ㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋヲ⣽ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ㸯㸷ࡢཧ⪃㈨ᩱ 19-1 ࠾ࡼࡧ㸰㸮ࡢࢹ࣮ࢱ 20-2 ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ
 ࡞࠾ࠊᾏ㐨ཪࡣ㟷᳃┴❧ᆅࡍࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊ㜵⭉ᥐ⨨ࡢࡳ࡛㜵⽥ฎ⌮ࢆ┬␎ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࡀࠊࢇࡢᮌᮦಖᏑฎ⌮ࡣ㜵⭉ࠊ㜵⽥ࡢ୧᪉ࡢᛶ⬟ࢆᣢࡘࡶࡢࡀ〇ရࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᮌᮦಖᏑ
ฎ⌮ࢆ㑅ᢥࡍࡿሙྜࡣ┬␎ࡍࡿࡣ↓࠸ゝ࠼ࡿࠋ
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㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ࢹ࣮ࢱ
22-1㸬እቨୖࡆ ୍⯡㸦ࣔࣝࢱ࣭ࣝࢧࢹࣥࢢ㸧
22-2㸬እቨ 㜵ⅆᵓ㐀 ࿌♧ᵝ
22-3 እቨ 㜵ⅆᵓ㐀 ࿌♧ᵝࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ㸦ࣔࣝࢱ࣭ࣝ❔ᴗ⣔ࢧࢹࣥࢢ㸫ෆᚲせ㸧
22-4㸬እቨ 㜵ⅆᵓ㐀 ㄆᐃᵝ㸦❔ᴗ⣔ࢧࢹࣥࢢࠊእᮌᮦୖࡆ㸫CLT ⌧ࡋ㸧
22-5㸬┬࢚ࢿタィࡢࡓࡵࡢ CLT ࡢ≀ᛶ್
ཧ⪃㈨ᩱ
22-1㸬Ẽᐦᛶ⬟☜ಖࡢࡓࡵࡢ␃ពⅬ
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㸰㸱㸬⪏ஂᛶ⬟ࢆ⪃៖ࡋࡓྛ㒊タィ ᅵྎ
 CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡢᇶ♏࿘ࡾࡢᵝࡣ௨ୗ♧ࡍࠋ
 㸯㸬ᇶ♏࿘ࡾࡢ⣡ࡲࡾ㸦ᅵྎࢆタࡅࡿሙྜࠊタࡅ࡞࠸ሙྜࢃࡽࡎ㸧
ž

ᇶ♏᥋ࡍࡿ㒊ศࡣࣃࢵ࢟ࣥࢆタ⨨ࡋࠊࡡࡇᅵྎࡍࡿࠋ

ž

እቨࡢୗ➃Ỉษࡾࢆタࡅࡿࠋ

㻌㻌
ᅗ  ᅵྎࢆタࡅࡿሙྜࡢ⣡ࡲࡾ㸦ᅵྎࢆタࡅࡿሙྜ㸧


 㸰㸬ᅵྎࡢ㜵⭉࣭㜵⽥㸦ᅵྎࢆタࡅࡿሙྜ㸧
ᅵྎ⏝ࡍࡿᮦᩱࡣ௨ୗࡢ࠸ࡎࢀࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᚋ⪅ࡀࡼࡾ㧗࠸ᛶ⬟ࢆᣢࡘࡇࢆ⌮ゎࡋࠊ
㐺ษ㑅ᢥࡍࡿࡇࠋ
ž

ᵓ㐀⏝〇ᮦつ᱁➼ࡢࣄࣀ࢟➼ヱᙜࡍࡿᶞ✀ࡢᚰᮦࢆ⏝࠸ࡓࡶࡢࡍࡿࠋ

ž

〇ᮦࡢ JAS つ᱁ཪࡣᯟ⤌ቨᕤἲᵓ㐀⏝〇ᮦࡢ JAS つ᱁ࡢಖᏑฎ⌮ࡢ࠺ࡕࠊK3 ௨ୖࡢつ᱁
㐺ྜࡍࡿ〇ᮦࠊࡶࡋࡃࡣ㸦බ㈈㸧᪥ᮏఫᏯ࣭ᮌᮦᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮ࡢࠕඃⰋᮌ㉁ᘓᮦㄆド㸦AQ
ㄆド㸧
ࠖࡢ 2 ✀௨ୖࡢಖᏑฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ〇ᮦࠊᵓ㐀⏝㞟ᡂᮦཪࡣ༢ᯈ✚ᒙᮦࢆ⏝࠸ࡿࠋ


 㸯㸳࡛ࡶ㏙ࡓࡀࠊCLT ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࡣᅵྎࡣタࡅ࡚ࡶタࡅ࡞ࡃ࡚ࡶⰋ࠸ࠋࡋࡋࠊᅵྎࡣࠊ㜵⭉㺃
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㜵⽥ࢆὀධࡋࡓ〇ᮦࡸ㞟ᡂᮦࢆ⏝࠸ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇࡽࠊᅵྎࢆタࡅࡓ᪉ࡀ⪏ஂᛶࡢ㠃࡛ࡣඃࢀ
࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࿌♧➨ 611 ྕ➨࡛ࡣᅵྎࡲࡓࡣ CLT ࡀ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ➼ࡢᇶ♏᥋ࡍࡿ㒊ศࡣࠊ㜵Ỉ⣬ࢆᩜࡃ
ࠊࣃࢵ࢟ࣥ࡞ࢆᩜࡁࡡࡇᅵྎࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㜵Ỉ⣬ࢆᩜࡃሙྜࡣࠊ㖄┤Ⲵ㔜ࡼ
ࡿᅽຊࡸ⤒ᖺຎࡼࡗ࡚㜵Ỉ⣬✰ࡀ࠶ࡃᜍࢀࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊࡡࡇᅵྎᵝࢆ᥎ዡࡍࡿࠋ

 ᵓ㐀⏝〇ᮦつ᱁➼ࡢ D1 ᶞ✀ࡢ࠺ࡕࠊࣄࣀ࢟➼ヱᙜࡍࡿᶞ✀ࢆ௨ୗ♧ࡍࠋୗ⾲ࡢͤ༳ࡢࡶࡢࠋ
⾲㸯㸸ᵓ㐀⏝〇ᮦつ᱁➼ࡢ⪏ஂᛶ༊ศ ' ヱᙜࡍࡿࡶࡢཬࡧࣄࣀ࢟࡞ヱᙜࡍࡿࡶࡢࡢ୍ぴ

㸦ᅜᐁሗ㈍ඹྠ⤌ྜ㸸ఫᏯᛶ⬟⾲♧ไᗘ 1 タィఫᏯᛶ⬟ホ౯࣐ࢽࣗࣝ㸦᪂⠏ఫᏯ㸧2016ࠊ┘ಟᅜ
ᅵ㏻┬ఫᏯᒁఫᏯ⏕⏘ㄢࠊ⦅㞟୍⯡㈈ᅋἲே᪥ᮏᘓ⠏ࢭࣥࢱ࣮ࠊ➨ 1 ∧ࠊP.118ࠊ2016㸧
 ᶞ✀ࡼࡿつᐃࡼࡾࡶಖᏑฎ⌮ࡼࡿつᐃࡀ㧗࠸ᛶ⬟ࢆ♧ࡍᵝ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ
ࠕᮌᮦィ⏬࣭タィつ
‽ཬࡧྠ㈨ᩱ㸦ᖹᡂ 23 ᖺ㸧࡛ࠖࡣࠊᘓ≀ࢆ 50㹼60 ᖺࢆ㉸࠼࡚⏝ࡍࡿሙྜࡣࠊᶞ✀ࡼࡿつᐃࡣ㝖እ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᛶ⬟⾲♧ไᗘ࡛ࡣࠊᾏ㐨ࠊ㟷᳃࡛ࡣ K3 ࡛ࡣ࡞ࡃ K2 ࡛Ⰻ࠸ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊCLT ࣃࢿࣝᕤἲ
ࡢሙྜࡣࠊࡼࡾ㧗࠸ᛶ⬟ࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࡓࡵࠊK3 ࢆ᥎ዡࡍࡿࠋ
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㸰㸲㸬⪏ஂᛶ⬟ࢆ⪃៖ࡋࡓྛ㒊タィ ᥋ྜ㒊ࡲࢃࡾ㸦㜵㟢ᑐ⟇㸧
 CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡢ᥋ྜ㒊ࡲࢃࡾࡢᵝࡣ௨ୗ♧ࡍࠋ

ž

⏝⎔ቃ㐺ࡋࡓ⭉㣗ᑐ⟇ࠊ㜵ࡉࡧᑐ⟇ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿ᥋ྜ㒊ࢆ⏝ࡍࡿࠋ
㸦㸯㸶ࢆཧ↷㸧

ž

ࣄ࣮ࢺࣈࣜࢵࢪࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍᙧ≧ࠊ⨨ࡢ᥋ྜ㔠≀ࡣ᩿⇕ᮦ࡛そ࠺ࠊ㜵‵ᒙࢆタࡅࡿ࡞
ࡢᑐ⟇ࢆ⾜࠺ࠋ

  
 ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࠖࡣࠊU Ꮠᆺ㔠≀ࡸࣉ࣮ࣞࢺᆺ㔠≀࡞ࡀከᩘ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ࠺ࡕࠊ
⇕ᶫ㸦ࣄ࣮ࢺࣈࣜࢵࢪ㸧ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ᥋ྜ㒊ࡣࠊ⤖㟢ᑐ⟇ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
୍⯡ⓗ࡞ᘓ⠏≀ࡢ⏝㏵࡛࠶ࢀࡤࠊ㏻ᖖࡢ┬࢚ࢿᑐ⟇ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࢀࡤࠊၥ㢟࡞ࡿࡇࡣᑡ࡞࠸⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
 ⤖㟢ᑐ⟇ࡋ࡚ࡣࠊ᩿⇕ᮦ࡛そ࠺ࠊ㜵‵ᒙࢆタࡅࡿ࡞ࡢᑐ⟇ࡀ࠶ࡿࠋᚲせ࡞᩿⇕㔞ࡸ㜵‵ᒙࡢ⠊ᅖ
ࡣᘓ≀ࡢ❧ᆅࡸ㒊ᮦࡢ⣡ࡲࡾࠊᘓ≀ࡢ⏝㏵࡞ࡼࡾኚࡍࡿࡓࡵࠊ⤖㟢ࡀⓎ⏕ࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿุ᩿
ࡉࢀࡿሙྜࡣࠊࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ➼࡛☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ௨ୗࠊ⇕ᶫࡢᜍࢀࡢ㧗࠸ U Ꮠᆺ㔠≀࡛ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡋࡓ⤖ᯝࡽᚓࡽࢀࡓࠊᆅᇦᛂࡌࡓ᩿⇕
ᛶ⬟ࡢ┠Ᏻࢆ♧ࡍࠋ⤖ᯝࡣࠊୖ♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊ୍⯡ⓗ࡞ᘓ⠏≀ࡢ⏝㏵࡛࠶ࢀࡤࠊ㏻ᖖࡢ┬࢚ࢿᑐ⟇ࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࢀࡤࠊၥ㢟࡞ࡿࡇࡣᑡ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⾲㸯 እẼ

㸦ᆅᇦ㸧ᛂࡌࡓ᩿⇕ᛶ⬟ࡢ┠Ᏻ

1㸪2 ᆅᇦ㸦ᾏ㐨㸧

᩿⇕ᮦ R=1.00 ௨ୖ㸦Ȣ0.02 ࡢ᩿⇕ᮦ࡛ 20mm ௨ୖ㸧

3 ᆅᇦ㸦ᮾ࡞㸧

᩿⇕ᮦ R=0.75 ௨ୖ㸦Ȣ0.02 ࡢ᩿⇕ᮦ࡛ 15mm ௨ୖ㸧

4㸪5㸪6 ᆅᇦ㸦༡ᮾࠊ㛵ᮾ࡞㸧 ᩿⇕ᮦ R=0.50 ௨ୖ㸦Ȣ0.02 ࡢ᩿⇕ᮦ࡛ 10mm ௨ୖ㸧
7㸪8 ᆅᇦ㸦ᮾி࡞㸧

↓᩿⇕࡛ࡶ⤖㟢Ⓨ⏕ࡢ༴㝤ᛶࡣప࠸ࡀࠊᐊෆ‵ᗘ⟶⌮ࡀ
༑ศ࡞ሙྜഛ࠼࡚ࠊ᩿⇕ᮦ R ࡀ 0.5 ௨ୖ㸦Ȣ0.02 ᩿
⇕ᮦ࡛ 10mm ௨ୖ㸧ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

 ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥෆᐜࡘ࠸࡚ࡣࠊཧ⪃㈨ᩱ 24-1 ♧ࡍࠋ
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ཧ⪃㈨ᩱ
24-1㸬㜵㟢ᑐ⟇㸦⾲㠃⤖㟢࣭㔠ᒓ㒊ࡢࣄ࣮ࢺࣈࣜࢵࢪ࣭ෆ㒊⤖㟢㸧
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㸰㸳㸬⪏ஂᛶ⬟ࢆ⪃៖ࡋࡓྛ㒊タィ ࡑࡢ
 CLT ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࠊࡑࡢࡢ⪏ஂᛶ⪃៖ࡋࡓタィࡍࡿᚲせࡢ࠶ࡿ㒊ศ࣭ᵝࢆ௨ୗ♧ࡍࠋ
 㸦୍⯡ࡢᮌ㐀ඹ㏻㸧
 㸯㸬Ỉศࢆከ⏝ࡍࡿ㒊ᒇᑐࡍࡿᥐ⨨
ž

ᾎᐊࡘ࠸࡚ࠊJISA1446㸦ఫᏯ⏝ᾎᐊࣘࢽࢵࢺ㸧ཪࡣ JISA4416㸦ఫᏯ」ྜࢧࢽࢱ࣮ࣜࣘࢽ
ࢵࢺ㸧ࡀ⏝࡛ࡁࡿሙྜࡣࠊࣘࢽࢵࢺ〇ရࢆ⏝ࡍࡿࠋ

ž

㜵Ỉୖࠊ᭷ຠ࡞ୗᆅཬࡧୖࡆࢆࡍࠋ

 㸰㸬ᆅ┙ࠊᗋୗᑐࡍࡿᥐ⨨
ž

㜵‵ࡢࡓࡵࠊᗋୗ㠃ཌࡉ 0.15mm ௨ୖࡢ࣏࢚ࣜࢳࣞࣥࣇ࣒ࣝ➼ࢆᩜࡁࡘࡵࡿࠋ

ž

㜵‵ࡢࡓࡵࠊᆅ┙ࢆḟࡢ࠺ࡕ࠸ࡎࢀࡼࡾそ࠺
 㸬㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㐀ࡢ࣋ࢱᇶ♏
 ࣟ㸬ᕸᇶ♏㕲➽ࡼࡾ୍య࡞ࡗ୍࡚ᵝᡴタࡋࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㸦ཌࡉ 100mm ௨ୖ㸧


 㸱㸬ᑠᒇࠊᒇ᰿ᑐࡍࡿᥐ⨨
ž

ᒇ᰿᩿⇕ᕤἲࡼࡾࠊᑠᒇࡀᐊෆྠ➼ࡢ ⇕⎔ቃ࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊᑠᒇࡣࠊḟࡢ
࠸ࡎࢀࡢẼཱྀࢆタ⨨ࡍࡿࠋ
 㸬ᑠᒇࡢቨࡢ࠺ࡕࠊᒇእ㠃ࡍࡿࡶࡢẼୖ᭷ຠ࡞⨨㸰௨ୖࡢẼཱྀࡀタࡅࡽࢀࠊ
ࡘࠊẼཱྀࡢ᭷ຠ㠃✚ࡢኳ㠃✚ᑐࡍࡿྜࡀ 1/300 ௨ୖ
 ࣟ㸬㌺Ẽୖ᭷ຠ࡞⨨ 2 ௨ୖࡢẼཱྀࡀタࡅࡽࢀࠊࡘࠊẼཱྀࡢ᭷ຠ㠃✚ࡢኳ
㠃✚ᑐࡍࡿྜࡀ 1/250 ௨ୖ
 ࣁ㸬㌺ཪࡣᑠᒇࡢቨࡢ࠺ࡕᒇእ㠃ࡍࡿࡶࡢ⤥Ẽཱྀࡀタࡅࡽࢀࠊᑠᒇࡢቨ࡛ᒇእ
㠃ࡍࡿࡶࡢẼୖ᭷ຠ࡞⨨Ẽཱྀࡀ⤥Ẽཱྀᆶ┤㊥㞳 900mm ௨ୖ㞳ࡋ࡚タࡅࡽ
ࢀࠊࡘࠊ⤥ẼཱྀཬࡧẼཱྀࡢ᭷ຠ㠃✚ࡢኳ㠃✚ᑐࡍࡿྜࡀࡑࢀࡒࢀ 1/900 ௨ୖ
 ࢽ㸬㌺ཪࡣᑠᒇࡢቨࡢෆᒇእ㠃ࡍࡿࡶࡢ⤥Ẽཱྀࡀタࡅࡽࢀࠊᑠᒇࡢ㡬㒊Ẽ⟄
ࡑࡢࡢᶵලࢆ⏝࠸࡚Ẽཱྀࡀタࡅࡽࢀࠊࡘࠊ⤥Ẽཱྀࡢ᭷ຠ㠃✚ࡢኳ㠃✚ᑐࡍࡿ
ྜࡀ 1/900 ௨ୖ࡛࠶ࡾࠊẼཱྀࡢ᭷ຠ㠃✚ࡢኳ㠃✚ᑐࡍࡿྜࡀ 1/1600 ௨ୖ
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㸦ᕤᏛᅗ᭩ᰴᘧ♫㸸ఫᏯᛶ⬟⾲♧ไᗘ ᪥ᮏఫᏯᛶ⬟⾲♧ᇶ‽࣭ホ౯᪉ἲᇶ‽ 2016ࠊ┘ಟᅜᅵ㏻┬
ఫᏯᒁఫᏯ⏕⏘ㄢ㸪ᅜᅵ㏻┬ᅜᅵᢏ⾡ᨻ⟇⥲ྜ◊✲ᡤ㸪ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᘓ⠏◊✲ᡤࠊ⦅㞟୍⯡㈈ᅋ
ἲே᪥ᮏᘓ⠏ࢭࣥࢱ࣮ࠊ➨ 1 ∧ࠊP.211ࠊ2016㸧
ᅗ㸯 ᑠᒇẼࡢ✀㢮

ᐊෆഃࡢ ࡃ‵ࡗࡓ✵Ẽࡣᘓ≀ࡢୖ᪉ὶࢀ㎸ࡳࡸࡍ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᑠᒇࡸᒇ᰿㠃࡛⤖

ž

㟢ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ┬࢚ࢿタィࡢ㝿ࡣࠊ௨ୗ♧ࡍ㏻ࡾࠊ≉㜵㟢㓄៖ࡍࡿࠋ
 㸬ᒇ᰿᩿⇕ࡢሙྜࡣࠊ᩿⇕ᮦࡢᐊෆഃ㜵‵ᒙࢆタࡅࠊእ㒊ഃ༑ศ࡞ᑍἲࡢ㏻Ẽᒙࢆタ
ࡅࡿࠋ
㸦ᒇ᰿ࡣእቨࡼࡾࡶ᮲௳ࡀཝࡋ࠸ࡓࡵࠊ㏱‵ᢠẚࠊ㏻Ẽᒙࡢᑍἲࡣࠊእቨࡼࡾࡶ
ࡁ࡞ࡶࡢࡀᚲせࠋ
㸧
 ࣟ㸬ኳ᩿⇕ࡢሙྜࡣࠊୖ♧ࡋࡓᑠᒇẼࢆ☜ಖࡋࠊ᩿⇕ᮦᐊෆഃ㜵‵ᒙࢆタࡅࡿࠋ
 㸲㸬࠸
ž

⦪࠸ࡣࠊእቨ㠃ࡼࡾእഃࡢ⨨タ⨨ࡍࡿࠋ

ž

⦪࠸ࡢ⟶ᚄࡣࠊணࡉࢀࡿ㝆㞵㔞ᑐࡋ࡚వ⿱ࢆࡶࡗ࡚タᐃࡍࡿࠋ
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㸰㸴㸬ྛ㒊ヲ⣽ 
 CLT ࣃࢿࣝᕤἲ࠾ࡅࡿ௨ୗࡢྛ㒊ヲ⣽࠾ࡼࡧ⣡ࡲࡾࡘ࠸࡚ࡢゎㄝࢆཧ⪃㈨ᩱ 26-1㹼6 ♧ࡍࠋ
ձ ໙㓄ᒇ᰿
ղ 㝣ᒇ᰿࣭ࣂࣝࢥࢽ࣮
ճ ࣃࣛ࣌ࢵࢺ࣭ᡭࡍࡾቨ
մ ㌺ኳ㸫㜵ⅆᵓ㐀
յ እቨ㛤ཱྀ㒊
ն ྛ㒊タഛ㛤ཱྀ㒊
 ࡇࢀࡽࡣࠊཎ๎ࠊࡢᮌ㐀ᘓ⠏ྠᵝࡢෆᐜ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊ㌺ࡢ㜵ⅆᵓ㐀ࡋ࡚ࡣ࿌♧ᵝࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࿌♧ᵝࡣ CLT ࢆ⌧ࡋࡍࡿ⣡ࡲࡾ
ࡀ↓࠸ࠋ㌺ࢆ CLT ⌧ࡋࡍࡿሙྜࡣࠊୖࡢ‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢ࿌♧ᵝࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡛ᑐᛂࡀྍ⬟࡛
࠶ࡿࠋ
 ࡓࡔࡋࠊ㌺ࢆ‽⪏ⅆᵓ㐀࡛ CLT ⌧ࡋࡍࡿሙྜࡣࠊ
ࠕእቨࡼࡗ࡚ᑠᒇཪࡣኳ㜵ⅆୖ᭷ຠ
㐽ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖ≧ែࡀồࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠊᑠᒇẼࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊᒇ᰿᩿⇕+ᒇ᰿㏻Ẽᕤἲࡍࡿ࡞
ࠊู㏵⪏ஂᛶᑐࡍࡿ㓄៖ࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
 ᒇእ㠃ࡍࡿ㒊ศ CLT ࢆ⌧ࡋ࡛⏝࠸ࡿሙྜࠊ᥋╔ᮦࡢ㑅ᢥ࡞␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛㸳ࢆཧ↷
ࡢࡇࠋ

㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ཧ⪃㈨ᩱ
26-1㸬ྛ㒊ヲ⣽㸸໙㓄ᒇ᰿
26-2㸬ྛ㒊ヲ⣽㸸㝣ᒇ᰿࣭ࣂࣝࢥࢽ࣮
26-3㸬ྛ㒊ヲ⣽㸸ࣃࣛ࣌ࢵࢺ࣭ᡭࡍࡾቨ
26-4㸬ྛ㒊ヲ⣽㸸㌺ኳ㸫㜵ⅆᵓ㐀㸦‽⪏ⅆᵓ㐀ྵࡴ㸧
26-5㸬ྛ㒊ヲ⣽㸸እቨ㛤ཱྀ㒊
26-6㸬ྛ㒊ヲ⣽㸸እቨタഛ㛤ཱྀ㒊
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ྛ㒊タィ㸦እ㒊㸧㒊㛛࠾ࡅࡿඹ㏻ࡢཧ⪃㈨ᩱ
1.

ᡞᘓఫᏯࡢ▴ィᅗ࣭ྛ㒊ヲ⣽ᅗ

2.

ᡞᘓఫᏯࡢ᩿⇕ᵝ
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㸰㸵㸬㐽㡢タィࡢᚲせᛶ
 ୍⯡ⓗᮌ㐀ࡣࠊ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㐀࡞ẚ㍑ࡋ࡚㐽㡢ᛶ⬟ࡣప࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊCLT ࣃࢿࣝᕤ
ἲࡶྠᵝࡢ≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᡞᘓఫᏯࢆ㝖ࡃ≉ᐃከᩘࡀ⏝ࡍࡿつᶍࡢࡁ࡞ᘓ⠏≀ࡢタィ࠾࠸࡚ࡣࠊ㐽㡢ᛶ⬟
ᑐࡍࡿ㓄៖ࡣྍḞ࡞ࡿࠋ
 㐽㡢ᛶ⬟ࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿࡢࡣࠊձ⏺ᗋᑐࡍࡿ㊊㡢ࡸ≀ࡢⴠୗ㡢ࡢఏࢃࡾࡃࡉ㸦ᗋ⾪ᧁ㡢㸧
                ղ⏺ቨᑐࡍࡿヰࡋኌ➼ࡢఏࢃࡾࡃࡉ㸦✵Ẽఏᦙ㡢㸦✵Ẽ㡢㸧
㸧
                ճእቨᑐࡍࡿእ㒊㦁㡢ࡢఏࢃࡾࡃࡉ㸦✵Ẽఏᦙ㡢㸦✵Ẽ㡢㸧
㸧
ࡀࡓࡿࡶࡢ࡞ࡿࡀࠊճࡘ࠸࡚ࡣࡢᵓ㐀ྠᵝࠊ㐽㡢ᛶ⬟ࡢ㧗࠸㛤ཱྀ㒊ᮦࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡞ࡢ
࡛ࠊᑐᛂࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
 CLT ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ၥ㢟࡞ࡿࡢࡣࠊձղ࡞ࡿࠋ
ձ⏺ᗋᑐࡍࡿ㊊㡢ࡸ≀ࡢⴠୗ㡢ࡢఏࢃࡾࡃࡉ㸦ᗋ⾪ᧁ㡢㸧
 ᗋ⾪ᧁ㡢ࡣࠊ㔜㔞ᗋ⾪ᧁ㡢㍍㔞ᗋ⾪ᧁ㡢ࡀ࠶ࡾࠊඹࡑࡢᛶ⬟ࡣᗋᵓ㐀ୖࡆᵓ㐀㸦ᗋ࠾ࡼ
ࡧኳ㸧ࡀᙳ㡪ࡍࡿࡇࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋCLT ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࡣࠊᗋᵓ㐀ࡣ CLT ᗋࣃࢿࣝ㞟ᡂᮦ➼ࡢᶓ
ᯫᮦ㠃ᮦࢆ⏝࠸ࡓᕤἲ࡞ࡿࡢ࡛ࠊ㔜ᗋࡸኳࡢᵝ࡛ࡇࢀࡽࡢపῶࢆヨࡳࡿࡇ࡞ࡿࠋලయⓗ
࡞ᵝࡘ࠸࡚ࡣ㸰㸶♧ࡍࠋ
ղ⏺ቨᑐࡍࡿヰࡋኌ➼ࡢఏࢃࡾࡃࡉ㸦✵Ẽఏᦙ㡢㸦✵Ẽ㡢㸧㸧
 ✵Ẽఏᦙ㡢ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏺ቨࡢᵝࠊෆ㒊㛤ཱྀࡢᵝ࡛ࡇࢀࡽࢆపῶࡍࡿࡇࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋලయⓗ
࡞ᵝࡘ࠸࡚ࡣ㸰㸷♧ࡍࠋ
 ᗋࠊኳࠊቨࡢᵝࡼࡾࠊ㐽㡢ᛶ⬟ࢆ㧗ࡵࡿࡇࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊ㧗࠸ᛶ⬟ࢆồࡵࡿᵝࡣ」
㞧࡞ࡾࢥࢫࢺ㧗⧅ࡀࡿࠋྛ㒊ᵝ࡛ᑐᛂࡍࡿࡇࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᘓ≀⏝㏵ྜࢃࡏࡓᛶ⬟ࢆ㐺ษタ
ᐃࡋࠊື⥺ࡸ⏝㛫ᖏࢆ⪃៖ࡋࡓィ⏬ୖࡢᕤኵ࡛ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡇࡶከ࠸ᛮࢃࢀࡿࡢ࡛ࠊタィ࠾࠸
࡚ࡣࠊࡑࡢⅬࢆ㔜どࡋ࡚㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ


㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ཧ⪃㈨ᩱ
27-1㸬ᮌ㐀࠾ࡅࡿ㐽㡢タィࡢᇶᮏ
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㸰㸶㸬ྛ㒊ヲ⣽ ᗋୖࡆ࣭ኳୖࡆ
 CLT ࣃࢿࣝᕤἲ࠾࠸࡚ࠊᗋ⾪ᧁ㡢ࢆపῶࡍࡿ᪉ἲࡋ࡚ࡣࠊᗋୖࡆࠊኳୖࡆࢆ㐽㡢ᛶ⬟ࡢ㧗
࠸ࡶࡢࡍࡿࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
 ௨ୗࠊᗋୖࡆࠊኳୖࡆࡀࡢ⛬ᗘᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࢆ♧ࡋࡓᐇ㦂⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ
 ᐇ㦂ࡢᑐ㇟ࡋࡓࡢࡣࠊୗ⾲ࡢୖࡆ࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸯㸸ᐇ㦂ᑐ㇟ࡋࡓᵝ㸦ᗋ࣭ኳ㸧
) 5& ⣲ᯈ

) &/7 ⣲ᯈ
ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻝㻡㻜

㕲➽䝁䞁䜽䝸䞊䝖ᗋ㻌䡐㻩㻝㻡㻜


)  ⣲ᯈ

ྜᯈ㻌㼠㻩㻞㻤
䠄䝇䝥䝷䜲䞁᥋ྜ䠅



ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻞㻝㻜
㕲➽䝁䞁䜽䝸䞊䝖ᗋ㻌䡐㻩㻝㻡㻜

ྜᯈ㻌㼠㻩㻞㻤
䠄䝇䝥䝷䜲䞁᥋ྜ䠅

䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡

ኳ᰿ኴ㻟㻤㽢㻝㻠㻜㻌㻬㻠㻡㻡

ྜᯈ㻌㼠㻩㻞㻤
䠄䝇䝥䝷䜲䞁᥋ྜ䠅



) &/7 ⣲ᯈ

ᗋྜᯈ㻌㼠㻩㻝㻡
ᗋ᰿ኴ㻟㻤㽢㻞㻟㻡㻌䠜㻠㻡㻡
䜾䝷䝇䜴䞊䝹㻌㼠㻩㻡㻜㻌㻞㻠䟙㻛䡉㻟

ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻝㻡㻜

ྜᯈ㻌㼠㻩㻞㻤
䠄䝇䝥䝷䜲䞁᥋ྜ䠅

ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻞㻝㻜




) ‽⪏ⅆ⿕そ

ⷧ䛔ᗋୖ䛢ᮦ
ᵓ㐀⏝ྜᯈ㻌䡐㻩㻝㻞

ᵓ㐀⏝ྜᯈ㻌䡐㻩㻝㻞

䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡

䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡

ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻞㻝㻜

ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻞㻝㻜

ྜᯈ㻌㼠㻩㻞㻤
䠄䝇䝥䝷䜲䞁᥋ྜ䠅



ྜᯈ㻌㼠㻩㻞㻤
䠄䝇䝥䝷䜲䞁᥋ྜ䠅



) ࣮࢝࣌ࢵࢺⷧ



ⷧ䛔ᗋୖ䛢ᮦ



ᵓ㐀⏝ྜᯈ㻌䡐㻩㻝㻞

ᵓ㐀⏝ྜᯈ㻌䡐㻩㻝㻞

䝘䜲䝻䞁〇䝹䞊䝥䝟䜲䝹㻌㼠㻩㻠

䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡

䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡

ሷ䝡䝙䝹ᶞ⬡〇ୗᆅᒙ㻌㼠㻩㻞㻚㻣

ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻞㻝㻜

ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻞㻝㻜

䝫䝸䜶䝇䝔䝹〇
䚷䝹䞊䝥䝟䜲䝹㻔ᇶᕸྵ䜐㻕㻌㼠㻩

䝫䝸䜶䝇䝔䝹⧊ᕸᒙ㻌㼠㻩㻢㻚㻜


ྜᯈ㻌㼠㻩㻞㻤
䠄䝇䝥䝷䜲䞁᥋ྜ䠅



ྜᯈ㻌㼠㻩㻞㻤
䠄䝇䝥䝷䜲䞁᥋ྜ䠅

) ࣮࢝࣌ࢵࢺཌ
ⷧ䛔ᗋୖ䛢ᮦ

ᵓ㐀⏝ྜᯈ㻌䡐㻩㻝㻞

ᵓ㐀⏝ྜᯈ㻌䡐㻩㻝㻞

䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡

䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡
䝘䜲䝻䞁〇䝹䞊䝥䝟䜲䝹㻌㼠㻩㻠
ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻞㻝㻜
ሷ䝡䝙䝹ᶞ⬡〇ୗᆅᒙ㻌㼠㻩㻞㻚㻣

ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻞㻝㻜


 



✺ᯈᙇ䜚ྜᯈ㻔㗬⁁ຍᕤ

䝫䝸䜶䝇䝔䝹〇
䚷䝹䞊䝥䝟䜲䝹㻔ᇶᕸྵ䜐㻕㻌㼠㻩㻠

䝫䝸䜶䝇䝔䝹⧊ᕸᒙ㻌㼠

䝫䝸䜶䝇䝔䝹⧊ᕸᒙ㻌㼠㻩㻢㻚㻜


ྜᯈ㻌㼠㻩㻞㻤
䠄䝇䝥䝷䜲䞁᥋ྜ䠅

ྜᯈ㻌㼠㻩㻞㻤
䠄䝇䝥䝷䜲䞁᥋ྜ䠅
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) 㜵㡢ࣇ࣮ࣟࣜࣥࢢ


ⷧ䛔ᗋୖ䛢ᮦ
ᵓ㐀⏝ྜᯈ㻌䡐㻩㻝㻞
✺ᯈᙇ䜚ྜᯈ㻔㗬⁁ຍᕤ䠜㻝㻞㻕㻌㼠㻩㻥㻚㻜
䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡
䝫䝸䜶䝇䝔䝹⧊ᕸᒙ㻌㼠㻩㻠㻚㻜
ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻞㻝㻜

ᵓ㐀⏝ྜᯈ㻌䡐㻩㻝㻞

䝘䜲䝻䞁〇䝹䞊䝥䝟䜲䝹㻌㼠㻩㻠
ሷ䝡䝙䝹ᶞ⬡〇ୗᆅᒙ㻌㼠㻩㻞㻚㻣

䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡
䝫䝸䜶䝇䝔䝹〇
䚷䝹䞊䝥䝟䜲䝹㻔ᇶᕸྵ䜐㻕㻌㼠㻩㻠
ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻞㻝㻜

䝫䝸䜶䝇䝔䝹⧊ᕸᒙ㻌㼠㻩㻢㻚㻜

ྜᯈ㻌㼠㻩㻞㻤
䠄䝇䝥䝷䜲䞁᥋ྜ䠅

ྜᯈ㻌㼠㻩㻞㻤

䠄䝇䝥䝷䜲䞁᥋ྜ䠅






)  㔜ᗋ㸭㐽㡢࣐ࢵࢺ↓ࡋ

ᘧ㔜ᗋ䠝䠈㻌㐽㡢⏝䝬䝑䝖䠔䟚䠄㻴㻩㻝㻟㻤

ᘧ㔜ᗋ䠝䠄㻴㻩㻝㻟㻜䠅

ᵓ㐀⏝ྜᯈ䡐㻩㻝㻞㻗▼⭯䝪䞊䝗䡐㻩㻝㻞㻚㻡
ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹䡐㻩㻞㻝㻜

ᵓ㐀⏝ྜᯈ䡐㻩㻝㻞㻗▼⭯䝪䞊䝗䡐㻩㻝㻞㻚㻡
ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹䡐㻩㻞㻝㻜





)  㔜ᗋ㸭㐽㡢࣐ࢵࢺ  ੈ
ᘧ㔜ᗋ䠝䠈㻌㐽㡢⏝䝬䝑䝖䠔䟚䠄㻴㻩㻝㻟㻤䠅

ᘧ㔜ᗋ䠝䠄㻴㻩㻝㻟㻜䠅

ᵓ㐀⏝ྜᯈ䡐㻩㻝㻞㻗▼⭯䝪䞊䝗䡐㻩㻝㻞㻚㻡
ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹䡐㻩㻞㻝㻜

ᵓ㐀⏝ྜᯈ䡐㻩㻝㻞㻗▼⭯䝪䞊䝗䡐㻩㻝㻞㻚㻡
ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹䡐㻩㻞㻝㻜





)  㔜ᗋ㸭㐽㡢࣐ࢵࢺ  ੈ
ᘧ㔜ᗋ䠝䠈㻌㐽㡢⏝䝬䝑䝖㻝㻢䟚䠄㻴㻩㻝㻠㻢䠅

ᘧ㔜ᗋ㻮䠄㻴㻩㻝㻡㻜䠈ไ䝴䝙䝑䝖䛝

ᵓ㐀⏝ྜᯈ䡐㻩㻝㻞㻗▼⭯䝪䞊䝗䡐㻩㻝㻞㻚㻡
ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹䡐㻩㻞㻝㻜





)  㔜ᗋ㸭ไ㟈ࣘࢽࢵࢺࡁ

ᘧ㔜ᗋ䠝䠈㻌㐽㡢⏝䝬䝑䝖㻝㻢䟚䠄㻴㻩㻝㻠㻢䠅

ᘧ㔜ᗋ㻮䠄㻴㻩㻝㻡㻜䠈ไ䝴䝙䝑䝖䛝䠅

ᵓ㐀⏝ྜᯈ䡐㻩㻝㻞㻗▼⭯䝪䞊䝗䡐㻩㻝㻞㻚㻡
ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹䡐㻩㻞㻝㻜

ᵓ㐀⏝ྜᯈ䡐㻩㻝㻞㻗▼⭯䝪䞊䝗䡐㻩㻝㻞㻚㻡
ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹䡐㻩㻞㻝㻜
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ᵓ㐀⏝ྜᯈ䡐㻩㻝㻞㻗▼⭯䝪䞊䝗䡐㻩㻝㻞㻚㻡
ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹䡐㻩㻞㻝㻜
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) ᘧ⨨ᗋ



ᘧ⨨䛝ᗋ䠄㻴㻩㻢㻟䠅





ᵓ㐀⏝ྜᯈ䡐㻩㻝㻞㻗▼⭯䝪䞊䝗䡐㻩㻝㻞㻚㻡
ᵓ㐀⏝ྜᯈ䡐㻩㻝㻞㻗▼⭯䝪䞊䝗䡐㻩㻝㻞㻚㻡
ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹䡐㻩㻞㻝㻜
ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹䡐㻩㻞㻝㻜



䝣䝻䞊䝸䞁䜾
ᵓ㐀⏝ྜᯈ
䜰䝇䝣䜯䝹䝖䝬䝑䝖
䝟䞊䝔䜱䜽䝹䝪䞊䝗
䜾䝷䝇䜴䞊䝹㻔㻞㻠䟙㻕

䝣䝻䞊䝸䞁䜾
ᵓ㐀⏝ྜᯈ
䜰䝇䝣䜯䝹䝖䝬䝑䝖
䝟䞊䝔䜱䜽䝹䝪䞊䝗
䜾䝷䝇䜴䞊䝹㻔㻞㻠䟙㻕

ᘧ⨨䛝ᗋ䠄㻴㻩㻢㻟䠅

ᵓ㐀⏝ྜᯈ䡐㻩㻝㻞㻗▼⭯䝪䞊䝗䡐㻩㻝㻞㻚㻡
ᵓ㐀⏝ྜᯈ䡐㻩㻝㻞㻗▼⭯䝪䞊䝗䡐㻩㻝㻞㻚㻡
ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹䡐㻩㻞㻝㻜
ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹䡐㻩㻞㻝㻜










) ᙎᛶࢳࣕࣥࢿࣝኳ
ᵓ㐀⏝ྜᯈ㻌䡐㻩㻝㻞

ᵓ㐀⏝ྜᯈ㻌䡐㻩㻝㻞

䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡

䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡

ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻞㻝㻜

ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻞㻝㻜 ⊂❧ኳ᰿ኴ㻟㻤㽢㻝㻠㻜㻌㻬㻠㻡

䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡㽢㻞

ᙎᛶ䝏䝱䞁䝛䝹




䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡㽢㻞 䜾䝷䝇䜴䞊䝹㻔㻞㻠䟙㻕㻌䡐㻩

) ⊂❧᰿ኴኳ

ᵓ㐀⏝ྜᯈ㻌䡐㻩㻝㻞

ᵓ㐀⏝ྜᯈ㻌䡐㻩㻝㻞

䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡

䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡

ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻞㻝㻜

ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻞㻝㻜 ⊂❧ኳ᰿ኴ㻟㻤㽢㻝㻠㻜㻌㻬㻠㻡㻡

䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡㽢㻞

ᙎᛶ䝏䝱䞁䝛䝹
䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡㽢㻞 䜾䝷䝇䜴䞊䝹㻔㻞㻠䟙㻕㻌䡐㻩㻡㻜






) &/7 㔜ኳ
ᶓ᪉ྥ㏻Ẽ㒊
䚷䠄㼔㻩㻣㻢䠈࿘䛾㻡㻜䠂䠅

ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻞㻝㻜

✵Ẽᒙ㻌㻌㼠㻩㻝㻞㻜

ᐦ㛢

✵Ẽᒙ㻌㻌㼠㻩㻝㻥㻢

ኳ㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻥㻜

ኳ㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻥㻜

ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻞㻝㻜

⣙㻝㻞㻡

◁⿄㻌㻠㻤䟙㻛䝟䝛䝹






) &/7 㔜ኳ㸦◁⿄࣭✵Ẽᢤࡁ㸧 ͤ㔜㔞ᗋ⾪ᧁ㡢ࡢࡳ
ᶓ᪉ྥ㏻Ẽ㒊
䚷䠄㼔㻩㻣㻢䠈࿘䛾㻡㻜䠂䠅

ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻞㻝㻜

✵Ẽᒙ㻌㻌㼠㻩㻝㻞㻜

ᐦ㛢

ኳ㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻥㻜

79
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ኳ㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻥㻜

ᗋ㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻞㻝㻜

⣙㻝㻞㻡

◁⿄㻌㻠㻤䟙㻛䝟䝛䝹
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㸯㸬㍍㔞ᗋ⾪ᧁ㡢
⾲㸰 ᗋ∧ࡢ㍍㔞ᗋ⾪ᧁ㡢㐽᩿ᛶ⬟㛵ࡍࡿᐇ㦂ᐊᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ୍ぴ⾲
㻝㻜㻜
㻲㻜㻝
㻯㻸㼀㻝㻡㻜⣲ᯈ
㻥㻡
㻲㻜㻞
㻯㻸㼀㻞㻝㻜⣲ᯈ
㻥㻜

ᐇ㦂ᐊ䛻䛚䛡䜛ᗋ⾪ᧁ㡢㐽᩿ᛶ⬟䛾➼⣭್

㻤㻡

㻤㻜

㻲㻝㻝
‽⪏ⅆ⿕そ
㻲㻜㻟
㻾㻯㻝㻡㻜⣲ᯈ
㻲㻜㻠
㻞㼤㻠⣲ᯈ

㻲㻟㻝
ᙎᛶ䡽䡨䢙䢄䢕ኳ

㻲㻟㻟
㻯㻸㼀㔜ኳ

㻲㻟㻞
⊂❧᰿ኴኳ

㻣㻡
㻲㻝㻞
䜹䞊䝨䝑䝖ⷧ
㻣㻜

㻲㻞㻝
㐽㡢⏝䢋䡫䢀䛺䛧

㻲㻞㻞
㐽㡢⏝䢋䡫䢀㻤㼙㼙
㻢㻡
㻲㻝㻠
㜵㡢䢈䢗䡬䢔䢙䡴䢚

㻲㻞㻠
ไ䢑䢂䡫䢀

㻲㻞㻟
㐽㡢⏝䢋䡫䢀㻝㻢㼙㼙

㻢㻜

㻲㻞㻡
ᘧ⨨ᗋ

㻡㻡
㻲㻝㻟
䜹䞊䝨䝑䝖ཌ
㻡㻜

ᵓἲ
䛸䛾ẚ㍑

ⷧ䛔ᗋୖ䛢ᮦ
䛻䜘䜛ᑐ⟇

ᘧ㔜ᗋ䞉ᘧ⨨ᗋ
䛻䜘䜛ᑐ⟇

㔜ኳ
䛻䜘䜛ᑐ⟇


ὀ㸧ୖ⾲ࡢᕥഃ♧ࡋࡓᗋ⾪ᧁ㡢㐽᩿ᛶ⬟ࡢᩘ್㸦㐽㡢➼⣭ࢆ 1dB ༢࡛⟬ฟࡋࡓ್㸧ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᐇ㦂ᐊ࡛ࡢ
ᅇࡢᐇ㦂⤖ᯝࡼࡿ್࡛࠶ࡾࠊᐇ㝿ࡢᘓ≀࡛ࡣㅖ᮲௳ࡢᙳ㡪ࡼࡾ㐽㡢ᛶ⬟ࡀ␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊศ࡞
ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
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㸰㸬㔜㔞ᗋ⾪ᧁ㡢
⾲㸱 ᗋ∧ࡢ㔜㔞ᗋ⾪ᧁ㡢㐽᩿ᛶ⬟㛵ࡍࡿᐇ㦂ᐊᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ୍ぴ⾲
㻣㻡

㻲㻜㻠
㻞㼤㻠⣲ᯈ

㻣㻜

ᐇ㦂ᐊ䛻䛚䛡䜛ᗋ⾪ᧁ㡢㐽᩿ᛶ⬟䛾➼⣭್

㻲㻜㻝
㻯㻸㼀㻝㻡㻜⣲ᯈ

㻲㻜㻞
㻯㻸㼀㻞㻝㻜⣲ᯈ
㻢㻡

㻲㻝㻝㻌‽⪏ⅆ⿕そ
㻲㻝㻞㻌ⷧ䛔䜹䞊䝨䝑䝖
㻲㻝㻟㻌ཌ䛔䜹䞊䝨䝑䝖
㻲㻝㻠㻌㜵㡢䢈䢗䡬䢔䢙䡴䢚

㻲㻞㻝㻌㐽㡢⏝
䚷䚷䚷䢋䡫䢀䛺䛧
㻲㻞㻡㻌ᘧ⨨ᗋ

㻲㻞㻠
ไ䢑䢂䡫䢀

㻲㻟㻝㻌ᙎᛶ䡽䡨䢙䢄䢕ኳ
㻲㻟㻞
⊂❧᰿ኴኳ
㻲㻟㻟
㻯㻸㼀㔜ኳ

㻲㻞㻞
㐽㡢⏝䢋䡫䢀㻤㼙㼙
㻢㻜
㻲㻞㻟
㐽㡢⏝䢋䡫䢀㻝㻢㼙㼙

㻲㻟㻠
㻯㻸㼀㔜ኳ
㻔◁⿄䞉✵Ẽᢤ䛝㻕

㻲㻜㻟
㻾㻯㻝㻡㻜⣲ᯈ

㻡㻡

ᵓἲ
䛸䛾ẚ㍑

ⷧ䛔ᗋୖ䛢ᮦ
䛻䜘䜛ᑐ⟇

ᘧ㔜ᗋ䞉ᘧ⨨ᗋ
䛻䜘䜛ᑐ⟇

㔜ኳ
䛻䜘䜛ᑐ⟇


ὀ㸧ୖ⾲ࡢᕥഃ♧ࡋࡓᗋ⾪ᧁ㡢㐽᩿ᛶ⬟ࡢᩘ್㸦㐽㡢➼⣭ࢆ 1dB ༢࡛⟬ฟࡋࡓ್㸧ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᐇ㦂ᐊ࡛ࡢ
ᅇࡢᐇ㦂⤖ᯝࡼࡿ್࡛࠶ࡾࠊᐇ㝿ࡢᘓ≀࡛ࡣㅖ᮲௳ࡢᙳ㡪ࡼࡾ㐽㡢ᛶ⬟ࡀ␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊศ࡞
ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

 
 ᐇ㦂ࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࢹ࣮ࢱ 28-1 ♧ࡍࠋ
 ཌ࠸࣮࢝࣌ࢵࢺࡸ㜵㡢ࣇ࣮ࣟࣜࣥࢢࡣ㐽㡢ຠᯝࡀ࠶ࡿࡀࠊᐊ⏝㏵ࡼࡗ࡚ࡣࠊࡑࢀࡽࡢୖࡆࡍࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢሙྜࠊྠ➼௨ୖࡢ㐽㡢ᛶ⬟ࢆ☜ಖࡋࡓ࠸ሙྜࡣᘧ㔜ᗋࢆ᥇⏝
ࡍࡿࡇࡶᐃࡉࢀࡿࠋ
 ࡓࡔࡋࠊᘧ㔜ᗋࡣࠊᕤࡼࡗ࡚ࡣᮇᚅࡋࡓ㐽㡢ᛶ⬟ࡀ☜ಖ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡾࠊᗋ㬆ࡾࡀ⏕ࡌࡓࡾ
ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡢ࡛ὀពࢆせࡍࡿࠋᕤୖࡢὀពⅬࡘ࠸࡚ࡣࠊཧ⪃㈨ᩱ 28-1 ♧ࡍࠋ
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 ࡲࡓࠊ㐣ཤ CLT ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ᘓタࡉࢀࡓᘓ⠏≀ࡢᐇ ࠾ࡼࡧヲ⣽ᅗࡣࠊ
ࠕCLT ᘓ⠏≀ࡢ㐽㡢タィ࣐
ࢽࣗࣝ ᯘ㔝ᗇ 2018 ᖺ 2 ᭶∧ࠖ
㸦WEB ࡼࡾࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻྍ⬟㸧ࡢ pp.71-103 ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ࢹ࣮ࢱ
28-1㸬CLT ࢆ⏝࠸ࡓᗋ∧ࡢᗋ⾪ᧁ㡢㐽᩿ᛶ⬟㸦ᗋୖࡆ࣭ኳୖࡆࡢᙳ㡪㸧
ཧ⪃㈨ᩱ
28-1㸬㔜ᗋ࠾ࡅࡿᕤୖࡢὀពⅬ
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㸰㸷㸬ྛ㒊ヲ⣽ ⏺ቨࡢୖࡆ
 CLT ࣃࢿࣝᕤἲ࠾࠸࡚ࠊቨࡢ✵Ẽఏᦙ㡢ࢆపῶࡍࡿ᪉ἲࡋ࡚ࡣࠊቨୖࡆࢆ㐽㡢ᛶ⬟ࡢ㧗࠸ࡶࡢ
ࡍࡿࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ

 ௨ୗࠊCLT ࣃࢿࣝࢆ⏝࠸ࡓቨ㸦⏺ቨ㸧ࡢᵝࡼࡗ࡚ࠊ✵Ẽఏᦙ㡢㸦✵Ẽ㡢㸧ࢆపῶࡍࡿᛶ⬟ࡀ
ࡢ⛬ᗘ␗࡞ࡿࡢࡢᐇ㦂⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓࠋ
 ᑐ㇟ࡋࡓࡢࡣࠊୗ⾲ࡢୖࡆ࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸯㸸ᐇ㦂ᑐ㇟ࡋࡓᵝ㸦⏺ቨ㸧
: &/7 ⣲∧㸦㝽㛫࡞ࡋ㸧

䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡㼙㼙㻗㻥㻚㻡

: ∦㠃 3% ࡩࡋ㸦྾㡢ᮦ࠶ࡾ㸧

䜾䝷䝇䜴䞊䝹㻌㻞㻠㻷㻌䡐㻩㻡㻜㼙㼙
䜾䝷䝇䜴䞊䝹㻌㻞㻠㻷㻌䡐㻩㻡㻜㼙㼙

㻞㻟㻞

㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻝㻡㻜㼙㼙

䜾䝷䝇䜴䞊䝹㻌㻞㻠㻷㻌䡐㻩㻡㻜㼙㼙
䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡㼙㼙㻗㻥㻚㻡㼙㼙

㍍㕲䝇䝍䝑䝗


: &/7 ⣲∧㸦㝽㛫࠶ࡾ㸧

䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡㼙㼙㻗㻥㻚㻡

: ୧㠃 3% ࡩࡋ㸦྾㡢ᮦ࠶ࡾ㸧
䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡㼙㼙㻗㻥㻚㻡㼙㼙
䜾䝷䝇䜴䞊䝹㻌㻞㻠㻷㻌䡐㻩㻡㻜㼙㼙

㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻝㻡㻜㼙㼙

㻟㻝㻠

䜾䝷䝇䜴䞊䝹㻌㻞㻠㻷㻌䡐㻩㻡㻜㼙㼙

㻞㻟㻞

㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻝㻡㻜㼙㼙

䜾䝷䝇䜴䞊䝹㻌㻞㻠㻷㻌䡐㻩㻡㻜㼙㼙
䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡㼙㼙㻗㻥㻚㻡㼙㼙

㍍㕲䝇䝍䝑䝗

䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡㼙㼙㻗㻥㻚㻡㼙㼙

㍍㕲䝇䝍䝑䝗




:$ &/7 ⣲∧㸦㝽㛫࠶ࡾ㸧

: ∦㠃 3% ࡩࡋ㸦྾㡢ᮦ࡞ࡋ㸧

   㝽㛫ࢆཌ࠸ࢸ࣮ࣉ࡛ሰࡄ

㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻝㻡㻜㼙㼙

㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻝㻡㻜㼙㼙

✵Ẽᒙ㻌䡐㻩㻡㻜㼙㼙

㻞㻟㻞

   ཌࡉ  ੈ ᕸ⢓╔ࢸ࣮ࣉ

䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡㼙㼙㻗㻥㻚㻡㼙㼙

䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡㼙㼙

㍍㕲䝇䝍䝑䝗



:% &/7 ⣲∧㸦㝽㛫࠶ࡾ㸧

: ∦㠃 3% ࡩࡋ㸦3% ᒙ ྾㡢ᮦ࠶ࡾ㸧

   㝽㛫ࢆⷧ࠸ࢸ࣮ࣉ࡛ሰࡄ
㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻝㻡㻜㼙㼙
✵Ẽᒙ㻌䡐㻩㻡㻜㼙㼙

㻯㻸㼀䝟䝛䝹㻌㼠㻩㻝㻡㻜㼙㼙

㻞㻟㻞

㻞㻞㻞㻚㻡

   ཌࡉ  ੈ 㺏㺜㺡㺎㺢㺪㺆㺷㺯〇

䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡㼙㼙㻗㻥㻚㻡㼙㼙

䜾䝷䝇䜴䞊䝹㻌㻞㻠㻷㻌䡐㻩㻡㻜㼙㼙

䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗㻌㼠㻩㻝㻞㻚㻡㼙㼙

㍍㕲䝇䝍䝑䝗

㍍㕲䝇䝍䝑䝗
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: &/7 ࣃࢿࣝ  㔜ቨ㸦྾㡢ᮦ࠶ࡾ㸧





: &/7 ࣃࢿࣝ  㔜ቨ㸦྾㡢ᮦ࡞ࡋ㸧





: &/7 ∦㠃⌧ࡋᵝ 㸭⮧ㄆᐃᵝ





: &/7 ୧㠃⌧ࡋᵝ 㸭⮧ㄆᐃᵝ
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⾲㸰 CLT ࣃࢿࣝቨࡢ✵Ẽ㡢㐽᩿ᛶ⬟㛵ࡍࡿᐇ㦂ᐊᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ୍ぴ⾲
㻡㻡

㼃㻝㻞
୧㠃䠬䠞䜅䛛䛧
䠄྾㡢ᮦ䛒䜚䠅

㻡㻜

㼃㻝㻝
∦㠃㻼㻮䜅䛛䛧
䠄྾㡢ᮦ䛒䜚䠅

W31
㼃㻝㻠
∦㠃㻼㻮䜅䛛䛧
䠄㻼㻮㻝ᒙ䠈྾㡢ᮦ䛒䜚䠅

ᐇ㦂ᐊ䛻䛚䛡䜛✵Ẽ㡢㐽᩿ᛶ⬟䛾➼⣭್

㻠㻡

㼃㻝㻟
∦㠃㻼㻮䜅䛛䛧
䠄྾㡢ᮦ䛺䛧䠅

㼃㻞㻝
㻯㻸㼀䝟䝛䝹㔜ቨ
䠄྾㡢ᮦ䛒䜚䠅
㼃㻞㻞
㻯㻸㼀䝟䝛䝹㔜ቨ
䠄྾㡢ᮦ䛺䛧䠅

㼃㻟㻞
㻯㻸㼀∦㠃⌧䛧ᵝ
䠄∦㠃㻼㻮ቨ䠅

W32
㼃㻟㻝
㻯㻸㼀୧㠃⌧䛧ᵝ

㻠㻜

㻟㻡
㼃㻜㻝
㻯㻸㼀㻝㻡㻜⣲ᯈ
䠄㝽㛫䛺䛧䠅

㻟㻜

㼃㻜㻞
㻯㻸㼀㻝㻡㻜⣲ᯈ
䠄㝽㛫䛒䜚䠅

㻞㻡

㻯㻸㼀⣲ᯈ
䠄㝽㛫᭷䞉↓䠅

䛫䛳䛣䛖䝪䞊䝗
䜅䛛䛧ቨ䛻䜘䜛ᑐ⟇

㻯㻸㼀䝟䝛䝹㔜ቨ
䛻䜘䜛ᑐ⟇

⮧ㄆᐃ㐽㡢
⏺ቨ䛾ᵝ


ὀ㸧ୖ⾲ࡢᕥഃ♧ࡋࡓ✵Ẽ㡢㐽᩿ᛶ⬟ࡢᩘ್㸦㐽㡢➼⣭ࢆ 1dB ༢࡛⟬ฟࡋࡓ್㸧ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᐇ㦂ᐊ࡛ࡢᅇ
ࡢᐇ㦂⤖ᯝࡼࡿ್࡛࠶ࡾࠊᐇ㝿ࡢᘓ≀࡛ࡣㅖ᮲௳ࡢᙳ㡪ࡼࡾ㐽㡢ᛶ⬟ࡀ␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊศ࡞ὀ
ពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

 ᐇ㦂ࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࢹ࣮ࢱ 29-1 ♧ࡍࠋ
 ᘓ⠏ᇶ‽ἲ➨ 30 ᮲࡛ࡣࠊ㛗ᒇཪࡣඹྠఫᏯࡢྛᡞࡢ⏺ቨᑐࡋ࡚㐽㡢ᛶ⬟ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊCLT ࣃࢿ
ࣝᕤἲ࡛ CLT ⣲ᯈࡢ⏺ቨ࡛ࡣࠊࡑࡢᛶ⬟ࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᛶ⬟ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡣࠊ 45
ᅜ࿌♧➨ 1827 ྕ➨ 2 ྕࡼࡿᵝ㸦▼ࡇ࠺࣮࣎ࢻ 12.5 ੈ㸩9.5 ੈࡢࡩࡋቨࢆ୧ഃタࡅࠊ୰✵㒊
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ࢢࣛࢫ࣮࢘ࣝ➼ࡢ྾㡢ᮦࢆᤄධࡍࡿ㸸⾲㸯ࡢ W12㸧ࡍࡿࠊCLT ࢆ⌧ࡋ࡛⏝ࡋࡓ࠸ሙྜࡣ᪥ᮏ
CLT ༠ࡀྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿ⮧ㄆᐃ㐽㡢⏺ቨ㸦∦㠃⌧ࡋ㸸⾲㸯ࡢ W31ࠊ୧㠃⌧ࡋ㸸⾲㸯ࡢ W32 ࡢ 2 ✀㸧
ࡍࡿࡇ࡛ᑐᛂࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
 ⏺ቨࡢ㐽㡢ᛶ⬟ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡣࠊ▼ࡇ࠺࣮࣎ࢻࡢࡩࡋቨࢆタࡅࡿᵝࡀ࡞ࡿࡀࠊࡑࡢ㝿ࢃ
ࡎ࡞㝽㛫ࡶᙅⅬ࡞ࡾᛶ⬟ࡀపୗࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᵝⓗࡣၥ㢟ࡣ࡞ࡃࡶࠊᕤࡼࡗ࡚ࡣᮇᚅ
ࡋࡓ㐽㡢ᛶ⬟ࡀ☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡶᐃࡉࢀࡿࠋᮦᩱࡢ㑅ᢥࡸᕤࡘ࠸࡚ࡢὀពⅬࡣཧ⪃㈨ᩱ 29-1 
♧ࡍࠋ

 ࡲࡓࠊ㐣ཤ CLT ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ᘓタࡉࢀࡓᘓ⠏≀ࡢᐇ ࠾ࡼࡧヲ⣽ᅗࡣࠊ
ࠕCLT ᘓ⠏≀ࡢ㐽㡢タィ࣐
ࢽࣗࣝ ᯘ㔝ᗇ 2018 ᖺ 2 ᭶∧ࠖ
㸦WEB ࡼࡾࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻྍ⬟㸧ࡢ pp.71-103 ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ࢹ࣮ࢱ
29-1㸬CLT ࢆ⏝࠸ࡓቨࡢ✵Ẽ㡢㐽᩿ᛶ⬟㸦⏺ቨᵝࡢᙳ㡪㸧
ཧ⪃㈨ᩱ
29-1㸬⏺ቨ࠾ࡅࡿ▼ࡇ࠺࣮࣎ࢻࡢᕤୖࡢὀពⅬ
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㸱㸮㸬ෆไ㝈
 CLT ࣃࢿࣝࢆ⏝࠸ࡓቨࠊᗋࠊᒇ᰿㠃࡞ࢆ⌧ࡋࡋࡓ࠸ሙྜὀពࡀᚲせ࡞ࡢࡣෆไ㝈࡛࠶ࡿࠋ
 ෆไ㝈ࡘ࠸࡚ࡣࠊᘓ≀⏝㏵ࠊᘓ≀ࡢ㜵⪏ⅆୖࡢᛶ⬟ࠊᐊ⏝㏵ࡼࡗ࡚⣽ࡃつᐃࡉࢀࠊ㠀ᖖ」
㞧࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮌ㐀ࡸෆᮌ㉁ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊᵝࠎ࡞⦆ࡢ᪉ἲࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡣ୍⯡ࡢ RC 㐀
ࡸ S 㐀ࡢタィࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿタィ⪅ࡣ࠶ࡲࡾ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

 CLT ࣃࢿࣝᕤἲ࠾ࡅࡿෆไ㝈ࡢᴫせࢆཧ⪃㈨ᩱ 30-1 ♧ࡍࠋ
 ࡲࡓࠊෆไ㝈ࡀ࠶ࡿᘓ≀࣭ᐊࡘ࠸࡚ࡢෆᮌ㉁ࡢᡭἲࡘ࠸࡚ヲ⣽ࢆ᳨ウࡍࡿ㝿ࡣࠊཧ⪃㈨
ᩱ㸦ཧ⪃ᅗ᭩㸧♧ࡍෆᮌ㉁ࣁࣥࢻࣈࢵࢡࡀ᭷⏝࡛࠶ࡿࠋ



㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ཧ⪃㈨ᩱ
30-1㸬ෆไ㝈ࡢᴫせ
30-2㸬ཧ⪃ᅗ᭩㸸ෆᮌ㉁ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ
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ྛ㒊タィ㸦ෆ㒊㸧㒊㛛࠾ࡅࡿඹ㏻ࡢཧ⪃㈨ᩱ
1.

㞟ྜఫᏯ࠾ࡅࡿ⏺ቨ࣭㔜ᗋࡢ

88

タഛィ⏬

㸱㸯㸬タഛᶵჾ➼ࡢ㦁㡢ࡢᑐᛂ
 CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡣࠊ㌣యࡢ๛ᛶࡀ㧗࠸ࡓࡵࠊ୍⯡ࡢᮌ㐀ᘓ⠏≀ẚ㍑ࡋ࡚ࠊᅛయఏᦙ㡢ࡀఏࢃࡾࡸࡍ
࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ⾨⏕タഛࠊ✵ㄪタഛࡼࡿ㦁㡢ࡢ㓄៖ࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
 ィ⏬ୖ࡛ࡢタഛᶵჾ࠾ࡼࡧ㓄⟶⨨㟼ᐢࡉࡀᚲせࡉࢀࡿᐊࡢ⨨ࡢ㓄៖ࡢࠊタഛᶵჾࡑࡢࡶ
ࡢࡶᾘ㡢ᑐ⟇ࢆࡍ࡞ࡢᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
 タഛタィࡢᢸᙜ⪅ CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡢ≉ᚩࢆఏ࠼ࠊタഛᶵჾࡢ㑅ᢥ࠾ࡼࡧタィࢆ㐺ษ⾜࠺ᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ
 ⪃࠼ࡽࢀࡿ㓄៖ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ
࠙⾨⏕タഛࡘ࠸࡚ࠚ
ž

⤥Ỉ⟶ࡢືࡼࡿⓎ⏕㡢ࢆᢚ࠼ࡿࡓࡵࠊ⤥Ỉ⟶ࡢᒅ᭤㒊➼ࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿ࡞ࡢ㓄៖ࢆ
⾜࠺ࠋ

ž

✵Ẽఏᦙ㡢ᑐࡋ࡚ࡣࠊ㓄⟶ࡑࡢࡶࡢ㐽㡢ᮦࢆᕳ࠸ࡓᵝࢆ㑅ᢥࡍࡿࠊࡶࡋࡃࡣࠊࣃࣉࢩ
ࣕࣇࢺࡢ㐽㡢ᛶ⬟ࢆྥୖࡉࡏࡿ➼ࡢᑐᛂࢆ⾜࠺ࠋ

ž

㓄⟶ࡢᨭᣢ㒊ࠊ㌣యࡢ㈏㏻㒊⦆⾪ᮦ࡞ࢆタࡅࠊ㌣యືⓗ⤯⦕ࡍࡿࠋ

࠙✵ㄪタഛࡘ࠸࡚ࠚ
ž

✵ㄪᶵჾࡢᶵᲔ㡢ࡢఏᦙࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊࢲࢡࢺᾘ㡢タഛ㸦ࢫࣉࣜࢵࢱ࣮ᆺᾘ㡢ჾࠊᾘ㡢
ࢳࣕࣥࣂ࣮➼㸧ࢆタࡅࡿࠋ

ž

㐽㡢༊⏬ࢆ㈏㏻ࡍࡿࢲࢡࢺࡼࡿࢡࣟࢫࢺ࣮ࢡ⌧㇟ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊ㐽㡢ࢲࢡࢺࡸᾘ㡢ࢳࣕ
ࣥࣂ࣮ࢆタࡅࡿࠋ


 ⪃࠼ࡽࢀࡿ㓄៖ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽ࡣཧ⪃㈨ᩱ 31-1 ♧ࡍࠋ


㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ཧ⪃㈨ᩱ
31-1㸬タഛᶵჾ➼ࡢ㦁㡢ࡢᑐᛂ
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㸱㸰㸬CLT ⌧ࡋୖࡆࡢሙྜࡢ㟁Ẽ㓄⥺ࡢ᪉ἲ
 CLT ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࡣࠊቨࠊᗋࠊኳࢆ CLT ⌧ࡋࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
 㸦ᙜ↛࡞ࡀࡽࠊ㜵࣭⪏ⅆᛶ⬟ࠊෆไ㝈ࠊ㐽㡢ᛶ⬟➼ᑐᛂࡋࡓୖ࡛ࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ
㸧
 ෆࢆ CLT ⌧ࡋୖࡆࡍࡿሙྜࡣࠊ㟁Ẽ㓄⥺➼ࢆ࠺⣡ࡵࡿࡀㄢ㢟࡞ࡿࠋ
 ቨ㸦4 㠃㸧
ࠊᗋࠊኳࡢࢀࢆࠊࡢ⛬ᗘࡢ㒊ศࢆ⌧ࡋࡍࡿ࡛㓄⥺᪉ἲࡣ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
 ⌧ࡋࡍࡿ㠃ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࢆ௨ୗ♧ࡍࠋࡲࡓࠊࡑࡢ㝿ࡢලయⓗࢆཧ⪃㈨ᩱ 32-1 ♧ࡋ࡚࠶ࡿࡶࡢ
ࡣྑḍ♧ࡍࠋ
 ࡓࡔࡋࠊᐇ㝿ࡢタィ࡛ࡣࠊᗋࢆ⌧ࡋࡍࡿࡇࡣࠊࢇ↓࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 
ቨ

ᗋ

ኳ

ཧ⪃㈨ᩱ㸦32-1㸧

1

୍㒊㸭 4 㠃⌧ࡋ

㸫

㸫

㈨ᩱ᭷

2

୍㒊㸭 4 㠃⌧ࡋ

୍㒊㸭㠃⌧ࡋ

㸫

3

㸫

୍㒊㸭㠃⌧ࡋ

㸫

4

㸫

୍㒊㸭㠃⌧ࡋ

୍㒊㸭㠃⌧ࡋ

5

㸫

㸫

୍㒊㸭㠃⌧ࡋ

6

୍㒊㸭 4 㠃⌧ࡋ

㸫

୍㒊㸭㠃⌧ࡋ

㈨ᩱ᭷

7

୍㒊㸭 4 㠃⌧ࡋ

୍㒊㸭㠃⌧ࡋ

୍㒊㸭㠃⌧ࡋ

㈨ᩱ᭷

 ቨࢆ⌧ࡋࡍࡿሙྜࡣࠊ
ձ ㌣యࡢ CLT ቨࣃࢿࣝ⁁ຍᕤࢆ⾜࠺
ࡓࡔࡋࠊỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿ CLT ቨࣃࢿࣝࡣ⁁ຍᕤࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ὀពࡀᚲせࠋ
ࡇࡢሙྜࠊ3 ᒙ 3 ࣉࣛࠊ5 ᒙ 5 ࣉࣛࡢ⪏ຊቨ࡞ࡿ CLT ቨࣃࢿࣝࢆࠊୖࡆࡢ࣑ࣛࢼࢆ
㏣ຍ࡛ᙇࡗࡓ CLT ࡋ࡚ࠊࡑࡇ⁁ࢆ᥀ࡿ࡞ࡢᕤኵࡣྍ⬟ࠋ
㸦JAS ୖ࡛ࡶㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸧
ղ 㟢ฟ㓄⥺ࡍࡿ ࡶࡋࡃࡣ ࢝ࣂ࣮ࢆᕤࡍࡿ
࠸ࡗࡓ᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋᐊ⏝㏵ࡸ㓄⥺ࡢ≧ἣࡼࡗ࡚ࡢ᪉ἲࢆ᥇⏝ࡍࡿࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ
ලయⓗ࡞⣡ࡲࡾࠊࡘ࠸࡚ࡣࠊཧ⪃㈨ᩱ 32-1 ♧ࡍࠋ

㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ཧ⪃㈨ᩱ
32-1㸬CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡢ㟁Ẽ㓄⥺
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㸱㸱㸬Ⓨὀ࣭ᕤᅗࢳ࢙ࢵࢡࡢࡓࡵࡢ CLT ࣃࢿࣝࡢຍᕤࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎ

 CLT ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࡣࠊཎᯈ㸦࣐ࢨ࣮࣮࣎ࢻ㸧ࡽὀᩥᛂࡌࡓᑍἲࢆษࡾฟࡍࡀࠊࡇࡢᕤ⛬ࢆᡂᙧຍ
ᕤࡧࠊࡇࢀࡣ〇సせ㡿᭩ᕤᅗᚑࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿࡇࡣ᪤㸷࡛㏙ࡓࠋ
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊᡂᙧຍᕤຍ࠼ࠊཱྀຍᕤ➼ࠊCLT ࡢຍᕤࡘ࠸࡚ࡢሗࢆ♧ࡍࠋ
㸯㸬ᡂᙧຍᕤࡢᑍἲチᐜᕪ
 ᡂᙧຍᕤࡢᑍἲチᐜᕪࡣ JAS ࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡼࡾࡶ⢭ᗘ㧗ࡃຍᕤࢆⓎὀࡍࡿࡇࡶ࠶ࡾ
ᚓࡿࠋ
 ຍᕤࢆㄳࡅ㈇࠺ᴗࡣ⊂⮬ᑍἲチᐜᕪࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࠊࡶࡋࡃࡣࠊⓎὀ⪅ࡽࡢᑍἲᣦ♧ᇶ࡙
࠸࡚ຍᕤࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᡂᙧຍᕤࡢᮦᩱ⦰ࡀᑠࡉ࠸ࡇࡽࠊຍᕤ࡛ࡣᖜ࣭㛗ࡉࡶs1 ੈࡢ⢭ᗘ
ࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿࡇࡀከ࠸ࠋᅾᗜᮇ㛫ࡸ㣴⏕᪉ἲࡼࡗ࡚ຍᕤᚋࡤࡽࡘࡁࡀฟࡿࡇࡶ࠶ࡿࡀࠊᕤ
ࡢᑍἲチᐜᕪࢆ⪃࠼࡚ࡶࠊຍᕤࡢチᐜ⪅s1 ੈࡍࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
㸰㸬ཱྀຍᕤ
 ཱྀຍᕤࡣᕤసᅗᚑࡗ࡚ຍᕤᶵ࡛⾜࠺ࠋຍᕤࡣࠊࡁࡃศࡅ࡚ 4 ຍᕤ㸦ᡂᆺ㸭✰㛤ࡅ㸭⟽᥀ࡾ࣭
ࢩࣕࢡࣜ㸭ࢫࣜࢵࢺ㸧ศ㢮ࡉࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡒࢀຍᕤ࣓࣮࣮࢝ࡸຍᕤᶵࡢ✀㢮ࡼࡗ࡚㝈⏺࡞ࡿ῝ࡉ
ࡸࡁࡉࠊ⢭ᗘࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ☜ㄆࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸱㸬᥋ྜ㔠≀㒊ศࡢຍᕤ
 ᥋ྜ㔠≀㒊ศࡢຍᕤࡣࠊᕤ⢭ᗘࡸ⤌ࡳ❧࡚ࡢᡭ㛫ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡓࡵ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ࣎ࣝࢺ
➼࡛✰㛤ࡅࡍࡿ㝿ࡢබ⛠㍈ᚄᑐࡍࡿ✰㛤ࡅᚄࡣࠊ௨ୗࡀᶆ‽࡞ࡿࠋ
⾲  ᥋ྜ㒊ࡢᏍ࠶ࡅᚄ

᥋ྜල
ᬑ㏻࣎ࣝࢺ
ᘬࡁ࣎ࣝࢺ

බ⛠㍈ᚄ d ᑐࡍࡿᏍ࠶ࡅᚄ
M16 ᮍ‶㸸d㸩1.0 mm
M16 ௨ୖ㸸d㸩2.0 mm
d㸩5㹼10 mm
M16 ᮍ‶㸸d0.5㹼0.6 mm

ࣛࢢࢫࢡ࣮ࣜࣗ
࣎ࣝࢺ

M16 ௨ୖ㸸
ds0 mm㸦⬗㒊Ꮝ㸸Ꮝ῝ࡉࡢ 40㸣㸧
d0.6㹼0.7 mm㸦ࢿࢪ㒊ඛᏍ㸸Ꮝ῝ࡉࡢ 60㸣㸧
ࡓࡔࡋࠊ࣎ࣝࢺ㛗ࡉࡀ 150mm ௨ୗࡢሙྜࢿࢪ㒊ඛᏍࡢࡳ

ࢻࣜࣇࢺࣆࣥ

ds0 mm
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 ࡲࡓ࣎ࣝࢺࡢ✰㛤ࡅຍᕤ⢭ᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡀᶆ‽࡞ࡿࠋ
⾲  ࣎ࣝࢺᏍ࠶ࡅຍᕤ⢭ᗘ

チᐜㄗᕪ

㡯   ┠
Ꮝࡢⰺࡎࢀ
Ꮝࡢ㛫㝸ࡎࢀ
Ꮝࡢࡃ࠸㐪࠸
㸦1 ࡘࡢᏍࢆ 2 ᪉ྥࡼࡾ࠶ࡅࡿሙྜ㸧

ᬑ㏻࣎ࣝࢺࠊࢻࣜࣇࢺࣆࣥ㸸s1 mm
ࣛࢢࢫࢡ࣮ࣜࣗ࣎ࣝࢺ  㸸s1 mm
ᬑ㏻࣎ࣝࢺࠊࢻࣜࣇࢺࣆࣥ㸸s2 mm
ࣛࢢࢫࢡ࣮ࣜࣗ࣎ࣝࢺ  㸸s2 mm
2 mm ௨ෆ

       ͤ ୖグࡼࡽ࡞࠸ሙྜࡣࠊ⌧ሙ࡛ᨭ㞀ࡀ࡞࠸⛬ᗘࡍࡿࠋ
㸲㸬㣴⏕ሬ
 ຍᕤࡀ⤊ࡋࡓ CLT ࣃࢿࣝࡣࠊ㐠ᦙࡸ⌧ሙసᴗ୰࡛ࡢ㊊㊧ࠊᡭᇈ࣭㞵࡞ࡢởࢀ╔ࡸ㜵Ỉࡢࡓࡵࡢ
㣴⏕ሬࢆ⾜࠺ࠋ
 㣴⏕ሬࡢ✀㢮ࡸᚲせ࡞⟠ᡤࡣࠊタィࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡓࡵࠊⓗ☜ุ᩿ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ཧ⪃㈨ᩱ
33-1㸬CLT ࣃࢿࣝຍᕤࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎ
33-2㸬CLT ࣃࢿࣝຍᕤࡢᡭ㡰
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㸱㸲㸬タィ࣭┘⌮ᚲせ࡞ᕤࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎ
 CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡣࠊࡲࡔᐇ⦼ࡢᑡ࡞࠸ᕤἲ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᕤ࠾ࡼࡧࡑࡢᕤ⛬࣭ᕤᮇ➼ࡘ࠸࡚ࡢ
ሗࡀඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
 ࡑࡇ࡛ࠊタィ࣭┘⌮ࢆ⾜࠺ୖ࡛ྍḞ࡞ᕤయࡢὶࢀࡘ࠸࡚ཧ⪃㈨ᩱ 34-1 ♧ࡍࠋ

 ࡇࢀࡽࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࠊCLT ࣃࢿࣝᕤἲࡢタィ╔ᡭࡍࡿࡣࠊ᭱ప࡛ࡶ௨ୗࡢⅬࢆࢡࣜࡍࡿࡇ
ࢆ☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

1.

ᩜᆅ᮲௳ࡀ CLT ࣃࢿࣝࡢ⤌ࡳ❧࡚ࡀྍ⬟ࡢ☜ㄆ㸦ᘓ࡚᪉ィ⏬㸧
 ᩜᆅవ⿱ࡀ࡞ࡃ CLT ࣃࢿࣝࡢ⤌ࡳ❧࡚ࡀྍ⬟࡞ሙྜࡣࠊࡢᕤἲࡸᕤἲࡢే⏝ᕤἲ➼
ࢆ᳨ウࡍࡿࡇࡶᚲせ࡞ࡿࠋ

2.

㍺㏦࣭ᦙධ࣭⤌ࡳ❧࡚ࡀྍ⬟࡞ CLT ࣃࢿࣝࡢᑍἲ➼ࡢ☜ㄆ
 CLT ࣃࢿࣝࡢ㍺㏦ࢺࣛࢵࢡࡢ㝈⏺ࡸࠊᩜᆅタ⨨࡛ࡁࡿ㔜ᶵࡢ㝈⏺࡛⏝࡛ࡁࡿ CLT ࣃࢿࣝࡢ
ࡁࡉࡀỴᐃࡍࡿࠋ

3.

2 ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࡢタィ࠾࠸࡚ࡢ᥋ྜ㒊ࡶྵࡵࡓᕤᮇ࣭ࢥࢫࢺࡢ☜ㄆ
 CLT ࣃࢿࣝࢆᑠࡍࡿ㍺㏦㠃࡛ࡣࢥࢫࢺ๐ῶ࡞ࡿࡀࠊ᥋ྜ㔠≀ࡀከࡃ࡞ࡾࢥࢫࢺࢵࣉせ
ᅉ࡞ࡿ࡞ࠊࢺ࣮ࣞࢻ࢜ࣇࡢ㛵ಀ࡞ࡿせ⣲ࡶከ࠸ࡓࡵៅ㔜᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊCLT ࣃࢿࣝࡢᵝࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊCLT ࡢ〇㐀ࠊຍᕤࢆࡇⓎὀࡍࡿ࡛ᕤᮇࡸ㍺㏦㈝ࡶ
ࡁࡃ␗࡞ࡿࡢ࡛ࠊタィ╔ᡭࡢ☜ㄆࡣྍḞ࡛࠶ࡿࠋ≉ࠊᆅᇦᮦࢆ⏝ࡍࡿ࠸ࡗࡓせᮃࡀ࠶ࡿ
ሙྜࡣࠊCLT ࣃࢿࣝࡢ〇㐀㛫ࡀࡿࡓࡵࠊవ⿱ࢆᣢࡗࡓィ⏬ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

  
 ᕤయࡢὶࢀࡽࡳࡿィ⏬ẁ㝵ࡢ☜ㄆ࣏ࣥࢺࡘ࠸࡚ࡣࠊཧ⪃㈨ᩱ 34-2 ♧ࡍࠋ

㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ཧ⪃㈨ᩱ
34-1㸬CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡢᕤ
34-2㸬CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡢィ⏬ᙜࡓࡗ࡚ࡢ☜ㄆ࣏ࣥࢺᕤࡢὶࢀ
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‽⪏ⅆᵓ㐀㸭CLT ࢆ⏝࠸ࡓᘓ⠏≀ᑐࡍࡿ⌮ゎ

‽⪏ⅆ㸯㸬
ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࠖࡼࡿ‽⪏ⅆᘓ⠏≀
㸯㸬ᘓ⠏≀ࡢ❧ᆅࠊ⏝㏵ࠊつᶍࡼࡗ࡚ồࡵࡽࢀࡿ㜵⪏ⅆᛶ⬟ࡣ␗࡞ࡿࡀࠊᮌ㐀࠾࠸࡚ࡶࠊ㜵⪏ⅆୖ
ࡢつᐃࡀཝࡋࡃ࡞࠸ࠕࡑࡢࡢᘓ⠏≀ࠖࡢࠊ
ࠕ‽⪏ⅆᘓ⠏≀ࠖࠊ
ࠕ⪏ⅆᘓ⠏≀ࠖࡀᐇ⌧࡛ࡁࡿ᪉ἲࡀ
ࡑࢁࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊタィࡢ⮬⏤ᗘࡀྥୖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸬CLT ࣃࢿࣝᕤἲ࠾࠸࡚ࡣࠊせᵓ㐀㒊ࢆ‽⪏ⅆᵓ㐀ࡍࡿࡇ࡛‽⪏ⅆᘓ⠏≀ࢆࠊ⪏ⅆᵓ㐀ࡍ
ࡿࡇ࡛⪏ⅆᘓ⠏≀ࢆᐇ⌧ࡍࡿ࿌♧ᵝࡸ⮧ㄆᐃᵝࡀฟᥞ࠸ࡘࡘ࠶ࡿࠋ
  ࡇࡇ࡛ࡣࠊ᪤ᐇ㝿ࡢᘓ⠏≀ࡢࡶᏑᅾࡍࡿ๓⪅ࢆᐇ⌧ࡍࡿ᪉ἲࢆ♧ࡍࠋ
㸱㸬ᮌ㐀࠾࠸࡚せᵓ㐀㒊ࢆ‽⪏ⅆᵓ㐀ࡍࡿ᪉ἲࡋ࡚ࡣࠊ
    㜵ⅆ⿕そࡼࡿ᪉ἲ㸦࣓ࣥࣈࣞࣥ㜵ⅆ⿕そ㸧  ⇞࠼ࡋࢁタィࡼࡿ᪉ἲ ࡀ࠶ࡿࠋ
  ๓⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊᵓ㐀యࢆ▼ࡇ࠺࣮࣎ࢻࡸእᮦ࡛そ࠺ᵝ࡛࠶ࡾࠊᚋ⪅ࡣᮌᮦࡢⅣ㏿ᗘࡀ✜ࡸ
࡛࠶ࡿࡇࢆ⏝ࡋࡓཌ࠸ᮌᮦࢆ࠶ࡽࢃࡋࡋࡓタィ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ
  ࡇࡢ㸰ࡘࡢ᪉ἲࡣࠊྠ୍ᘓ⠏≀ࠊྠ୍㒊ࡢ୰࡛ే⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 
  ࡇࡢᚋࠊࡇࡢ㸰ࡘࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚ࠊ㡰ḟㄝ᫂ࡍࡿࠋ

ž

ᮌ㐀ᘓ⠏≀ࡣࠊ⌧ᅾࠊ㜵⪏ⅆୖࡢつᐃࡀཝࡋࡃ࡞࠸ࠕࡑࡢࡢᘓ⠏≀ࠖࡢࠊ
ࠕ‽⪏ⅆᘓ⠏≀ࠖ
ࠊ
ࠕ⪏
ⅆᘓ⠏≀ࠖࡀᐇ⌧࡛ࡁࡿ᪉ἲࡀࡑࢁࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢ㜵⪏ⅆᛶ⬟ᛂࡌ࡚ࠊᘓ⠏ྍ⬟࡞ᘓ
⠏≀ࡢ⏝㏵ࠊつᶍࡣ␗࡞ࡿࡢ࡛ࠊู㏵ࡢࠕᮌ㐀ᘓ⠏ࡢࡍࡍࡵ࡚ࠖ☜ㄆࡢࡇࠋ

ž

ᘓ⠏≀ồࡵࡽࢀࡿ㜵⪏ⅆᛶ⬟ࡢᴫせࡘ࠸࡚ࡣࠊཧ⪃㈨ᩱ 01-1 ♧ࡍࠋ

㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ཧ⪃㈨ᩱ
01-1㸬ᘓ⠏≀ồࡵࡽࢀࡿ㜵⪏ⅆᛶ⬟ࡢᴫせ
01-2㸬ᮌ㐀ᘓ⠏ࡢࡍࡍࡵ㸦ᮌࢆάࡍᘓ⠏᥎㐍༠㆟Ⓨ⾜㸧Ѝู 㸦ᥖۻ㸧

‽⪏ⅆ―1

‽⪏ⅆᵓ㐀㸭CLT ࢆ⏝࠸ࡓᘓ⠏≀ᑐࡍࡿ⌮ゎ

‽⪏ⅆ㸰㸬‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢ࿌♧➼㸦㜵ⅆ⿕そᵝ࣭⇞࠼ࡋࢁタィ㸧
㸯㸬ᮌ㐀࠾ࡅࡿ‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢᵝࡣࠊ㜵ⅆ⿕そᵝ⇞࠼ࡋࢁタィࡼࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡣ
௨ୗࡢ࿌♧♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦1 㛫‽⪏ⅆ㸧 ᖹ 27 ᅜ࿌➨ 253 ྕ
 せᵓ㐀㒊ࢆᮌ㐀ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿつᶍࡢᘓ⠏≀ࡢせᵓ㐀㒊ࡢᵓ㐀᪉ἲࢆᐃࡵࡿ௳
㸦45 ศ‽⪏ⅆ㸧 ᖹ 12 ᘓ࿌➨ 1358 ྕ
 ‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢᵓ㐀᪉ἲࢆᐃࡵࡿ௳
ࡇࢀࡽࡢ࿌♧ᵝ࠾࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㜵ⅆ⿕そᵝࡢ࠺ࡕࠊቨ࠾ࡅࡿࠕ㛫ᰕཬࡧୗᆅࠖཬࡧᗋ
࠾ࡅࡿࠕ᰿ኴཬࡧୗᆅࠖᮌᮦࢆ⏝ࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ CLT ࣃࢿࣝୗᆅࡶྵࡴࡢ࡛ࠊCLT
ࣃࢿࣝᕤἲ࠾࠸࡚ࡶࡇࢀࡽࡢ࿌♧ࢆ㐺⏝࡛ࡁࡿࠋ
㸰㸬ୖࡢ࿌♧ᵝྠ➼ࡢᛶ⬟ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊCLT ༠࡞ࡀྲྀᚓࡋࡓ⮧ㄆᐃᵝࡀ࠶ࡿࠋ
 ୖ♧ࡋࡓලయⓗ࡞ᵝࡘ࠸࡚ࡣࠊู㏵ࠊ‽⪏ⅆ㸶㹼㸯㸴࡛♧ࡍࠋ

ž

㜵ⅆ⿕そᵝࡢ࠺ࡕࠕቨ࠾ࡅࡿࠕ㛫ᰕཬࡧୗᆅࠖཬࡧᗋ࠾ࡅࡿࠕ᰿ኴཬࡧୗᆅࠖᮌᮦࢆ⏝
ࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿᵝࡣ CLT ࣃࢿࣝୗᆅࡶྵࡴࠖ᪨ࡣࠊᢏ⾡ⓗຓゝࠕ⪏ⅆᵓ㐀ࡢᵓ㐀᪉ἲࢆᐃࡵ
ࡿ௳ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿ௳ࡢᕤࡘ࠸࡚ࠖ
㸦ᅜఫᣦ➨ 570 ྕ㸦ᖹᡂ 28 ᖺ 5 ᭶ 25 ᪥㸧♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ

ž

⇞࠼ࡋࢁタィࡀ⾜࠼ࡿ㜵⪏ⅆୖࡢᵝࡋ࡚ࡣࠊୖ♧ࡋࡓࡶࡢࡢࠊ 62 ᘓ࿌➨ 1902 ྕ♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠕ30 ศࡢຍ⇕⪏࠼ࡿᥐ⨨➼ࠖࡀ࠶ࡿࠋࡇࡕࡽࡣࠊ㧗ࡉࡀ 13㹫㉸ࠊࡲࡓࡣ㌺㧗 9㹫㉸࡛࠶
ࡗ࡚ࡶ㸦㝵ᩘࡣ 2 㝵ᘓ࡚௨ୗ㸧
ࠊ୍ᐃࡢ㜵ⅆᥐ⨨ࢆ⾜࠺ࡇ࡛せᵓ㐀㒊ࢆ⪏ⅆᵓ㐀ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶᘓ
タ࡛ࡁࡿᵝ࡛ࠊᰕᱱࡘ࠸࡚⇞࠼ࡋࢁタィࡀྍ⬟ࠋ
ᮏㅮ⩦࡛ࡣࠊ
ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲ㸦㧗ࡉࡀ 13㹫௨ୗࠊ㌺㧗 9㹫௨ୗ㸧
ࠖࡢᘓ⠏≀ࢆᑐ㇟ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࠊࡇࡕࡽࡘ࠸࡚ࡣゝཬࡋ࡞࠸ࠋ

ž

せᵓ㐀㒊ࡢ㜵⪏ⅆࡢᛶ⬟༊ศࡣࠊ㜵ⅆᵓ㐀㸭‽⪏ⅆᵓ㐀㸭⪏ⅆᵓ㐀ࡀ࠶ࡿࡀࠊୗࡢᵓ㐀ࡣୖ
ࡢᵓ㐀ࢆྵࡴࡍࡿ⪃࠼᪉࡞ࡿࠋ࠼ࡤࠊ㜵ⅆᵓ㐀ࡀồࡵࡽࢀࡿሙྜࡣࠊ㜵ⅆᵓ㐀ࠊ‽⪏ⅆ
ᵓ㐀ࠊ⪏ⅆᵓ㐀ࡢ࠸ࡎࢀࡢᵝࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ž

ᖹ 12 ᘓ࿌➨ 1399 ྕ ⪏ⅆᵓ㐀ࡢᵓ㐀᪉ἲࢆᐃࡵࡿ௳ ࡛ࡣࠊ௨ୗ♧ࡍእቨ㛫ษቨࡢᮌ㐀
ࡢሙྜࡢ⿕そᵝࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᵝࡶୖྠᵝ CLT ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࡶ⏝ࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁࠊ‽⪏ⅆᵓ㐀࠾࠸࡚ࡶ⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦ཧ⪃㈨ᩱ 02-1㸧
 ⪏ຊቨ࡛࠶ࡿ㛫ษࡾቨ  1 㛫⪏ⅆ㸦㠀ᦆയᛶ࣭㐽⇕ᛶ㸧
 㠀⪏ຊቨ࡛࠶ࡿ㛫ษࡾቨ  1 㛫⪏ⅆ㸦㐽⇕ᛶ㸧

‽⪏ⅆ―2

‽⪏ⅆᵓ㐀㸭CLT ࢆ⏝࠸ࡓᘓ⠏≀ᑐࡍࡿ⌮ゎ
 ⪏ຊቨ࡛࠶ࡿእቨ 1 㛫⪏ⅆ㸦㠀ᦆയᛶ࣭㐽⇕ᛶ࣭㐽⅖ᛶ㸧
 㠀⪏ຊቨ࡛࠶ࡿእቨ࣭ᘏ↝ࡢ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ㒊ศ 1 㛫⪏ⅆ㸦㐽⇕ᛶ࣭㐽⅖ᛶ㸧
 㠀⪏ຊቨ࡛࠶ࡿእቨ࣭ᘏ↝ࡢ࠾ࢀࡢ࠶ࡿ㒊ศ௨እࡢ㒊ศ 30 㛫⪏ⅆ㸦㐽⇕ᛶ࣭㐽⅖ᛶ㸧
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ཧ⪃㈨ᩱ
02-1㸬እቨ࣭㛫ษቨ㸦⪏ຊቨ࣭㠀⪏ຊቨ㸧ࡢ⪏ⅆᵓ㐀ࡢ࿌♧ᵝ

‽⪏ⅆ―3

‽⪏ⅆᵓ㐀㸭⏝࡛ࡁࡿ CLT ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎ

‽⪏ⅆ㸱㸬‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢሙྜ⏝࡛ࡁࡿ CLT ➼ࡢ✀㢮
㸯㸬 ⇞࠼ࡋࢁタィࢆ⾜࠺㝿ồࡵࡽࢀࡿ CLT ➼ࡢᛶ⬟᥋╔ࡢ✀㢮➼

ž

⇞࠼ࡋࢁタィࢆ⾜࠺㝿⏝࡛ࡁࡿ CLT ࡸ㞟ᡂᮦࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᮌ㉁ᮦᩱࡢ᪥ᮏ㎰ᯘつ᱁
㸦JAS㸧࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏝⎔ቃ A㹼C ࡢ࠺ࡕࠊAࠊB 㐺ྜࡍࡿࡶࡢ㝈ࡽࢀࡿࠋЍ㸳ࢆཧ↷

ž

᥋╔ࡢ✀㢮ࡼࡗ࡚⪏ⅆᛶ⬟ࡢ㐪࠸ࡁ࡞ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊ࿌♧࡛ࡣ௨ୗࡢ㸰ࡘࡢ✀㢮ู
⇞࠼ࡋࢁᑍἲ࠾ࡼࡧチᐜࡉࢀࡿ࣑ࣛࢼࡢཌࡉࡢୗ㝈ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ձ ࣇ࢙ࣀ࣮ࣝᶞ⬡ࠊࣞࢰࣝࢩࣀ࣮ࣝᶞ⬡ࠊࣞࢰࣝࢩࣀ࣮࣭ࣝࣇ࢙ࣀ࣮ࣝᶞ⬡㸦ࣇ࢙ࣀ࣮ࣝᶞ⬡➼㸧
  ࣑ࣛࢼཌࡀ 12 ੈ௨ୖ
ղ ձ௨እࡢ᥋╔
  ࣑ࣛࢼཌࡀ 21 ੈ௨ୖ
ࡓࡔࡋࠊCLT ࣃࢿࣝᕤἲ⏝࠸ࡿᅜ⏘ CLT ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢࢇࡀ࣑ࣛࢼཌࡀ 30 ੈ࡛࠶ࡿࡇ
ࡽࠊ࣑ࣛࢼཌࡢไ㝈ࢆẼࡍࡿሙ㠃ࡣ࡞࠸ࠋ
ලయⓗ࡞⇞࠼ࡋࢁᑍἲࡘ࠸࡚ࡣࠊ‽⪏ⅆ㸴♧ࡍࠋ
௨ୖࡽࠊ⇞࠼ࡋࢁᑍἲࢆᑠࡉࡃᢚ࠼࡚ࠊCLT ࡢཌࡉࢆ࡞ࡿࡃᑠࡉࡃᢚ࠼ࡿࡇࡀࢥࢫࢺࡢ๐ῶ
ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡓࡵࠊ㏻ᖖࡣࠊ⏝⎔ቃ A ཪࡣ B ࡛ࠊࡘࠊձࡢࣇ࢙ࣀ࣮ࣝᶞ⬡➼ࡢ᥋╔ࢆ⏝࠸ࡓ
CLT ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ

㸰㸬 CLT ࡢ➼⣭࣭ࢧࢬ

ž

ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࠖ⏝࡛ࡁࡿ CLT ࡣࠊྛ✀つᐃ࠾ࡼࡧ㹶࣐࣮ࢡ㔠≀ࡢᑍἲࠊCLT ࡢ⏕⏘య
ไ࡞ࡽࠊ⌧ᅾࡢࡇࢁ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣ᪤㏙ࡓࠋ

ž
 ⾲㸯㸸ྛ㒊⏝ࡉࢀࡿ &/7 ࡢᵝ
CLT ࡢᵝ

ᗋ

Mx60 3 ᒙ 3 ࣉࣛ ཌࡉ 90 ੈ ࢫࢠ

ቨ

ᒇ᰿࣭ኳ

ۑ

ۑ

Mx60 3 ᒙ 4 ࣉࣛ ཌࡉ 120 ੈ ࢫࢠ

ۑ

Mx60 5 ᒙ 5 ࣉࣛ ཌࡉ 150 ੈ ࢫࢠ

ۑ

Mx60 5 ᒙ 7 ࣉࣛ ཌࡉ 210 ੈ ࢫࢠ

ۑ

ۑ

ۑ
ۑ

     ࣑ͤࣛࢼࡢཌࡉࡣࠊ࡚ 30 ੈࡀᶆ‽
  
ž

㜵ⅆ⿕そᵝࡍࡿ㒊ศࡣࠊୖࡢ㏻ࡾ⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ž

⇞࠼ࡋࢁタィࡍࡿሙྜࡣࠊ⇞࠼ࡋࢁࢆ☜ಖࡍࡿᚲせࡽࡼࡾཌ࠸ CLT ࢆ⏝࠸ࡓ࠸ࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࠕᗋ࣭ᒇ᰿⏝࠸ࡿࣃࢿࣝࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ✚ᒙ᪉ྥ㸦㠃እ㸧ࡢ᭤ࡆ࠾ࡼࡧࡏࢇ᩿ࡢ㛗ᮇᙉᛂຊᗘࡀ
ィ⟬ྍ⬟࡞ୖࡢᵝࡋ⏝ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

‽⪏ⅆ―4

‽⪏ⅆᵓ㐀㸭⏝࡛ࡁࡿ CLT ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎ
ž

ࠕቨ⏝࠸ࡿࣃࢿࣝࠖࡣࠊୖ♧ࡍᵝຍ࠼ࠊ⇞࠼ࡋࢁ㒊ศࡀ⬺ⴠࡋࡓᚋࡢᗙᒅࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ
௨ୗࢆ⏝࠸ࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ௨ୗࡣࠊS60 ࡣ Mx60 ẚ㍑ࡋ࡚〇㐀ୖࡣ࣑ࣛࢼࡢㄪ㐩↓⌮ࡀ⏕ࡌࡿ
ࡢ࡛ࠊ㔞ࢆไ㝈ࡋࡓࡾㄪ㐩ᮇ㛫ࢆ☜ಖࡍࡿ➼ࡢᕤኵࡀᚲせࠋ
⾲㸰㸸⇞࠼ࡋࢁタィࡢቨ⏝࠸ࡿ &/7 ࡢᵝ

CLT ࡢᵝ

ቨ

S60 3 ᒙ 3 ࣉࣛ ཌࡉ 90 ੈ ࢫࢠ

ۑ

S60 5 ᒙ 5 ࣉࣛ ཌࡉ 150 ੈ ࢫࢠ

ۑ

     ࣑ͤࣛࢼࡢཌࡉࡣࠊ࡚ 30 ੈࡀᶆ‽
ࡲࡓࠊ7 ᒙ 7 ࣉࣛࠊ9 ᒙ 9 ࣉࣛࢆ⏝࠸ࡿࡇࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢሙྜࡣࠊx ࣐࣮ࢡ㔠≀ࡢከ
ࡃࡀ⏝࡛ࡁ࡞࠸ཌࡉ࡞ࡿࡓࡵࠊ᥋ྜලࡢ㑅ᢥ⫥ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡿࡇὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ž

CLT ࡸ㞟ᡂᮦࡢ JAS ࠾࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢ⏝⎔ቃࢆタᐃࡋࠊ⾲♧ࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸳ࡢᥖ㸧

 ⏝⎔ቃ㸿㸸┤㞟ᡂᯈࡢྵỈ⋡ࡀ㛗ᮇ⥅⥆ⓗཪࡣ᩿⥆ⓗ 19㸣ࢆ㉸࠼ࡿ⎔ቃࠊ┤᥋እẼࡉࡽࡉ
ࢀࡿ⎔ቃࠊኴ㝧⇕➼ࡼࡾ㛗ᮇ㛫᩿⥆ⓗ㧗 ࡞ࡿ⎔ቃࠊᵓ㐀≀ࡢⅆ⅏࡛ࡶ㧗ᗘࡢ᥋
╔ᛶ⬟ࢆせồࡉࢀࡿ⎔ቃࡑࡢᵓ㐀≀ࡢ⪏ຊ㒊ᮦࡋ࡚ࠊ᥋╔ࡢ⪏Ỉᛶࠊ⪏ೃᛶཪࡣ⪏
⇕ᛶࡘ࠸࡚㧗ᗘ࡞ᛶ⬟ࡀせồࡉࢀࡿ⏝⎔ቃ
 ⏝⎔ቃ㹀㸸┤㞟ᡂᯈࡢྵỈ⋡ࡀࠎ19㸣ࢆ㉸࠼ࡿ⎔ቃࠊኴ㝧⇕࡞ࡼࡾࠎ㧗 ࡞ࡿ⎔ቃࠊ
ᵓ㐀≀ࡢⅆ⅏࡛ࡶ㧗ᗘࡢ᥋╔ᛶ⬟ࢆせồࡉࢀࡿ⎔ቃࡑࡢᵓ㐀≀ࡢ⪏ຊ㒊ᮦࡋ࡚ࠊ᥋
╔ࡢ⪏Ỉᛶࠊ⪏ೃᛶཪࡣ⪏⇕ᛶࡘ࠸࡚㏻ᖖࡢᛶ⬟ࡀせồࡉࢀࡿ⏝⎔ቃ
 ⏝⎔ቃ㹁㸸┤㞟ᡂᯈࡢྵỈ⋡ࡀࠎ19㸣ࢆ㉸࠼ࡿ⎔ቃࠊኴ㝧⇕࡞ࡼࡾࠎ㧗 ࡞ࡿ⎔ቃࡑ
ࡢᵓ㐀≀ࡢ⪏ຊ㒊ᮦࡋ࡚ࠊ᥋╔ࡢ⪏Ỉᛶࠊ⪏ೃᛶཪࡣ⪏⇕ᛶࡘ࠸࡚㏻ᖖࡢᛶ⬟ࡀ
せồࡉࢀࡿ⏝⎔ቃ
᪥ᮏ࡛〇㐀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ CLT ⏝࠸ࡽࢀࡿ᥋╔⏝⎔ቃࡢ㛵ಀࢆ௨ୗ♧ࡍࠋ

⾲㸱㸸⏝⎔ቃ᥋╔ᮦࡢ✀㢮

᥋╔ࡢ✀㢮

⏝⎔ቃ A

⏝⎔ቃ B

⏝⎔ቃ C

ࣞࢰࢩࣀ࣮ࣝᶞ⬡

ۑ

ۑ

ۑ

ࣞࢰࢩࣀ࣮࣭ࣝࣇ࢙ࣀ࣮ࣝᶞ⬡

ۑ

ۑ

ۑ

Ỉᛶ㧗ศᏊࢯࢩࢿ࣮ࢺ⣔ᶞ⬡



ڹ

ۑ

Ỉᛶ㧗ศᏊࢯࢩࢿ࣮ࢺ࡛ࡣࠊ⏝⎔ቃ B ࡢྠ➼ᛶ⬟ホ౯ࢆཷࡅࡓࡶࡢࡀᏑᅾࡍࡿࡓࡵࠋࡿ࠸࡚ࡋڹ
࿌♧࡛ࡣࠕࣇ࢙ࣀ࣮ࣝᶞ⬡ࠊࣞࢰࣝࢩࣀ࣮ࣝᶞ⬡ࠊࣞࢰࣝࢩࣀ࣮࣭ࣝࣇ࢙ࣀ࣮ࣝᶞ⬡ࠖ࠶ࡿࡀࠊࣇ࢙ࣀ࣮ࣝᶞ⬡ࡣ
CLT ࡣ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ LVL ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

‽⪏ⅆ―5

‽⪏ⅆᵓ㐀㸭⏝࡛ࡁࡿ CLT ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎ

ž

ࣇ࢙ࣀ࣮ࣝᶞ⬡ࠊࣞࢰࣝࢩࣀ࣮ࣝᶞ⬡ࠊࣞࢰࣝࢩࣀ࣮࣭ࣝࣇ࢙ࣀ࣮ࣝᶞ⬡ࢆ⏝࠸ࡓᮌ㉁ᮦᩱࡣࠊࡑ
ࢀ௨እࡢ᥋╔ࢆ⏝࠸ࡓࡶࡢẚ㍑ࡋ࡚ࠊⅣᒙࡢ⬺ⴠ࡞ࡀ⏕ࡌࡃࡃⅣᒙࡀ᭷ຠ᩿⇕ᮦ
ࡋ࡚ാࡃࡓࡵⅣ㏿ᗘࡀ㐜ࡃࠊ⇞࠼ࡋࢁタィୖࡣ᭷࡞ࡿࡇࡽࠊ࿌♧࠾࠸࡚⇞࠼ࡋࢁᑍἲ
ࡢᕪࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
CLT ࡣ〇㐀᪉ἲࡼࡗ࡚ᖜࡣࡂ᥋╔ࡢ᭷↓ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࡣ⇞࠼ࡋࢁᑍἲᙳ㡪ࡣཬ
ࡰࡉ࡞࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୗࠊࣇ࢙ࣀ࣮࣭ࣝࣞࢰࣝࢩࣀ࣮ࣝ⣔ᶞ⬡Ỉᛶ㧗ศᏊࢯࢩࢿ࣮ࢺ⣔㸦API ⣔㸧ᶞ⬡ࡢⅣ
㏿ᗘ࠾ࡼࡧⅣᒙࡢ≧ែࢆ♧ࡍࠋ

ᅗ㸯㸸&/7 ࣃࢿࣝࡢⅣ㏿ᗘ


䠄a䠅 䝣䜵䝜䞊䝹䞉䝺䝌䝹䝅䝜䞊䝹⣔ᶞ⬡᥋╔

䠄b䠅 API ⣔ᶞ⬡᥋╔
ᅗ㸰㸸&/7 ࣃࢿࣝࡢⅣᅗ

‽⪏ⅆ―6

‽⪏ⅆᵓ㐀㸭⏝࡛ࡁࡿ CLT ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎ

㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ࢹ࣮ࢱ
03-1㸬CLT 〇㐀࣓࣮࣮࢝ẖࡢ〇㐀ྍ⬟࡞ CLT ࣜࢫࢺ㸦ᥖۻ㸧
ཧ⪃㈨ᩱ
03-1㸬⇞࠼ࡋࢁタィࡀྍ⬟࡞ࡿᮌ㉁ᮦᩱ

‽⪏ⅆ―7

‽⪏ⅆᵓ㐀㸭࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࡢタィᡭἲ㸦㌣య㒊ศ㸧

‽⪏ⅆ㸲㸬⇞࠼ࡋࢁタィࡢᴫ␎
 ⇞࠼ࡋࢁタィ࠾࠸࡚ࡣࠊⅆ⅏ᘓ≀యࡢᐜ᫆࡞ಽቯࡸᘏ↝ࢆᢚไࡍࡿࡓࡵࠊ㠀ᦆയᛶࠊ㐽⇕ᛶ
࠾ࡼࡧ㐽⅖ᛶࡘ࠸࡚ࡢ᳨ドࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
  㛗ᮇⲴ㔜ࢆᨭᣢࡍࡿせᵓ㐀㒊ࡣస⏝Ⲵ㔜ᑐࡋ࡚㠀ᦆയᛶࢆ႙ኻࡋ࡞࠸ࡇࡢ᳨ドࡀᚲせࠋ
  ලయⓗ࡞ᡭ㡰ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ
ձ ᵓ㐀㒊ᮦࡢ᩿㠃ᑍἲࡽ⇞࠼ࡋࢁᑍἲࢆῶࡌࡓṧᏑ᩿㠃࠾ࡅࡿ▷ᮇチᐜᛂຊᗘȪࢆ⟬ᐃ
ղ 㛗ᮇⲴ㔜ࡼࡿᙜヱ㒊ᮦࡢస⏝ᛂຊ㹤ࢆ⟬ᐃ
ճ ȪӍ㹤ࢆ☜ㄆ
մ 㖄┤㒊ᮦࡘ࠸࡚ࡣࠊⅣࡼࡿస⏝Ⲵ㔜ࡢ೫ᚰࡼࡿᗙᒅࡢᙳ㡪ࢆ᳨ド
㜵ⅆ༊⏬ࢆᵓᡂࡍࡿせᵓ㐀㒊ࡣࠊ㐽⇕ᛶ࠾ࡼࡧ㐽⅖ᛶࡘ࠸࡚ࡢ᳨ドࡀᚲせࠋ
ࡓࡔࡋࠊ㏻ᖖࠊ㠀ᦆയᛶࢆ᳨ドࡋࡓせᵓ㐀㒊ࡣ㐽⇕ᛶ࣭㐽⅖ᛶࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㠀ᦆയᛶࡢ
᳨ドࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸㠀⪏ຊቨ㒊ศ㸦እቨ࣭㛫ษቨ㸧ࡘ࠸࡚ࠊ㐽⇕ᛶ࣭㐽⅖ᛶࡢ᳨ドࡀᚲせࠋ
ලయⓗࡣࠊ㒊ᮦࡢ᩿㠃ᑍἲࡽ⇞࠼ࡋࢁᑍἲࢆῶࡌࡓṧᏑ᩿㠃࠾࠸࡚┤ᒙᖹ⾜ᒙࢆྵࢇ࡛
࠸ࡿࡇࠊࡘࠊ30 ੈ௨ୖࡢཌࡉ࡛࠶ࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࠖࡣࠊࢥࢫࢺࡢపῶࡸᕤࡢ⏕⏘ᛶ࡞ࡢ㓄៖ࡽࠊ㠀⪏ຊቨࡘ࠸
࡚ࡣࠊCLT ࢆ⏝࠸࡞࠸ሙྜࡶከ࠸ᐃࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡢ㒊ศࡣࠊ㠀⪏ຊ㒊ศࡣ⿕そᆺࡢᵝࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡞ࡿࡀࠊ⇞࠼ࡋࢁタィࡍࡿ㒊ศ⿕そᆺ
ࡍࡿ㒊ศࡢྲྀࡾྜ࠸࡞ὀពࡀᚲせ࡞ࡿࠋヲ⣽ࡣ‽⪏ⅆ㸯㸴♧ࡍࠋ

ž

せᵓ㐀㒊㸦㝵ẁ㝖ࡃ㸧せồࡉࢀࡿ‽⪏ⅆᛶ⬟ࡣ㒊ẖ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡞ࡿࠋ
せᵓ㐀㒊

㠀ᦆയᛶ
ᒇෆⅆ⅏࣭ᒇእⅆ⅏୧᪉ࢆᐃ

ᒇෆⅆ⅏

ᒇእⅆ⅏

㐽⇕ᛶ

㐽⅖ᛶ

㐽⇕ᛶ

㐽⅖ᛶ

㸦㏻ᖖࡢⅆ⅏㸧
ᰕ

ۑ

㸨

㸨

㸨

㸨

ᱱ

ۑ

㸨

㸨

㸨

㸨

⪏ຊቨ 㛫ษ

ۑ

ۑ

ۑ

㸫

㸫

㠀⪏ຊቨ 㛫ษ

㸫

ۑ

ۑ

㸫

㸫

⪏ຊቨ እቨ

ۑ

㸫

ۑ

ۑ

ۑ

㠀⪏ຊቨ እቨ

㸫

ۑ

ۑ

ۑ

ۑ

ᗋ

ۑ

ۑ

ۑ

ۑ

ۑ

ᒇ᰿

 ۑᒇෆⅆ⅏ࡢࡳᐃ

㸫

ۑ

㸫

㸫

㌺

㸫

㸫

㸫

ۑ

ۑ

㸨ᰕࠊᱱࡀ㜵ⅆ༊⏬ࡢ୍㒊ࢆᵓᡂࡍࡿሙྜࠊᰕࠊᱱࡣቨࡸᗋࡼࡾࡶ㐽⇕ᛶࠊ㐽⅖ᛶࡀ㧗࠸ࡇࡀ㏻ᖖ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ
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‽⪏ⅆᵓ㐀㸭࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࡢタィᡭἲ㸦㌣య㒊ศ㸧
ࡇࢀࡽࡢᛶ⬟ࡘ࠸࡚ࡣࠊせồ⪏ⅆᛶࡋ࡚つᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡋࠊᰕࡸᱱࡑࡶࡢࡶ㐽⇕ᛶࠊ㐽⅖ᛶࡀ࡞࠸
༊⏬ࡋ࡚ࡢᙺࡀᯝࡓࡏ࡞࠸ࡓࡵࠊᙜ↛ቨࡸᗋྠ➼௨ୖࡢᛶ⬟ࡀᚲせ࡞ࡿࠋ

ž

㐽⇕ᛶ࠾ࡼࡧ㐽⅖ᛶࡢࡳࡀồࡵࡽࢀࡿ㠀⪏ຊቨ㒊ศ㸦እቨࡸ㛫ษࡾቨ㸧࡛ࡣࠊṧᏑ᩿㠃┤ᒙ
ᖹ⾜ᒙࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࡇࡀ࿌♧᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᖜࡣࡂࡀࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ CLT ࡛ࡣࠊ୍ᒙࡢࡳ࡞ࡗࡓሙྜࣃࢿࣝࡋ࡚Ꮡᅾ࡛ࡁࡎࠊせồᛶ⬟ࡀᢸಖ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ࡛
࠶ࡿࠋ

ž

࿌♧ࡣ᫂グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ㐽⇕ᛶ࠾ࡼࡧ㐽⅖ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡣࠊṧᏑཌࡉࡀ 30 ੈ௨ୖ࡛࠶
ࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᮌᮦࡢཌᯈ࡛ࡣ 30 ੈ௨ୖ࡛㠃 ᗘࡢሗࡀ 140Υࢆ㉸࠼ࡎ⅖
ࡸ㧗 ࢞ࢫࡀ㈏㏻ࡋ࡞࠸ࡇࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
⌧≧ࡢᅜ⏘ CLT ࡣཎ๎ 30 ੈࡢ࣑ࣛࢼཌ࡛〇㐀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊṧᏑ᩿㠃┤ᒙᖹ⾜ᒙࢆ☜ಖ
ࡍࡿ⮬↛ṧᏑ᩿㠃ࡢཌࡉࡣ 30 ੈ௨ୖ࡞ࡿࠋ

ž

⇞࠼ࡋࢁࡢᑐ㇟࡞ࡿせᵓ㐀㒊ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㝽㛫ࡸᢤࡅ⠇➼ࡢḞᦆࡣᚚἲᗘ࡞ࡿࠋࡑࢀࡽࡘ
࠸࡚ࡣࠊ‽⪏ⅆ㸵࡛㏙ࡿ࠶࡚ᯈࡸᐇ㸦ࢧࢿ㸧ࠊᮌᕤ⏝ࣃࢸ࡞࡛ᇙࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ཧ⪃㈨ᩱ
04-1㸬⇞࠼ࡋࢁタィࡢᴫ␎
04-2㸬CLT ࡼࡿ㐽⇕ᛶ࣭㐽⅖ᛶࡢ☜ಖ
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‽⪏ⅆᵓ㐀㸭࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࡢタィᡭἲ㸦㌣య㒊ศ㸧

‽⪏ⅆ㸳㸬ᑐ㇟㒊⇞࠼ࡋࢁᐃ㠃
㸯㸬‽⪏ⅆᵓ㐀࡛ CLT ࡢ⇞࠼ࡋࢁタィࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㒊ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ
  ࠺ࡕࠊCLT ࣃࢿ࡛ࣝᵓᡂࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ㒊ࢆ⥙ࡅ࡛♧ࡍࠋ
45 ศ‽⪏ⅆᵓ㐀

1 㛫‽⪏ⅆᵓ㐀

㸦ᖹ 12 ᘓ࿌➨ 1358 ྕ㸧

㸦ᖹ 27 ᅜ࿌➨ 253 ྕ㸧

ᰕ

ᰕ

ᱱ

ᱱ

⪏ຊቨ 㛫ษษቨ

⪏ຊቨ 㛫ษษቨ

㠀⪏ຊቨ 㛫ษቨ

㠀⪏ຊቨ 㛫ษቨ

⪏ຊቨ እቨ

⪏ຊቨ እቨ

㠀⪏ຊቨ እቨ 

㠀⪏ຊቨ እቨ
ᘏ↝ࡢ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ㒊ศ

ᘏ↝ࡢᜍࢀࡢ࠶ࡿ㒊ศ௨እࡢ㒊ศ
ᗋ

ᗋ

ᒇ᰿㸦30 ศ‽⪏ⅆᵓ㐀㸧ͤ

㸫

ཱྀ࣭᥋ྜ㒊

ཱྀ࣭᥋ྜ㒊

ͤ㜵⪏ⅆタィࡢほⅬࡽࡣࠊ࣮ࣝࣇࣂࣝࢥࢽ࣮ࡸᒇୖ➼ࡢࡼ࠺ᅾ㤋⪅ࡀᗋࡋ࡚⏝ࡍࡿࡇࡀᐃࡉ
ࢀࡿᒇ᰿ࡘ࠸࡚ࡣࠊᒇෆⅆ⅏ᑐࡋ࡚ࡣᗋࡋ࡚ࡢᛶ⬟ࢆ‶㊊ࡉࡏࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

  㖄┤ຊࡢࡳࢆ㈇ᢸࡍࡿᰕ࣭ᱱࣇ࣮࣒ࣞࢆ CLT ࡍࡿࡇࡣチᐜࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㏻ᖖࡣ㞟ᡂ
ᮦ࡞ࡢ㍈ᮦ࡛సࡽࢀࡿࠋ 
㸰㸬ྛ㒊࠾࠸࡚ࠊ⇞࠼ࡋࢁ㠃ࢆࡇᐃࡍࡁࡣࠊᙜヱ㒊ࡀᘓ⠏≀ࡢࡇ⨨ࡍࡿࡢ࡛
␗࡞ࡿࠋ
  ⪃࠼᪉ࡢཎ๎ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ
ձ ⅆ⅏༊⏬ࢆᵓᡂࡍࡿ㒊㸦㜵ⅆ༊⏬ࢆᵓᡂࡍࡿ㒊እቨ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊⅆ⅏༊⏬ࡢෆ࣭እ
ࡢ୧㠃ࡀྠຍ⇕ࡉࢀ࡞࠸㸦∦㠃ຍ⇕㸧ᐃ
Ѝ ᒇෆⅆ⅏ᒇእⅆ⅏ࡣྠⓎ⏕ࡋ࡞࠸
Ѝ ␗࡞ࡿ㜵ⅆ༊⏬ෆ࡛ࠊᒇෆⅆ⅏ࡣྠⓎ⏕ࡋ࡞࠸
ղ 㜵ⅆ༊⏬ෆᏑᅾࡍࡿ㒊ࠊࡲࡓࡣࠊᒇእᏑᅾࡍࡿ㒊㸦ᒇእ࠶ࡿ⊂❧ቨ➼㸧ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ㜵ⅆ༊⏬ෆࡢ✵㛫ࡲࡓࡣᒇእ㠃ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࡀ࡚ྠຍ⇕ࡉࢀࡿ㸦୧㠃ຍ⇕㹼4 㠃
ຍ⇕㸧ᐃ
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‽⪏ⅆᵓ㐀㸭࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࡢタィᡭἲ㸦㌣య㒊ศ㸧

ᅗ㸯㸸㏻ᖖࡢⅆ⅏㜵ⅆ༊⏬ࡢ㛵ಀ

㸱㸬ቨ࣭ᗋタࡅࡽࢀࡿ㛤ཱྀ㒊㠃ࡍࡿᑠཱྀ࠾࠸࡚ࡶࠊຍ⇕㠃ࡽḞᦆࢆぢ㎸ࡴ㒊ศࢆ⣽ࡃタᐃࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ž

⇞࠼ࡋࢁ㠃ࡢᐃࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽ࡣཧ⪃㈨ᩱ 05-1 ♧ࡍࠋ
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ཧ⪃㈨ᩱ
05-1㸬⇞࠼ࡋࢁタィࡢᑐ㇟࡞ࡿ㒊ศ
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‽⪏ⅆᵓ㐀㸭࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࡢタィᡭἲ㸦㌣య㒊ศ㸧

‽⪏ⅆ㸴㸬⇞࠼ࡋࢁᑍἲ
  ࿌♧࡛ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ⇞࠼ࡋࢁᑍἲࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ
  ᮦᩱࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡚ JAS つ᱁㐺ྜࡍࡿ〇ရ࡛࠶ࡿࡇࠊ᥋╔ࢆ⏝࠸ࡓᮦᩱ࡛ࡣ⏝⎔ቃ A ཪ
ࡣ B ࡛࠶ࡿࡇࡀ᮲௳࡞ࡿࠋ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲ࡛ࡣࠊ㖄┤ຊࡢࡳࢆ㈇ᢸࡍࡿᰕ࣭ᱱࢆタࡅࡿࡇ
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࡢ㝿ࡢ㍈ᮦ࠾ࡅࡿ⇞࠼ࡋࢁᑍἲ㸦༢㸸cm㸧ࡶ௨ୗ♧ࡍࠋ

䝣䜵䝜䞊䝹ᶞ⬡➼䛾᥋╔䛾ሙྜ䚷䝷䝭䝘ཌ㻝㻞䟚௨ୖ䛻㝈䜛
‽⪏ⅆᵓ㐀
㒊
ᮦᩱ
ഛ⪃
せồᛶ⬟
㻠㻡ศ 㻝㛫
ᒇ᰿
㻞㻚㻡
㻞㻚㻡 ᒇ᰿䛿㻟㻜ศ䛾ᛶ⬟䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛
ᗋ
㻯㻸㼀
㠀ᦆയᛶ
㻟㻚㻡
㻠㻚㻡
እቨ
⪏ຊቨ
ᵓ㐀⏝㞟ᡂᮦ
㛫ษ䜚 ⪏ຊቨ
㻸㼂㻸
㻯㻸㼀䛾ሙྜ䚸Ꮡ᩿㠃䠄䠏䟛௨ୖ䠅䛻䛔䛻᥋
እቨ
㠀⪏ຊቨ
㻢㻚㻡
㻣㻚㻡 ╔䛥䜜䛯ᖹ⾜ᒙ䛸┤ᒙ䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛣䛸
㐽⇕ᛶ䞉㐽⅖ᛶ
㛫ษ䜚 㠀⪏ຊቨ
ୖグ௨እ䛾ᶞ⬡䛾᥋╔䛾ሙྜ䚷䝷䝭䝘ཌ㻞㻝䟚௨ୖ䛻㝈䜛
‽⪏ⅆᵓ㐀
ᮦᩱ
㒊
ഛ⪃
せồᛶ⬟
㻠㻡ศ 㻝㛫
ᒇ᰿
㻟
㻟
ᒇ᰿䛿㻟㻜ศ䛾ᛶ⬟䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛
ᗋ
㻯㻸㼀
㠀ᦆയᛶ
㻠㻚㻡
㻢
እቨ
⪏ຊቨ
ᵓ㐀⏝㞟ᡂᮦ
㛫ษ䜚 ⪏ຊቨ
㻸㼂㻸
㻯㻸㼀䛾ሙྜ䚸Ꮡ᩿㠃䠄䠏䟛௨ୖ䠅䛻䛔䛻᥋
እቨ
㠀⪏ຊቨ
㻣㻚㻡
㻥
㐽⇕ᛶ䞉㐽⅖ᛶ
╔䛥䜜䛯ᖹ⾜ᒙ䛸┤ᒙ䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛣䛸
㛫ษ䜚 㠀⪏ຊቨ
᥋╔ᮦ䛾✀㢮䛿ၥ䜟䛺䛔
ᮦᩱ
ᵓ㐀⏝㞟ᡂᮦ ᰕ
䛿䜚
㻸㼂㻸
ᰕ
ᵓ㐀⏝〇ᮦ
䛿䜚

ž

㒊

‽⪏ⅆᵓ㐀
㻠㻡ศ 㻝㛫
㻟㻚㻡

ഛ⪃

せồᛶ⬟

㻠㻚㻡
㠀ᦆയᛶ

㻠㻚㻡

㻢

ṧᏑ᩿㠃࠾ࡅࡿᇶ‽ᙉᗘ➼ࡢ⟬ฟ᪉ἲࢆཧ⪃㈨ᩱ 06-1 ♧ࡍࠋ
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ཧ⪃㈨ᩱ
06-1㸬CLT ࡢṧᏑ᩿㠃ࡢᙉᗘ➼ࡢ⟬ฟ᪉ἲ
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‽⪏ⅆᵓ㐀㸭࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࡢ᥋ྜ㒊ศ㸦㌣య㒊ศ㸧

‽⪏ⅆ㸵㸬᥋ྜ㒊ࡢ⪏ⅆᛶ⬟
㸯㸬せᵓ㐀㒊タࡅࡽࢀࡿ᥋ྜ㒊ࡶ⿕そ➼ࢆ⾜࠺➼ࡢᑐᛂࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㛗ࣅࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊ
௨ୗࡢᑐᛂࡣᚲせ↓࠸ࠋ
ձ せᵓ㐀㒊ࢆ㜵ⅆ⿕そᵝࡋࠊ᥋ྜ㒊ࡶྠᵝ⿕そࡉࢀࡿሙྜ
 Ѝ ≉㓄៖ࡣᚲせ↓࠸
ղ せᵓ㐀㒊ࢆ⇞࠼ࡋࢁタィࡍࡿሙྜ
 Ѝ ࣎ࣝࢺ➼ࡢ᥋ྜ㔠≀࡛ࡣṧᏑ᩿㠃ෆ㓄⨨ࡍࡿ
 Ѝ 㟢ฟࡍࡿሙྜࠊ㟢ฟࡍࡿ㒊ศࡣ᥋ྜ㒊ࡢ⿕そࢆ⾜࠺
㸰㸬ղࡢ⇞࠼ࡋࢁタィࢆ⾜࠺ሙྜࡢ᥋ྜ㔠≀ࡢಖㆤ᪉ἲࡣࠊ᥋ྜ㔠≀ࡢ✀㢮ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࠋ
ž

ᘬࡁ࣎ࣝࢺ➼ CLT ࣃࢿࣝෆᇙࡵ㎸ࡲࢀࡿ㔠≀ࡣṧᏑ᩿㠃㓄⨨ࡋࠊࡘࠊࢼࢵࢺࡸᗙ㔠
ࡢタ⨨ࡢࡓࡵࡢຍᕤ✰ࡀ࠶ࡿሙྜࡣ⇞ᛶ᩿⇕ᮦ㸦ࣟࢵࢡ࣮࣭࢘ࣝࢢࣛࢫ࣮࢘ࣝ㸧ཌࡉ
30 ੈ௨ୖࡢᮌᮦ࡛ᇙࡵࡿ࡞ࡢᥐ⨨ࡀᚲせ࡞ࡿࠋ

ž

U Ꮠ㔠≀➼ CLT ࣃࢿࣝ⾲㠃࠶ࡿ㔠≀ࡣࠊཌࡉ 20 ੈ௨ୖࡢ⇞ᛶ᩿⇕ᮦ࡛⿕そࡍࡿࠊ
‽⪏ⅆᛶ⬟ࢆᣢࡘᵝࡢᗋࡸኳᵝ࡛ࡢ⿕そࡀᚲせ࡞ࡿࠋ

㸱㸬ࡑࡢࡢ᥋ྜ㒊➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㝽㛫ࡀ⏕ࡌ࡚✵Ẽࡀ㏻ࡾᢤࡅࡿⅆ⅏㈏㏻ࡀຓ㛗ࡉࢀࡿࡢࢆ㜵ࡄᚲ
せࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ௨ୗࡢᑐᛂࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
 ࠙せᵓ㐀㒊ࢆᵓᡂࡍࡿ CLT ࣃࢿࣝ㛫ࡢ᥋ྜࠚ
  CLT ቨࣃࢿࣝྠኈࠊCLT ᗋࣃࢿࣝྠኈ➼ࡢ᥋ྜࡘ࠸࡚ࡣ᪤㸯㸵࡛㏙ࡓࡼ࠺ࠊᐇ㸦ࡉࡡ㸧
ࠊ
ᙜ࡚ᮌ㸦ྜᯈࢫࣉࣛࣥ㸧ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀᑐᛂࡋ࡚࠾ࡅࡤࠊ≉ู࡞㓄៖ࡣᚲせ↓࠸ࠋ
 ࠙せᵓ㐀㒊ࢆᵓᡂࡍࡿ CLT ቨࣃࢿࣝ CLT ᗋࣃࢿࣝࡢྲྀࡾྜ࠸㒊ศࠚ
  ㏻ᖖࡣᗋࣃࢿࣝࡢ⮬㔜࡞࡛㝽㛫ࡣ⏕ࡌ࡞࠸ࡀࠊఱࡽࡢ⌮⏤࡛㝽㛫ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣࠊᙜ࡚ᮌࢆ
ࡍࡿ➼ࡢᑐ⟇ࡀྍḞ࡞ࡿࠋ
 ࠙せᵓ㐀㒊࡞ࡿᆶࢀቨ㸦⇞࠼ࡋࢁタィࡢሙྜ㸧ࠚ
  ᆶࢀቨࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿ୧ࢧࢻࡢ CLT ቨࣃࢿࣝࡢ⇞࠼ࡋࢁ㒊ศࡀ↝ኻࡋ࡚ࡶ⬺ⴠࡋ࡞࠸ᑍἲࡢḞࡁ㎸
ࡳཷࡍࡿࠊⅆ⅏ᚋࡶ⪏ຊࢆ᭷ࡍࡿ㔠≀ࢆタ⨨ࡋࠊ⬺ⴠࢆ㜵Ṇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
  Ỉᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿᆶࢀቨࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸯㸯࡛㏙ࡓᵝࠊᵓ㐀ୖ 45 ੈࡢཷࡅ㒊ศࢆタࡅࡿࡇ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ⇞࠼ࡋࢁタィࡢሙྜࡢᑐᛂࡶᚲせ࡞ࡿࠋࡇࡢ 45 ੈࡢཷᮦ㒊ศࡣࠊ⇞࠼ࡋࢁࡢᑍἲ
ຍ࠼࡚ࡶⰋ࠸ࠋ
 ࠙ᱱ⪏ຊቨ࡞ࡿ CLT ቨࣃࢿࣝࡢ᥋ྜ㒊㸦⇞࠼ࡋࢁタィࡢሙྜ㸧
ࠚ
  CLT ቨࣃࢿࣝࡢ⾲㠃ࡢ⇞࠼ࡋࢁ㒊ศࡀ↝ኻࡋ࡚ࡶᱱࡀ⬺ⴠࡋ࡞࠸᥋ྜ᪉ᘧࡍࡿࠋ
 
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ཧ⪃㈨ᩱ
07-1㸬᥋ྜ㒊ࡢ⪏ⅆᛶ⬟

‽⪏ⅆ―13

‽⪏ⅆᵓ㐀㸭ྛ㒊タィ㸦እ㒊㸧

‽⪏ⅆ㸶㸬‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢྛ㒊タィ㸦እ㒊㸫እቨ㸧
㸯㸬እቨࡢ‽⪏ⅆᵓ㐀ᵝ
࿌♧࡚ࠊ⪏ຊቨ㠀⪏ຊቨࡢᵝࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊཎ๎ྠࡌᵝ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊせồࡉ

ž

ࢀࡿᛶ⬟ࡀ␗࡞ࡿࡢ࡛ࠊ⇞࠼ࡋࢁタィࡢሙྜࡢ᳨ド᪉ἲࡣ␗࡞ࡿࠋ
㸦ࢹ࣮ࢱ 08-1㸧
እቨࡢእෆࡢᵝࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡋ࡚ࡣ௨ୗࡢᵝ࡞ࣃࢱ࣮ࣥࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ž

ୗ⾲ࡢ NO.ࡣࠊࢹ࣮ࢱ 08-2 ࡛♧ࡉࢀࡿࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡢ␒ྕ࡛࠶ࡿࠋ
NO
ձ

⿕

ղ

そ

ճ

እഃ

ෆഃ

㜵ⅆ⿕そ

㜵ⅆ⿕そ

‽⪏ⅆᛶ⬟ࡢ☜ಖ᪉ἲࡑࡢࡢ᮲௳➼
እ࣭ෆࡢ⿕そࢆ‽⪏ⅆᛶ⬟ࢆࡶࡘᵝࡍࡿࠋ
እ᭷ࡾЍ⪏ஂᛶ➼ࢆ⪃៖ࡋࡓ㝿᥎ዡࡉࢀࡿᵝࠋ

እ᭷

CLT ⌧ࡋ

እ᭷ࡾЍ⪏ஂᛶ➼ࢆ⪃៖ࡋࡓ㝿᥎ዡࡉࢀࡿᵝࠋ
‽⪏ⅆᛶ⬟ࡣ⇞࠼ࡋࢁタィ㸦∦㠃㸧࡛☜ಖࡍࡿࠋ

մ

⇞

CLT ⌧ࡋ

ෆ᭷

࠼
յ
㸫

‽⪏ⅆᛶ⬟ࡣ⇞࠼ࡋࢁタィ㸦∦㠃㸧࡛☜ಖࡍࡿࠋ
እഃࢆ CLT 㟢ฟࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⏝⎔ቃࡣ A ࡞ࡿࠋ

ࡋ

እ᭷

ࢁ

ᛶ⬟ၥ
CLT ⌧ࡋ

ෆ᭷

እ᭷ࡾЍ⪏ஂᛶ➼ࢆ⪃៖ࡋࡓ㝿᥎ዡࡉࢀࡿᵝࠋ
‽⪏ⅆᛶ⬟ࡣ⇞࠼ࡋࢁタィ㸦∦㠃㸧࡛☜ಖࡍࡿࠋ

CLT ⌧ࡋ

‽⪏ⅆᛶ⬟ࡣ⇞࠼ࡋࢁタィ㸦∦㠃㸧࡛☜ಖࡍࡿࠋ
እഃࢆ CLT 㟢ฟࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⏝⎔ቃࡣ A ࡞ࡿࠋ


ž

እቨࡢᵝࡋ࡚ࡣࠊ⪏ஂᛶࡸ┬࢚ࢿᛶ⬟㓄៖ࡍࡿࠊ㸰㸰♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊእ᩿⇕ࡋ㐺ษ
࡞እᮦࢆࡍࡇࡀ୍⯡ⓗ࡞ᵝ࡞ࡿࠋ

ž

⇞࠼ࡋࢁタィ࡛‽⪏ⅆᛶ⬟ࢆ☜ಖࡍࡿሙྜࡣࠊᒇእ࣭ᒇෆ࡛ྠⅆ⅏ࢆᐃࡋ࡞࠸ࡢ࡛∦㠃⇞
࠼ࡋࢁࡢ᳨ド࡛ OKࠋࡇࡢሙྜ࡛እ࣭ෆࢆࡍ㝿ࠊ‽⪏ⅆᛶ⬟ࢆᣢࡘ⿕そ࡛࠶ࡿᚲせࡣ↓࠸ࠋ

ž

ࡓࡔࡋࠊᒇእタࡅࡽࢀࡿ⊂❧እቨ࡛୧㠃ࡽⅆ⅖ࡉࡽࡉࢀࡿሙྜࡣ୧㠃⇞࠼ࡋࢁ᳨࡛ド
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ž

ᒇእഃࢆ CLT ࡢ⌧ࡋࡍࡿሙྜࡣࠊCLT ࣃࢿࣝࡀᭀ㟢ࡉࢀࡿࡇࡽࠊ⏝⎔ቃ A ࡢ CLT
ࢆ⏝࠸ࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡿࠋ

㸰㸬እቨタࡅࡽࢀࡿ㛤ཱྀ㒊 CLT ࣃࢿࣝࡢྲྀࡾྜ࠸㒊ศ
  㛤ཱྀ㒊㟢ฟࡍࡿ CLT ᑠཱྀ➼ࡣࠊ⇞࠼ࡋࢁタィࡢ㝿ຍ⇕㠃ࡽ⇞࠼ࡋࢁḞᦆࢆぢ㎸ࡴ㒊ศࡋ࡚
⪃࠼࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡇࡣ‽⪏ⅆ㸳♧ࡋࡓࠋ
  㛤ཱྀ㒊ࡢ⬺ⴠࢆ㜵Ṇࡋࠊࡇࡢ㒊ศࡢ CLT ⇞࠼ࡋࢁḞᦆࢆ⏕ࡌࡉࡏ࡞࠸ࡓࡵࡣࠊ▼ࡇ࠺࣮࣎ࢻࡸ
ཌࡉ 30 ੈ௨ୖࡢᮌᮦ࡛⿕そࢆ⾜࠺➼ࡢᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡿࠋ㸦ࢹ࣮ࢱ 8-3㸧

㜵ⅆ⿕そࡢヲ⣽ᵝ
  㜵ⅆ⿕そࡢᵝࡣ࿌♧࡛ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ␃ࡵࡅ᪉ἲ࡞ࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
⿕そᮦࢆ〇㐀ࡋ࡚࠸ࡿ࣓࣮࣮࢝ࡸᕤᴗ࡞ࡢ᥎ዡᵝ➼ࢆཧ↷ࡍࡿࡇࠋ

‽⪏ⅆ―14

‽⪏ⅆᵓ㐀㸭ྛ㒊タィ㸦እ㒊㸧
 ⮧ㄆᐃᵝࡘ࠸࡚ࡣࠊヲ⣽ᵝࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡑࡢᵝᚑ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࢹ࣮ࢱ 8-1 ࿌♧ᵝࢆࠊࢹ࣮ࢱ 8-2  8-1 ࡢ࠺ࡕࠊ୍⯡ⓗ᥇⏝ࡍࡿᛮࢃࢀࡿᵝࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚♧
ࡍࠋ
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ࢹ࣮ࢱ
08-1㸬እቨ㸦⪏ຊቨ࣭㠀⪏ຊቨ㸧ࡢ‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢ࿌♧ᵝ
08-2㸬እቨࡢ‽⪏ⅆᵓ㐀ᵝࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
08-3㸬‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢእቨྲྀࡾࡃ㛤ཱྀ㒊ศࡢ⣡ࡲࡾ

‽⪏ⅆ―15

‽⪏ⅆᵓ㐀㸭ྛ㒊タィ㸦እ㒊㸧

‽⪏ⅆ㸷㸬‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢྛ㒊タィ㸦እ㒊㸫ᒇ᰿㸧
㸯㸬ᒇ᰿ࡢ‽⪏ⅆᵓ㐀ᵝ
ž

ᒇ᰿ࡢ‽⪏ⅆᵓ㐀㸦1 㛫࣭45 ศඹ㸧ࡣࠊ‽⪏ⅆ㸲♧ࡋࡓᵝᒇෆⅆ⅏ࡢࡳࢆᐃࡋࡓ 30
ศࡢ㠀ᦆയᛶࠊ㐽⅖ᛶࡀせồࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⇞࠼ࡋࢁタィࡍࡿሙྜࡣࠊ∦㠃⇞࠼ࡋ
ࢁ࡛㠀ᦆയᛶ࠾ࡼࡧ㐽⅖ᛶࢆ᳨ドࡍࡿࠋ

ž

ᒇ᰿ࡢᵓᡂࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸯㸲ࡶ♧ࡋࡓࡼ࠺ࠊᵝࠎ࡞ࣃࢱ࣮ࣥࡀ࠶ࡿࠋᒇ᰿ࣃࢿࣝࡣࡶࡋࡃ
ࡣኳࣃࢿࣝ CLT ࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡣࠊࡕࡽ࡛⇞࠼ࡋࢁタィࢆ⾜ࡗ࡚ࡶⰋ࠸ࠋ

CLT ጔቨࣃࢿࣝ

CLT ኳࣃࢿࣝ

ᅗ㸯㸸ᑠᒇ⤌➼ࡢᵓᡂ᪉ἲ

ž

⿕そᆺࡋࡓሙྜࡣࠊᒇእࡣ⇞ᮦᩱࠊᒇෆࡣ▼ࡇ࠺࣮࣎ࢻ➼࡛ࡢ⿕そ࡞ࡿࠋᒇෆࡢ⿕そ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊኳ࡛⿕そࡋ࡚ࡶࠊCLT ኳࣃࢿࣝࡶࡋࡃࡣ CLT ᒇ᰿ࣃࢿࣝἢࡗ࡚ᙇࡗ࡚ࡶ
Ⰻ࠸ࠋ

ž

ᒇ᰿ⵌࡁᮦࡣࠊᆅᇦ࣭ᆅ༊ࡢᣦᐃᚑ࠺ࡀࠊ⿕そᆺ࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡼࡽࡎ⇞ᮦࡀせồࡉ
ࢀࡿᵝࡀ࠶ࡿࠋ

ž

⇞࠼ࡋࢁࠊ⿕そࠊࡕࡽࡋࡓሙྜ࡛ࡶࠊጔቨࡣቨࡋ࡚⪃࠼࡚ࠊ‽⪏ⅆᵓ㐀ࡍࡿ㐠⏝ࡀ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࡍࡿࡇ࡛ࠊ‽⪏ⅆ㸯㸮♧ࡍᵝࠊ㌺ࡢᵝࡀ⮬⏤࡞ࡿࠋ

‽⪏ⅆ―16

‽⪏ⅆᵓ㐀㸭ྛ㒊タィ㸦እ㒊㸧
㸰㸬ᒇ᰿タࡅࡽࢀࡿ㛤ཱྀ㒊 CLT ࣃࢿࣝࡢྲྀࡾྜ࠸㒊ศ
  ᒇ᰿ࡢタࡅࡽࢀࡿࢺࢵࣉࣛࢺࡣࠊእቨタࡅࡿ㛤ཱྀ㒊ྠᵝࡢ⪃࠼᪉࡛⣡ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦ࢹ࣮
ࢱ 9-3㸧
 
㸱㸬ኳタࡅࡽࢀࡿⅬ᳨ཱྀࡢᵝ
  ኳࡣࠊ▼ࡇ࠺࣮࣎ࢻ➼ࡼࡿኳࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡀࠊ⥔ᣢ⟶⌮ࡢࡓࡵࡢⅬ᳨ཱྀࡀタࡅࡽࢀࡿ
ࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋ⿕そᆺ࡛‽⪏ⅆᵓ㐀ࡍࡿኳ㠃Ⅼ᳨ཱྀࢆタࡅࡿሙྜࠊⅬ᳨ཱྀࡶࡑࡢᛶ⬟
ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ୍⯡ⓗࡣࠊⅬ᳨ཱྀ⮬యࡣ‽⪏ⅆᵓ㐀ࢇ࡛ồࡵࡽࢀࡿᛶ⬟ࡣ↓࠸ࡓࡵࠊⅬ᳨ཱྀࡢ
ෆഃࠊ㜵ⅆ⿕そࢆタࡅࡿᥐ⨨ࡀᚲせ࡞ࡿࠋ㸦ࢹ࣮ࢱ 9-4㸧
 
㜵ⅆ⿕そࡢヲ⣽ᵝ
 㜵ⅆ⿕そࡢᵝࡣ࿌♧࡛ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ␃ࡵࡅ᪉ἲ࡞ࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⿕
そᮦࢆ〇㐀ࡋ࡚࠸ࡿ࣓࣮࣮࢝ࡸᕤᴗ࡞ࡢ᥎ዡᵝ➼ࢆཧ↷ࡍࡿࡇࠋ
 ⮧ㄆᐃᵝࡘ࠸࡚ࡣࠊヲ⣽࡞ᵝࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡑࡢᵝᚑ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࢹ࣮ࢱ 9-1 ࿌♧ᵝࢆࠊࢹ࣮ࢱ 9-2  9-1 ࡢ࠺ࡕࠊ୍⯡ⓗ᥇⏝ࡍࡿᛮࢃࢀࡿᵝࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚♧
ࡍࠋ
ࢹ࣮ࢱ 9-4 ࠊCLT ኳࣃࢿࣝⅬ᳨ཱྀࢆタࡅ࡚࠸ࡿᅗࡀ࠶ࡿࡀࠊ
ࠕ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲࠖ࠾࠸࡚ࠊᘓ
≀స⏝ࡍࡿỈᖹຊࢆ㈇ᢸࡍࡿỈᖹᵓ㠃ࡋ࡚ CLT ኳࣃࢿࣝࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊᗋྠᵝ✰ࢆ࠶ࡅࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋタィୖࠊCLT ኳࣃࢿࣝࢆタ⨨ࡋ࡞࠸྿ࡁᢤࡅ㒊ศࢆタࡅ࡚Ⅼ᳨ཱྀࢆタ⨨ࡍࡿ➼ࡢᕤኵ
ࡀ࠶ᚲせࠋ
㸦㸯㸲ࢆཧ↷ࡢࡇ㸧
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ࢹ࣮ࢱ
09-1㸬ᒇ᰿ࡢ‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢ࿌♧ᵝ
09-2㸬ᒇ᰿ࡢ‽⪏ⅆᵓ㐀ᵝࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
09-3㸬‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢᒇ᰿ྲྀࡾࡃ㛤ཱྀ㒊ศ㸦ࢺࢵࣉࣛࢺ㸧ࡢ⣡ࡲࡾ
09-4㸬‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢኳྲྀࡾࡃ㛤ཱྀ㒊ศ㸦Ⅼ᳨ཱྀ㸧ࡢ⣡ࡲࡾ

‽⪏ⅆ―17

‽⪏ⅆᵓ㐀㸭ྛ㒊タィ㸦እ㒊㸧

‽⪏ⅆ㸯㸮㸬‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢྛ㒊タィ㸦እ㒊㸫㌺㸧
㸯㸬㌺ࡢ‽⪏ⅆᵓ㐀ᵝ
ž

㌺ࡣࠊ‽⪏ⅆ㸲࡛♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊᒇእⅆ⅏ࡼࡿ㐽⇕ᛶ࣭㐽⅖ᛶࡀồࡵࡽࢀࡿࡀࠊࡇࡢᛶ⬟
ࡀồࡵࡽࢀࡿࡢࡣࠊ‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢእቨࡼࡗ࡚ᑠᒇཪࡣኳ㜵ⅆୖ᭷ຠ㐽ࡽࢀ࡚࠸࡞
࠸ሙྜ㝈ࡿࠋ

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄a䠅 እቨ䚸ᒇ᰿䠄ⵌ䛝ᮦཬ䜃㌺䠅䚸ᗋ

䠄b䠅 ㌺䛸እቨ䛾㛵ಀ

ᅗ㸯㸸ᒇእⅆ⅏࠾ࡅࡿ㜵ⅆ༊⏬ෆࡢ⇞࠼ࡋࢁᐃ㠃㸦᩿㠃ᅗ㸧

ž

㌺ࡣࠊ⇞࠼ࡋࢁタィࡢタᐃࡣ࡞࠸ࡀࠊୖࡢつᐃࢆ⏝ࡍࢀࡤࠊ㌺ࡣ㜵⪏ⅆࡢつไࡀಀ
ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࠊCLT ⌧ࡋࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ž

ࡓࡔࡋࠊ㌺࡛ CLT ࢆ⌧ࡋࡍࡿሙྜࡣࠊCLT ࡀᒇእᭀ㟢ࡉࢀࡿ≧ែ࡞ࡿࡢ࡛ࠊ⏝⎔
ቃ A ࡢࡳࡀチᐜࡉࢀࡿࡇὀពࡀᚲせࠋ

 
ࢹ࣮ࢱ 10-1 ࿌♧ᵝࢆࠊࢹ࣮ࢱ 10-2  10-1 ࡢ࠺ࡕࠊ୍⯡ⓗ᥇⏝ࡍࡿᛮࢃࢀࡿᵝࡢヲ⣽ࡘ࠸
࡚♧ࡍࠋ
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ࢹ࣮ࢱ
10-1㸬㌺ࡢ‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢ࿌♧ᵝ
10-2㸬㌺ࡢ‽⪏ⅆᵓ㐀ᵝࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ

‽⪏ⅆ―18

‽⪏ⅆᵓ㐀㸭ྛ㒊タィ㸦እ㒊㸧

‽⪏ⅆ㸯㸯㸬‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢࣂࣝࢥࢽ࣮ࡢ⪃࠼᪉
㸯㸬ࠕ㑊㞴ୖ᭷ຠ࡞ࣂࣝࢥࢽ࣮ࠖࠕࡑࡢࡢࣂࣝࢥࢽ࣮ࠖ
ž

ࣂࣝࢥࢽ࣮ࡢᵝࡣࠊ௧➨ 121 ᮲➨ 1 㡯➨୕ྕࠊྠ㡯➨භྕཬࡧ➨ 3 㡯つᐃࡍࡿࠕ㑊㞴ୖ
᭷ຠ࡞ࣂࣝࢥࢽ࣮ࠖᡞᘓఫᏯ➼୍࡛⯡ⓗ⏝࠸ࡽࢀࡿࠕࡑࡢࡢࣂࣝࢥࢽ࣮ࠖࡀ࠶ࡿࠋ

ž

๓⪅ࡢሙྜࡣࠊࣂࣝࢥࢽ࣮ࡢᗋࡣ⪏ⅆᵓ㐀ཪࡣ‽⪏ⅆᵓ㐀ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

㸰㸬ࡑࡢࡢࣂࣝࢥࢽ࣮࡛ࡢὀពⅬ
ž

ୗ㝵ࡀᒇෆ࡞ࡿ࣮ࣝࣇࣂࣝࢥࢽ࣮ࡘ࠸࡚ࡣࠊ‽⪏ⅆᵓ㐀ࡍࡿሙྜࡣࠊᒇ᰿ྠᵝࡢ⿕
そ㸦⇞ᮦ࡛ࡢ⿕そ㸧ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ᣢࡕฟࡋࣂࣝࢥࢽ࣮࡛ࡣࡑࡢᚲせࡣ↓࠸ࠋ

ž

ᣢࡕฟࡋࣂࣝࢥࢽ࣮ࡢᒇእഃࡣࠊ㌺ྠ➼ࡢᢅ࠸ࡍࡿࠋ

ž

ᚋࡅࣂࣝࢥࢽ࣮ࡣࠊእቨࡢ⿕そࢆᘓ≀ᮏయ࡛⤖ࡉࡏࠊࣂࣝࢥࢽ࣮ࢆእቨྲྀࡾࡃᒓ≀
ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࠋ

㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ཧ⪃㈨ᩱ
11-1㸬ࣂࣝࢥࢽ࣮➼ࡢ⪃࠼᪉

‽⪏ⅆ―19

‽⪏ⅆᵓ㐀㸭ྛ㒊タィ㸦ෆ㒊㸧

‽⪏ⅆ㸯㸰㸬‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢྛ㒊タィ㸦ෆ㒊㸫㛫ษቨ㸧
㸯㸬㛫ษቨࡢ‽⪏ⅆᵓ㐀ᵝ
ž

࿌♧࡚ࠊ⪏ຊቨ㠀⪏ຊቨࡢᵝࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊཎ๎ྠࡌᵝ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊせồࡉ
ࢀࡿᛶ⬟ࡀ␗࡞ࡿࡢ࡛ࠊ⇞࠼ࡋࢁタィࡢሙྜࡢ᳨ド᪉ἲࡣ␗࡞ࡿࠋ
㸦ࢹ࣮ࢱ 12-1㸧

ž

㛫ษቨࡢ࠺ࡕࠊ㜵ⅆ༊⏬ࢆᵓᡂࡍࡿࡶࡢࡣࠊ㜵ⅆ༊⏬ࡢ୧ഃ࡛ࡢྠⅆ⅏ࡣᐃࡉࢀ࡞࠸ࡢ
࡛ࠊ⇞࠼ࡋࢁタィࡍࡿሙྜࡣࠊ∦㠃⇞࠼ࡋࢁࡢ᳨ド࡛ OKࠋ

ž

㛫ษቨࡢ࠺ࡕࠊ㜵ⅆ༊⏬ࢆᵓᡂࡋ࡞࠸ࡶࡢࡣࠊ୧㠃ࡽࡢⅆ⇕ࡉࡽࡉࢀࡿࡇࡀᐃࡉࢀ
ࡿࡢ࡛ࠊ୧㠃⇞࠼ࡋࢁࡢ᳨ドࡀᚲせ࡞ࡿࡀࠊCLT ࡢཌࡉࡀ࡞ࡾཌࡃ࡞ࡾࠊ㛫ྲྀࡾࡸࢥࢫࢺ
ࡢ㠃࡛ࡣ⌧ᐇⓗ࡛ࡣ↓࠸ࡓࡵࠊ㏻ᖖࡣ∦㠃ࡣ⿕そ㸩∦㠃⇞࠼ࡋࢁࠊࡶࡋࡃࡣࠊ୧㠃⿕そ࡞ࡿࠋ

    ୗ⾲ࡢ NO.ࡣࠊࢹ࣮ࢱ 12-2 ࡛♧ࡉࢀࡿࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡢ␒ྕ࡛࠶ࡿࠋ
NO

ෆ㸯

ෆ㸰

‽⪏ⅆᛶ⬟ࡢ☜ಖ᪉ἲࡑࡢࡢ᮲௳➼

ձղ

㜵ⅆ⿕そ

㜵ⅆ⿕そ

୧㠃ࢆ㜵ⅆ⿕そࡍࡿࠋ

ճմ

㜵ⅆ⿕そ

CLT ⌧ࡋ

∦㠃㜵ⅆ⿕そࠊ∦㠃⇞࠼ࡋࢁタィࠋ


ž

㛫ษቨࡣ㐽㡢ᛶ⬟ࡀồࡵࡽࢀࡿሙྜࡶከࡃࠊ≉㞟ྜఫᏯ➼ࡢ⏺ቨ࡛ࡣᘓ⠏ᇶ‽ἲࡼࡗ
࡚ࡑࡢᛶ⬟つᐃࡀ࠶ࡿࡇࠊࡲࡓࠊࡑࡢ㝿ࡢලయⓗ࡞ᵝࡘ࠸࡚ࡣ㸰㸴♧ࡋࡓࠋ
⏺ቨࡢ㐽㡢ᛶ⬟‽⪏ⅆᛶ⬟ࢆ‶ࡓࡋࡓ⏺ቨࡋ࡚ࠊCLT ༠࡛ࡣ㸰ࡘࡢ⮧ㄆᐃ㸦∦㠃 CLT
⌧ࡋࠊ୧㠃 CLT ⌧ࡋ㸧ࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ž

ࡇࡢᵝࢆά⏝ࡍࡿࡓࡵࡣࠊCLT ༠ࡀᐃࡵࡿ㐠⏝つᐃᇶ࡙ࡃㄆᐃ⪅ࡼࡿタィ᳨࣭ᰝࡀ
ᚲせ࡞ࡿࠋ
㸦ࢹ࣮ࢱ 12-3㸧

㸰㸬㜵ⅆ༊⏬タࡅࡿ≉ᐃ㜵ⅆタഛࡢ⣡ࡲࡾ
  㜵ⅆ༊⏬ࢆᵓᡂࡍࡿ‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢ㛫ษࡾྲྀࡾࡃ≉ᐃ㜵ⅆタഛࡣࠊ⇞ᮦ࡛そࢃࢀࡓᵓ㐀య
ྲྀࡾࡅࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
  CLT ࣃࢿ࡛ࣝ㜵ⅆ༊⏬ࢆタࡅࡿሙྜࡶ㐺⏝ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ㜵ⅆ⿕そᵝࡢቨࡢᑠཱྀ㠃⇞ᮦ㸦ࢣ
㓟࢝ࣝࢩ࣒࢘ᯈ 8 ੈ࡞㸧࡛そ࠸ࠊࡑࡢୖࡽ≉ᐃ㜵ⅆタഛྲྀࡾࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
  ࡇࢀࡣࠊ⇞࠼ࡋࢁタィࢆ⾜࠺ሙྜࡶồࡵࡽࢀࡿᥐ⨨࡛࠶ࡾࠊ≉ᐃ㜵ⅆタഛࡢᑠཱྀ࠾ࡼࡧࡑࡇࡽ 100
ੈࡲ࡛ࡢቨࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢᵝࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

‽⪏ⅆ―20

‽⪏ⅆᵓ㐀㸭ྛ㒊タィ㸦ෆ㒊㸧

ᅗ㸯㸸ࢧࢵࢩ࣭ᡬ➼㛤ཱྀ㒊ࡢ㜵ⅆᥐ⨨

㜵ⅆ⿕そࡢヲ⣽ᵝ
 㜵ⅆ⿕そࡢᵝࡣ࿌♧࡛ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ␃ࡵࡅ᪉ἲ࡞ࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
⿕そᮦࢆ〇㐀ࡋ࡚࠸ࡿ࣓࣮࣮࢝ࡸᕤᴗ࡞ࡢ᥎ዡᵝ➼ࢆཧ↷ࡍࡿࡇࠋ
 ⮧ㄆᐃᵝࡘ࠸࡚ࡣࠊヲ⣽࡞ᵝࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢᵝᚑ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࢹ࣮ࢱ 12-1 ࿌♧ᵝࢆࠊࢹ࣮ࢱ 12-2  12-1 ࡢ࠺ࡕࠊ୍⯡ⓗ᥇⏝ࡍࡿᛮࢃࢀࡿᵝࡢヲ⣽ࡘ࠸
࡚♧ࡍࠋ
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ࢹ࣮ࢱ
12-1㸬㛫ษቨ㸦⪏ຊቨ࣭㠀⪏ຊቨ㸧ࡢ‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢ࿌♧ᵝ
12-2㸬㛫ษቨࡢ‽⪏ⅆᵓ㐀ᵝࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
12-3㸬㛫ษቨࡢ㐽㡢ᛶ⬟ࢆ☜ಖࡋࡓ‽⪏ⅆᵓ㐀⮧ㄆᐃᵝ

‽⪏ⅆ―21

‽⪏ⅆᵓ㐀㸭ྛ㒊タィ㸦ෆ㒊㸧

‽⪏ⅆ㸯㸱㸬‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢྛ㒊タィ㸦ෆ㒊㸫ᗋ㸧
 ᗋࡢ‽⪏ⅆᵓ㐀ᵝ
ž

࿌♧࡚ᗋࡢᵝࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ‽⪏ⅆ㸲࡛♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊ㠀ᦆയᛶࠊ㐽⇕ᛶࠊ㐽⅖ᛶࡀồࡵ
ࡽࢀࡿࠋ
㸦ࢹ࣮ࢱ 13-1㸧
ᗋࡢ࠺ࡕࠊ㜵ⅆ༊⏬ࢆᵓᡂࡍࡿࡶࡢࡣࠊ㜵ⅆ༊⏬ࡢୖୗ㝵࡛ࡢྠⅆ⅏ࡣᐃࡉࢀ࡞࠸ࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠊ㜵ⅆ⿕そࡍࡿሙྜࡣୖ㠃࣭ୗ㠃୧᪉⿕そࡀᚲせ࡞ࡿࡀࠊ⇞࠼ࡋࢁタィࡢሙྜ
ࡣࠊ∦㠃⇞࠼ࡋࢁࡢ᳨ド࡛ OKࠋ
㸦ࢹ࣮ࢱ 13-2㸧

ž

ᗋࡢ࠺ࡕࠊ㜵ⅆ༊⏬ࢆᵓᡂࡋ࡞࠸ࡶࡢࡣ㸦㛤ཱྀ㒊㠃ࡍࡿᗋ㸻྿ࡁᢤࡅ➼࠶ࡿᗋ㸧
ࠊ୧㠃ࡽ
ࡢⅆ⇕ࡉࡽࡉࢀࡿࡇࡀᐃࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊ⇞࠼ࡋࢁࡢ᳨ドࡀᚲせ࡞ࡿࡢ࡛ὀពࡀᚲせࠋࡲ
ࡓࠊ
㛤ཱྀ㠃ࡍࡿᗋࡢᑠཱྀ㒊ศࡶ⇞࠼ࡋࢁᑍἲࡶࡋࡃࡣ㜵ⅆ⿕そࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
㸦ࢹ࣮ࢱ 13-3㸧

 
ࢹ࣮ࢱ 13-1 ࿌♧ᵝࢆࠊࢹ࣮ࢱ 13-2  13-1 ࡢ࠺ࡕࠊ୍⯡ⓗ᥇⏝ࡍࡿᛮࢃࢀࡿᵝࡢヲ⣽ࡘ࠸
࡚♧ࡍࠋ
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ࢹ࣮ࢱ
13-1㸬ᗋࡢ‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢ࿌♧ᵝ
13-2㸬ᗋࡢ‽⪏ⅆᵓ㐀ᵝࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
13-3㸬ᗋࡢ㛤ཱྀ㒊㸦㜵ⅆ༊⏬ࢆᵓᡂࡋ࡞࠸ᗋ㸧ࡢ⪃࠼᪉

‽⪏ⅆ―22

‽⪏ⅆᵓ㐀㸭ྛ㒊タィ㸦ෆ㒊㸧

‽⪏ⅆ㸯㸲㸬‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢྛ㒊タィ㸦ෆ㒊㸫㝵ẁ㸧
 㝵ẁࡢ‽⪏ⅆᵓ㐀ᵝ
ž

࿌♧࡚㝵ẁࡢᵝࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊCLT ࣃࢿࣝᕤἲ୍⯡ࡢᮌ㐀࡛ࡣ㐪࠸ࡣ↓࠸ࠋ
㸦ࢹ࣮
ࢱ 14-1㸧

 

㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ࢹ࣮ࢱ
14-1㸬㝵ẁࡢ‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ

‽⪏ⅆ―23

‽⪏ⅆᵓ㐀㸭ྛ㒊タィ㸦ෆ㒊㸧

‽⪏ⅆ㸯㸳㸬⇞࠼ࡋࢁタィ㜵ⅆ⿕そ㒊ศࡢྲྀࡾྜ࠸㸦ෆ㒊㸫ቨ㸧
 ⇞࠼ࡋࢁタィ㜵ⅆ⿕そ㒊ศࡢྲྀࡾྜ࠸
ž

‽⪏ⅆᵓ㐀ࡍࡿ CLT ࣃࢿࣝᕤἲࡢቨ࡛ࡣࠊ⇞࠼ࡋࢁタィ㒊ศ⿕そᵝࡢ㒊ศࡀΰᅾࡍࡿ
ࡇࡶከ࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡽࡢ㒊ศࡘ࠸࡚ࡣࠊ㜵ⅆ⿕そᵝഃࡢ⬗⦕࡞ࢆタࡅ࡚
ྲྀࡾྜ࠸㒊ศࡢ㝽㛫ࡀ↓࠸ᵝࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㸦ࢹ࣮ࢱ 15-1㸧

 
 ࢹ࣮ࢱ 15-1 ࡛ࡣࠊ⇞࠼ࡋࢁഃࡶ㜵ⅆ⿕そᵝഃࡶඹ CLT ቨࣃࢿࣝࢆ⏝࠸ࡿ⣡ࡲࡾࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊCLT ቨࣃࢿࣝቨಸ⋡ 1 ௨ୗࡢ㛫ᰕ㸩㠃ᮦࡢቨ㸦⭜ቨ࣭ᆶࢀቨࡶྵࡴ㸧ࡢྲྀࡾྜ࠸ࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡇ
ࡢሙྜࡢ⪃࠼᪉ࡶࢹ࣮ࢱ 15-1 ♧ࡍ⣡ࡲࡾྠ➼ࡋࠊ㛫ᰕ➼ࡢᮌᮦࢆ CLT ࣃࢿࣝྲྀࡾࡅࠊ㝽㛫
ࡀ↓࠸ᵝࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊቨኳࠊቨᗋࡢ⣡ࡲࡾࡶࠊྠ➼ࡢ⪃࠼᪉ࡍࡿࠋ
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ࢹ࣮ࢱ
15-1㸬⇞࠼ࡋࢁ㜵ⅆ⿕そࡢྲྀࡾྜ࠸㸦ቨ㸧

‽⪏ⅆ―24

‽⪏ⅆᵓ㐀㸭ྛ㒊タィ㸦ෆ㒊㸧

‽⪏ⅆ㸯㸴㸬⇞࠼ࡋࢁタィࡋࡓྛ㒊ࡢ⾲㠃ୖࡆࡢὀពⅬ㸦ෆ࣭እඹ㏻㸧
 ⇞࠼ࡋࢁタィࡋࡓྛ㒊ࡢ⾲㠃ୖࡆ
ž

⇞࠼ࡋࢁタィࢆ⾜ࡗࡓྛ㒊࡛ࡣࠊ‽⪏ⅆᛶ⬟ࡣ CLT ࣃࢿࣝࡢࡳ࡛‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
CLT ࣃࢿࣝࢆ⌧ࡋࡍࡿࡇࡶࠊࡑࡢୖୖࡆࢆࡍࡇࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋCLT ⌧ࡋࡋࡓୖ
ࠊᮌᮦࡢୖࡆࢆࡋ࡚ࡶࠊ‽⪏ⅆᛶ⬟ࡣྠ➼௨ୖ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊၥ㢟ࡣ↓࠸ࠋ
ࡓࡔࡋࠊෆไ㝈ࡀࡿ㒊ศࡘ࠸࡚ࡣෆไ㝈ࡀඃඛࡉࢀࡿࠋ

ž

᩿⇕ᮦࡢᵝࡘ࠸࡚ࡣࠊ↓ᶵ⣔ࡢ᩿⇕ᮦ㸦ࢢࣛࢫ࣮࢘ࣝࠊࣟࢵࢡ࣮࢘ࣝ㸧ࡣ⏝࠸ࡿࡇࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿࡀࠊ᭷ᶵ⣔ࡢ᩿⇕ᮦ࡛ࡣࠊᮌᮦࡀ⇕ศゎࡸⅣࡍࡿࡼࡾࡶప࠸ ᗘ࡛⁐⼥ࡍࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ⮧ㄆᐃࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿᵝࡍࡿሙྜࢆ㝖ࡁ⏝࠸ࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

ž

ྠᵝࡢ⌮⏤ࡽࠊ᭷ᶵ⣔ࡢ᩿⇕ᮦࢆ㔠ᒓᯈ࡛ࢧࣥࢻࢵࢳࡋࡓࣃࢿࣝ➼ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⏝࠸ࡿሙ
ྜࡣᏳᛶࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡽ⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

 

㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ࢹ࣮ࢱ
16-1㸬⇞࠼ࡋࢁタィࡋࡓྛ㒊ࡢ⾲㠃ୖࡆ㸦ෆ࣭እඹ㏻㸧

‽⪏ⅆ―25

‽⪏ⅆᵓ㐀㸭タഛィ⏬

‽⪏ⅆ㸯㸵㸬‽⪏ⅆᵓ㐀㒊ศࡢタഛ㓄⟶➼ࡢ㈏㏻㒊
 ‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢቨ࣭ᗋࢆ㈏㏻ࡍࡿタഛ㓄⟶➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛ㒊ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㜵⪏ⅆᛶ⬟㸦㠀ᦆയᛶ࣭
㐽⇕ᛶ࣭㐽⅖ᛶ㸧ࢆᦆ࡞ࢃ࡞࠸ࡼ࠺௨ୗࡢᥐ⨨ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
  ࠙㜵ⅆ༊⏬࡛࡞࠸㒊ศࠚእቨࡣࡇࡕࡽヱᙜࡍࡿ
ž

㈏㏻㒊࠾࠸࡚ࠊ㓄⟶࣭㓄⥺ CLT ࣃࢿࣝࡢ㝽㛫ࣟࢵࢡ࣮࢘ࣝࡶࡋࡃࡣࢢࣛࢫ࣮࢘ࣝ㸦࠸ࡎ
ࢀࡶᐦᗘࡣ 24kg/m3 ௨ୖࡍࡿࠋ㸧ࡸࣔࣝࢱࣝ➼ࡢ⇞ᮦࢆሸࡍࡿࠋ

  ࠙㜵ⅆ༊⏬ࡢሙྜࠚ
ž

㈏㏻㒊࠾࠸࡚ࠊ㓄⟶࣭㓄⥺ CLT ࣃࢿࣝࡢ㝽㛫ࣟࢵࢡ࣮࢘ࣝࡶࡋࡃࡣࢢࣛࢫ࣮࢘ࣝ㸦࠸ࡎ
ࢀࡶᐦᗘࡣ 24kg/m3 ௨ୖࡍࡿࠋ
㸧ࡸࣔࣝࢱࣝ➼ࡢ⇞ᮦࢆሸࡍࡿࠋ

ž

㈏㏻㒊࠾ࡼࡧࡑࡢ୧ഃ 1m ௨ෆࡢ㊥㞳࠶ࡿ㓄⟶࣭㓄⥺➼ࢆ⇞ᮦࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ◳㉁ሷࣅ
ࢽࣝ⟶ࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡣࠊᖹ 12 ᘓ⠏࿌➨ 1422 ྕᚑ࠺ࠋ

ᅗ㸯 㓄⟶࣭㓄⥺ࡢሙྜ

㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ࢹ࣮ࢱ
17-1㸬‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢタഛ㓄⟶➼ࡢ㈏㏻㒊

‽⪏ⅆ―26

‽⪏ⅆᵓ㐀㸭タഛィ⏬

‽⪏ⅆ㸯㸶㸬‽⪏ⅆᵓ㐀㒊ศࡢࢫࢵࢳ࣎ࢵࢡࢫ➼ࡢᵝ
 ‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢቨ➼ࢫࢵࢳ࣎ࢵࢡࢫࢆタࡅࡿሙྜࡣࠊྛ㒊ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㜵⪏ⅆᛶ⬟㸦㠀ᦆയ
ᛶ࣭㐽⇕ᛶ࣭㐽⅖ᛶ㸧ࢆᦆ࡞ࢃ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ௨ୗࡢᥐ⨨ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
ž

ࢫࢵࢳ࣎ࢵࢡࢫࡣ㗰〇ࡢࡶࡢࡍࡿࠋ

ž

㠃‽⪏ⅆᵓ㐀ࡢ㜵ⅆ⿕そࢆ⾜࠺ࠋලయⓗ࡞ᵝࡣࢹ࣮ࢱ 18-1 ♧ࡍࠋ
ࡓࡔࡋࠊ⇞࠼ࡋࢁタィ࡛ CLT ࢆ⌧ࡋࡍࡿሙྜࡣࠊCLT ࢆࡃࡾᢤࡃษࡾḞࡃࡢᚲせࡀ࠶
ࡿࡀࠊ࣮ࣝࢺ㸯ࣃࢿࣝᕤἲ࠾࠸࡚ࡣ㸯㸯♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊḞᦆ➼ࡀ࠶ࡿቨࡘ࠸࡚ࡣỈᖹຊࢆ
㈇ᢸࡍࡿቨࡋ࡚࢝࢘ࣥࢺฟ᮶࡞࠸ࡢ࡛ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ᅗ㸯 ࢥࣥࢭࣥࢺ࣭ࢫࢵࢳ࣎ࢵࢡࢫࡢሙྜ

㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
ࢹ࣮ࢱ
18-1㸬‽⪏ⅆᵓ㐀㒊ศࡢࢫࢵࢳ࣎ࢵࢡࢫ➼ࡢᵝ

‽⪏ⅆ―27

