
講習会「伝統的木造建築物構造設計指針」 
 

主催 

日本建築学会 構造委員会 木質構造運営委員会 
 

後援（予定） 

日本建築家協会、日本建築士会連合会、日本建築士事務所協会連合会、日本木材学会、日本木造住宅産業協会 
 
主旨 

我が国では古来より住宅のみならず、五重塔などを含む社寺建築などの大規模建築物も木造で建てられてきました。昭和25年の建築基準法

制定後も今日に至るまで、伝統構法を用いて住宅等の木造建築物を建てる動きは着実に続いており、社寺建築をほぼ純粋な伝統構法で建てる

事例も少なくありません。近年、特に地球環境問題への配慮、伝統技術の継承の必要性、あるいは手仕事の持つ人間味への共感などから、伝

統構法の再評価がなされています。純粋な伝統構法ではなく、工学的判断から、あるいは現行基準に適合させるため、新しい技術を盛り込ん

だ「伝統的」構法によって建てられる事例も多く存在します。しかし、このような建築物全体の設計法については、現状では個々の設計者の

判断に任されている部分が多いことから、構造設計の考え方を整理し、正しい構造設計のための資料をとりまとめる必要性がありました。 
一方、伝統的木造建築物の構造に関しては、近年多くの研究が進められており、本学会においても、木質構造運営委員会では、2003年の日

本建築学会大会においてパネルディスカッションを開催し、「伝統的構法を用いた木質構造設計資料」をまとめています。また、2008年から

木質構造運営委員会の下に伝統的木造建築物構造設計法小委員会を設置し、設計法をとりまとめて出版する計画で検討を進めて来ました。本

設計指針は、限界耐力計算を念頭に置きながら、伝統的木造建築物の構造設計について本来あるべき筋道を示す、という点に主眼を置いて執

筆が進められました。内容は適用範囲、荷重、材料・接合部・部材等の特性値、鉛直荷重に対する設計、水平荷重に対する設計、基礎の設計

から成っています。また、付録として簡易設計法（案）、建物を基礎に緊結しない場合の検討（案）なども示しています。 
本講習会では、木質構造の設計に携わる技術者、研究者、学生等を対象として、伝統的木造建築物の構造設計についての基本的な考え方を

出版書籍に沿って解説する予定です。会員ならびに関係各位におかれましては、奮ってご参加いただけますようご案内申し上げます。 
 
参加費（テキスト代含む） 

1―日本建築学会会員  8,000 円  2―後援団体会員 10,000 円  3―会員外（1、2 以外） 13,000 円 
 
テキスト 

『伝統的木造建築物構造設計指針・同解説』B5 判、140 頁 
 
申込み方法（参加申込書の注意事項も併せてご一読ください） 

下記いずれかの方法でお申し込み下さい。 

1―WEB 申込み（東京会場のみ） 

・日本建築学会ホームページ（http://www.aij.or.jp/）の「催し物・公募一覧」からお申し込みください。 

・WEB 申し込みの場合は参加申込書および返信用封筒の郵送は不要です。 

2―参加申込書による申込み 

・参加費をお支払いのうえ、必要事項を明記した参加申込書と参加券送付用封筒（80 円切手貼付、宛名記入）を同封し、お申し込みください。

なお、お電話での申込みは受け付けておりません。 

 
開催地・期日・会場および申込方法 

開催地 開催日 定員 会場 申込先 参加費支払い方法 

東 京 2013 年 
2 月 28 日（木） 

220名 建築会館ホール 

（東京都港区芝

5-26-20） 

1―WEB 申込み 

日本建築学会ホームページ

（http://www.aij.or.jp/）の「催し

物・公募一覧」からお申し込み下さ

い。 

・クレジットカード決済 
※領収証は発行しません。カード会社発行の

「利用明細書」を領収書に代えさせていただ

きます。 

2―参加申込書による申込み 

日本建築学会事務局「伝統的木造建

築物構造設計指針」講習会係 

〒108-8414 東京都港区芝 5-26-20 

TEL 03-3456-2057 

・銀行振り込み 

三菱東京 UFJ 銀行京橋支店 

  普通預金口座 2318455 

  一般社団法人 日本建築学会 

・現金書留 

大 阪   3 月 1 日（金） 140名 大阪科学技術セ

ンター4階 401号

室（大阪市西区靱

本町 1-8-4） 

2―参加申込書による申込み 

日本建築学会 近畿支部 

「伝統的木造建築物構造設計指針」

講習会係 

〒550-0004 大阪市西区靱本町 1-8-4

大阪科学技術センター内 

TEL 06-6443-0538 

銀行振込のみ 

・三井住友銀行大阪本店営業部 

  普通預金口座 4481226 

・ゆうちょ銀行 418 店 

 同行からの振込 14100-90203811 

  他行からの振込（普）418-9020381 

  一般社団法人 日本建築学会近畿支部

名古屋   3 月 6 日（水） 40 名 昭和ビル 5Ｆ東

海支部会議室 

（愛知県名古屋

市 中 区 栄

4-3-26） 

2―参加申込書による申込み 

日本建築学会 東海支部 

「伝統的木造建築物構造設計指針」

講習会係 

〒460-0008 名古屋市中区栄 4-3-26 

TEL 052-243-6244 

＊銀行振込のみ 

・三菱東京 UFJ 銀行 栄町支店 

 普通預金口座 0301491 

 シヤ）ニホンケンチクガツカイトウカ

イシブ 

 
 
 



プログラム 

時 間 13:00～13:30 13:30～14:20 14:30～15:00 15:00～15:40 15:40～16:40 

内 容 1 章「適用範囲」 
2 章「荷重」 

3 章「材料・接合部・部

材の特性値」 
4 章「鉛直荷重に対する

設計」 
5 章「水平荷重に対する

設計」 
6 章「基礎の設計」 

付録 開催地 

東 京 花里利一 
（三重大学） 

河合直人 
（工学院大学） 

河合直人 
（前掲） 

松野浩一 
（東洋大学） 

腰原幹雄 
（東京大学生産技術研究

所） 

大 阪 花里利一 
（前掲） 

河合直人 
（前掲） 

河合直人 
（前掲） 

松野浩一 
（前掲） 

腰原幹雄 
（前掲） 

名古屋 河合直人 
（前掲） 

河合直人 
（前掲） 

田中裕樹 
（鹿島建設） 

田中裕樹 
（前掲） 

腰原幹雄 
（前掲） 

※講師は都合により変更となる場合がございます。 
 

 

講習会参加申込書 

講習会名・会場 講習会「伝統的木造建築物構造設計指針」 

参加者＊1 
フリガナ  

会員番号  
氏名  

会員区分＊3 

□ 日本建築学会会員（個人会員／法人会員・賛助会員＊2
） 

□ 後援団体会員（団体名・No.等                         ） 
□ 上記以外 

勤務先名  所属部署  

所在地 〒 

電話  FAX  

E-mail  

参加費  円 （支払方法は、会場によって異なりますのでご注意ください） 

支払方法・ 

申込方法＊3＊4 

□ 銀行振込： 指定口座に入金のうえ、申込書（振込銀行欄記入または振込明細書コピー貼付）と参加券送付用封筒（80円切手

貼付、宛名記入）を同封し、お申し込みください。折り返し、参加券と領収書をお送りします。 

□ 現金書留： 本申込書と参加券送付用封筒（80円切手貼付、宛名記入）を同封し、参加費を添えてお申し込みください。

折り返し、参加券と領収書をお送りします。 

振込元銀行 
（右欄記入の代

わりに、振込明

細書コピーを

貼付いただい

ても結構です） 

銀行名・支店名                銀行               支店 

ご依頼者(社)名  

振込日       年    月    日 

振込金額            円 （他と合算送金の場合は、通信欄へ内訳をご記入ください） 

関連催し物の

ご案内 
□ 今後、関連する講習会等催し物の案内を希望しない。 
（今後、関連する講習会等催し物のご案内をお送りします。希望されない方は、□に を記入してください） 

＊1：同一組織での複数名によるお申し込みの際は、参加者全員の①氏名（フリガナ）、②会員番号、③会員区分を通信欄にご記入いただければ、申込書は 1 枚で

結構です。 

＊2：法人会員・賛助会員は、1 口につき 5 名を会員扱いとします。 

＊3：該当区分の□に を記入してください。 

＊4：参加費の払い戻しはいたしません。なお、振込手数料は申込者にてご負担ください。 

 

通信欄 

   

 


