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〜⽇本初、CLT を床材として利⽤した⾼層建築物〜

「PARK WOOD ⾼森」竣⼯
⼯期短縮・国内の森林資源循環への貢献を⽬指す

三菱地所株式会社は、仙台市泉区「泉パークタウン」内で進めていた賃貸マンション「PARK WOOD 高森」が
2019 年 2 月 22 日に竣工し、本日 3 月 13 日に竣工式を執り行いました。
本プロジェクトは、CLT※1 を床材として使用した日本初の高層（10 階建て）建築物です。設計・施工段階から
防耐火技術・構造技術および施工方法の検証を行うことで、CLT 工事の合理化手法の確立を目指しました。なお、
竣工後は木材特有の乾燥収縮やクリープによる変形量をモニタリング予定です。
【CLT 利用の特徴】
・工場生産された CLT と鉄骨を組み合わせる乾式工法により鉄筋コンクリ
ート造と比較して 3 ヵ月程度の工期短縮を実現
・鉄筋コンクリート造と比較して建物の軽量化が図れ、構造躯体(基礎・杭・
建物躯体等)工事の負荷が軽減
・CLT をせっこう系 SL 材で被覆することで、高層化に必要な 2 時間耐火性
能と被覆工事の省力化を実現

【CLT 床材】4 階～10 階部分に採用
・耐火被覆に加えトップコンクリートで床材
を覆うことで CLT 床でも遮音性能を実現。

【CLT 耐震壁】1 階～5 階部分に採用
・耐震壁として十分な剛性と耐力を持ちなが
ら、建物の軽量化に貢献

▲建物内木構造イメ―ジ

▲竣工写真

三菱地所は、専門部署「CLT ユニット」を中心として、CLT の事業化に向けた研究開発に取り組んでいます。
CLT の利用を通じて、当社ならではのビジネスモデルを構築し、工事費の低減や工期短縮、将来の事業機会創出
へとつなげていくとともに、プロジェクトから得る設計および施工時の実証結果、竣工後の各種計測結果等の情
報を広く公開していくことで、CLT を利用した建築物の普及を促進していく先導的な役割を果たしていきます。
また、本計画を含め、当社グループの不動産開発・運営に関するノウハウ・総合力・実績を活かし、更なる発展
が期待される仙台市中心部における街づくりに今後も積極的に取り組んでいきます。
※1）CLT…Cross Laminated Timber の略。1995 年頃からオーストリアを中心として発展してきた新しい
構造材で、板の層を各層で互いに直交するように積層接着した大判パネルのこと。

▲CLT イメージ（日本 CLT 協会 HP より）

1．
「PARK WOOD 高森」について －構造・技術・施工に関するポイント―
■日本初、CLT を床材として利用した高層建築物
・床と壁の約 220m3 に CLT を構造材として使用し、日本で初めて CLT を床材として利用した高層建築物。
・木造と鉄骨造のハイブリッド構造となる 10 階建、総戸数 39 戸の賃貸マンション。

燃エンウッド柱（2～10 階）
CLT 耐震壁(1～5 階）
CLT スラブ(4～10 階）

▲木構造対象部分（床伏図）

CLT 耐震壁(1～5 階）

▲木構造対象部分（軸組図）

■実建物での採用が日本初となる、2 時間耐火構造部材の施工実証
・国土交通大臣認定を新たに取得した CLT 耐火床システム（2 時間耐火仕様）を 4～10 階の床に採用。
本プロジェクトが国内初の適用となる。
・軽量気泡コンクリートパネル＋強化せっこうボード使用時に比べ、床上被覆材にせっこう系 SL 材を利用するこ
とで、工事の省力及び工期の短縮が可能。
・2 時間耐火仕様の「燃エンウッド®」技術は、木材による「荷重支持部」
、せっこう系 SL 材と木（集成材）で構
成された「燃え止り層」
、木材の「燃え代層」の 3 層で構成。耐火構造の木造部材（集成材）として柱や梁とい
った構造部材に用いられる。

▲CLT 床 2 時間耐火断面図

▲2 時間耐火「燃エンウッド®」断面図

■CLT 使用による乾式工事範囲の拡大、工期短縮を実現
・本プロジェクトの場合、工場生産された CLT を利用することで、通常の鉄筋コンクリート造に比べ乾式工事※
2 の範囲を拡大することが可能となり、鉄筋コンクリート造に比べて 3 ヶ月※3 程度の工期短縮を実現。
※2） 工程に水を要するコンクリートや漆喰などを使用しない工法。湿式と比較して天候が工事に与える影響が少なく、養生期間が短縮される。
※3） 本プロジェクトを鉄筋コンクリート造で施工した場合の想定工期は 14 か月。

■CLT 床の遮音性能を確認
・CLT 床についてはトップコンクリートを流し込み 2 時間耐火仕様の被覆材を施工することで遮音性能を確
保。本物件の 1 階から 3 階は S 造の RC 床、4 階から 10 階は CLT 床を採用しているが、竣工後に実施した本
物件の重量床衝撃音レベル※4 検証において両タイプで同等の結果を確認。
※4）JIS A 1418-2 「建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法－第 2 部 標準重量衝撃源による方法」に準拠。音源室内にて標準重量衝撃減（タイヤ
およびゴムボール）を用いて衝撃音を発生させ、受音室で 1/1 オクターブ 63Hz～500Hz の床衝撃音レベルを測定。

2．
「PARK WOOD 高森」について －住戸としての商品企画に関するポイント―
・総戸数 39 戸 5 種類のプランを用意。全戸のうち 7 戸は木造柱のほかリビング・洋室の天井や壁など内装を木質
化し、木を見て感じられるプレミアム住戸に。
・エントランスの壁面も木質化し、
「PARK WOOD」の名にふさわしい木のぬくもりあふれるデザイン。

▲リビング壁面を木質化した住戸（プレレミアム住戸）

▲Type A（2LDK・51.74 ㎡）

▲建物エントランス

▲Type B（3LDK・89.46 ㎡）

3．
「PARK WOOD 高森」建物概要
所
在
地：宮城県仙台市泉区高森 2 丁目 1-11
交
通：宮城交通 宮城大学線「寺岡六丁目・泉アウトレット」バス停徒歩 3 分、
宮城交通 泉パークタウン線・将監ニュータウン線「泉パークタウンスポーツガーデン前」
バス停徒歩 7 分
敷 地 面 積：3,550.15 ㎡（1,073.92 坪）
延 床 面 積：3,605.11 ㎡（1,090.54 坪）
建 物 用 途：賃貸住宅
構 造 ・ 規 模：木造（CLT 床・耐震壁、燃エンウッド）＋鉄骨造・地上 10 階建
総
戸
数：39 戸
専 有 面 積：51.74 ㎡～89.46 ㎡
間
取
り：2LDK・3LDK
賃
料：93,000 円～141,000 円
建
築
主：三菱地所株式会社
設 計 ・ 監 理：株式会社竹中工務店
施
工：株式会社竹中工務店
C L T 利 用 箇 所：床の一部（約 1,000 ㎡／床全体の約 30％）
、壁の一部（約 110 ㎡）※ 材積約 220m3
＜計画スケジュール＞
2017 年 1 月 03 日 基本設計開始
2018 年 3 月 26 日 着工
竣工
2019 年 2 月 22 日
2019 年 3 月 23 日 入居開始（予定）

「PARK WOOD 高森」物件所在地

「PARK WOOD 高森」物件所在地

▲狭域図

▲広域図
©OpenStreetMap contributors

※林野庁・国交省補助事業採択の先導的プロジェクト
・CLT の利用にあたり、設計及び設計に係る実証において林野庁の平成 28 年度「CLT 建築物等普及促進事業の
うち協議会が取り組む実証的建築支援事業」
、施工において国交省の平成 29 年度「サステナブル建築物等先導
事業（木造先導型）※」補助金制度を活用。
※国土交通省が、先導的な設計・施工技術によって住宅・建築物を木造・木質化するリーディングプロジェクトに対して、整備費を補助するもの。
2017 年度は木造先導型として 9 件採択。

・建物の木造化への取り組みを通じて、工事費の低減や工期短縮、国内の森林資源の循環への貢献に寄与するこ
とを目指す。
・本プロジェクトは、国連サミットで 2015 年に採択された 2030 年までの国際開発目標「持続可能な開発のた
めの 2030 アジェンダ（SDGs）※」に寄与するものであり、国内実施及び国際協力の両面において意義のある
取り組み。
※2001 年に策定された「ミレニアム開発目標（MDGs）
」の後継として、2016 年から 2030 年までの国際社会共通の 17 の目標。日本においては、
再構成した 8 つの優先分野のもとで、140 の国内及び国外の具体的な施策を指標とともに掲げ、取り組みを推進している。

4．三菱地所における CLT 事業について
・2016 年度の社内新事業提案制度適用に基づき、2017 年度より住宅業務企画部内に専門部署「CLT ユニット」
を組成し、事業化に向けた研究開発に取り組んでいます。
・今後は、当社が取り組むアセット開発事業において、CLT の利用を通じて当社ならではのビジネスモデルを
構築し、工事費の低減や工期短縮、将来の事業機会創出へとつなげていきます。
＜下地島空港の旅客ターミナル施設への活用事例＞
・沖縄県・下地島空港の旅客ターミナル施設において、空港ターミナルとして全国で初めて、屋根の構造材に
CLT を採用。本施設は、1 棟あたりの CLT 使用量で日本一の施設となる予定です（2017 年 10 月 11 日現
在、日本 CLT 協会調べ）
。

▲外観完成予想 CG

▲内観完成予想 CG

＜CLT 晴海プロジェクト＞
・三菱地所が事業主となり、東京都中央区晴海の土地に、隈研吾建築都市設計事務所によるデザイン監修のもと
岡山県真庭市産の CLT 材を使用した施設を建築。晴海で 2020 年秋まで運用された後は、部材をリユースし、
岡山県真庭市の国立公園蒜山(ひるぜん)に移築、観光及び芸術・文化発信拠点として利用される予定。

▲晴海でのイメージパース

▲岡山県真庭市へ移築後のイメージパース

●ご参考：CLT について
CLT は Cross Laminated Timber の略で、板の層を各層で互いに直交するように積層接着した大判パネルの
ことです。1995 年頃からオーストリアを中心として発展してきた新しい構造材で、日本での取り組みは 2010
年ごろから本格的にスタートしました。CLT の強度性能などに関する各種実験は、国立研究開発法人 森林総合
研究所や国立研究開発法人 建築研究所などの機関において取り組まれています。
構造用の建築材料として利用するためには、基本的には JIS（日本工業規格）または JAS（日本農林規格）
で認められた材料でなければなりませんが、CLT は 2013 年 12 月に JAS 制定されました。
これまでは CLT を構造材として用いるためには、建築物ごとに精緻な構造計算を行い、国土交通大臣の認定
※を受けることが必要でしたが、CLT を利用するための一連の建築基準法関連告示の施行により、許容応力度計
算などの通常の計算で設計できるようになりました。
※建築基準法第 20 条第 1 項第一号に基づく大臣認定。
構造設計手法に関する検討も進められています。例えば、2015 年度から 2016 年度にかけて防災科学技術研
究所兵庫耐震工学研究センター（E-ディフェンス）において、各種の実大震動台実験が行われました。これらに
より CLT の材料の強度や CLT を用いた建築物の地震時の挙動、CLT パネル工法の設計手法の検証が行われま
した。また、強度や設計法に関する実験に加えて、3 階建て以下の準耐火構造ならば CLT を防火被覆なしの
「現し」で利用できるようにするための防耐火関連の実験や検討も進められました。

