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本社棟3階のショールーム「KIDS」で、河村電器産業の製品開発の歴史を教えていただいた。
これまでの関連分野の全体を俯瞰する壁面展示

息長く、製品を育て続ける
老舗分電盤メーカーの社風が培う
ものづくりと市場開拓の歩み

トラッキング火災を未然に防止する
市場初の先行製品
『プレトラックコンセント』
その開発から、
現在まで

産業と民生を支える欠かせないエネルギーの電力。近現代の技術革新の歴史は、電気
利用が拡大を続ける歴史でもあった。その電気利用を、産業と民生の両方で下支えする
役割を幅広く担ってきたのが、河村電器産業株式会社だ。1919年（大正8年）、河村鈴吉
が個人経営の河村製陶所を創業し、コンセント部品を製造販売したことに始まる同社の
100年は、そのまま、わが国の電気利用技術が拡大と進化を続ける歴史と共にあった。
事業分野は多岐にわたり、産業用分電盤、ブレーカ、制御盤、高圧受配電設備、住宅用
分電盤から、キャビネットや省エネ機器に至るまで、電気利用の現場の需要に立脚しな
がら、「安全と安心」の提供をモットーとする製品づくりと販売を業態とし、次世代配電
システム、情報通信システム、エネルギーマネジメント、創エネルギーへと関連分野は拡
がり続ける。
その同社の数あるアイテムのなかで、今静かに売り上げを伸ばしているのが「プレト
ラックコンセント」だ。愛知県瀬戸市にある本社を訪ね、コーポレートコミュニケーショ
ン室長の田中美奈氏、研究開発部電子デバイス開発チームの加藤明義氏、同開発推進
チームの吉田見紀氏の三人にお話を伺った。
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電気機器火災の原因、
「トラッキング現象」

にトラッキング現象が原因と認定されるものに限られます。

―埃と湿気を伴う、隠れた場所で発生しやすい―

火災原因は複合的な要因が多く、トラッキング現象プラス何
か、というケースは統計上はじかれてしまいますので、実際

―製品の概要とスペックからお話いただけますか？
東京消防庁の発表データによりますと、電気火災の原因の

の比率はもっと高いだろうと推測しています。
では、トラッキング火災を引き起こす「トラッキング現象」

約 1 割が、
「トラッキング現象」に因ります。平成 30 年（2018

とは何か？

年）の全火災件数 3,972 件のうち、電気機器火災が 1,205 件

栓刃間に付着した綿埃等が湿気を帯びて微小なスパークを繰

で 30.3％、さらにその内訳の 113 件が 9.4％がトラッキング

り返し、やがて栓刃間に電気回路が形成され、出火する現象

火災です。これはあくまで推定ですが、全国に換算すると全

です。トラッキング現象は、埃と湿気のある場所で発生しや

火災件数 37,981 件あり、そのうち電気機器火災が 11,508 件、

すく、普段あまり目にかけない隠れた場所の差しっぱなしの

さらにその内約 1 割がトラッキング火災と考えられます。

コンセントは要注意です。そういった場所にぜひ設置をおす

東京消防庁がトラッキング火災として類別するのは、確実

この現象は、コンセントに差し込んだプラグの

すめしたいのが「プレトラックコンセント」です。

プレトラックコンセント
正面写真
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プレトラックコンセントの作動原理と機能
―トラッキング現象を未然に防ぐ―
製品のコンセントの栓刃の二つの差込穴の間に、ごく小さ
な穴があるのを確認できると思います。これが検出孔で、直
径は約 0.3ミリです。ここにトラッキング現象を検出する、
「プ
レトラック検出回路」が搭載されています。栓刃の間の微小
な放電が「電荷を含んだＧＡＳ」を発生させます。検出回路は、
そのＧＡＳを検出孔を通じて検出します。検出すると直ちに、
ブザーを鳴らし、ランプが点灯して警報を発し、次に回路を
遮断します。（図 1）この検出回路は、発熱や発火に反応する
のではなく、発熱の前段現象である微小な放電、スパークに
田中美奈氏
コーポレートコミュニケーション室長

よって発生するＧＡＳに反応して検出する仕組みです。熱や
炎が発生する前にアラームを発するメカニズムなので、火災
を未然に防止できるだけでなく、製品が一度作動しても、埃
を掃除すればその後も何度でもお使いいただけます。
安全性の高さを評価頂き、2006年電設工業展製品コンクー
ルで「（独行）労働安全衛生総合研究所理事長賞」、
「第 54回電
気科学技術奨励賞（オーム技術賞）」、
「第 18回電気設備学会賞
技術振興部門振興賞」を受賞いたしました。
プレトラックコンセントが主に機能を発揮する場所は、住
宅ではどこかと言いますと、トイレ、浴室、キッチンなど湿
気の多い場所や、エアコン、パソコン、テレビの裏など、長
時間コンセントを差し込みっぱなしにしている場所への設置
をおすすめしています。
市販のスイッチボックスに取り付けられるので、既設コン
セントと取り替えも容易ですが、コンセントの交換や新設は
電気工事士の資格が必要なためご留意ください。

加藤明義氏
研究開発部電子デバイス開発チーム

【基本ラインナップ】
基本的には従来のコンセントによくある 2口

タイプを

メインで販売しており、機能 2種（アラームと遮断のダブル
機能・アラームのみ）、プレート 2種（樹脂製・アルミ製）、
アースの有無、それぞれの組合せでラインナップしています。
当初は基本タイプのみを販売していましたが、お客様から
エアコンや、テレビの裏も気になるとのご要望を頂き、「エ
アコン用」「多回路用」を開発、販売いたしました。（図 2）

図1 トラッキング現象の検出メカニズム
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吉田見紀氏
研究開発部開発推進チーム

住宅内のコンセント配置図

図2 製品ラインナップ
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売り方の学びを蓄積する歩み

難産だった開発初期、
市場に認知されなかった６年間

その後、売り上げが次第に上向いてきましたが、急カーブ
開発のきっかけは、2001 年（平成 13 年）9 月に発生した

ではありませんでした。しかし、一つ言えるとすれば、世の

新宿の歌舞伎町の雑居ビル火災です。戦後５番目と言われる

中で防災に対する意識が高まったのではないかと考えていま

多くの犠牲者が出ました。出火原因は当初不明でしたが、後

す。「安全を買う」という価値をご理解頂ける様、地道な活

に「トラッキング火災」と特定され、
「トラッキング現象」

動を続け、現在は多くのお客様にご購入頂いています。

という言葉が初めてメディアでも大きく取り上げられ、世間
に認知された出来事であったと思います。

販売方法も、当初は従来の電材商社さまのルートでの販売
が主流でしたが、ユーザーに近いハウスメーカーさまなどに

当社では当時、配線用遮断器によるトラッキング検出に関

ＰＲの対象を変え、現在に至ります。今ではプレトラックコ

する研究を行っていましたが、発火レベルまで至らなければ

ンセントを標準品やオプション品として登録いただいている

検出ができず、初期段階で起こる微小な電流の検出が困難で

ハウスメーカーさまもあります。住宅以外では、フランチャ

した。

イズの店舗等を中心に、ご採用頂くケースが増えています。

研究を進める中で、視点を変え、コンセントであれば初期
段階での検出が可能であると考え、研究方法を見直し、技術

商品の行く末を、息長く見守り育てる社風

確立を行いました。
ただ当時、当社はコンセントの製造は全くしていなかった
こともあり、商品開発まではなかなか結びつきませんでした。

―製造開始から長く販売不振が続いて、カタログから廃番
ということはなかったのですか？

そこで当時の開発者は、社員なら誰でも応募できる、社内

弊社はそうした点では理解があります。長く続けることの

の製品コンクール「i（アイ）フェスタ」に応募しました。こ

大切さというか、商品を息長く見守る、というのは弊社の社

の製品コンクールは入賞すると研究費が付与されるのです

風かもしれません（笑）。

が、見事入賞を勝ち取り開発をスタートさせることができ、

製造販売を始めた 2006年からの 6年間、販売台数も非常に

誕生したのが「プレトラックコンセント」です。あらたな価

少なく、最低限の初期投資も回収できていたかどうかわかり

値創造の場として、現在も社内の製品コンクール「i フェスタ」

ません。現在では、おかげ様で販売台数も軌道にのり、数年

は続いています。

前に製造ラインを確立しました。テレビ愛知に「工場へ行こ

プレトラックコンセントは 2006 年に完成し、製造販売を

う PART II AMAZING FACTORY」というシリーズの企画

開始しました。最初の６年間は売り上げは鳴かず飛ばずの状

番組があり、2020年１月に弊社のプレトラックコンセント

態が続きました。コンセントという製品は、安価でどこにで

が取り上げられ、多くのお問合せを頂いている所です。

もあるというイメージが強く、
「安全・安心を買っていただく」
という付加価値をご理解頂くには、大変時間がかかりました。

「KIDS」にて太陽光接続箱の展示
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「KIDS」にて創業初期の製品群の展示

「安全、安心の技術」 を文化財の保護へ
当社が京都の臨済宗大本山の建仁寺にご縁があったことか
ら、2014 年に火災防止のためプレトラックコンセントを寄
進しました。これをきっかけに、製品の認知度向上も兼ねて、
「貴重な文化財を電気火災から守る」取り組みとして寄進活
動を進めています。その後も、1年に 1件を目標に、木造の文
化財への製品設置を進めています。2018年には奈良県にあ
る法相宗大本山 薬師寺、2019年に京都の本山修験宗総本山
聖護院門跡と鷲峰山 高台寺へプレトラックコンセントを寄進
いたしました。今年も京都市指定有形文化財の木造住宅へ設
置する予定です。
最新のプレゼン動画を見せていただく

今後の取り組み
現在の販売実績は年間約 11 万台で、今年は 15 万台が目標
です。戸建新築住宅件数の 10％にまだ及ばない数字ですが、
一歩ずつ、安全安心の拡大へ寄与できればと考えています。
類似の機能を持つ競合商品としては、パナソニックさん、第
一通商さんがあります。当社のメカニズムとは異なりますが、
２社がシェアを伸ばされれば、そのことで電気火災防止とい
うカテゴリーの認知度が向上し、ひいては当社製品の伸びシ
ロにもつながればと思います。
また今後は、
「接触部の加熱」という課題にも注目、
「プレ
トラックコンセント」同様、未然の検出 にこだわった研究、
開発を進めていきたいと考えています。

「KIDS」にて 高圧受電設備の展示

本社所在地
創
業
設
立
資 本 金
事業内容
Ｕ Ｒ Ｌ

〒489-8611 愛知県瀬戸市暁町3番86
1919年（大正8年）8月
1929年（昭和4年）11月
18億340万円
受配電設備、屋内外配線器具の製造販売
h t t p s : / / w w w . k a w a m u ra . c o . j p

左からコーポレートコミュニケーション室長の田中美奈氏、電子デ
バイス開発チームの加藤明義氏、開発推進チームの吉田見紀氏の3人
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オークリッジスーパーによる屋根外観の施工例

普及率に大きな伸びシロを持つ、
「高耐久」住宅時代の未来の屋根材
高スペックの宣伝・周知をめざし、積み重ねる歩み

スレート、
金属、
瓦に続く、
屋根の新素材、
シングル材、
オークリッジスーパー
苛酷な自然に耐える、
アメリカ由来の高耐久製品
オーウェンス

コーニング

ジャパン合同会社

現在、日本の新築住宅に使われる屋根材は、スレート屋根が主流です。他には、ガ
ルバリウム鋼板など金属屋根で、スレート屋根からカバー工法する事例も増え始め
ています。そしてやはり、根強い人気を誇るのが陶器瓦で、寿命の長さに大きな定評
があります。
屋根材は風雨から住宅を守る基本材であると共に、住宅のデザイン性にも深く関
わります。近年は気候変動の影響から、巨大台風や大雨、激しい熱暑などが頻発する
ようになりました。日本は地震国でもあり、自然の苛酷さから家を守る、屋根材にも
その役割や性能が、問われるようになっています。住み心地がいいだけでなく、厳し
い自然にも耐えられる堅固な家を。資産価値を高める「高耐久」
、
「高防災」は、住宅
のますます欠かせない品質となってきました。
現在、静かに注目を集め始めているのが、アメリカ由来のアスファルトシングル
材、オークリッジスーパーです。米国オハイオ州に本拠を置くグローバルカンパ
ニー、オーウェンスコーニング社の製品です。日本での販売・普及を今、一手に引き
受ける、オーウェンスコーニングジャパン合同会社の建築材料部門、セールス＆マー
ケティングマネジャーの高橋至氏に話を伺いました。
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北米大陸で試された幅広い耐久性スペック
オーウェンスコーニング社は、もともとはガラス繊維メー
カーとしてスタートしました。そのガラス繊維を芯材にした
屋根材を販売して 50 年以上の歴史があります。この製品は
「ファイバーグラスシングル」という名で、北米住宅の８割
以上の住宅で採用されています。広大な北米大陸は、酷寒の
アラスカ、高温多湿のミシシッピ、ハリケーンが毎年襲うフ
ロリダなど苛酷な自然環境を抱えていますが、その風雪に耐
え続けてきた屋根材として定評があります。耐風性というこ
とで言えば、アメリカの工業規格（ATSM）で最高クラスの
耐風性を誇ります。
米国企業として初めて日本でシングル材「オークリッジブ

高橋 至氏

ランド」を発売したのが 2002 年です。日本の屋根材市場に

オーウェンスコーニングジャパン合同会社建築材料部門、
セールス＆マーケティングマネジャー

占めるシングル材のシェアは、まだまだとという状況ですが、
「オークリッジブランド」は地震や台風の多い、日本にも適
しているので、しだいにご評価をいただくようになってきま

せいか、屋根はシングル材が多い。アメリカの住宅は木造が

した。現在、北海道から九州までの広い地域で、年間約 50

主ですが、韓国の場合は朝鮮戦争の影響でＲＣ造ですが屋根

万坪（オーウェンスコーニング社製造品）の屋根にご使用い

材はシングル材が主です。

ただいています。

ガラス繊維を芯材にして、これにアスファルトをコーティ

日本で販売している製品「オークリッジスーパー」は現在、
韓国で製造しています。韓国はアメリカとの結びつきが強い

製品構造・特徴

ングするというのは、ガラスより低い溶融点で出来ますので、
基本的にそれほど難しい技術ではありませんが、同製品の耐

芯材に高耐久のガラス繊維を使用

スーパーシーラント
屋根と家屋を雨水から守るための防水膜構築
を補助するとともに、屋根の飛散を防ぎます。

リリーステープ
屋根材同士がパッケージ内でくっつくことを防ぎ
ます。施工時にはがす必要はありません。

釘打線
施工時の釘打ちをより容易かつ正確にします。

セラミックコーティングされた粒状石（対藻性能）
屋根材を太陽光による退色から守り、美しい
見た目を提供します。

ファイバーグラスマット芯材
屋根材に強度、耐久性、長寿を提供します。

耐風性

防火性

対藻性

長期品質保証

最大瞬間風速50m/秒の強
風にも対応

飛び火認定を取得しており、
規定の構造を用
いることで耐火・準耐火地域でも使用可能

屋根の変色の一因となる藻が、
付着しにくくなる効果を付与

40年を超える長期品質保証
を付与
（制限付）

対候性

軽量性

意匠性

耐久性

高い防水性と対候性を備える
高品質なアスファルトを使用

軽量のため地震時の建物への負担が少な
く、
耐震性に優れる

色彩豊かな粒状石が太陽光を反
射し、
美しい色と立体感を実現

ファイバーグラスマットにより
耐候性、防火性、
長寿を実現
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久性の基本で、これに幅広いスペックを加えたのが、弊社の

を損壊した家屋が多く、屋根のカバー工事が増えたことにも

「オークリッジスーパー」です。このシングル材は、巾 1 ｍぐ

よります。屋根の軽さも、家の躯体にかかる負荷が少ないこ

らいのシートを並べて、それを重ねる形で釘を打ち屋根に固

とで耐震性を強めます。

定し、屋根材に塗布された自着材（スーパーシーラント）が

さらに、オークリッジスーパーの強みは、施工のし易さに

熱で溶けて最終的に屋根材が一体化する仕組みです。釘打ち

あります。材料も軽量で釘を手で打ち付ける必要が無く、電

線を設けてあるので、ベストな位置に釘が打てるので施工は

動の釘打ち機での施工が可能なので比較的若い職人さんでも

難しくはありません。何枚もの屋根材が自着材で接着される

施工が容易です。屋根職人に限る必要はなく、高所作業が得

ことで、まるで 1 枚物でカバーされているかのようにふるま

意な大工さんなら可能な事もあるようです。アメリカではど

い、その屋根材が釘の保持力によって野地板に固定されます。

れだけ速く屋根を施工できるか、というようなコンテストが

自着材（シーラント）が弱いと吹き飛ばされますが、自着材

あって、ＳＮＳにアップロードされたりもしているほどです。

は共同開発のかたちで科学的検証を重ね、充分な接着力の強
化をはかってきましたので吹き飛ぶ心配はありません。オー

◆従来の屋根材イメージを超える、多様なデザイン性

クリッジスーパーというブランド名にしたのは 2015 年です

色や表面の形状などバリエーションが豊富です。意匠性は

が、従来品との違いは、耐風性能を 38 ｍから 50 ｍに上げて、

オークリッジスーパーの強みとして、ご評価いただきたい特

性能保証を 30 年間から 40 年保証にまで伸ばせたことです。

徴なのですが、わが国では屋根材をお施主さんが自分で選ぶ

最近の台風はそのぐらいの風速に近づいてきていますし、課

という人は多くはありません。以前、住宅系の出版社さんが

題として開発の余地はまだあると考えています。

実施したアンケートでも、自分で選ぶ方は２割程度という結
果があります。もう少し、目を向けていただけるようにした

◆製品構造と特徴

いと考えています。

ポイントは何より幅広い耐久性能です。
〈耐風性〉
➡最大風速 50 ｍ／秒の強風にも対応

潜在需要に応えるポテンシャルで、
シェア拡大をめざす

〈防火性〉
➡飛び火認定を取得し、耐火・準耐火でも使用可能
〈対藻性〉
➡屋根の変色の一因となる藻が付着しにくい効果を付与
〈対候性〉
➡高い防水性と対候性を備える高品質なアスファルトを使用
〈軽量性〉
➡軽量なので地震時の建物への負担が少なく、耐震性に優れる
〈意匠性〉
➡色彩豊かな粒状石が太陽光を反射し、美しい色と立体感を保つ
〈耐久性〉
➡ファイバーグラスマットによる対候性、防火性で長期寿命
〈長期品質保証〉
➡ 40 年を超える長期品質保証付（制限付）

スレート屋根でアスベストを禁止してから約 10 年が経っ
て、ひび割れなどが目立ってきています。かつてはスレート
が退色してきたら、塗装すればいいということはあったんで
すが、ひび割れとなると塗装だけではすみません。金属を重
ねるというカバー方法もありますが、私どものオークリッジ
スーパーを使って重ね拭きも出来ますので選択肢として、ぜ
ひお試しいただきたいと思います。費用的には金属屋根より
もお得です。屋根のカバー費用を、金額で松竹梅風に比較す
れば、一番が金属、次がシングル、最後が塗装という順でしょ
うか。
アメリカでの屋根材のシェア（勾配屋根）はシングル材が
８割以上を占めます。そのうちオークリッジスーパーのシェ
アは 2 番目で、20％台後半というところです。アメリカは

セラミックコーティングは前からの特徴の一つです。石は

新築よりも中古の流通が主で、屋根だけ張り替えるなどリノ

色目の効果という以外に、アスファルトは紫外線にさらされ

ベーションが主流なので、シングル材は有利です。日本でも

ると色が劣化しますが、セラミックコーティングは太陽光に

今後は、長期優良住宅など「高耐久性」が品質として問われ

よる紫外線を受ける場所を少なくし、屋根材の退色を防いで

るようになり、屋根のカバーも大きな需要になってくるはず

美観を維持します。同時に、粒状の石に耐藻に効力のある銅

です。

イオンを活用した加工を施した粒状石も混ぜており、高温多
湿な日本でも藻が生えにくい仕様です。

ガラスの不織布の耐久性、耐酸性、高耐久が何よりのセー
ルスポイントで、保証も長期です。陶器瓦に比べたら大幅に

オーダーがしだいに増え始めたのは 2011 年の東日本大震

軽量のため、負荷が小さいので地震に対しても強い。雨音も

災以降からです。震災で屋根の陶器瓦が滑り落ちるなど屋根

金属は音が出やすいんですが、弊社製品なら音をうまく吸収

12

耐久性の向上
天然石のセラミックコーティング

芯材に高耐久のガラス繊維を使用

表面の石は、着色した天然石に水ガラスを使用したセラミック

業界トップクラスの自社製ファイバーグラスマットを使用し高耐

コーティングを施しており長期間、
自然な色合いの維持が可

久化を実現しました。以前のパルプやフェルトを用いたオーガ

能です。20年経っても褪色が目立ちにくくメンテナンスコストを

ニックシングルに比べ飛躍的に性能が向上し、高い防水性能

抑える事が可能です。

と長寿命化を実現しました。

試験前
（新築時）

地震に備える

試験後
（約20年相当）

商品構造イメージ

ガラス繊維イメージ

軽量屋根で耐震性向上。建物が軽いほど、建物にかかる地震の力を小さくすることが出来ます。

オークリッジスーパーの重さは1㎡あたり約12kgで軽い

重い屋根

軽い屋根

オークリッジスーパーの重量は日本瓦に比べて約４分の1、
スレートの約半分程度で、
と
ても軽い屋根材です。

4X

軽い屋根を選択する事で、地震の被害を軽減させる事が可能だと言われています。大
地震に備え、建物の崩壊のリスクや耐震性能向上について考えることはとても重要な
事です。
負荷が
大きい

負荷が
小さい

ゾウ

１軒（100㎡）の屋根の重量比較

地面のゆれ

※動物は重さのイメージです

軽量屋根で耐震性向上
同じ建物に対して同じ揺れの大きさの地震が襲っ

約5トン

た場合、建物が軽ければ軽いほど、建物にかかる

サイ

地震の力を小さくする事ができます。
また、地震の際、揺れの大きさや方向によっては
セイウチ

約2トン

「ほぼ建物の重さと同じ力で建物を揺らす」力が
建物に加わることがあります。

約1.2トン

軽い屋根は重い屋根に比べて重心が低くなり、地
震による横揺れの幅を軽減することが可能です。

日本瓦
約50kg/㎡

スレート
約20kg/㎡

オークリッジスーパー
約12kg/㎡
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台風でも安心
台風でも安心
瞬間最大風速50m/秒にも対応
屋根材同士を接着し、雨水の浸入をブロックするセ
ルフシーラント
（自着材）
の性能は耐風性に最も影
響を与えます。自社開発の強力なスーパーシーラ
ントをしっかり端から端まで途切れなく、
たっぷり塗
布する事で抜群の耐風性能を実現する事ができま
した。吸水率も約1％と低く、防水性能も高い商
品です。万が一の台風でもオークリッジスーパーな
ら建物をしっかり守ります。

スーパーシーラント

撥水イメージ

…瓦の吸水率：15〜12％
スレートの吸水率：18〜9％

しますから、瓦と同程度です。

今の日本では、屋根材のチョイスは、ハウスメーカーさん、

今の日本では、地震で倒壊、損壊することは昔に比べたら

ビルダーさんにもっぱら任されている状態で、直接オーダー

構造上、格段に少なくなっていますが、間取りの自由度は担

いただくというケースは多くはありません。マーケット戦略

保したいとお望みの方が増えています。構造計算上、耐震性

上の課題としては、分譲メーカーさんには屋根材のアイテム

は重量と間取りがポイントになります。間取りを犠牲にせず、

に加えていただいていますが、これからはハウスメーカーさ

その両立を図りたいとお考えになるお客様の要望に、より軽

んにも普及させていきたいと考えています。使ったことがな

量のシングル材はお応えできる素材です。

いからという声が、まだまだ多いのが現状です。営業活動は、

意匠性についても好評をいただいています。屋根材をデザ

施工業者さんの講習会などに足を運んで、オークリッジスー

イン的に吟味するには、ショールームのサンプルでは難しく、

パーのスペックをプレゼンテーションさせていただくなどの

モデルハウスなみのスケールでないと分かりにくいという点

地道な活動が主です。

が泣き所ですが（笑）。最近は施主さんからドローン写真を
施工事例としていただいたりもしています。

現在他社も含めシングル材のシェアは約 6％に留まってい
ますが、ポテンシャルのある素材ですから、10 〜 15％台ま

保証は長期です。アメリカの 50 年保証は下葺き材も自社

でには持っていきたい。潜在需要に対して伸びシロは見えて

製ということも含めて 50 年です。日本で私どもが現在提供

います。目標に向かって、オークリッジスーパーの製品スペッ

しているのは屋根材ですが、今後は下葺き材も認定に持って

クを地道に拡げていく活動を、積み重ねていきます。

いこうと課題にしています。

錆びない

屋根材の主原料は金属を使用
していないので錆びず、塩害の
心配もありません。
※現地調達品の金属役物部分は定期
メンテナンスを実施ください。

14

割れない

柔軟性がある素材なので施工
中の予期せぬ踏み割れ等のリス
クがありません。

寒冷地に強い

屋根材の基材に浸み込んだ雨
水が凍り発生してしまう
「凍害現
象」
に強い商品です。

雨音を軽減

原料のアスファルトと表面の石
粒が雨音の伝わりを和らげます。

簡単・安心リフォーム

既存の屋根材を残したままの屋根カバー工事が注目
されています。

BEFORE

BEFORE

AFTER

AFTER

住みながら工事ができ、廃材処理が不要なので経済
的に負担が掛かりにくい工法です。
新築時の防水紙も新しく施工する為、塗装でのメンテ
ナンスに比べ屋根の寿命を延ばす事が可能です。防
水の要である防水紙にも寿命があり、新築からそのま
まだと雨漏りの原因となってしまいます。
※屋根材や現場状況によってはカバー工法が対応出来ないケースもありま
す。詳しくは施工マニュアルをご参照ください。

カラーサンプル・施工例

オーウェンス コーニング ジャパン合同会社
本社所在地
四日市事業所
設
立
資 本 金
事業内容
Ｕ Ｒ Ｌ

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-5-16 名古路ビル新館5階
〒510-0051 三重県四日市市千歳町2番地
1996（平成8）年8月8日
1億円
建築材料事業（アスファルトシングル材、グラスウール断熱材など）／コンポジットソリューションサービス
http://www.owenscorning.jp/
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木肌が見える家づくり

木の素地を活かした家づくりへの提案
木の扱い方のリテラシーを消費者と共有する
製品開発と普及への試み

国産材時代への舵取り
スギ、ヒノキによる、ムク・ボード、ハイブリッド集成材の開発

木材を、輸入材に依拠する時代が長く続いてきました。
戦後すぐわが国の山林は荒廃状態にあり、戦後復興需要を満たすには至りませんでした。一斉
拡大造林などの山林再生の努力も、その後の高成長時代の需要に間に合わず、林業の担い手の高
齢化やコスト高も影響し、割安の輸入材に頼らざるを得ませんでした。
1955年に設立された中国木材株式会社は、わが国の木材需要に大きなシェアを持ちます。ア
メリカから輸入される製材用ベイマツ丸太の90％が同社で製材製品化され、これを全国の横架
材需要量に換算すると、１年間に建築される木造在来軸組構法の住宅40万戸のうち、じつに3軒
のうち1軒が同社の製品を使用していることになります。国内の構造用ベイマツ無垢乾燥材の
梁・桁では約95％が同社のドライビームが占めます。
その中国木材㈱で、今新たな取り組みが始まっています。輸入材を主としてきた製品に加え、
新たに国産材を使用した製品の開発です。戦後の拡大造林による国産スギは成木に成長し需要
期を迎えています。国産材を使った新しい製品、スギとベイマツによる異樹種集成材ハイブリッ
ドビームやヒノキとスギによるハイブリッド柱、ムク・ボードなどの新しいアイテムです。製品
には、同社がこだわる乾燥技術、プレカットまでこなす製材技術、コストパフォーマンスを高め
る物流体制整備など、同社のメソッドが最大限活用されています。林業の活性化、山林の再生は
温室効果ガス削減など環境再生にも大きな意義を持ちます。
広島県呉市に同社を訪ねました。迎えて下さった、取締役・営業本部長の弘中京一郎氏、営業
部本社営業推進課課長の野田康宏氏のお二人にお話を伺いました。

16

国産材の有効活用へ、ムク・ボードの開発
―ムク・ボードの開発は、東日本大震災がきっかけですか？
東日本大震災では宮城県にあった大手合板メーカーさんの
生産拠点が津波で大きな被害を受けられました。業種・メー
カーを問わず木材業者全体にとって、復興資材を含む木材供
給に支障をきたす大きな問題で、合板代替製品の開発は念頭
にありました。
それともう一つは、弊社全体の生産工程のなかで、丸いも
のを四角にする工程で、原木の中心から大きく四角を取れる
部分と、原木の側部分をいかにバランスよく、歩留まり良く
製品化するか。鋸 ( ノコ ) 道を最小限に、チップを出さず、
製品を最大限に取れるか、ということに努め続けてきて、側
の材の活用は常に課題でした。そのなかで国産材の有効活用

弘中京一郎氏
取締役 営業本部長

ということで始めたのが、ムク・ボードの開発です。
弊社はアメリカのベイマツを使った製品を主力にしてきま
した。ベイマツは強く、たわみにくく、圧縮にも引張りにも
強い性能を持ちます。現在は、輸入材に加え、国産材の使
用を序々に増やし、国産材工場を 5 箇所運営し、ここ数年で
比率も様変わりしています。原木の消費量は立米ベースで約
１：２の割合、国産材が１強、輸入材２の比率まできていて、
20％弱だった国産材活用を 36％まで伸ばしてきました。周
囲の条件や環境が味方してくれたこともあります。
国産材単体で今の建築基準法をクリアする構造材をつくろ
うとすると、カラマツにしてもヒノキにしても外材に比べて
強度の課題が出ることは否めません。これをいかに解消して

ハイブリッドビーム
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弊社は製材からやっていますので、山から出る原木は 3 〜
4 メートルで、いろいろな木取りをしています。当然曲がり
材もありますが、できるだけ繊維なりに切り出し、1.5 トン
の重しでプレスしながら乾燥して真っ直ぐに修正します。こ
の後、選別をします。集成材の場合は、内層材にする事も出
来ますが、ムク・ボードは全てがフェイス材になりますから、
集成材のなかでもいいものを選別して使います。
過去に、ベイマツで三層ボードにトライアルしたことがあ
りましたが、うまくいきませんでした。モノはいいがコスト
が嵩んだりで、買っていただけませんでした。ベイマツ三層
ボードは重くて高価すぎました。こうしたトライ＆エラーの
経験も今に活かされていると思います。
野田康宏氏
本社営業推進課課長

木の扱い方のリテラシーを、いかに伝えるか
―ムク・ボードの販売推移のグラフを見せていただくと、

いくか。弊社のハイブリッドビームは、強度に優れる強いベ
イマツを外側に、軽くねばり強いスギを内側に構成していま

順調な推移に見えます。
順調とばかりは言えません、いろいろありました（笑）。

す。国産材を使用と言うためには最低でも 50％以上のスギを

無垢材志向のお客様が次第に増えてきて、販売実績の推移に

使うことになっています。強い材料をいかに確保するか。国

もそれが反映されていますが、無垢材を使うということのリ

産材オンリーでは難しいのですが、現在の技術革新で出来る

テラシー不足が招く、クレームにも神経を使いました。経験

ことはあると思いますが、そこに対するコストの問題も企業

のある大工さんだと、木の扱いをご存じで、不具合が生じる

として避けられません。ヒノキとスギのハイブリッド集成材

可能性を未然に防ぐやり方を知っていますので、問題は比較

でしたら 100％国産材と言えます。それ以外にもやり方があ

的少ない。そうでない場合では、冬場、乾燥して割れが出た

るのか、現在もいろいろ試行錯誤中です。

というクレームがありました。最終的に気に入っていただけ
るよう、事前に扱い方の説明が欠かせない、大切だというこ

構造用途にも、造作用途にも拡がり始めた需要

とを知りました。

構造用合板の代替として、近いサイズのものということで、
最初は 3 尺×６尺（910 × 1820 ミリ）24 ミリ厚にし、さら
に 28 ミリ厚も加えました。無垢と言っても正確には無垢材
ではなく、巾はぎ材ですが、厚みは無垢材と同等なので、当
初は構造用途として床材に使っていただくことを想定しまし
た。一般に化粧合板では木口処理に木口テープを貼るとかを
必要としますが、ムク・ボードの木口は無垢材同様に木の年
輪模様がきれいに出るので、木口処理は不要です。
その後、ムク・ボードを知っていただいたお客様から造作
用途のニーズがしだいに増えてきました。スギは柔らかく傷
つきやすいのですが、ヒノキは美しく、さらに強さもある
ので、テーブル、キッチンカウンター、棚、椅子などの造
作に適しています。それぞれに応じて 500 × 3000、955 ×
1910、1000 × 2000 とサイズも何種類か対応しています。
ヒノキの場合は割れ防止の塗装が必要になります。販売実績
が材積ベースで伸張し、何とか収益が見込めるまでに 5 年以
上かかりました。
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（㎥）

若い営業部員が建材に近い品物のムク・ボードをお荷物に

きやすいので、社内輸送専用のパレットを作るなどしました。

感じて、販売に関して尻込みする傾向もありました。そのた

施工では、木材の収縮膨張の可能性を見越した工夫を参考に

め、営業部を中心に、生産、プレカット支援室、品質管理、開発、

「サネ」のオプションも設定しました。それぞれ対応しながら、

物流、経営企画部の各セクションから各１名ずつ出て、7 〜

お客様に安心して使っていただける環境をつくろうと続けま

8 名のチームをつくって会議をもち、さまざまな問題を出し

した。私どもは、原木を製品化する企業として、もちろん木

合い、解決法を検討して相互に共有する活動を重ねました。

に関する知識があります。しかし、お客様にはどんな説明が

例えば、運搬でも構造材の場合なら大型クレーンでスリング

必要で、どのようにお伝えすべきか。それを、私どもがお客

ベルトを使って船積み出来ますが、スギは柔らかくて、傷つ

様から学ぶプロセスでもあったようにと思います。その成果

ムクボード 木口に見える年輪

テーブル・イス（スギ）

住宅 天井あらわし（スギ）

店舗 テーブル（ヒノキ＋塗装）

住宅 2階床（スギ） ムクボードは軽くて、作業効率がアップ

図書館 フローリング（スギ）
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を活かすかたちで、制作したパンフレットです。（パンフレッ
ト「ムク・ボード」）

中大規模の木造施設も増えてきて、弊社も鹿島に大断面構
造材の工場をつくってそのニーズに対応していますが、大規
模木造でも、使われる構造部材が必ずしも大断面など大きい

木材需要の新しい兆しと、
木の見える家づくりへの提案

ものかと言えば、それだけとは限りません。鉄骨の建物でも、
木をなるべく見せるようにする工法が多くなっています。弊
社も納めさせていただきましたが、新国立競技場にも木が使

弊社の物流は、材木屋さん通しや商社経由などから、現在

用されて話題になっています。テレビで見るニュース番組の

はＤＩＹマーケットなど、今までの枠を超えた流通も手がけ

スタジオなども木であしらわれた空間が多くなっています

始めています。いろいろなきっかけもあって、今に至ってい

ね。木への評価が高まっている印象です。しかし、家づくり

ます。弊社の鹿島工場（茨城県）が出来たとき、近くにホー

ではまだまだ足りない、木造住宅に住んでいるという感じが

ムセンターさんの大きな倉庫があることが分かり、茨城県庁

しない、木が見え難い家づくりがまだ多いのも一方の現状で、

さんが仲介の労をとってくれて、直接納品することになった

そこに木材業者として一灯を点したい。

という経緯もあります。ホームセンターでも大工さんや工務

使い古された言葉ですが、家屋内に立って周囲を見渡した

店さん向けのプロショップに特化しているところもありま

時の木肌が見える割合のことを、木視率と言いますが、木視

す。在庫がリスクにカウントされる時代になり、工務店さん

率をもっと上げる努力が必要だと思います。（一社）日本木材

も在庫を持たず、材料を直接買いにいくケースも増えていま

住宅産業協会の加盟会社さんも、いろいろ強みをお持ちの部

すので、プロショップへの納品も増えてきています。一昨年、

分で試みられていることだと思いますが、住宅のなかにもっ

取材していただいた「カフェ板」の 90％は、ホームセンター
流通での販売です。
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と木の素地が見える家づくりを提案し、奨めていくことが求
められていると思います。屋根でも床でも壁でも、木の素地
が見えるということは、家にあたたかみを与えます。
梁を出すとか、屋根組の下端を見せるとか、魅力的でアク
セントある工夫の仕方はさまざまあります。例えば、２階は
天井だけをあらわしにし、ロフトを設えるなら、その天井と
ロフトの床をムクボード一枚で仕上げれば、木の素地が見え
るあらわしにもなり、強度もあり、コストも下がります。そ
ういう小さなアイデアはいくらあってもいいと思います。
ムクボードの流通は、35% がプロショップを含むホーム
センター流通でした。これが、新型コロナウイルスの影響で、
巣ごもり需要が増えて 40％以上になっているようです。フ
リー板という 3 尺×６尺（910 × 1820 ミリ）サイズではなく、

店舗 棚（ヒノキ＋塗装）

500 × 2000 の 24 ミリ厚などが出ています。最近はホームセ
ンターさんがボードをカットしてくれるサービスもあって、
女性のお客様も買われているようです。我が家のメンテナン
スを工務店さんやハウスメーカーさんに任せっきりにするの
ではなしに、自分でメンテナンスするアメリカのようなスタ
イルも増えてきている兆しも見えます。その分、
「割れた」
「曲
がった」というクレームも出てくる可能性もあります。私ど
もは「割れない、曲がらない」製品づくりをしてきましたが、
木をとりまく環境までコントロールは出来ません。その意味
でお客様に、木に関する知識をいかにお伝えするかという活
動もいっそう大切になってきていると思います。
テレビ台（スギ）

左、弘中京一郎取締役 営業本部長。右、野田康宏本社営業推進課課長

テレビラック（スギ）

〒737-0134 広島県呉市広多賀谷3丁目１―１
1953年５月１日
1955年１月20日
1億円
1.木材の製材及び乾燥材・集成材の製造 2.木材の物流・販売・輸出 3.プレカット加工
４.原木及び製材製品の直輸入 5.山林経営 6.木質バイオマス発電
Ｌ http://www.chugokumokuzai.co.jp/home.html

本社所在地
創
業
設
立
資 本 金
事業内容
Ｕ

Ｒ
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シネジック本社の新社屋

性能、コストダウン、施工性。バランスよく融合する開発へ
ネジ・ビスが支え、変えていく木造の技術

ビスに性能を与えるとは
新しい木造建築の時代を先
新しい木造建築の時代を
先取する
シネジックが見通す新しい技術
シネジック株式会社
宮城県仙台市郊外、富谷市成田の住宅街の一角に、一際目を惹く、木造建築があり
ます。大きく張り出した、たおやかな屋根の形状が独創的です。道路側に面した壁
面は、大開口のガラス張りで、明るい屋内を想像させます。この瀟洒な建物が、シネ
ジック株式会社の本社オフィスです。
シネジック㈱はビス（ねじ）等の建築用ファスナーの開発、販売を主とします。設
立は1987年、創業から33年目の若い企業です。
シネジック㈱代表取締役の苅部泰輝氏、営業本部宮城営業所スタッフの佐藤夏輝
氏のお二人が迎えて下さいました。同社の技術と、この優美な社屋とはどんな関係
があるのか。ビス（ねじ）の開発とは？ その機能は建築にどのような役割を持つの
か。通り一遍の知識しか持ち合わせていない訪問者が、教えていただきました。

22

ビスが売れる時代が来る、という先見から起業
―北米の２×４を見て―
―社屋について教えていただけますか？
当社は、木造建築のビス（ねじ）の研究開発をしています。
ビス（ねじ）を石膏ボードに留めたり造作用に使うだけでは
なく、もう少し構造用の接合金物としてボルトに近いような
かたちで用途を拡げることを考えられないか、ということを
研究テーマとしてきました。そのご縁で、東京大学の稲山正
弘先生と知り合うきっかけがありまして、以来ずっと構造的
にビス（ねじ）を使えるかという研究をご一緒させていただ
いております。そして前の社屋が古くなって移転をしようと
いうときに、稲山先生に設計をお願いをしたところ快く引き
受けて頂きました。稲山先生がやりたいと思われるイメージ

苅部泰輝氏
代表取締役

で、そして一緒に研究・開発したビス（ねじ）を構造用に使っ
ていただくということで、このような革新的なオフィスを設
計していただきました。私どもからすれば、これまで研究・
開発に長くお付合いいただいたことを形にしたいという気持

佐藤夏輝氏
営業本部 宮城営業所スタッフ

ちもあり、これまでの研究・開発の集大成が、この新社屋です。
今年の 12 月で竣工から 2 年になります。
嬉しいことに、この社屋を評価していただく方がたくさん、
見学に来て下さいます。最近では、大学で建築学を専攻した
いという高校生の方がおいでになりましたが、見学に来られ
る方々は、ゼネコンさんや設計事務所さんなどが多いですね。
その時々、お見えになる方々の関心に応じて、資料を用意し
てご案内しています。
そもそも木造軸組みでどんなことをやっているのだろう
と、見に来られる方々が多いですね。ゼネコンさんですと、
ポストアンドビーム工法（Ｐ＆Ｂ工法）※ 1 で、四角く造って
いく、しかも大断面集成材でというイメージをお持ちの方が
※1：丸太のポスト（柱）と、ビーム（梁）
を使い住宅を建築する、カナダ発祥の軸
組み工法
新社屋内観
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多いんですが、この社屋は 90 角から 105 角までの小角材し
か使っていないことに意外な感じを持たれるようです。そう
いう細い材を使ってどういうふうに組み上げていっているの
か。構造計算や関連法規に関心を持たれる方が多い。当社で
は疎い分野にも、幅広い知見をお持ちの方々も多く、私ども
の木造の知識だけでは難しい質問も多いので私どもには大変
勉強になります。
＊
当社は設立が 1987 年、創業したのは現会長で、前職は商
社員で建築用の釘に関係する商品を扱っていました。釘打ち
機を販売していたんですが、アメリカでビスをたくさん使っ
て住宅が建てられているのを見て、北米の２×４( ツーバイ
フォー）では釘も使っているが、ビスも多用している。日本
でもビスが売れる時代がくるのではないか、と会社に企画提

本社２階オフィス。社員の皆さんは27名

案したんですが、日本ではこんなに釘が主流なのにと、却下
されたそうです。じゃあ、自分でやろうじゃないかと起業し

はまだまだあります。

たのが当社です。商社時代、最後に赴任していた先が仙台だっ

厳密には、４号建築※ 3 であれば比較的に制約が少ないです

たという縁で、仙台に本社を置いて今に至っています。東京

が、そうでなくなってくると慎重に使っていただきたい。使

よりも研究にじっくり取り組める環境だったので、結果的に

う場所によって、性能表示をしっかりさせる必要があります。

は良かったと思っています。

緊結力の絶対性能では釘と比較して、ビス（ねじ）に圧倒的
優位性があります。法基準ではまだグレーになってしまう部

使いたくても、使えないという環境を、
いかに変えていくのか

分があってそれが残念です。
＊
住宅ではビス使用は 3％にとどまります。価格と手間がネッ

ビス（ねじ）というニッチなマーケット分野ですが、私ど

クになっていると思います。釘だと釘打ち機でワンタッチで

もからすればクォリティの高い木造建築が、規模の大小を問

すが、インパクトドライバーなどのビス打ち機だと釘より多

わず拡がればいいというスタンスです。当社の発展の鍵もそ

く時間がかかります。製品自体のコストや性能ももちろんあ

こにあるわけで、なんとか貢献できればという思いです。

りますが、施工現場では手間と時間をいかに省くか、省施工

売り上げの構成比は、住宅が圧倒的です。ただ、5 年前だ
と住宅が 98％でしたが、昨年 19 年度の構成比は住宅 90％、

は大切な要素になります。
垂木を留めるビス、「タルキックⅡ」が爆発的に普及した

非住宅 10％で、もう少し伸びそうな気配もあります。戸数の

時期があります。垂木留めに釘４本と金物を打つ手間に比べ

関係もあって木造軸組みの住宅需要が主ですが、そもそもＪ

て、ビス１本で済みます。従来は垂木を架けて仮留めをし、

ＩＳや建築法規のなかにビスがありませんので、使いたくて

野地板を張って、雨仕舞いをした後に金物と釘で本留めをす

も使いようがないという現状の声もあります。ＪＩＳで定め

る工程ですが、弊社商品「タルキックⅡ」は仮留めと本留め

られているのは唯一石膏ボードビスだけですが、最近は石膏

が一緒になっているので、雨仕舞いの後工程をしなくて済み

ボードに限らず使っていただけているケースとして、構造用

ます。現場作業が早く済むということが評価されて普及しま

合板の場合とか垂木使用とかでも用途が増えてきています。

した。（図１）

まだまだこれからです。
今、構造用途でビスを使うマーケットは、国内で 2 〜 30
億円ぐらいと試算できますが、潜在的には 3 〜 400 億ぐらい
と踏んでいます。もっと使いたいが使えないという環境を、
いかにして変えていくかが求められています。2 ×４でも中
大規模になると、ミッドプライウォール（Midply Wall）※ 2
のような、ビス（ねじ）を多用する耐力的な使われ方もあり
ますし、ビス（ねじ）は工夫をすれば、多用途使用の可能性
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※2：カナダのツーバイフォー（２×４）
工法。木質構造の高強度耐力壁を特徴と
する
※3： 建 築 基 準 法 ６ 条 １ 項 ４ 号 で 規 定
す る 建 築 物。2階 建 て 以 下・ 延 べ 面 積
500m2以下・高さ13m以下・軒の高さ
9m以下の木造建物

新社屋内観

コスト、性能、省施工、この 3 つをいかにバランス良く満

ジ、鉄用のネジ、コンクリート用のネジと３つの世界に棲み

たすかが必要です。設計事務所さんなどに研究成果を示して、

分けられています。当社は木用ネジで、他のネジ業界とはご

これがいいですよとご案内しても、現場の職人さんに納得し

縁がありません。釘については建築基準法で、こういう場

てもらえないと普及は難しい。基本的には性能向上を第一に

所にはこれを使って下さいと決められていますが、ネジにつ

開発しますが、さらにコスト面で負担にならないこと、そし

いての性能は基本的に問われていませんでした。この 10 年、

て現場の手間を増やさないこと、ということになります。

特に 2000 年以前ですとまったく無くて、法規に載っている
ものを使うということでした。2000 年頃から、ネジ、ビス
について性能も用途の可能性も広いということで使っていこ
うということになり、性能表示制度が出来ました。当社とし
て、どういうビスをどこに使ってもらったらいいのか、研究
と試験を重ねてきました。一番大切にしているのは、カタチ
ではなく製品を木造軸組みに使っていただく上で、接合時に

図１ タルキックⅡ

どういう力を与えられるかということをお客様に説明するこ

現場に使い易さを、直接伝えたい
―御社の研究のほか、営業活動はどうされているのでしょうか。
当社の営業の仕方は少し変わっていまして、主取引先は建
材商社さんなどになりますが、実際に営業に行く先は建設会
社さん、設計事務所さん、工務店さん等になります。私ども
としては直接、工務店さんに「こういうネジの使い方があり
ますよ」と口説きたい思いがあります。口説いて結果が得ら
れても、モノを実際に直接納品して、現場を見させていただ
くとか、というのは小さな会社なのでなかなか出来ません。
そのあとは流通のお店にお任せするというパターンです。
ネジ業界は、下地となる種類に応じて、基本的に木用のネ
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とに力を注いできました。
とある性能評価機関さんに、ここはビスで留める箇所で、

また、性能だけでなく、施工マニュアルに関わる普及方法
を工夫しています。ホームページもリニューアルし、いろい

同等認定を取りたいと申し込んだところ、「同等認定は金物

ろなソリューションを増やしています。さまざまな接合シー

が対象で、ビスは金物ではないので認定の対象外になる」と

ンや設計の趣向とかをもっと増やしていきます。

言われました。いくら性能が良くても規定されていない物は

垂木施工では、材料の割れがよく言われますが、材料のな

認められません。それで私どもは同等性能を確認して一件一

かに異物が入ると体積が増えて、開き口が出来てどうしても

件説明して廻りました。法規遵守が厳しいと言われる行政区、

割れやすくなる。弊社のタルキックⅡは割れを起こしません。

神戸、横浜、仙台などの現場で、建築確認で撥ねられたので

先端の刃型に特徴があり、細かな木屑を外に排出し材料内部

何とかしてほしいと言われ、直接出向いて、確かに同等認定

で割れが開く応力を発生させないメカニズムです。他に侵入

はとれていないが、公的機関による性能試験で垂木を留める

速度が速くできる刃などタイプがあり、施工箇所に応じて

確かな耐力を検証しているので大丈夫ですよ、という説明を

様々なビスと刃型のタイプを使い分けていただけます。

当初は繰り返していました。それから次第に垂木を留めるの

＊

にタルキックⅡもあるんだね、という共通認識が増えてきま

ＣＬＴは開発途上の材料ですが、ビスを使ったコストダウ

した。学んだことは、接合部の性能をきちんと検証し、それ

ンにも挑戦しています。本来、トラスを組む時は特殊金物を

をきちんとお客様に伝える準備を怠ってはいけないというこ

使用することが多いのですが、例えば弊社オフィスの場合、

とでした。

CLT とパネリードⅡ＋ を使用しています。特殊金物からパネ
リードⅡⅡ＋にかえたことで接合が簡単になり、大幅なコスト

製品の性能、
コスト、
施工のしやすさのバランス

ダウンをすることができました。非住宅の中大規模建築が増
えてきていますが、特注品となることが多い特殊金物を減ら
すことができれば、弊社と同じようにコストダウン効果が期

厚物合板をなぜビスで留めないのか。性能表示制度のなか

待できます。そういう積み重ねが競争力向上に繋がり、魅力

でＮ７５釘で留めると表示されているからです。手間が少し

的な建築物ができるなら喜ばしいと思います。私ども自身は

かかるという面もありますが、ビスを使えば、同じ性能で釘

非住宅の中大規模分野をビジネスの中心に据えるより、むし

の本数の３分の１に減らすことも出来ます。接合部の性能を

ろ研究開発の実験場として考えています。新しいビスの使い

きちんと明示してきたのが、パネリードＸ、パネリードＳと

方、合理性の追求、構造の知見を深め、住宅建築にその成果

いう非住宅用の製品です。ビス長は約 200 ミリから約 400 ミ

を還流したい。日本の建築は匠の世界のような技能が求めら

リ。これだけ長いビスになると使い方も様々です。例えば、

れる傾向があり、欧米では技術を駆使した施工の合理性を追

非住宅では大断面集成材を二次接着することもありますが、

及する傾向があります。施工の合理性という点においては日

このような長いビスで対応することも可能です。大断面集成

本は数年の遅れがあると思っています。（図 4）
（図 5）

材を集成材工場で製造するにはラインが必要ですが、現場に

私どもはたゆまぬ研究開発でビスに性能を与える。コスト

材料を搬入してそこで加工・施工して大断面を造れます。改

を下げる。スキルのない職人さんでも施工できる技術を目指

修の現場で梁せいが足りないところでもビス留めで改修が可

します。可能性はあります。

能です。（図２）（図３）

図２ パネリードＸ

図３ パネリードＳ

図４ パネリードⅡ＋
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図5 パネリードⅡ＋

本社１階の試験室

小角材によるトラス組
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