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アクリアαによる施工住宅（例）

高性能グラスウール断熱材で
外気から室内環境を守る

時代が求める断熱性能の
更に先をゆく開発と工夫のカタチ
それが
「アクリアR57」
という商品

毎年のようにニュースに取り上げられる異常気象。もうすでに「異常」という現象ではなくな
りつつあるのかも知れません。降り続く雨は冬期には豪雪に変わり、夏には北海道といえども
40度に迫る酷暑です。このようなストレスから、私たちを守ってくれるのはやはり我が家です。
一方では「省エネ」を掲げたムーブメントが住宅業界にも及び、2021年4月から「改正建築物
省エネ法」が施行されました。この流れを受け、住宅に求められる高気密・高断熱などの性能要求
は加速されていくはずです。その潮流のど真ん中で、ガラス繊維を研究・開発し高断熱材で住宅
市場をリードしている企業が、旭ファイバーグラス株式会社です。昭和31年に旭硝子社とアメ
リカ Owens Corning Co.Ltd.（現社名）との交渉が成立し設立されました。昭和35年にガラ
ス長繊維製品とガラス短繊維製品（グラスウール）を製造販売する「ガラス繊維の総合メーカー」
となりました。平成16年にはホルマリンフリー住宅用断熱材を販売、平成19年には今回ご紹介
するノン・ホルムアルデヒド断熱材
「Aclear（アクリア）
」の販売を開始しました。
なぜ住宅業界の求めに応じた高断熱製品をいち早く提供し，業界をリードしてくることがで
きたのか、これからの高断熱住宅の課題は何か、東京都千代田区本社を訪ね、布井洋二氏営業本
部 営業統括グループ 専任主幹渉外技術担当部長、松浦美帆氏営業本部 グラスウール営業支援グ
ループのお二人にお話を伺いました。
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環境に配慮した高断熱材の開発
─アクリアの開発に至る経緯を教えてください。
商品を開発するにあたっては、技術のことはもちろんある
のですが、コンセプトには営業も関わるので、開発の経緯と
いうのは販売戦略の経緯と表裏一体のようなところがありま
す。今、住宅用断熱材というと、グラスウールが凡そ 5 割程
だと推定されています。木造住宅に限ればもっと高くなると
思います。グラスウールが最も使われている住宅用断熱材で
あることは間違いないと思います。それはコストパフォーマ
ンスによるところが大きいのではないでしょうか。
グラスウールの使用に関しては、2003 年に建築基準法の
改正でシックハウス対策の法案が出てきて、ホルムアルデヒ
ドの規制が始まりました。もともとグラスウールのホルム放
散量は極微量であり、壁内に入っているものというのは規制

布井洋二氏
営業本部 営業統括グループ 専任主幹
渉外技術担当部長

外なんです。
しかし、当社では規制の動向に合わせて、原料からホルマ
リンを一切使わないようにしよう

高断熱・高気密住宅の需要に応える

ということで開発に着手
その後、アクリアαを開発することになるのですが、日本

したのがアクリアの開発のきっかけです。
そして、グラスウール・ロックウールを含め一般的な繊維

の住宅がどんどん高断熱に向かっていく中で、一般的にいう

系断熱材として日本では初めて原料からホルマリンを無くす

と、部材が厚くなれば熱抵抗という断熱性能の指標は良くな

ことができました。

ります。もうひとつ、密度が上がればあがるほど、性能は良

グラスウールというと、黄色のチクチクしたものを大工さ

くなります。10kg/㎥より 16kg/㎥、16kg/㎥より 20kg/㎥

んが施工しているイメージがあるかと思いますが、アクリア

と。しかし残念なことに密度が上がっていくと、密度に比例

は白色をしています。グラスウール製品は 1 本 1 本バラバラ

してコストも上がっていきます。また、繊維をより細くする

になった繊維をまとめる工程で接着剤（バインダー）を使用し

と性能が上がります、何故かといえば、グラスウールは繊維

ます。ノンホルム製品を製造する場合、そのバインダーの種

と繊維の間の空気を動かしにくくすることで性能を上げてい

類を変える必要があります。そこでアクリル系のバインダー

ます、ですから、密度を上げることで空間が多く小さくなっ

に変えたところ、製品の色が白くなりました。さらに繊維を

て性能があがる。その理屈を応用し、密度を上げるのではな

細くすることで、従来のグラスウール製品に比較して、グラ

く繊維を細くすることによって空間を多く小さくすることに

スウールの手触りが良くなり、チクチク感が低減しました。

したんです。アクリアを開発するときに、一般的な高性能グ

この繊維の細さもアクリアの特徴の１つです。

ラスウールよりも更に 1 ランク性能アップしたものがアクリ

熱伝導率

0.034
.
W/(m k)

アクリアα

アクリアα施工状況
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熱するしかなかったんですよ。外張断熱を付加するとか、内
側に付加するとかですね。そうするととてもコストが上がり
ます。それでは普及しません。では、単一製品で 105 ミリの
柱の中だけで R 値 3.3 が出る、そういった製品を開発しよう、
そうして出来たのがアクリアαという製品なんです。具体的
に言うとアクリアαの密度 36kg/㎥品というのを発売しまし
た。
世界最高水準の熱伝導率 0.032 を実現した製品です。他に
も同水準の製品はありますが、厚物がなく、柱間に入れよう
と思ったら 2 枚入れなければならない。単層で製品化するこ
とをまず目標にして作ったんです。しかし 36kg/㎥あると重
くなりますし、コストもかかる。36kg/㎥品だと 1 層ででき
るんですが、たとえ北海道で使ってもらっても、内地ではそ
松浦美帆氏

こまでいらないので普及しないだろうということで出したの

営業本部 グラスウール営業支援グループ

が 20kg/㎥品です。当時 36kg/㎥品はフラッグシップ的に考
え、売れるのは 20kg/㎥品だろうと思っていました。翌年、

アなんです。

省エネ大賞を頂きました、繊維系の断熱材では初めてのこと

そこからさらに 1 ランク上がっているのが、このアクリア

でした。同じ頃、HEAT20 という委員会で高断熱住宅の基準

αという商品です。一般的に言われる高性能グラスウールと

値のグレードが示されたり、ZEH を推進しようという動き

いうものより 2 ランクアップしています。2014 年発売当時、

が加速度的に増えました。そのような背景もあり 36kg/㎥も

住宅用グラスウール断熱材成形品では、このレベルでマット

20kg/㎥品も、売り上げを伸ばしているという商品になりま

状で製品化しているのは世界でも当社だけです。うちと同じ

した。我々はこのアクリアαシリーズのおかげで、時代の需

レベルで商品化しているものが海外にありますが、このよう

要をキャッチアップできたのだろうと思っています。

に成形した状態で製品化したのはおそらくアクリアαだけで
すね。

どうして競合製品は出てこないのか

─実際に製品（写真 1）を触らせていただきましたが、とて
も柔らかいので驚きました。

ノンホルムアルデヒドの製品は、当社がトップバッターと

初期の繊維は 7 〜 8 μでした。高性能グラスウールと言わ

してやってきて、白いグラスウールは旭ファイバーだという

れるものは 5 〜 6 μ、ここにあるアクリアαが 3 μ、アクリ

ことが定着してきていると自負しています。今は他社でも同

アは 4 μです。1 μ変わっただけでも随分違います。白くなっ

じようなタイプの製品を持っています。しかし、それらの競

たのも印象を変える要因になっています。昔の黄色いものは

合他社製品に抜かれたり並ばれたりということはないと思っ

メインのバインダーと呼ぶ樹脂がフェノール、尿素の混合で
したが、これは硬化すると固いんですね、ガリガリする感じ
が触感の悪さにつながったんですけど、これに比べアクリル
系バインダーは触感が柔らかいんですよ。
アクリアαを製品化した当初は 2014 年ですから省エネ基
準の義務化というのは、まだまだ先の時代でした。そんな中
で、北海道の省エネ基準上の壁の熱抵抗値（R 値）3.3（㎡・
K/W）というのがあっ
たんです。それまでの
製品では 105mm の厚
さで R 値 3.3 というの
は無かった。そこでど
うするかというと、充
填断熱に加えて付加断
写真1 アクリアα製品見本

グラスウールの製造工程（一般概念図）

※硝子繊維協会webサイトより
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ています。これはノンホルムアルデヒドの技術に加え、製造

め取ります。あれとほぼ一緒なんですね。まず、先ほどのガ

工程の細かな部分での工夫と経験の集積であると思います。

ラス繊維を 3 μにする技術で難しいのは、繊維を細くすると

グラスウールの製造工程というのは、綿菓子を作る工程と一

短くなってしまうんです。そうすると粉っぽくなったり、反

緒なんです。綿菓子はざらめ砂糖を熱で溶かし、ぐるぐる回っ

発が弱くなったりします。ですから、繊維を細くしつつ長さ

ているところから綿が出てきますよね、それを割り箸でから

を一定に保たなくてはいけない、ここが難しいところの一つ。

アクリアαの特徴

Select The Best 2021 vol.51
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二つめの難しさは、繊維を集める時に集綿といって、綿になっ

36kg/㎥などに密度を上げると高い商品になってしまいます

ているものを積層させなければいけません。綿菓子を作るよ

のでそうではないもの。目指した R 値 5.7 というのは、北海

うにして出てきた繊維を、下からエアーで引っ張って積層さ

道の天井の基準なんですね。これを一つの目標としてこの

せているんですが、エアーで引っ張っても繊維が細かくて多

R57 を開発したということです。

いから空気抵抗が大きい、だから均一に引っ張る技術が必要

省エネ基準の義務化、ZEH の義務化などの議論もあります

になってくる。そして三つ目の難しいところ、それは接着で

が、いつ始まってもおかしくない流れですから、そうなって

す。接着剤は濡らした状態で噴霧しているので、硬化反応さ

くると躯体の断熱性能も、省エネ基準を超えたのものが必要

せるためにはオーブンを通します。ところが、断熱材ですか

になってきます。ますます高性能断熱材の需要が高まってく

ら熱も通りにくい。そこで、強制的に熱風を厚さ方向に通し

るのではないかと思っています。アクリアαの商品群は既に

ます。そこでも通気抵抗が大きいので大変なんです。またオー

省エネ基準を超えており、売り上げも順調に伸びています。

ブンから出てきたら逆に、断熱材の内部に熱がこもっていま
す。そこで今度は、それを冷ますために冷たい空気を送りこ
みます。この冷ます工程がきちんとできないと、ガラスが再

確かな施工技術があって
はじめて製品の性能が発揮される

溶融して火がでることもある。そのくらい冷ます技術って大
事なんです。そこでも通気抵抗がかかる。ですから細繊維に

グラスウールの業界団体である硝子繊維協会では、製品の

すること、厚物にするということはものすごくハードルが高

性能を余すことなく発揮できるようにとの思いから、平成 17

いんです。既存の技術ではほぼできない。これらのことを短

年から施工講習をやっています。当時テレビの中などで、ひ

時間でやらなければならない。今あげたような製造上の問題

どい施工を見かけたことがきっかけです。製品の室内外の向

点をクリアするために、大幅な設備改善を行っています。接

きが違う、それでは結露が発生します。古い家などからボロ

着剤を替えることはできても、細繊維化はなかなかできない、

ボロのグラスウールが出てくるシーンもあった。これらを見

そこに我々の開発力がある。これが当社のアドバンテージだ

た時に、売るだけではダメだ、施工技術の向上を目指さなけ

と思います。

ればと思ったわけです。
壁の中には筋交いが通っています、これを避けて施工しな

好調な販売につながった
環境負荷軽減を住宅に求める動き

ければなりません。また壁と床の境目にはすき間があります。
空気が床下から壁に流れ外気が通ってしまいますと、これは
もう布団が体から離れてしまっているようなものです。断熱

アクリアαの完成以来、徐々に商品展開をしました。初め
は壁用と天井用しかありませんでしたが、床用にも展開しま
した。そして一番新しいのがアクリア R57 という製品です。

性能はまったく出ない。ですから蓋をしなければならない。
しかし、これが面倒ということになります。
それでは、難しいと言われていることを、無くせばいいの

特徴は製品厚 200mm、熱抵抗値（R 値）5.7 の実現です。
実は天井の断熱材は、省エネ基準でいうと北海道を除く
と R 値が 4.1 でいいんですよ、これは各社さんとも 155mm
という製品をもっていて、R 値 4.1 をクリアできるんです
ね。壁は 105mm しかないから 105mm 以上のものを出して
もどうかというところがある。しかし天井は構造的に懐があ
りますから厚くても施工ができる、必ずしも 155mm で R 値
が 4.1 である必要はなく、入るのであればもっと熱抵抗値を
上げたい、という要望が強くありました。省エネ基準も今
でこそポピュラーになりましたが、ZEH や HEAT20 などの
高断熱化住宅になってきまして、全体的に高断熱率を上げ
ていきたいんだと。では当社でできる製品でもっと性能の高
いものを目指そうという事になりました。アクリアαのライ

施工マニュアル

GWS工法パンフレット

h t t p s : / / w w w. c a t a l a b o . o r g /
catalog/search/maker/
on/178750000

https://www.glass-fiber.net/
download.html

ンナップのなかに R4.6 ／ 155mm という製品はありました
が、155mm より 200mm で、R 値も出来るだけ大きく、従
来の 20kg/㎥の技術で開発をしようという事になりました。
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ではないか、そんなことが出来るのか？

まず筋交いに関し

ています。

て言えば、面材を貼る方法がとても増えています。この面材

硝子繊維協会では GWS 工法という名前をつけ、
「断熱のた

を貼ると、壁耐力が確保できるので筋交いがどんどん減らせ

めに難しい気流止めと筋交いをもうなくしましょう」と、そ

ます。外側の合板だけではなく、内側に貼る石膏ボードでも

ういう広報も併せて一生懸命やっているところです。

壁倍率がとれるんですね。それで筋交いをどんどん無くして

これまで住宅断熱材業界トップクラスの断熱性能の商品を

いこうと。我々、旭ファイバーグラスは吉野石膏グループで

提供してきています。これから益々高断熱住宅の時代になり、

すので、吉野石膏では外側・内側でも壁倍率がとれるボード

これらの商品の需要もより高くなっていくでしょう。ハウス

を持っています。ですから親会社と親和性の高い工法なんで

メーカー・工務店の皆様には当社の製品を活用頂きたいと思

す。これらを推して、正しい施工につなげようとしています。

います。また、施工の問題では施工マニュアルの遵守はもち

もうひとつ、床と壁の境目のところの空気の流れ。これを無

ろんお願いしたいところではありますが、これに加え、設計

くすには、剛床といいまして、床合板を基礎とか大引の上に

の担当者様にも、設計の段階からアクリアα製品群の導入を

載せる工法があるんです。2 階はほぼそのやり方になってい

検討して頂きたいのです。高断熱・高気密住宅を施工する上

ますが、1 階は根太床という工法もありますが、剛床になれ

で、設計段階から断熱材施工を考慮していくことで、トータ

ば気流止めも必要なくなるわけです。そういったことをセッ

ルコストを含め、現場施工の負担減という面でも寄与できる

トで、住宅断熱のスタンダードにしてくだいという PR をし

と考えています。

気流止め施工ポイント

GWS工法ポイント（出典：硝子繊維協会）

本社所在地
創
立
事業内容
Ｕ Ｒ Ｌ

〒101 0045 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目6番地3 神田三菱ビル
1956年11月１日
1. 各種ガラス繊維製品及びその関連製品に関する事業 2. 建材関連事業
https://www.afgc.co.jp/index.html
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初期保持力・リフォーム性
（易解体）
に
優れた特性を発揮する
内装用初期接着型接着剤

省エネ・省ゴミを実現した
環境配慮型接着剤
「ペンギンセメント2670」で
内装工事の常識が変わる

サンスター技研株式会社は、1932年に自転車部品やパンク修理用ゴム糊の製造
販売を行う企業として生まれました。現在では、自動車、建築、電子機器用の接着剤
やシーリング材といった化学事業分野とモーターサイクル用スプロケット・ブレー
キディスクや自動車用部品といった金属事業分野で、80年以上に渡る技術革新を続
けています。これらの多岐にわたる製品群を世界に向け製造販売を行っています。
また、近年では光触媒を使った消臭や除菌といった新たな事業分野にも活躍の場を
広げています。
今回、住宅部門で市場開発を行っておられる、東京都港区、ケミカル事業本部 直需
営業部 東京営業所 シーリング技術管理士 接着管理士の加藤秀哉様、同じく前田純
様のお二人に、近年その使用途に広がりをみせる内装用接着剤の新製品について、お
話を伺いました。

10

select̲vol51̲fin.indd 10

2021/10/13 10:53

「環境保全を満たす接着剤を作る」が
開発コンセプト
―今回の新製品はどのようなものか教えてください。
名称が「ペンギンセメント 2670」という内装用、主にキッ
チンパネル、室内装飾用パネル等の接着剤です。大きな特徴
としては粘度が高めのもので、初期の保持力を持っている特
殊な接着剤ということです。使用途に関しては、基本的には
キッチンパネルの接着を主として開発しましたが、今も模索
中というか、関係者の皆様からアドバイスを頂きながら我々
も勉強中というところです。
ご存知かもしれませんが、昨今、VOC（揮発性有機化合物）
の問題で溶剤が使えない、使いにくくなっているという業界

加藤秀哉氏

背景がありました。本来、内装用接着剤というのはゴム系の

ケミカル事業本部 直需営業部 東京営業所
シーリング技術管理士 接着管理士

ものが多かった。この内部造作系の溶剤というのは、初期が
あるのが特徴です。塗ってしばらく乾かしておけばすぐ接着
力が発現する特徴がありますが、その溶剤が飛散することで
環境に悪影響があった。
当時、初期の強度が出る接着剤がなかったわけではないの
です。それがゴム系の溶剤でやはりシンナー臭がする、溶剤
臭がすることで、特に近隣に人が生活されている現場で使わ
れなくなったり嫌がられたりします。臭いがしない飛散しに
くいような材料で、初期がある接着剤はなかった。では理想

とが開発目標の一つ目としてありました。
2670 の開発以前には、一部のハウスメーカーさん向けキッ
チンパネル用ということで納めていたものがありました。
2650 という商品、2670 の前身ですね。
この 2650 は、一般的な接着剤と云われているもので、初
期の接着力の弱い、両面テープが必要なものでした。
これが二つ目の目標となりました。省施工ということです。

に近いものを作ろうというのが本来のコンセプトです。そこ

どういうことかと申しますと、従来のやり方では施工パネ

で何か代わるものがないかということで、まず変成シリコン

ルは両面テープと接着剤を併用し接着します。なぜかと言え

タイプで初期接着力、保持力のある接着剤を作ろうというこ

ば、接着剤だけでは初期接着力が弱いので押さえておかない
と貼り位置がズレてしまう。慣れていただくしかないのです
が、これたくさん使って頂いているところでは、ここ押さえ
ておかないとずれてくるなとか……。正直職人さんは、1 回
使って失敗されたら、こうやればいけるんやろうっていう感
覚をつかむ能力がとても優れています。このあたりは申し訳
ないですけど、職人さんの腕に頼らざるを得ないところがあ
りました。実際の現場では両面テープで動かないように押さ

●内装ボード（石膏ボード、珪酸カルシウムボー
ド、合板、メラミン板、パーチクルボード等）
●各種キッチン・意匠・バスパネル。鏡（裏面）
●巾木・造作・化粧材
●床・内壁・静音パネル（ホームオフィス用
意匠等）
※せん断保持≦ 7.2kg/㎡以下垂直時
（接着物・接着面により最大耐荷重重量に違いがあります）
ペンギンセメント2670の特徴

被着部材例
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■2670の性能バランスについて
ペンギンセメント2670(変性シリ
コーン系)はウレタン系接着剤に
比べ、硬化後の引張・せん断接着に
ついては、必要以上の強度を有し
ませんが、初期保持力･リフォーム
性（易解体)・耐候性・清掃性に非常
に優れた性能を有します。

【各種内装用パネル・ボード・造作物の施工に求められる性能】
■初 期 保 持 力：短時間で接着力を発現する性能
■引張接着強度：物体に平面方向の力を加えた際に働く接着力
■せん断接着強度：物体に垂直（上下）方向の力を加えた際に働く接着力
■耐

候

性：紫外線（蛍光灯/LED含む)や湿気等による劣化に対する性能

■清

掃

性：接着剤が被着体以外に付着してしまった場合の簡易拭取性能

■リフォーム性：意匠変更(模様替え)や経年後の張り替え時の易解体性能

え、徐々に接着剤が固まっていき接着できるというのが一般

施工が済めば、省ゴミといいますか、現場で発生する廃棄物

的だったんです。動かないようにするために、大工さんの腕

を減らすことができます。

に頼る必要があり、その辺をなんとか解消できないかという
ことが念頭にありました。

それと、解体しやすい。がっちり接着してしまいますと、
解体する時に部材も一緒に剥がしたりしてしまう。両面テー

一度両面テープで貼り着けてしまうと動かせないんです

プなど貼った場合、剥がすのに下の石膏ボードと合板なども

よ。微調整がきかない。では「ペンギンセメント 2670」だ

一緒に剥がしてしてしまうこともあります。これではまだ使

けで接着をした場合はどうか、ズレ落ちたりはしないけれど、

える部材までもが駄目になってしまいます。「ペンギンセメ

20 分程度であれば位置補正ができる、そういった初期の保持

ント 2670」の場合、合板などではピアノ線のようなもので

力がある、その点が大きな特徴になっています。

引いていただければ綺麗に剥がすことができる。このように

実際に触って頂きましたら解ると思いますが、柔らかいで
すよね。カチコチ固い接着剤ですと、異種材料といいますか、

解体がしやすい、易解体といいますか、それに伴い省施工・
省ゴミとなり、環境への負荷軽減に寄与しています。

縮集率が違うような材料の場合、割れの原因になったり、皺
が寄ったりしますが、これは弾性接着剤ですので、それを吸

リノベーションの動きが新たな需要を生む

収できるという特徴があります。
両面テープを使って一番パネルを貼る場所というのが、室

施工現場では省エネ・省ゴミの恩恵がある

内で云えばキッチンパネル系が一番多いものですから、最初
はキッチンパネルをターゲットに営業活動をしていました。

この接着剤だけの施工によって生まれる利点がいくつかあ
ります。従来の施工により両面テープを使用しますと、かな
りの量のゴミがでますが、
「ペンギンセメント 2670」だけで

その他に、初期があるということで、マンションのリフォー
ムの現場に需要がありました。
スケルトン工事、全部を取り払ってまた新しく間取りを再
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構築したりする際の壁の下地工事に、躯体のコンクリートと
内装下地の木枠の間に木レンガというのを設置します。それ
は従来接着剤と釘を併用して接着していますが、この接着剤
を使えば釘を使わず施工することができるのです。これを 50
個とか 60 個貼るわけですよですよ。ですからけっこう量も
使ってもらえる。
これは施工の副産物的な話しになりますが、どなたかが住
まわれている周辺で内装工事をしなければならないマンショ
ンリフォームなどでは、工事による騒音にナーバスになって
います。騒音の発生を前提に近隣の方にも告知はしてるんで
すけど、施工現場で下の階の方に「すいませんちょっと音で
ご迷惑をおかけしてます」ってお声掛けをしましたら、工事
のことは聞いてますよって言いながらも、やはり音が気にな
るような話をされます。いいよって云ってはいただけるので
すが、やはり迷惑をお掛けしているのが心苦しい。また、コ

前田 純氏
ケミカル事業本部 直需営業部 東京営業所
シーリング技術管理士 接着管理士

ンクリートに釘を打つこと自体、建物にダメージを与え、そ
れは資産価値を低下させるんじゃないかと嫌がられるケース
もありますね。釘を打たない方法はないかと相談もあります。

ではないかと、釘レス工法といって「音が出にくい施工が可

初期がある接着剤であれば、釘打ちをできるだけ少なく施

能」とういところが優れているとです。そういったところで、

工ができる、隠し釘とか仮止めの釘を打たなくても使えるの

我々からこういう能力があります、こういう特徴があります
と、ご紹介に上がりますと、お客様の方で、これ出来るんじゃ
ない？あれできるんじゃない？といった感じで考えて頂ける

現行仕様の塗布パターン

んですよ。

多様化していく利用範囲に必要な現場判断
性能を発揮するには職人さんの力が必要
内装も、今までは壁紙一辺倒だったんですけれども、少し
アクセントをつけようということで、タイルを貼ってみたり、
腰板を貼ってみたりとか、紙だけじゃなくて、いろんなアク
セント素材も増えてきております、そういうものに対しても
便利に使っていたく機会も増えている。

特殊ノズルの塗布パターン

もともとはキッチンを対象とした、メラミンとか、化粧系
壁をターゲットとしてたんですけども、今だとやはり高機能
パネルみたいな形でマグネットのパネルだとか、いろいろ世
の中に出てきてるので、メーカーさんにはそういったところ
を提案している最中ですね。
接着力を十分に引出すには、きっちと押さえて、接着剤を

塗布パターン（従来品との比較）

特殊ノズル形状
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なじませていただく必要があります。力が弱いと食いつきが

上から押さえるっていうところが施工の一番のポイントにな

悪くなる、ぐっと押し込んでもらう必要があります。接着力

なります。皆さん既存のやり方に慣れてらっしゃるので、い

は、接着剤を塗布してる面積で決まります。

かにそこを現場の方々に浸透させるかというところが、少々

専用ノズル先端の拡大写真を見てください。3 本口が出て

難しいなと思っております。接着剤と壁と被着体とをきちっ

ますが、一般的にはノズルって 1 本ですよね。それを 3 本に

と密着させる。この辺のご説明は、結構させてもらっていま

してできるだけ展伸性といいますか、接着剤が広がって、面

す。一般的な接着剤から見ると、ちょっと力がいると云うか

積が稼げるような形のノズルにしています。

粘度が高いですね。それでも一般的作業ができる程度までに

ですが、塗布してる位置に対して、外側からしっかり押さ

粘度を落としつつ、ずれないようにすると、この辺が一番バ

えないと、接着剤も潰れませんから、実際のところ圧がかっ

ランス的に難しい問題でした。あまり粘度が高過ぎると、作

ていなくて接着剤も広がってないんですよ。

業をする時に最初にグッとやっただけでピタッとついちゃ

そういったところもありますから、しっかりと塗布位置を

う。だから位置補正ができないっていうことと、ちょっと失

しっかりと押さえることで本来の接着能力が発揮される

マンション内装における施工例（木レンガとコンクリート躯体の接着）
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敗したなと思ったときに、ボードが全部剥がれてしまったり。

あるんですけど、様々なところで PR していく中で、木レン

瞬間接着剤であれば何十秒ぐらいで着くには着くんですけ

ガや大工さん需要で普通の造作材、巾木、隠し釘不要などの

ど、大きなパネルのせん断というか、かかる力にあまり瞬間

理由で採用いただいたりしてきました。初期接着力、ずれに

系は強くないわけです。ズレてくることはずれてしまうんで

くい初期があるということで、ここにも使える、あそこにも

すよね。じっと持っておけば早く固まるから持つんですけれ

使えるねっていう話で、少しずつ広がって行ったんです。こ

ども、ぐっと押さえて手を放してズレない訳ではない。瞬間

の他にも、窓の造作周り、ドアなどもあります。

系は低粘度のものが多いですから、建材向きではないんです。

次のステップとして、住宅リフォーム、リノベーションの

もともと初期の硬化までの時間で早めに固めてしまえってい

現場などで床材の接着に向け、改良を行っていこうと考えて

うアプローチの製品です。

います。床面を剥がすときに下まで全部駄目にしてしまうこ

「ペンギンセメント 2670」は、初期に何か動きがあったと

とがある。下地合板から根太取ってまた全部やるっていう話

きでも保持ができる、動くけれどもずれないというところに

になってくると、大変な負担増になりますから、まさに易解

重きを置いているのが特徴です。貼って手を放してもズレな

体の活きる場面です。天井などにも使えないかって話もあり

い、30 分くらいから初期硬化が始まる。ですからその辺のバ

ました。ただ天井というのは、落下の危険が伴いますので、

ランスをよく考えながら作ってありますが、技術者の方から

万一のことをと考えまして……天井に貼り付ける際の仮止め

それを両立できるの？っていうところがよく質問をされるん

として、使われる方もいらっしゃるみたいですがお奨めはし

ですよ。

ていません。さらに 2670 に求める性能は、躯体が金属など

また、どのぐらいの重さまでいけるのかねよく質問される

の場合にも、施工に耐えるような改良品にしてゆくことです。

んですけれども、重量や大きさによって違ってきます。あと

2670 がデビューしてから秋で 1 年になります。発売当初、

温度ですね、やっぱり気温が低くなると、接着力が落ち、硬

提案先様で実績ができたら来てくださいという声も多かった

化が遅くなります。その辺現場判断というのもありますが、

ので、今年の 1 月くらいから、ペンディングになっている案

耐重量もありますので……（せん断保持≦ 7.2kg/㎡以下垂直

件が動き出したりしています。

時）。3 × 6、3 × 8 など、だいたい 1 枚あたり 12 〜 3 キロっ

世の中全体に省エネという大きな流れがあって、SDGs な

ていうところを対象にいろいろ試験をし、ずれない事を確認

ども考慮しながら、企業として省施工とか省ゴミとかですね、

しています。この辺りは、冬場の接着性と夏場の接着性の違

益々力をいれてくる。そういうところを工夫しながら増やし

いなど、現場施工の際には理解していただく必要があります。

ていこうと思っているところです。

営業先の皆様に教えていただきながら
更なる需要に向け開発を

一般緒性能

キッチンパネルを施工するのはキッチン業者さんで、大工
さんではありません。以前キッチン業者さんにヒアリングし
たとき、「我々は一発で貼るのがむしろ技術力、位置補正が
できるっていうところがあんまりピンとこないよ、それは大
工さんだよ」と云われて……。施工業者さんのプライドを傷
つけるようなところもあったかも知れないと感じたこともあ
りました。

項目

測定値

外 観

淡灰白色ペースト状

粘度（Pa.s）

800

比

重

1.35

T I 値

5.2

不揮発分

99％

タックフリータイム（分）
※ 23℃

30

発売当初はターゲットを工務店さんハウスメーカーとして
やってたんですけれど、必然的にだんだんパネル屋さんに
なっていきました。カタログ等にはキッチンパネルと書いて

本社所在地
設
立
資 本 金
事業内容
Ｕ Ｒ Ｌ

〒569 1134 大阪府高槻市朝日町3 1
1954年7月
15億円
車両用部品、化学品等の製造販売
https://www.sunstar-engineering.com/ja/

Select The Best 2021 vol.51

select̲vol51̲fin.indd 15

15

2021/10/13 10:53

SF-ガルスパンFJ

一歩抜きん出たノウハウの蓄積が産んだ
シンプルモダンシリーズの着実な伸張

日本の住宅に
金属サイディングという選択を拡げる

「金属サイディング」という言葉が、耳慣れない人もいるかもしれません。住宅の外装・外壁材
には、窯業系、金属系、樹脂系、木質系、モルタル系、タイル、ＡＬＣなどが数えられます。
金属サイディングは金属板を成形・加工し、断熱材で裏打ちされた外壁材で、メンテナンス周期
が長く、ひび割れ、凍害の心配がないとされ、軽量で、耐震性、断熱性、防音性に優れます。そして
何より、シンプルな美しさが金属サイディングの魅力で、そこに惹かれてチョイスする設計事務
所、ハウスメーカーも多くあります。しかし、そのシェアは全国的にはまだ少なく、北海道、新潟
などの地方エリアに多いのが実情です。
そうしたなか、アイジー工業株式会社が発売した「シンプルモダンシリーズ」は、着実な伸張を
見せているアイテムです。
その特徴、スペックは？

開発の道のりは？

アイジー工業株式会社営業部営業企画室室長の

竹屋孝志氏、営業部技術企画チーム主査の林崎哲也氏、営業部市場開発チームリーダーの菊地伸
一氏の３氏にお話を伺いました。
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開発のはじめは、設計事務所の試みから
最初は、もともと設計事務所さんが、横葺きの屋根材を外
壁材に使うという例がちらほら出始めていた頃です。そうし
たら、施工の段階でかなり表面にムラが出るという悩みが
あったようです。職人さんの腕次第でかなり出来、不出来が
あったみたいですね。そこで、屋根材で外壁材ができないか
という打診がありました。それで、開発に入りました。最初
期は、いろいろある屋根材をそのまま外壁材にもってこよう
としましたが、なかなか出来ませんでした。
設計事務所さんはフェイクを嫌いますから、その辺りの問
題点を、工業製品にして均一感のある施工状態にし、デザイ
ン的に誰が施工しても、安定した仕上がりになるように出来

竹屋孝志氏

たところが、シンプルモダンシリーズの売りのポイントかな

営業部 営業企画室 室長

と思っています。
施工段階、人の腕の関係で、表面が凹凸が出てしまう可能
性は避けられない。それもアートのうちではないかと言う設
計事務所の先生もいました（笑）。凹凸感を残した方がいいの

シンプルモダンシリーズは、ごまかしが出来ない
―技術とノウハウの蓄積の上に

か。それとも、完全なフラット感がいいのか。その議論もし
ました。設計事務所さんがいいと言っても、施主さんが納得

工業製品として完成度を上げるのは、t ＝ 0.35㎜では技術

するのか。議論の末に、完全なフラット感を実現した方がい

的に難しかったですね。特にネオブラックの商品化には社内

いだろうという結論になりました。

でも反対が多かったんです。

では、完全にフラットな表面仕上がりの工業製品を作ろう

まずガルバリウム鋼板を成形して、そこに樹脂を発泡させ

とする。そこは景観的にも、技術的にもデリケートな問題で

て付着させ、それをサンドイッチする。これを展ばすときに

す。車の塗装なら補修も出来ますが、経年劣化で現れる表面

均等に出来なくてはならない。これを連続して繰り返す工程

の変化はそう簡単ではありません。金属サイディングの魅力

です。嵌合部分が無ければ楽なんですが、そうはいかない。

は、金属らしいシンプルな美しさです。

追い込み量で縦伸びもするし、それをどこで吸収するのかも
難しい。シンプルモダンシリーズはそういった意味でごまか

完全フラット、
ブルー、
ブラックなど
濃色系へのハードル

しが出来ない商品です。
製造機械は機械メーカーに発注して造られたものですが、
技術的な積み重ねなしでは、それが出来ない。成形だけでな

柄物は、t ＝ 0.27㎜です。そこへ表面に柄素材を加えて強

く、樹脂の発泡、付着のプロセスも絡んで、簡単ではない。

度を加えます。しかし、シンプルモダンシリーズは、t ＝ 0.35

マシーンをそのまま持ってきても、チューニングには熟練と

㎜です。この厚みでないと、完全なフラット感は実現出来ま

技術が要ります。シンプルモダンシリーズは特に技を必要と

せん。これがギリギリのラインです。難しいのはカラーバリ

します。機械もアナログからデジタルに進化してきて成形の

エーションによって、質感の維持に違いが出てくることです。

精度も上がり、オペレートする技術の蓄積が加わって、安定

ホワイトやアイボリーといった淡色系だとそれほど問題にな

した生産が可能になりました。グッドデザイン賞の受賞は現

りませんが、ビターブラウンやグランブルーなど濃色系では

場にも励みになったと思います。

そうはいきません。ましてブラックとなると、完全なフラッ
トである必要があります。淡色と濃色とでは、受ける熱量も
格段に異なり、経年で生じるひずみの度合いも違ってきます。

市場に出すための、
生産と採算のバランスシート

どのくらいが許容範囲なのかが難しい。おなじ凹凸でもムラ
の見え方が違います。

物流が結構大変ですね。長尺ものになると特にナーバスで
す。特注品も 10 日間ぐらいで納品可能です。
シンプルモダンシリーズの開発にあたっては、サンプリン
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グ調査を行った際のヒヤリングでは、大多数の方から評価が
高かった。ラインを１本、新たに加えるとなれば、投資が必
要になります。初期ロットの段階でクォリティはほぼ満足で
きるものでした。先ほどお話したように、最初の段階でブラッ
クは難易度が高かったため、アイボリーなどの淡色から先に
生産を始めて、その後２年ぐらいかかって濃色に挑戦しまし
た。お客様からの濃色の希望は早くからあり、「ブラックを
出して欲しい」と言われていました。次いで濃色のブルーも
難しかったのですが、お客様からの希望がある以上、勝算は
あると判断しました。製品ロットの維持管理はまた別の難し
さを伴います。
フラットの開発は早くから社内でもありました。着手に時
間がかかったのは、ある程度技術的なハードルの高さが認識
林崎哲也氏
営業部 技術企画チーム 主管

されていたからでもあります。成形の精度も、樹脂の発泡も、
その当時では出来なかったのではないかと思います。出来た
としても製品の均質さを維持できるかどうかも不確かでし
た。

18
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この金額だったら出来るかもしれないという、ラインの設
定はとても難しい判断です。実現できたとしても、確実に売
れるかどうかの判断。これだけかけたら出来るだろう、出来
たら売れるのか、という選択の問題です。そこまで持ち込め
るかどうかには、時間が必要でした。
最初の製品であるガルスパンからビレクトの発売まで 15
年以上はかかりました。現在、金属サイディングが住宅向
け外壁市場に占めるシェアは 5 〜７％ぐらいという少々マニ
アックな世界にとどまっているのが現状です。住宅、非住宅
のバランスは、住宅が 8 割、非住宅が 2 割といったところです。
非住宅は、下地の精度が低いケースもあり、凹凸などを拾い
やすいという難点もありますね。
菊地伸一氏
営業部 市場開発チーム リーダー

SF-ビレクト̲Fネオホワイト
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競合他社とも力を合わせ、
金属サイディングの裾野を拡げたい
弊社では、製造がスタートした時点で、すでにそれだけ手
間も時間もかかっています。ラインの切り替えもあり、新し
くラインを立ち上げれば、生産はスムーズですが、ある程度
の金額を抑えるとなれば、既存のラインで全て調整しなけれ
ばならないので、その手間が大変になります。市場に出す以
上は、そういうリスクが伴いますが、弊社の開発はこれまで
そのリスクを抱え込みながらチャレンジするという方法でし
た。今までもそうだったし、おそらくこの先もそうでしょう。
シンプルモダンシリーズは、そうしたチャレンジと現場技術
のタイアップで可能になりました。自信があります。
競合する他社さんが、似たスペックを開発・発売するとし
たら、歓迎します。それらも加わって、金属サイディングと
いう選択の裾野が拡がっていくなら、それは私たちの最も望
むところだからです。北海道、新潟がメインにとどまってい
る現状を、さらに西に拡げていく将来を睨んでいます。

SF-ガルブライトJF̲Fクールブラック施工事例

SF-ビレクト̲Fチャコールメタリック施工事例

ガルブライト̲Fネオホワイト施工事例
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本社所在地
設
立
資 本 金
事業内容
Ｕ Ｒ Ｌ

〒999 3716 山形県東根市蟹沢上縄目1816 12
1970年4月
2億5,350万円
主に建築用断熱外壁材（金属サイディング・金属サンドイッチパネル）
h t t p s : / / w w w . i gk o gy o . c o . j p /
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スコットランド 教会屋根施工

透湿性、防水性、気密性を誇る
海外で高まる評価と需要

粘着剤開発が産んだ建材シート
屋根用透湿防水粘着シート、
「Wraptite」
（ラップタイト）

ビッグテクノス株式会社
ビッグテクノス株式会社は、建材メーカーではありません。本来は、粘接着剤事業を筆
頭に、「貼る、剥がす」機能を重視した 粘接着剤事業、機能製品事業、印刷材料事業、受託加
工等を本業とします。つまり粘着剤のメーカーで、接着剤とは異なる用途でゴム系アクリ
ル系での貼り付けなど、自動車や電子材料など 粘着剤が幅広く活用されるシーンを担い
ます。
そうしたなか、同社製品のラップタイト（Wraptite）は 唯一の建材商品です。同商品は
日本国内より、イギリスなどヨーロッパ、アメリカ、オセアニアに販路をもっぱら拡大して
います。海外では人気の商品なのですが、国内では振るわない。
そのラップタイトの機能と魅力について、同社取締役 営業本部 東京支店長の藤沢哲之
氏にお話を伺いました。
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絆創膏の原理から生まれた、建材シートの誕生
10 年ほど前に、当初は壁用材シートとして売り出しました
が、全く売れませんでした。粘着剤シートなのでタッカーで
釘止めをする必要がありません。タッカー止めでは釘穴から
水が浸入する可能性がありますが、素材に透湿性があるので
湿気は抜けていきます。その上、気密性もあります。そのま
ま家全体をラップし、面で家を守るという点に特長を持たせ
て売り出しましたが、駄目でした。
基材となっているのは、粘着剤シートの赤いメンブレンで
す。このメンブレンそのものはスコットランドにメーカーが
あり、かの国では こういうメンブレンを建築用途に使用して
藤沢哲之氏

いました。

取締役 営業本部 東京支店長

私どもビッグテクノスは、そもそも粘着剤メーカーでテー
プメーカーです。建築関係の世界では素人に等しい存在にす
ぎません。ではなぜ、粘着剤を開発するに至ったかというと、
元は絆創膏なんです。粘着剤に中に添加剤を含めて熱乾燥さ

らいたいという要請があり、塗工を始めたのが最初になりま

せている間に、その添加剤が蒸発し、蒸発するとスポンジ状

す。売れるかどうか確証はないが、私どもで国内展開を始め

の粘着剤が出来ます。

た次第です。

こうすると、肌呼吸が可能になります。つまり、空気を肌
に通すことが出来ると同時に、肌から汗を外に逃がしてやる
こともできる。弊社が特許を出願したパテント商品です。こ
の特許に着目したのが、先ほど言ったスコットランドのメン
ブレンメーカーで、ぜひこの粘着剤を赤い基材に塗工しても
ラップタイト外観

Wrap Tite-SAの主に北米顧客様での採用理由
ラップシールド採用物件事例
米国復員軍人援護局 南ネバダ病院
1

総敷地面積 790,000ft2（71.100㎡）
7 階建（90 床）＋ 2 階建（20 床）

地域名

被覆使用面積

お客様の採用理由
・被覆施工作業性

米国ネバダ州

300,000ft2

・高通気性

ラスベガス

＝ 27,000㎡

・被覆面へのプライマー処理不要
・被覆作業する際、特殊工具不要
・被覆施工作業性

2

ミシガン州立大学 学部ホール
半円形状特殊建造物

米国ミシガン州

9,000ft2

・被覆面へのプライマー処理不要

ワーレン

＝ 810㎡

・優れた水蒸気浸透性
★

・米国環境対応建造物規格 LEED 認定 取得物件
3

カジノ併設リゾートホテル
3,000 席イベントホール

米国ミネソタ州

250,000ft2

・被覆施工作業性

ミネアポリス

＝ 22,500㎡

・優れた水蒸気浸透性
★

・LEED Platinum 認定取得物件

カリフォルニア美術学校キャンパス
4

総敷地面積 52,000ft2（4,680㎡）

米国カリフォルニア州

生徒数 400 名、教職員数 60 名規模

35,000ft2

・被覆施工作業性

＝ 3,240㎡

・施工時間の短縮化
・３次元（窓枠）粘着施工が可能
・特殊建造工法（モジュラーウォールシステム）に対応可能

5

ワシントン州立総合病院
総敷地面積 190,000ft2（17,100㎡）

米国ワシントン州

60,000ft2

・建設途中の耐水性確保可能

＝ 5,820㎡

・施工コスト削減化達成
・優れた水蒸気浸透性
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壁用から屋根用への転機

屋根の場合の透湿抵抗は壁よりも厳しくない。そこで JIS
規格もクリアし、耐久性の裏付けも取れているので、屋根用

弊社は粘着剤メーカーで、用途としては、各種フィルム製
品や塩ビの貼り付けなどに用いられます。
例えば、駅のプラットホームにある女性専用乗車口の表示

材としてやっていけるのではないかと、この 5 〜 6 年は屋根
材に特化してきました。
お陰様で気に入った方々に少しずつご使用頂いています。

ですとか、自動販売機のサインで、表面を何度も貼り直す箇

国内では全くありませんが、欧米では高層ビルの壁用に使

所など、用途は幅広くあります。ラップタイトの特徴として、

われています。よって現状の販売先は、イギリス、アメリカ、

粘着剤なのでタッカーによる釘打ちが不要です。風でバタバ

スウェーデンなどヨーロッパ、またオーストラリアなど海外

タする事なく、雨水をシャットアウトでき、尚且つ透湿する

がメインです。出荷量は、月間およそ 9万平米から 13万平米

という事で、木造建築の構造体の健康を守ります、というこ

といったところです。当社製品ラップタイトの主に北米顧客

とで売り出しましたが現状は販売不振です。面ですからボー

での採用理由としては、優れた水蒸気透過性と被着体へのプ

ドがないと、在来軸組み構法の間柱だけに貼るというのは、

ライマー処理なしで強固に接着する粘着力…と言う所でしょ

少々無理があります。今は面材も耐震用などに用いられる工

うか。

法も出始めていますが。残念ながら透湿防水シートを壁材で

また、パイプ周りや開口部分などに貼っていただくと気密

売ろうとなると、透湿性が少し足らない分 JIS規格をクリア

が取れます。日本では内側気密が一般的ですが、海外では外

できず瑕疵担保保険が利かない事から、安心してお使いいた

側気密が一般的なところもあります。特にアメリカがそうで

だけません。

すね。

壁用の透湿抵抗値（透湿性）にはあっていない。それで壁を

写真 1は、アメリカのラスベガスの大型総合病院の施工例

断念して、野地板の上に貼ったらどうだろということになり

です。部分的にいろいろ気密性を保持するための細かな工夫

ました。

も施しています。写真 2は、メルボルンのモスクの屋根の修
復です。気密性が重要視されたようです。P28上写真は、ス

製品に使用した粘着材について

コットランドの教会の施工例です。緩勾配の屋根に貼れば撥
水性もある上、わずかな勾配で雨水が出て行きます。
ロンドン近郊で気密性がどれだけとれるか、というフィー
ルドテストをやったことがあります。イギリスの基準では 1.6
立米、建屋面積の１時間当たり 1.6立米の空気が出たり入っ
たりできる計算ですが、ラップタイトを使用した場合 1.0立
米を切った（0.85㎥）という結果が出て、向こうでは非常にセ
ンセーショナルな数値だったことが報告されています。日本
ではちょっと分かり難い話かも知れませんが、そういう気密
が取れるということは、つまり断熱材も減らせるということ

写真1 ラスベガスの大型総合病院のラップタイトを使った工事

写真2 メルボルンのモスクのラップタイトを使った屋根修復施工
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で省エネ効果もうたっています。

外に排出されて、小屋裏の気密が取れる仕組みです。

カラーバリエーションはたくさんあります。どういうわけ

今私どもが挑戦しているのは、新規の屋根通気工法（写真 3）

かイギリスで販売している代理店さんが赤が好きなことから

と同様に、従来工法でも抜群の釘穴止水性で野地板を守る事

よく出ているんですが（笑）。色は自在ですよと、ご案内して

が出来ると言う（皆様への）プロモーションです。ひいては昨

います。

今の自然災害対策にもつながると言う大きな構想です。釘を

高い機能性の普及と、可能性の追求へ
ラップタイトの特殊粘着剤は、絆創膏での弊社特許の原理
を応用しています。 しっかり貼りついているのに汗を外に出
し皮膚呼吸が出来て蒸れませんという特許製品です。ラップ
タイトは、機能性に富んだメンブレンで雨水はシャットアウ
トしますし、外気からの気密性を保持できます。保持するに
も拘らず、湿度は通します。
ラップタイトを使いますと、野地板からの湿気、水蒸気は
写真3 新規の屋根通気工法

ラップタイトの特徴と構成

独自のノウハウを活かした特殊４層構造

雨水の侵入を防ぎ、室内の湿気を放出します
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ラップタイトのJIS試験結果

施工状況

屋根材に打つことで、どうしても野地板に負担がかかります。

は遅延性になっていて、貼った当座はすぐに剥がれますが、

下葺き材がラップタイトですと、粘着剤が働いて釘穴周辺で

時間や月日が経過するにしたがって粘着力が上がっていくよ

の水の回り込みが全くありません。

うになっています。

―貼るときに皺はできないんですか。
皺は出来ます。皺を伸ばしながら貼っていかないときれい

最後はガチガチになります。 日本の場合、屋根にバァーと
下葺き材を拡げてタッカーでガンガン打ち込んだりします、

に貼れません。ラップタイトは、貼る途中で皺を伸ばしなが

慣れや習熟の問題もあり、一概には言えませんが、現場では

ら貼ることが可能です。というのは、用いられている粘着剤

皆さんきれいに貼っておられます。施工性は申し分ないと思
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います。

の課題です。

もうひとつ、工法の簡素化に向けて考えていることがあり

現在は、コロナ禍の影響もあり、訪問営業も控えるような

ます。屋根の場合、通気層が野地板の下になりますが、大工

状態ですが、ラップタイトの流通については、自社の直接取

さんとしては結構手間がかかると聞いています。そこで、野

り扱いにしていて、商社や代理店さんを通していません。そ

地板にＭＤＦなど通気性のある素材を使っていただき、ラッ

の分、ご迷惑をかけるところもあると思います。

プタイトを使っていただいたら、手のかかる通気層の施工を

ラップタイトの商品特性、粘着性がありながら、透湿性が

キャンセルできる可能性がないかと考えています。機能試験

担保できるという機能性、釘穴止水性が他の製品と比較した

はまだしていません。種々のデータ取りはしていますが屋根

ら格段に高いというスペックを、これまで以上に強調してい

裏通気層をキャンセルできるかどうか証明するのは、この先

きたいと思います。

ラップタイトのここがPOINT!!

ビッグテクノス株式会社
所 在 地 本社工場／〒639 2261 奈良県御所市城山台166 17
東京支店／〒101 0047 東京都千代田区内神田1 4 1 大阪支店／〒541 0059 大阪市中央区博労町1 8 2
創
業 1965年4月（設立：1999年4月）
資 本 金 ２億5千万円
事 業 内 容 粘着剤及び接着剤の製造販売／粘着テープの製造販売／皮革用仕上剤の製造販売／印刷用インキ・塗料・接着剤の受託製造
Ｕ Ｒ Ｌ h t t p:/ / w w w .v i gt e q n o s . c o . j p / i n d e x . h t m l
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従来の木質建材の常識を覆す商品で、
非住宅市場の開拓に挑む

高品質のニュージーパインの魅力に
鮮やかな色彩を加えたウッドマテリアル
「KITOIRO」
の商品力

ニュージーランドで1990年に森林経営権を取得。以来、「森と人との共生」を目指し、およそ
4万ヘクタールもの自社森林で、高品質なニュージーパインを育ててきた株式会社ウッドワン。
「木」を知り尽くしたメーカーとして植林・加工・販売までを行う同社が、2018年に世に送り出し
たのが、「KITOIRO」というブランドです。
従来の木質建材は、木が本来持っている風合いや手触りをそのまま生かすという考え方が主流
で、色合いも自然の木らしいナチュラルカラーで仕上げるのが常識でした。しかし、
「KITOIRO」
は、そこに「色彩」というプラスアルファの価値を加えました。フローリング材や壁材などに、彩
りあざやかなカラーリングやデザインパターンを施し、全く新しいウッドマテリアルとして商品
化したのです。
この商品の魅力は、ただ木質建材をカラフルにしただけではなく、木の持つぬくもりや美しい
木目はしっかりそのまま残しているところ。これは徹底的に木にこだわるメーカーだからでき
たことといえそうです。
高品質な自然の木ならではの魅力に、鮮やかな色合いという要素が加わった
「KITOIRO」は、空間デザインの幅を大きく広げる商品として人気を呼び、今で
は様々な現場で取り入れられるようになっています。今回は新宿のショールー
ムを訪れ、この画期的なブランドについてコーポレートコミュニケーション室
長の井深正寿さんと、商環境開発部課長の宮本琢也さんにお話を伺いました。
優れた建築を生み出す商品を表
彰する、
「みらいのたね賞」を受賞

28
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きっかけは非住宅・商環境市場への参入
「KITOIRO」開発のきっかけは、非住宅という新市場への
参入です。もともと、弊社の売り上げの中心は新築の戸建て
だったんですが、近年は少子高齢化などで新築の着工件数が
減っていく傾向にありました。そこで、非住宅や商環境など、
これまであまり手をつけていなかった市場に挑戦しようと考
えたんです。
しかし、ではどの商品で売り上げを拡大させていくかと考
えたときに、店舗や公共施設など非住宅の分野で強く提案で
きるような商品が弊社にはありませんでした。そのため、新
たにこの市場に向けて、明確な武器となるブランドをつくる
井深正寿氏

必要があると考えたんです。

戦略統括本部
コーポレートコミュニケーション室 室長

そこで、社内の製造、営業、企画など各部署から人を集め、
さらにそれまであまり入れたことのない外部のデザイン会社
にも加わってもらってプロジェクトチームをつくり、どんな
商品にすべきか議論を続けました。そうやって徹底的に練り

ものや北欧テイストをアレンジしたものなど、5 つのデザイ

上げて開発したのが、この「KITOIRO」です。およそ 1 年間

ンパターンを用意しました。

を費やして開発し、2018 年の 11 月に発売しました。

そして具体的なアイテムとしては、フローリング、ウォー

「KITOIRO」の特徴は、カラフルな色彩や豊富なデザイン

ル、スクエアパネル、デザイン長押の 4 つがあります。こう

です。現在は、デザインのラインナップとして、全 88 色か

した鮮やかな色彩や豊富なデザインは、空間づくりのアイデ

ら選べる「COLOR」、どんな空間にも馴染みやすい「BASIC」
、

アを大きく広げることができるものだと思っています。おか

様々なパターンを施した「DESIGN」という 3 つをそろえて

げさまで、2019 年には一般社団法人日本能率協会が主催す

います。また、
「DESIGN」には、子供向けの空間に最適な

る「みらいのたね賞」も受賞させていただきました。

素 材

KITOIRO

3つの特徴

苗木から丹念に育てる

木取りへのこだわりが生む木目の美と質

木目の存在感を際立たせる伝統の技

ニュージーパイン

柾目取り

浮造り仕上げ

KITOIROの商品には、松の一種であるニュー

丸太を加工する際に、のこをどう挽くかによっ

木の魅力を最大限に引き出すためには、高い

ジーパインを使用。30数年を生き抜いてきた

て、木肌に現れる木目の模様は異なってきま

技術と経験が欠かせません。KITOIROは全て

力強さが現れた逸品です。温もりと柔らかさ

す。木目がほぼ平行に並んでいるのが「柾目」。

伝統の技が活きる「浮造り仕上げ」
。木目を立

が心地よく伝わってくる質感は、厚みのある

反りにくく狂いが少ないという性質を持ち、

体的に浮き立たせ、自然の木ならではの上質

本物の木でしか味わえない魅力です。

均一でまっすぐな木目のラインが楽しめます。

な素材感と感触を引き出しています。
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ラインナップ

KITOIROのラインナップ
豊富な色をそろえた「COLOR」
、どんな空間にも自然になじむ「BASIC」
、5つのテーマごとに
様々なパターンを施した「DESIGN」の3つのデザインラインナップをそろえています。また、
それぞれの柄ごとに床や壁など様々な場所に使用できるアイテムをラインナップしています。

デザインのラインナップ

COLOR
カラー
木を彩る全88色のカラーバリエーション

BASIC
ベーシック
どんな空間にも合わせやすいベーシックパターン

DESIGN
デザイン
様々な使用シーンを想定したデザインパターン

KIDS

NATURAL

SCANDINAVIA

JAPANESE

CHIC

キッズ

ナチュラル

スカンジナビア

ジャパニーズ

シック

子供向けの空間に合う
キッズパターン

自然モチーフの
ナチュラルパターン

北欧テイストを
アレンジしたパターン

和のインテリアに合う
和風パターン

現代的でシックな
幾何学パターン

アイテムのラインナップ

FLOORING

WALL

フローリング

ウォール

1,818×120×12

2,727×152×11.5

SQUARE PANEL

DESIGN NAGESHI

スクエアパネル

デザイン長押

303×303×12

900×110×20
1,840×110×20
2,730×110×20

※単位：mm
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木の魅力に彩りという付加価値をプラス
この商品ブランドを立ち上げるにあたり考えたのは、何を
強みとして打ち出していくかということです。ご存知のよう
に、弊社では 1990年からニュージーランドでニュージーパ
インの植林事業を行っており、これを大量に出材できます。
私たちが育てているこのニュージーパインは、木目がまっす
ぐで節もなく非常に品質が高い木材ですので、いかにこれを
うまく生かして提案できるかをチーム内で議論したんです。
木は、もちろんそのままでも美しく、温もりがある素晴ら
しい素材です。しかし、今はただ木の質がいいというだけで
は難しい時代で、そこに不燃化なり、硬質化なり、何かプラ
スアルファするという発想が必要です。そこで出てきたのが、

宮本琢也氏

木が持っている質感にさらに「彩り」をプラスするというア

営業本部 商環境開発部 課長

イデアでした。
従来ですと、ニュージーパインはナチュラル系、中間色、

ということになってしまいます。また、例えば、黒のベタ塗

ダーク系という王道の 3色を中心に商品を展開していました。

りにしてしまうようでは、ペンキで塗ったのと変わらなく

しかし、これまでにないカラーをのせれば、非住宅でもっと

なってしまいます。木の質感を大切にするという考えは、弊

クリエイティブな提案ができるのではと考えたんです。こう

社の商品全般にいえることだと思いますが、これは植林事業

して、木はそのままの雰囲気を出すのが商品の魅力になる、

からやっている弊社の DNA のようなものだと思います。そ

という従来の固定観念にとらわれることなく「素（そ）
のまま

のため、88 色あるカラーも、ひとつひとつを見て木の表情が

よりも、楽しい。」というブランドコンセプトでつくったウッ

死んでしまっていないか慎重にチェックしました。

ドマテリアルが、この「KITOIRO」なんです。

一般的に、材木という素材において節や年輪などがいわば

「KITOIRO」に使用している木は、全て弊社が苗木から丹

デザインとして成り立っていたなかで、ニュージーパインは

念に育て上げた高品質のニュージーパインです。これを木目

木肌が白く木目がまっすぐ、そして節もないという特長で人

がほぼ並行に並ぶ柾目取りで製材し、木目を立体的に浮き立

気を得ました。偶然ですが、ニュージーパインのこうした特

たせる浮造り仕上げにしています。自然の木なので、ぬくも

長は色を付けるのにも相性がよくて、製品としての完成度は

りのある質感や調湿作用といった自然の木ならではの魅力は

とても高くなったと思っています。

そのままですし、時間が経って木肌の色が美しく変わる経年

デザインするうえでは、リピート柄が苦労しましたね。床

美化も生じます。鮮やかな色は特殊な技術を用いて付けてい

でも壁でも 1 枚ずつデザインするわけですが、結局現場で張

ます。含浸系の塗料ではないので内部が染まっているわけで

り合わされることになります。このとき全部同じところから

はなく、あくまで表面にお化粧をしている感じですね。また、

スタートするのであれば問題ないのですが、例えば 3 尺ずら

床材にはとくに耐摩耗性が高い塗料を使用しています。

しのように変則的に張る場合でも成り立つようなデザインに
しなければなりません。乱尺張りなどされると非常に困るん

素材が持つ魅力を損なわないように

ですが（笑）、それでもデザインとして成り立つように、いく
つか張り方を想定したうえでデザインを検証しました。

木に色を付けるという発想は大胆なものだったかもしれま
せん。製造面でこれだけ多くの色を持つことへの心配とか、

教育施設や商業施設で人気

あるいは選ぶ人の目線からすると、色が多すぎて迷いが生じ
てしまうのではないかといった意見はありましたが、いまま

需要が最も大きいのは、出荷金額ベースで見れば、デザイ

でにない発想なんだからとにかくやってみよう、という積極

ンのバリエーションでいうとカラー、アイテムでいうと必然

的な雰囲気だったと思います。

的に面積が大きくなるフローリングですね。しかし、出荷件

商品化にあたり、最も気を付けたのが、素材そのものがも

数で見ると、どのデザインバリエーション、アイテムも大き

つ魅力を壊さないことでした。やはり、無垢の木の質感や手

な差はありません。それぞれ特徴が異なりますが、どれにも

触りをなくしてしまうと、MDF でもシートでも変わらない

手応えを感じています。
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実際にどんな場所で使われているかですが、実績があるの

予算管理でいろいろ変更が生じたときでも、最終的に使って

は保育園や幼稚園、キッズスペースや小児科といったところ

もらえることが多いんです。これは、商品のオリジナリティ

です。これは自然素材でなおかつ色彩が明るいという商品の

と完成度の高さのおかげです。

特性が評価されたからだと思います。また、商品カタログを

悩みは、色や柄の入れ替えのタイミングでしょうか。店舗

どちらかというと可愛い系につくっているというのも理由の

の場合だと、よそにない空間をつくるために、デザイナーさ

ひとつかもしれません。

んの方はどんどん新しいものを取り入れていかなければなり

デザインされた柄をどう組み合わせようかと悩む設計の方

ません。しかし、先ほどいったように、認知してもらえるま

に対してコーディネートの導線のようなものをつくって差し

でに時間もかかるので、長く引っ張らなければいけない部分

上げるのが大変でしたが、一度使っていただくとリピートし

と、短いサイクルで回さなければいけない部分があって、ジ

ていただけるケースが多いですね。シートやクロスではなく、

レンマが生じてしまうんです。これだけ多色展開をしている

木でありながらここまでカラフルだったり、デザインにこだ

と、どのタイミングでどれだけ変えるかで悩んでしまいます。

わったものはこれまでありませんでしたから。

あとは、住宅の場合は規格化されたものを安く大量に供給

バー状の長押やスクエアパネルといった、アクセントとし

する、つまり大量生産、大量消費という形だったのが、店舗

て貼ることができるものは、住宅やマンションでも人気です。

など非住宅になるとそれが個対応といいますか、少量多品種

もともと長押は和室に設けるもので、和室が少なくなってい

になってしまいます。きっとどのメーカーさんも同じ悩みを

る今では使われることも減っているのですが、この長押は従

抱えていることと思いますが、商品づくりを進めるうえで、

来とは違うとらえ方をされているのかもしれません。これは

これは難しいと感じています。

なんの部材なのか、と聞かれることも多いですね。

とはいえ、我々はこの分野では、ようやく土俵に乗れた
という段階だと思いますので、勝負はこれからです。ま

商品のオリジナリティと完成度の高さが強み

た、それまでウッドワンという会社をご存知なかった人が
「KITOIRO」を見て、おもしろい商品だから話を聞かせて欲

非住宅の分野では、どうしても商品を認知してもらうまで

しいとなったときに、それ以外の商品を気に入っていただけ

に時間がかかってしまいます。いま、発売から 3年目を迎え

ることも多いんです。新しい商流に挑戦したことで、これま

たところなんですが、ようやく実績ができ始めたという感じ

で接点がなかったところに売り込みができるようになって、

ですね。ただ、この商品のような豊富なバリエーションの類

営業に横の広がりができました。これも「KITOIRO」がもた

似品はありませんので、設計段階で織り込んでもらえれば、

らしてくれた大きな効果だと思っています。

新宿リビングデザインセンター OZONEにあるショールーム

ショールームには、全88色のカラーサンプルも展
示されている

和風、北欧風、モダンなものなど、デザインパター
ンが豊富
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施工例

KITOIROの施工例の紹介

FLOORING

WALL

フローリング

ウォール

SQUARE PANEL

DESIGN NAGESHI

スクエアパネル

本社所在地
創
業
設
立
資 本 金
事業内容
Ｕ Ｒ Ｌ

デザイン長押

〒738 8502 広島県廿日市市木材港南1番1号
1935年5月
1952年4月
73億2,497万円
木質内装建材の製造・販売、住宅設備機器などの販売、住宅等木質構造物の企画・設計
h t t ps:/ / w w w. w o o d o n e . c o . j p
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