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第１章 検討の背景と目的 

 

1.1 検討の背景と目的 

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」は平成 20年 12月に公布され、平成 21年 6月 4

日に施行された。しかし長期優良住宅の認定制度は木造住宅の長寿命化、構耐久化技術の完

成形ではない。本事業の目的は、木造長期優良住宅の認定基準の整備に資することを目指し、

長期優良住宅の正しい理解と普及を推進するために、構造安全性の評価、また、使用する材

料の品質に関する下記に示す課題について技術的な資料を収集し、現行の基準の妥当性を証

明するとともに、必要に応じて改善点、修正点の根拠となる知見の蓄積を行うものである。 

 

＜材料品質関連＞ 

木造住宅を長期の使用に供するための基本となる木材や木質材料、接合具、基礎に必要と

される品質や耐久性に関する要件は必ずしも明確でない。特に現代型の木造住宅に汎用され

る金物等については、現行の品質規準は民間に委ねられており、これを満たしたとしても長

期優良住宅を想定する年限の耐久性が確保されない可能性があることは広く知られている。 

長期優良住宅の正しい理解と普及を推進するためには、これらについて技術的な資料を収

集し、現行の基準の妥当性を証明するとともに、必要に応じて改善点、修正点の根拠となる

知見を蓄積していく必要がある。 

 

＜構造関連＞ 

長期優良住宅認定基準における構造安全性の評価において、安全限界変形の制限値が３／

４に制限されている。木造建築物の構造計算には他構造と比較して損傷限界、安全限界変形

ともに大きな値を採用することが許されており、安全限界については“特別な調査・研究”

によってこれをさらに拡大することが許容され、現状でも運用されているが、この要件は必

ずしも明確でなく、安全限界を拡大しないと成立しない木造構法も存在する。このため、長

期優良住宅認定基準においても安全限界の制限値を拡大するための要件を整備し、その妥当

性を実験、解析の両面から検証する必要がある。 

長期優良住宅の正しい理解と普及を推進するためには、これらについて技術的な資料を収

集し、現行の基準の妥当性を証明するとともに、必要に応じて改善点、修正点の根拠となる

知見を蓄積していく必要がある。また、以上から得られた知見について住宅供給者、設計者、

長期優良住宅の評価側の見解を統一する必要がある。 

 

 

1.2 検討の方針 

長期優良住宅の技術的根拠を明確にする。その上で、必要な実験、調査、解析を行う。最

終的には長期優良住宅の認定基準に対する適否が容易に判断できるよう、仕様書的規定に書

き下すこと、もしくは書き下すことができるような技術的知見としてとりまとめることに重

点をおく。 
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また、技術的根拠を明確にする過程で、長期優良住宅以外の建築物に対して、最低基準的

に適用すべき技術的要件が見つかるようであれば、これについても別途整理するが、これを

もって成果とはせず、次世代における最低基準として整理しておく。 

 

 

1.3 実施内容 

＜材料品質関連＞ 
１) 枠組壁工法による長期優良住宅の躯体に必要な品質・性能に関する検討 
２) 広葉樹材の品質制御方法に関する検討 
３) 木ねじの品質に関する検討と木ねじの標準化の可能性に関する検討 
４) 接合金物の力学的性能評価法に関する検討 
 
＜構造関連＞ 
５) 損傷限界、安全限界に関する LCC 的要素を含めた検討 
６) 枠組壁工法の安全限界に関する検討 
７) 構造特性係数の設定方法に関する検討 
  
 

1.4 実施体制 

学識者、研究者等の木造建築物の構造専門家委員や業界団体の代表者を中心として「木造

長期優良住宅の総合的検証委員会」を設置し、その下に材料分科会、構造分科会、耐久性分

科会を設けて検討を進める。 

 さらに、必要に応じて木質構造用ねじ TG、劣化対策検討 TG など少人数のタスクグループ

を形成して検討を進めており、中立公正な立場の意見や専門的な学識経験者の意見、知見を

反映させながら進める。実施体制及び、検証委員会、各分科会の委員名簿を次ページ以降に

記す。 
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事業の実施体制 
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