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山路を登りながら

［1］中大規模木造建築データベースについて

■   ［1－1］概要
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中大規模木造建築データベースは、中大規模木造建築物を検討する場合に、参考となる中大規模

木造建築物及び木質部材に関する情報を提供するデータベースです。

このデータベースは、次の4つの検索が行えます。

　(1)　木質部材からの検索

　(2)　建築物からの検索

　(3)　逆引き検索

　(4)　登録・更新検索

その他に、次の情報ページがあります。

　・データベースについて

　・委員会名簿

　・リンク集

　・CONTACT

　・サイトマップ

　・個人情報の取扱いについて

　・サイトポリシー

　・木造化・木質化のすすめ

トップページ

フッターメニュー

ヘッダーメニュー

RSSボタンについて

トップページ「新着情報」には、RSSボタンを設置しています。

RSSリーダーをパソコンに導入し、導入したRSSリーダーに本サ

イトのURLを登録することにより、本サイトを閲覧することなく、

新着情報がRSSリーダーに表示されます。

※RSSリーダーの表示内容・設定方法は、RSSリーダー毎に

異なりますので、ご利用のRSSリーダーの資料をご参照ください。



検索の流れ（詳細は、次ページ以降を参照）

［２］ 木質部材から検索
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（1）「木質部材から検索」メニューをクリック。

（3）木質部材から検索結果ページを表示。

　　検索条件に該当する木質部材と建築物の概要を

　　表示します。

（2）木質部材から検索ページを表示。

　　検索条件を入力するページです。

（2）木質部材から検索ページを表示。

　　検索条件を入力するページです。

（2）木質部材から検索ページを表示。

　　検索条件を入力するページです。

（４）木質部材関連情報ページを表示。

・
・
・
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■   ［2－1］ 木質部材から検索
［２］ 木質部材から検索［２］ 木質部材から検索［２］ 木質部材から検索

木質部材から検索ページ(木造建築物から検索)を説明します。

検索したい「木質部材の種類」を指定します。

検索項目：製材、集成材、LVL、CLT、

　　　　　　　保存処理木材、合板、繊維板、その他

「All-On」ボタン：全選択

「All-Off」ボタン：全解除

上記の「木質部材の種類」での検索に加え

建築物を絞り込む際に指定します。

検索項目：延べ面積、階数、高さ（最高高）、

　　　　　　　用途

指定された検索内容に従って検索を実行し

ます。

どちらのボタンをクリックしても処理内容は

同じです。

逆引き検索ページを表示します。

詳細は、［４］逆引き検索 を

参照してください。

「木造建築物から検索」または

「木質化建築物から検索」のどちらかを

選択します。

登録・更新検索ページを表示します。

詳細は、［５］登録・更新検索 を

参照してください。
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［２］ 木質部材から検索［２］ 木質部材から検索［２］ 木質部材から検索

■   ［2－２］ 木質部材から検索結果
（１）木質部材から検索結果ページ（木造建築物から検索）を説明します。

・
・
・

再検索を行う場合に利用します。

クリックすると検索項目及び検索ボタンを

表示します。

指定された検索条件を表示します。

検索結果に該当する木質部材を表示します。

指定された木質部材を利用している

建築物を表示します。

それぞれの情報（ページまたはPDF）を表示

します。

詳細は、［３－２］建築物から検索結果　を

参照してください。

「関連情報ページへ」

木質部材関連情報ページを表示します。

「・・・情報シートへ」

詳細情報をPDFで表示します。
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［２］ 木質部材から検索［２］ 木質部材から検索［２］ 木質部材から検索

（２）木質部材から検索結果ページ（木質化建築物から検索）を説明します。

再検索を行う場合に利用します。

クリックすると検索項目及び検索ボタンを

表示します。

指定された検索条件を表示します。

検索結果に該当する木質部材を表示します。

指定された木質部材を利用している

建築物を表示します。

それぞれの情報（ページまたはPDF）を表示

します。

詳細は、［３－２］建築物から検索結果　を

参照してください。

「関連情報ページへ」

木質部材関連情報ページを表示します。

「・・・情報シートへ」

詳細情報をPDFで表示します。

・
・
・
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［２］ 木質部材から検索［２］ 木質部材から検索［２］ 木質部材から検索

■   ［2－３］ 木質部材関連情報
木質部材関連情報ページを説明します。
※「木造建築物から検索」、「木質化建築物から検索」どちらを選択していた場合でも、
　　同様画面が表示されます

木質部材関連情報を表示します。

「関連団体・企業」にリンク設定がある場合は、

クリックすることで、関連団体・企業のホーム

ページを表示します。
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［３］ 建築物から検索

検索の流れ（詳細は、次ページ以降を参照）

（1）「建築物から検索」メニューをクリック。
（2）建築物から検索ページを表示。

　　検索条件を入力するページです。

（2）建築物から検索ページを表示。

　　検索条件を入力するページです。

（2）建築物から検索ページを表示。

　　検索条件を入力するページです。

（４）建築物関連情報ページを表示。

（3）建築物から検索結果ページを表示。

　　検索条件に該当する建築物の概要を表示します。

（3）建築物から検索結果ページを表示。

　　検索条件に該当する建築物の概要を表示します。

（3）建築物から検索結果ページを表示。

　　検索条件に該当する建築物の概要を表示します。

・
・
・

建築物マップページを表示します。

詳細は、［３－３］建築物関連情報 を参照。
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［3］ 建築物から検索［3］ 建築物から検索［3］ 建築物から検索

■   ［３－1］ 建築物から検索
建築物から検索ページ（木質化建築物から検索）を説明します。

上記の建築物の検索に加え木質部材での

絞り込みを行う場合に指定します。

検索項目：製材、集成材、LVL、CLT、

　　　　　　　保存処理木材、合板、繊維板、

　　　　　　　その他

建築物に関する検索条件を指定します。

検索項目：木質化した部分の階数、

　　　　　　　木質化した建築物の部位、

　　　　　　　建築物の用途、建築物名称、

　　　　　　　建築物所在地、受賞歴

「All-On」ボタン：全選択。

「All-Off」ボタン：全解除。

指定された検索内容に従って検索を実行し

ます。

どちらのボタンをクリックしても処理内容は

同じです。

逆引き検索ページを表示します。

詳細は、［４］逆引き検索 を参照。

「木造建築物から検索」または

「木質化建築物から検索」のどちらかを

選択します。

登録・更新検索ページを表示します。

詳細は、［５］登録・更新検索 を参照。
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［3］ 建築物から検索［3］ 建築物から検索［3］ 建築物から検索

■   ［３－２］ 建築物から検索結果
（１）建築物から検索結果ページ(木質化建築物）を説明します。

指定された建築物の検索項目に合致した建築

物の概要を表示します。

［表示順］：総務省全国地方公共団体コード　順

名称横に登録・更新マークを表示します。

「New」：新規登録から1ヶ月間

「Add」：更新から1ヶ月間

「建築物マップへ」は、建築物が地図上・画面

中央にポイントされたページを表示します。

「建築物全体マップへ」は、ポイントされた建築

物すべてを表示した日本地図ページを表示し

ます。

詳細は、［３－３］建築物関連情報 を参照。

再検索を行う場合に利用します。

クリックすると、検索項目及び検索ボタンを

表示します。

指定された検索条件を表示します。

「関連情報ページへ」

建築物関連情報ページを表示します。

「建築物の情報シートへ」

詳細情報をPDFで表示します。

・
・
・
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［3］ 建築物から検索［3］ 建築物から検索［3］ 建築物から検索

（２）建築物から検索結果ページ(木造建築物）を説明します。

指定された建築物の検索項目に合致した建築

物の概要を表示します。

［表示順］：総務省全国地方公共団体コード　順

名称横に登録・更新マークを表示します。

「New」：新規登録から1ヶ月間

「Add」：更新から1ヶ月間

「建築物マップへ」は、建築物が地図上・画面

中央にポイントされたページを表示します。

「建築物全体マップへ」は、ポイントされた建築

物すべてを表示した日本地図ページを表示し

ます。

詳細は、［３－３］建築物関連情報 を参照。

再検索を行う場合に利用します。

クリックすると、検索項目及び検索ボタンを

表示します。

指定された検索条件を表示します。

「関連情報ページへ」

建築物関連情報ページを表示します。

「建築物の情報シートへ」

詳細情報をPDFで表示します。

・
・
・
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［3］ 建築物から検索［3］ 建築物から検索［3］ 建築物から検索

■   ［３－３］ 建築物関連情報
建築物関連情報ページ（木質化建築物）、建築物マップページを説明します。

建築物関連情報を表示します。

拡大／縮小ボタン

「建築物全体マップへ」は、日本地図を表示します。

建築物全体マップ
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［3］ 建築物から検索［3］ 建築物から検索［3］ 建築物から検索

「建築物マップへ」は、該当建築物の地図上の場所が、

中大規模木材建築物データベースに登録されている

場合に表示され、クリックすると該当建築物を画面中

央にポイントした地図ページを表示します。さらに、地

図上マークをクリックすると建築物の名称と住所等を

表示します。（左図参照）

※該当建築物の場所が中大規模木材建築物データ

　 ベースに登録されていない場合、地図上にポイント

　 されません。この場合、「建築物全体マップへ」

　 （日本地図）を表示します。

建築物マップ

建築物関連情報ページ（木造建築物）を説明します。

建築物関連情報を表示します。
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［4］ 逆引き検索

検索の流れ（詳細は、次ページ以降を参照）

（1）「逆引き検索」ボタンをクリック。

　　「逆引き検索」ボタンは、「木質部材から検索」

　　ページ、「建築物から検索」ページの下部に

　　あります。

（2）逆引き検索ページを表示。

　　検索条件を入力するページです。

（2）逆引き検索ページを表示。

　　検索条件を入力するページです。

（2）逆引き検索ページを表示。

　　検索条件を入力するページです。

（3）逆引き検索結果ページを表示。

　　検索条件に該当する建築物の概要を

　　表示します。

（3）逆引き検索結果ページを表示。

　　検索条件に該当する建築物の概要を

　　表示します。

（3）逆引き検索結果ページを表示。

　　検索条件に該当する建築物の概要を

　　表示します。

逆引き検索とは、設計者、建築会社などの関連情報の事業者名から建築物を検索する場合に利用します。

・
・

・
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［４］ 逆引き検索［４］ 逆引き検索［４］ 逆引き検索

■   ［４－１］逆引き検索
逆引き検索ページ(木質化建築物から検索)を説明します。

検索条件を指定します。

検索項目：検索範囲、事業者名・人名、

　　　　　　　建築物名称、建築物所在地、

　　　　　　　受賞歴

上記の検索条件での検索に加え建築物を

絞り込む際に指定します。

検索項目：木質化した部分の階数、

　　　　　　　木質化した建築物の部位、

　　　　　　　建築物の用途、木質化の効果

指定された検索内容に従って検索を実行し

ます。

どちらのボタンをクリックしても処理内容は

同じです。
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■   ［４－２］逆引き検索結果
逆引き検索結果ページ(木質化建築物から検索)を説明します。

再建策を行う場合に利用します。

クリックすると、検索項目及び検索ボタンを

表示します。

指定された検索条件を表示します。

指定された建築物の検索項目に合致した

建築物の概要を表示します。

それぞれの情報（ページまたはPDF）を表示

します。

詳細は、［３－２］建築物から検索結果　を

参照してください。

・
・
・

［４］ 逆引き検索［４］ 逆引き検索［４］ 逆引き検索
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［４］ 逆引き検索［４］ 逆引き検索［４］ 逆引き検索

逆引き検索結果ページ(木造建築物から検索)を説明します。

再建策を行う場合に利用します。

クリックすると、検索項目及び検索ボタンを

表示します。

指定された検索条件を表示します。

指定された建築物の検索項目に合致した

建築物の概要を表示します。

それぞれの情報（ページまたはPDF）を表示

します。

詳細は、［３－２］建築物から検索結果　を

参照してください。

・
・
・
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［５］ 登録・更新検索

検索の流れ（詳細は、次ページ以降を参照）

（1）「登録・更新検索」ボタンをクリック。

　　「登録・更新検索」ボタンは、「木質部材から検索」

　　ページ、「建築物から検索」ページの下部に

　　あります。

（2）登録・更新検索ページを表示。

　　検索条件を入力するページです。

（2）登録・更新検索ページを表示。

　　検索条件を入力するページです。

（2）登録・更新検索ページを表示。

　　検索条件を入力するページです。

（3）登録・更新検索結果ページを表示。

　　検索条件に該当する建築物の概要を

　　表示します。

（3）登録・更新検索結果ページを表示。

　　検索条件に該当する建築物の概要を

　　表示します。

（3）登録・更新検索結果ページを表示。

　　検索条件に該当する建築物の概要を

　　表示します。

登録・更新検索とは、情報が、登録・更新された期日から建築物を検索する場合に利用します。

・
・
・
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［5］ 登録・更新検索［5］ 登録・更新検索［5］ 登録・更新検索

■   ［５－１］登録・更新検索
登録・更新検索ページ(木質化建築物から検索)を説明します。

検索条件を指定します。

検索項目：検索開始日、検索範囲

指定された検索内容に従って検索を実行し

ます。
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［5］ 登録・更新検索［5］ 登録・更新検索［5］ 登録・更新検索

■   ［５－２］登録・更新検索結果
登録・更新検索結果ページ(木質化建築物から検索)を説明します。

再建策を行う場合に利用します。

クリックすると、検索項目及び検索ボタンを

表示します。

指定された検索条件を表示します。

指定された建築物の検索項目に合致した

建築物の概要を表示します。

それぞれの情報（ページまたはPDF）を表示

します。

詳細は、［３－２］建築物から検索結果　を

参照してください。

・
・
・
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［5］ 登録・更新検索［5］ 登録・更新検索［5］ 登録・更新検索

登録・更新検索結果ページ(木造建築物から検索)を説明します。

再建策を行う場合に利用します。

クリックすると、検索項目及び検索ボタンを

表示します。

指定された検索条件を表示します。

指定された建築物の検索項目に合致した

建築物の概要を表示します。

それぞれの情報（ページまたはPDF）を表示

します。

詳細は、［３－２］建築物から検索結果　を

参照してください。

・
・
・
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［6］ その他ページ

■   ［6－１］その他ページ
（1）DBについてページ

　　 中大規模木造建築物データベースについて説明しています。

（２）委員会名簿ページ

　　 中大規模木造建築物データベースを検討した委員会の名簿です。

（３）リンク集ページ

　　 中大規模木造建築物データベースに関連するページへのリンクをまとめています。

（４）CONTACTページ

　　 中大規模木造建築物データベースに関する問い合わせページです。

（５）サイトマップページ

　　 中大規模木造建築物データベースサイトのサイトマップです。

（６）個人情報の取扱いについてページ

　　 中大規模木造建築物データベースにおける個人情報の取扱いについて説明しています。

（７）サイトポリシーページ

　　 中大規模木造建築物データベースのサイトのポリシーを説明しています。

（８）木造化・木質化のすすめページ

　　　ただいまメインテナンス中です。


