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1. 序 日本において古来より建築材料として用いられ

2-2. 用いられた木材 各部位の用材の樹種と大きさを

く取扱いが難しいとされる。特に大断面木材 を用いる

らも背割りが施されていた。束柱を含めたいずれの部位

機会が多く、仕上りの美しさが重視される社寺建築の場

も上等な化粧材を得るために原木に対する位置は主に元

合、大断面部材の品質や接合部の精度を高める手法が主

玉で、日本桧の場合は用材にあてを含むものが多い。

に宮大工という伝統的な職人の手によって培われてきた。

2-3. 設計・施工過程における宮大工の立場と役割

てきた無垢の木材は、乾燥による歪みや割れが生じやす
1)

近現代に入ると工作機械の導入や乾燥技術の発展、鉄骨

表 2 に示した。床木と校木は芯持ちの長尺材で、どち

4

4

木工事には材料と工事の高い品質が求められたため、そ

など異種構造部材との取合いの登場など、その手法は

れを請け負ったのが京都の宮大工組織 3) である。宮大

様々な環境の変化に晒されながら現在に至っている。本

工組織は元請である総合建設会社の下請けとして木工事

研究では具体的な建築事例を対象に宮大工による木工事

を請け負った ( 図 3)。基本設計の初期から木工事の計画

の過程を調査・分析 し、現代の宮大工による大断面化

に当たり、木材の調達から製作・施工までを実施した。

粧木材の品質管理技術の一端を明らかにする。

3. 木材の特性 分析をする上では対象となる材料の性質

2)

2. 対象事例の概要

が重要となる。本章では木材に関する文献調査 4) から、
建

鉄骨を主構造とした高床の校倉建築である ( 図 1)。美術

3-1. 木材の建築用化粧材料としての特性 木材の建築

2-1. 建物の概要と構成 本研究で対象とする建物は、

品の展示及び収蔵を目的として計画され、
内部環境は高

築用化粧材料として特に関係の深い性質について述べる。
用化粧材料としての特性を表 1 に示した。主に木理、

い気密性と空調設備によって厳密に管理されている。
そ

変形、耐朽性の 3 つの特性がある。変形の要因は内力

の用途から正倉院のような校倉の外観が望まれ、
鉄骨の

と外力があり、内力による変形は割れと狂いと痩せに分

躯体を覆うように、柱・梁・床・壁などに無垢の木材に

けられる。耐朽性には腐朽と虫害がある。

よる外装が施された。
この木工事では木造の場合と同様

3-2. 木材の変形に対する乾燥の影響 木材を事前に乾

の木材同士の施工だけでなく、
精度基準の異なる鉄骨に

燥させておくことは、使用後の内力による変形を抑制す

対してその木部の施工が行われた。
本研究ではこの木工

る効果がある。一方で平衡含水率は地域によって差があ

事のうち宮大工によって施工され、
大断面木材を用いた

り、同じ地域でも年間 10% 前後変化する。つまり十分

束柱、床木、校木の 3 つの部位を対象とする ( 図 2)。

な乾燥工程を経た木材だとしても、使用される環境下で

校木
展示・収蔵室

DS
床木

束柱

束石

9m

・背割りは割れに効果的だが狂いを増幅する
・木材に残留した成長応力
・収縮率差による応力の発生

・水分傾斜よる応力の発生

狂い ・曲りや捻れのことで、繊維方向の不整や

束柱

図2. 木工事の部位の名称

・樹木組織の現れ_主に成長輪、節、辺材と芯材で構成

・組織が相互に破断し、表面に現れた亀裂

割れ ・木口面、芯持材や2丁取り材も発生し易い
共通の原因

1階平面図

梁型

木理

耐朽性

図1. 建物の概要

上部床木ライン
27m

ピロティ

ピロティ

床木

校木

アテ、加工による応力変化も原因となる

乾燥により抑制の効果がある

上部屋根ライン

設計者
設計事務所

図3. 設計者・施工者の構成
表1. 木材の建築用化粧材料としての主な特性

内力による変形
木材の変形
木材の特性

2階平面図

(木工事)

契約

(各種専門工事)

校木

宮大工による木工事の範囲

展示・収蔵室

宮大工

下請

9m

床木

元請

管理

ランドスケープ

束柱

施工者
総合建設会社

施主

設備
構造
意匠

正面立面図

契約

垂木

8m

用途：美術品の展示及び収蔵
建築面積：288㎡ 床面積：243㎡
主体構造：鉄骨造
設計期間：2012年10月~2014年04月 (18.5ヶ月)
施工期間：2014年04月~2016年05月 (26.0ヶ月)

痩せ ・含水率変化による伸縮_乾燥による収縮を痩せと呼ぶ
(伸縮)・繊維方向よりも断面方向の収縮が大きい
外力による変形 ・外力によって容易に変形する(伸縮や曲げなど)
腐朽 ・高含水率状態での腐朽菌による組織の破壊
虫害 ・組織を食害する虫によって引き起こされる

木材の含水率は常に変化し、
材内には水分傾斜が生じる。

係し、用材に対する化粧面の取り方による節の出やすさ

そのため木材は常に変形を続けることになる。

や、上質な面の取付け向きが検討された。狂いは主に納

4. 木工事の計画

まりに関係し、相互に狂いを抑えるように部材同士を繋

4-1. 木材の調達について 木工事の計画は、木材の調

ぎ合わせる納まりが検討された。痩せについては、取付

達方法の検討から始められた ( 表 2)。まず木材の調達に

けた部材が痩せることを踏まえて納まりが検討され、上

かけられる期間が確認され、工期の都合で 1 シーズン

部で鉄骨に支持された開口部と接する校木については、

5)

での調達が条件とされた。その後市場の木材流通量の予

痩せの影響を各部材間に分散し、全体の高さを保つこと

想を元に、調達可能な用材に合わせて材種と材寸が変更

が検討された。割れについては、最も割れやすい木口の

された。調達開始までの計画では、木取りに関すること

2013.06 (校木) 木取り 主となる視線を考慮し下向きの面をきれいな面にする

面の品質や用材の大きさに影響する内容が検討された。

2014.03 (束柱) 木取り 芯部分を取り除き乾燥後、反り等の変形が生じた後に木取りするため、木目は合わない

大きいことが多い乾燥した長尺材も、一回り大きい断面

がら、製作の手順や部材の寸法が調整された。このよう
に製作開始時点での用材の乾燥状態は、市場での木材の

表2. 木材調達の過程

2015.01 (校木) 納まり 材の座り、予想される割れに対する端部脱落防止のため、仕口下面が背割
背割り りと干渉しない仕口に変更する
2013.07 (校木) 背割り 丸太を製材後背割りしてから乾燥させるため、背割りを部分的に無くすこ
乾燥
とはできず、
また背割りをせず乾燥するとかなりの割れが生じる

2013.06 (校木) 木取り 雨を避け見返しに白太を向ける
- (床木・校木) 木取り 6mを超える長尺材では末口に白太があっても元口では殆ど赤身になると
判断し、雨を受け易い校倉隅部と縁先に元口を向けることにした
2014.05 (束柱) 仕上げ 槍鉋の肌は少し荒く風雨に対する防汚性・耐久性の点では表面を平滑に
艶を出して仕上げる台鉋の方が良い
2014.09 (床木) 納まり 建物側面縁先での木口の仕口加工は雨に対する弱点となるため、部材側
面より金物での固定としたい

床木

校木

材種：日本桧
太さ：300角
長さ：3m,4.8m
材数：300本

調達に関係する検討内容

① 2013.04 (校木) 木取り

部材

部材

材種：日本桧
太さ：600φ
長さ：約2.30m
材数：40本
(半割80本)

木が痩せても下から見上げた時に隙が見えない向きに部材を勝たせる

プレート等でカバーをするか木
2013.07 (校木) 仕上げ 木口は何も施さないと確実に割れるため、
口塗をするかの処理が必要_伝統的には和紙を貼るか胡粉を塗る_木が呼
吸できないと木口以外が割れるため水性の塗料を選ぶ

調達にかけられる期間
2013.02 用材の調達に2シーズンかけられるか確認→1シーズンしかかけられないとの回答
部材

材種：日本桧
太さ：300×330
長さ：3m~6.9m
材数：未定

部材

部材

末口約650φ
末口約450φ
末口約450φ
変更理由
変更理由
変更理由
材数が多く、7寸角くらいであれば短期間で集
日本桧材は8寸角を超えると途端に市場に出る
当初案の材種・材寸を1シーズンで調達する
められるが、尺角は1~2年では集められない
数が少なくなるが、尺角となると更に少なくなる
のは難しく、材種をラオス桧か米ヒバにする
原木
(元口)
(元口)
材種：日本桧
材種：日本桧
材種：ラオス桧
用材
白太
太さ：270×270
太さ：187.5×180 ④
太さ：600φ(16角) ④
白太
部材
長さ：3m~7.12m
長さ：3m,4.8m
長さ：約2.3m
材数：162本
赤身
材数：480本
赤身
材数：40本
⑦
⑧
(半割80本)
原木：主に元玉
原木：主に元玉
鉄骨柱
①
太さ：尺角用材以上
太さ：7寸角用材
原木：主に元玉
貫通穴
長さ：4m~9m
長さ：4m,6m
太さ：660φ(8角)
長さ：3m
2本1組 末口：約300φ
末口720φ以上
部材

当初案
変更後
部材の材種と材寸

鉄骨柱
貫通穴

束柱

- (床木) 納まり 誤差や痩せを考慮し柱芯上(3mごと)に寸法の逃げを取る
- (床木・校木) 納まり

用材

用材

用材

木拾いと
調達結果

⑤⑥

調達
期間
用材の乾燥状態

調達時点 製作直前 施工への影響

未乾燥材の場合
未乾燥材であり痩せや変形が予測できなかったため、
また台湾での製材の精度も考慮し通常より太く片側
30mm増しで発注したが、一方で大きくし過ぎると余
計乾燥し辛くなる上に節や傷の出るリスクが高まる

乾燥した長尺材の場合
6m材でよく乾燥したものはその分変形も大きく、6m
をそのまま7寸角の断面で使えるものは少ない_今
回は7寸角用材をほぼ6寸角まで落としたため、長尺
材のよく乾燥したものがうまく利用できた

多く集まった6m材18本分を4m材を減らして用い、
継手を減らすことで見栄えや精度を向上させた

2014.01~2014.07
(詳細決定の遅れで開始が遅れ、検品の増加で期間延長)

2013.10~2014.03
(図面決定後すぐに開始、シーズン末3月いっぱいまで)

2013.10~2014.03
(図面決定後すぐに開始、シーズン末3月いっぱいまで)

調達時点で伐採から2~3年だが、全く乾いていない
状態で、大きく挽いてあるため余計乾き難い

7~8割が調達時点で前年以前に伐採された乾燥し
た木材_残り2~3割はその年の10~12月に伐採され
た新しい木材_新材は人工乾燥にかけてあるが、そ
れでも後に狂いが発生する

6m以上の材は使用頻度が低いため製材後長く保管
されていた乾燥した木材が多い_4m材は数本その年
に伐採された新しい材_新材は確実に人工乾燥にか
けてあるが、それでも後に狂いが発生する

購入後さらに加工開始まで1年程度天然乾燥した

購入後さらに加工開始まで1年程度天然乾燥した

調達開始の遅れと調達期間の延長で製作始めまで
にほとんど乾燥の期間がなかった(3ヶ月程度)
乾燥不十分な木材の芯を取ると普通以上に木が変形
し、更に木によって変形量が違うため、作業はし辛くな
るが鉄骨柱が通る芯部分を先行して加工した_嵌合せ
前の仕口を通常より大きく断面を残して加工した

古い材でも多少縮むが、特に新材は加工すると断面
方向に大きく縮むためそれを見積るのが難しい_今回
は床木1組(2本)につき1mm程度幅を大きく加工した

③

②

雨水に対する工夫

に関する検討がみられた ( 表 3)。木理は主に木取りに関

耐朽性（腐朽）

うち、木理、変形 ( 狂い・痩せ・割れ )、耐朽性 ( 腐朽 )

2013.11 (校木) 納まり 校木を水平に継いでいくため間柱の蟻に逃げを取る_その代わりその蟻では荷重
を受けられないため校木が痩せても全体が下がらないようにｺｰﾁﾎﾞﾙﾄで固定する

2013.07 (校木) 木取り 芯持材は背割りをしても表面が割れる可能性がある
背割り

乾燥状態と調達後の乾燥期間によって決まる。
4-2. 木材の特性に関する検討について 木材の特性の

2015.01 (校木) 納まり 隅の仕口に目違いを入れ、後に痩せや狂いで隙間ができた時に風雨の侵入を防ぐ

背割りと関係

られ、製作開始に当たっては用材の乾燥状態を考慮しな

変形（割れ）

調達後は製作開始までにできる限りの乾燥期間が設け

2014.05 (束柱) 納まり 梁型は束柱に飲み込ませ、束柱は床木に飲み込ませ暴れ防止とする

木口の保護

燥材は余計に乾燥しづらくなる。

2014.03 (床木) 納まり 接合部の施工や変形の防止を考えて、床木同士の接続に雇実を用いる

痩せること前提

と、加工後に節などが出るリスクが高まり、しかも未乾

2013.11 (床木) 納まり 校木土台で床木暴れ防止を兼ねる

- (床木) 納まり 縁先が各々独立していると必ず狂うため横木を入れたい

変形（痩せ）

を選ぶことで有効利用された。一方で用材が大き過ぎる

変形（狂い）

の変形を予想して大きめの断面で調達されたが、狂いが

2013.06 (校木) 納まり 矧手は本実より雇実の方が精度が高まる_部材には狂いが生じるため、本
実だと何度も作り直すことになる_ダボも同様で伝統建築の多くは作り出し
ではなく両側から縁を切ったダボである

部材を繋ぎ合わせる

用材を算出する木拾いの際は、用材の乾燥状態と変形
の程度、化粧面の品質が留意された。未乾燥材は調達後

検討内容

2013.04 (校木) 木取り 形状変更により節が出易い木取りとなるが良いか

木取りと関係

木理

や背割りの有無、部材寸法に関係する納まりなど、化粧

表3. 木材の特性に関する検討内容

末口約450φ

形状変更により節が出易い木取りとなるが良いか

② 2013.06 (校木) 木取り

主となる視線を考慮し下向きの面をきれいな面にする

③ 2013.06 (校木) 木取り

雨を避け見返しに白太を向ける

④ - (床木・校木) 木取り

6mを超える長尺材では末口に白太があっても元口で
は殆ど赤身になると判断し、雨を受け易い校倉隅部と
縁先に元口を向けることにした

⑤ 2013.07 (校木) 木取り・背割り

芯持ち材は背割りをしても表面が割れる可能性がある

⑥ 2013.07 (校木) 背割り

丸太を製材後背割りしてから乾燥させるため、背割り
を隅だけ無くすことはできず、また背割りをせず乾燥
するとかなりの割れが生じる

⑦ 2013.06 (校木) 納まり

本実矧ぎにすると一回り大きな用材が必要となるため
雇実矧ぎにする

⑧ 2013.06 (校木) 納まり

矧手は本実より雇実の方が精度が高まる_部材には狂
いが生じるため、本実だと何度も作り直すことになる_
ダボも同様で伝統建築の多くは作り出しではなく両側
から縁を切ったダボである

[凡例]
整理番号 時期 (部位) 題目
検討内容------------------------------------------------------※特記なき数値の単位は(mm)とする

処理が検討され、校木では割れが生じた場合を想定して

特に校木では仕口が連続する隅の部材を全て積み上げる

隅の仕口が検討された。腐朽に関しては、雨に晒されや

大規模な仮組みが行われた。建方に入り狂いがみられた

すい縁先やそれに近い部分には、木取りの工夫で芯材を

場合は、仮置きの後に取付け済みの相手部材に実際に当

用い、仕口を可能な限り避けることが検討された。

てがいながら調整が行われた。このように仕口と木口の

5. 木工事の実施 製作・施工の主な工程は、工場にて用

継手は、狂いが生じることを踏まえてまず断面を残して

材各々の使用位置を決定し部材に加工する木造りと、現

加工された。その後建方直前に部材を合わせながら接合

場にて追加の加工を施し所定の位置に取付ける建方であ

部を正確に加工し、仮留め直前まで取合いの確認と調整

る ( 表 4, 表 5)。木造りには 2 度の墨付けがあり、
2 度目

を行うことで、1 つ 1 つ微妙に形が異なる部材同士の接

の墨付けまでは加工と並行して木取りが行われた。特に

合部が完全に密着した、光付け 8) た状態とされた。

用材の断面を大きく落とす校木では、少しずつ加工しな

5-3. 接合部の取付けについて 部材の仮置き後、束柱は

がら高品質な化粧面が得られるよう慎重に木取りが行わ

下部鉄骨 PL との間に楔を打つことで上端と梁型下端の

れた。建方では部材を取付けるに当たり、鉄骨や束石の

胴付きを締付けた状態で仮留めされ、床木は楔とボルト

ような他種部材との取合いがある場合、対象物を実測し

で締付け済みの 2 部材が、水平方向のジャッキで隣接部

つつ木部材の接合部がそれに合わせて現場加工された。

材に押付けられ、その状態のまま上端にもジャッキを立

5-1. 断面形状と傍の継手の加工 部材の断面形状は主

て掛矢で強く叩きながら締付けて仮留めされた。また鉄

に 1 度目の墨付けを元に正確な面の角度と寸法に加工

骨梁と面する部材には、その間に楔が打たれた。校木も

され、束柱のように面の多い部材は 2 度目の墨付け後

床木と同様に鉛直方向に締付けて仮留めされた。こうし

に断面形状が完成された。その後は接合部の刻みなどの
作業を経た後、化粧面の仕上げが行われた。傍の継手

て接合部の胴付きを締付けて仮留めされた部材が、その

6)

状態のまま固定された。同時に束柱と下部鉄骨 PL との

は長い面で部材同士が接するため、部材のあらゆる狂い

間には隙間無く飼木が入れられ、上端では梁型と鉄骨梁

の影響を受けやすい。特にその継目のある化粧面を面一

との間に楔が打たれた。
このように接合部の取付けは、
部

で納める束柱と床木は、継手の刻みの後、木造り中と建

材同士を密着させ、更には取付け後の狂いを抑え、痩せ

方中に計 2 回の擦合せが行われた。その多くでは台鉋

による隙間を防ぐために、その胴付きが圧縮固定された。

を用いて歪んだ胴付きを平滑にする方法が取られたが、

木造建築の場合は木材に建物荷重がかかり、建物全体

床木の 2 回目の擦合せでは胴付きの見隠れに楔を打ち

が圧縮されることで鉛直方向の隙間は抑制されるが、木

ボルトを締付けることで、化粧面の水平と継目の取合い

材に建物荷重がかからない鉄骨造である本工事では、水

が調整された。束柱では継目に目違い払いが施され、仕

平方向だけでなく鉛直方向にも圧縮固定が行われ、鉄骨

上げ時にはそれらの加工で歪んだ部材の断面比率の調整

との取合いには楔を打つなどの対策が取られた。

も行われた。校木の見隠れでは背割りの埋木がその両面

6. 結 本研究では木材の性質に着目しながら宮大工に

に固定され、仕口の補強と合わせて背割りが原因で生じ

よる木工事の計画と実施の分析を行った。

る狂いの抑制が行われた。また木口の継手の枘穴には仮

木材の特性に対する特筆すべき管理技術は、主に狂い

に飼木を挟み、傍の継手の胴付きの水平を保つ工夫がな

と痩せに対してみられた。乾燥状態はその程度には影響

された。仕口合せ 時には、約 29m ある長大な傍の継

するものの、木材には常に狂いや痩せが生じることを踏

手が水平になるように、傍と木口両方の継手が調整され

まえ、取付けまでの狂いに対しては接合部を建方直前に

た。
このように傍の継手は部材の断面形状と深く関係し、

はめ合わせて正確に加工し、取付け直前まで調整を行う

可能な限り部材の狂いを抑制した上で、傍の継手の取合

ことで取合いが光付けられた。痩せに対しては納まりや

いと仕上げ面の断面比率が調整された。

部材寸法に逃げが設けられた。取付け後は納まりによっ

5-2. 仕口と木口の継手の加工 束柱と校木の仕口と木口

て部材相互に狂いを抑え、接合部の圧縮固定によって狂

の継手は、2 度目の墨付けを元に墨から 2 分程度断面を

いと痩せが予防された。これは加工性が良く外力に対し

残して加工された。その後現場の進捗に合わせて保管期

て容易に馴染む木材の特性を利用したものといえる。

7)

間を設け、できるだけ建方直前に、部材同士を合わせな

大断面木材の流通量は少なく、乾燥状態は市場に大き

がら接合部が正確にはまるように加工された ( 仕口合せ )。

く左右された。限られた期間で調達可能な木材を見定め、

その乾燥状態を踏まえて製作の手順や寸法が決定された。

＊ "Miyadaiku " means carpenter specializing in shrine and temple
[注]
1）日本農林規格(JAS)において、
素材(丸太)の大きさは大中小の3つに分けられ、
「大の素材」
は末口径が 30cm 以上とされている。本研究では末口径がおおよそ 30cm 以上必要とな
る木材 ( 正角材であれば 7 寸角材以上 ) を大断面木材と呼ぶ。
2）工事の過程に立会い作業を記録し、
打合せ資料や宮大工への聞取調査を元に内容を補完した。
3）複数人で役割を分担し、総体として宮大工の職能を担う集団を指す。
4）主な参考文献を以下に列挙する。
・齋藤周逸 , 信田聡 : 日本の気候値平衡含水率 , 木材学会誌 ,Vol.62, No.5, pp.182-189, 2016
・寺澤眞 : 木材乾燥のすべて [ 改訂増補版 ], 海青社 , pp292-295, pp363-377, pp566-599,
pp649-662, 2004.03
・河崎弥生 : 人工乾燥による針葉樹構造用製材の品質制御に関する研究 , 第 4 章 人工乾
燥材の使用時における寸法変動 pp101-192, 博士論文 , 鳥取大学 , 2000.03
・鷲見博史 : 建築用木材の乾燥 , 建築雑誌 , Vol.103, No.1275, 1988.08
・寺沢真 , 鷲見博史 : わが国における木材の平衡含水率に関する研究 , 林業試験場研究報告
(227), 1-81, 森林総合研究所 , 1970.03
5）日本桧の市場の盛期である 10 〜 03 月を指す。
6）木材同士の接合部は主に「仕口」や「継手」と呼ばれるが、本研究では 1 部位に複数あ
る接合部を正確に区別するために、接合される部材同士が直角またはある角度をなす接
合部を「仕口」
、部材の木口面で材軸方向に長さを継ぐ接合部を「木口の継手」
、部材の
傍面で断面方向に幅を継ぐ接合部を「傍の継手」と呼ぶ。
7）ここでの「仕口」は接合部の加工面のことを指し、
「仕口合せ」は番付通りに部材同士
の接合部を互いにはめ合わせながら、正確にはまる状態に加工する作業名を意味する。
8）
「光る ( ひかる )」
とは接合部において接合の相手材の形状を正確に写し取ることを指し、
「光付ける ( ひかりつける )」とはそれを元に接合部を正確に加工することを指す。

化粧の木部材には建物荷重がかからないため、鉛直方向
にも圧縮固定が行われた。一方で部分的に木部材を組み上
げた部位では、鉄骨で支持された部位との間に集中した隙
間が生じないよう、部材各々の高さを金物などで固定し、
痩せと圧縮による部位全体の高さの低下が予防された。
以上のように、鉄骨を主構造とした校倉建築の事例で
用いられた、①光付けと圧縮固定による狂いと痩せの
管理 ②木材市場の見定めと乾燥状態の管理 ③部材の
高さ保持と圧縮固定による鉄骨造への適応といった、
現代の宮大工の有する品質管理技術を明らかにした。
表4. 設計・施工工程と宮大工による木工事工程
2012

基本構想

基本設計

2013

2014

実施設計

2015

2016

着工

着手

本体工事

竣工

設計・施工工程

年

現場木工事期間

計画

木工事の計画
調達開始までの計画

乾燥

校木
床木
束柱
宮大工による木工事工程

調達
前年以前に伐採された木材の乾燥期間

木取り

新材の乾燥期間(途中に人工乾燥を含む)

調達
前年以前に伐採された木材の乾燥期間

嵌合せ

乾燥

調達

建方

木造り
木取り 外部製作

新材の乾燥期間(途中に人工乾燥を含む)

調達開始の遅れ

建方

木造り

乾燥

木造り

先行して芯去り

建方

木取り

嵌合せ

束柱取付 束石取付

梁型

木造り
日本桧の調達シーズン

表5. 製作・施工の作業内容
作業名

作業内容

梁型との仕口をはめ合わせながら加工する

束柱

・墨付け (1)
・製材
・番付
・成形
・墨付け (2)

作業内容

部材断面形状の墨を付ける
製材機などで部材断面形状を荒取りする
部材の使用位置を決定して記す
工作機械を用いて墨通りに成形する
接合部などの墨を付ける
梁型との仕口を加工する
・刻み
傍の継手を加工する
・組立て
2 部材を 1 組に組立てる
化粧面をサンダーで仕上げす
・仕上げ
塗料を塗布する
・埋木
木口の背割部に化粧埋木を施す
傍の継手の取合いを調整する
・摺合せ
・仕口調整 梁型との仕口の取合いを調整する
布海苔とハトロン紙で化粧面を養生する
・養生
( 運搬 )
傍の継手の取合いを調整する
・摺合せ
見掛りのボルト穴に化粧埋木を施す
・埋木
部材を取付け位置に移動する
・仮置き
・仕口調整 梁型との仕口の取合いを調整する
・雇取付け 雇を取付ける
束柱を押し開く ( 束柱間の部材の場合のみ )
※
・仮留め
隣接部材に押付ける ( 柱周りは楔で押付ける )
掛矢で強く叩きつけて締付ける ( 鳴らし )
天端から梁型にボルトを打つ
・固定
縁先に SUS FB を通す ( 縁先のみ )
(※作業手順繰り返し )

床木

床木との仕口 ボルト
梁型との仕口

作業名

工程

・墨付け (1)
・製材
・成形
・番付
・墨付け (2)
・刻み
・埋木
・仕上げ
・養生
( 保管 )
・仕口合せ
( 運搬 )
・雇取付け
・仮置き

建方

建方

現場加工

建方（束柱の取付け）

現場加工

（束石の取付け）

傍の継手の取合いを調整する
鉄骨の芯や PL の位置などを計測する
鉄骨との接合部の墨を付ける
鉄骨との接合部を加工する
鉄骨柱との間に飼木を取付ける
梁型との仕口の取合いを調整する
ボルト穴の水出し
部材を取付け位置に移動する
梁型との仕口の取合いを調整する
下部鉄骨 PL との間に楔を打って仮留めする
下部ボルトを打つ
中～上部 PL にボルトを打つ (1 部材目のみ )
・固定
鉄骨梁と梁型上下間に楔を打つ
・雇取付け
雇を取付ける
(※相手部材について作業手順繰り返し )
・固定
下部鉄骨 PL との間に飼木を挟む
・目違い払い 傍の継手の目違いを落とし仕上げる
・実測
束石の形状を実測する
・刻み
実測した形状を移し加工する
束石をジャッキアップする
・仮置き
束石との接合部の取合いを調整する
・仕口調整
・仮留め
束石の位置を調整し仮留めする
下部にコンクリートを打設し束石を固定する
・固定

床木

木造り

木造り

木造り

部材断面形状の墨を付ける
製材機などで部材断面形状を荒取りする
工作機械を用いて墨通りに成形する
部材の使用位置を決定して記す
傍の継手を加工する
鉄骨柱貫通部分を成形する
接合部などの墨を付ける
梁型との仕口を墨を残して加工する
断面形状を 8 角から 16 角に成形する
床木との仕口に鋸目を入れる ( 首切り )
傍の継手の取合いを調整する
傍の継手の目違いを落とす
断面形状を調整し化粧面を台鉋で仕上げる
布海苔とハトロン紙で化粧面を養生する

作業名

木取り

木取り

用材の樹芯部分を切り欠く

工程

外部木工所製作

木取り

・芯去り
( 乾燥 )
・墨付け (1)
・製材
・成形
・番付
・刻み
・成形
・墨付け (2)
・刻み
・成形
・刻み
・摺合せ
・目違い払い
・仕上げ
・養生
( 保管 )
・仕口合せ
( 運搬 )
・摺合せ
・実測
・墨付け
・刻み
・飼木取付け
・仕口調整
・取付け準備
・仮置き
・仕口調整
※ ・仮留め

束柱

木取り

工程

建方

校木

作業内容

部材断面形状の墨を付ける
製材機などで部材断面形状を荒取りする
工作機械を用いて墨通りに成形する
部材の使用位置を決定して記す
接合部などの墨を付ける
仕口と木口の継手を墨を残して加工する
傍の継手を加工する
見隠れの背割りに補強埋木を施す
見掛りの背割りに化粧埋木を施す
見掛りの節に化粧埋木を施す
化粧面を台鉋で仕上げる
仕口・継手の胴付きを板で養生する
布海苔とハトロン紙で化粧面を養生する
仕口と継手をはめ合わせながら加工する
隅の仕口を一体に仮組みする

雇を取付ける
部材を取付け位置に移動する
木口の継手をはめ込む
・仮留め
掛矢で強く叩きつけて締付ける ( 鳴らし )
※
木口の継手に車知栓を打つ
間柱との仕口 ( 蟻桟 ) に込栓を打つ
・固定
間柱から部材へボルトを打つ
・目違い払い 木口の継手の目違いを落とし仕上げる
(※作業手順繰り返し )
雇

傍の継手

校木

車知栓

栓

とっこ

雇
間柱との仕口

鉄骨梁
梁型
鉄骨柱

鉄骨との接合

ボルト

傍の継手
雇

下部鉄骨 PL
束石

木口の継手
傍の継手

束石との接合 梁型との仕口

SUS FB

傍の継手
隅の仕口

