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NPO法人　北の民家の会　正　田　　　亨

　「北の民家モデル」は「NPO法人　北の民家の

会」（以下，北の民家の会）が平成21年度から取り

組んでいるプロジェクトです。

Ⅰ「北の民家の会」について

　初めに「北の民家の会」について説明します。本

NPO法人の設立は平成17年4月，現在会員数は約100

名です。会の目的は，古民家や古材の良さを理解し，

その再生や利用を願う人々が共に手を携えて，日本人

が大切にしてきた木造住宅を巡る生活文化について道

民の理解を深めるとともに，民家再生を巡る地域のネ

ットワークを構築するため，古材利用の普及啓発活動

を行うほか，民家再生の促進や伝統的建築工法の伝

承，そのための人材育成や調査研究，情報の提供，支

援に関する事業を行い，豊かな北海道文化と日本文化

の再構築に寄与することです。

　また，一般や専門家向けの講演会，イベントなども

開催しています。

Ⅱ「北の民家モデル」の経緯

　北海道では「北方型住宅」「北方型住宅エコ」「北

の木の家」「Q１住宅」などいくつかの住宅のタイプ

が構築されてきました。そのような状況下，「北海道

らしい現代の民家」とは一体どんな住宅なのか。会の

目的や理念に合致した「現代の住宅」はどのようなも

のなのか。そんな思いが理事や会員にありました。そ

して「北の民家の会」ならではの提案が「北の民家モ

デル」だと言えます。

　平成21年度に「北の民家モデル構築と普及促進プ

ロジェクトに関する事業」が国土交通省の地域木造住

宅市場活性化推進事業として採択されました。この事

業は北海道における地域に根ざした木造住宅の市場を

活性化するために，道内の工務店が道産材を活用して

大工の育成に努め，受注と設計・施工の競争力を持つ

ことを目指し，北の民家モデル構築と基幹技術者であ

る大工の育成の仕組みづくりを検討したものです。そ

の成果は平成22年2月に「北の民家モデル　基本的な

考え方」として報告書にまとめられました。内容は

「北の民家モデル」についてだけでなく，北海道の住

まいの概括，木材の状況，木材加工体制と住宅生産体

制，住宅を取り巻く状況など多岐にわたっています。

Ⅲ「北の民家モデル」の理念とコンセプト

　「北の民家モデル」の理念は次の３つです。

１．雪深い地域ならではの架構形式

　　多雪地域の多い北海道で，道産の無垢構造材を用

いて屋根の積雪荷重を無理なく地面に伝える架構

形式とします。

２．道産材の状況に合わせた加工方法

　　道産の無垢構造材の供給体制は必ずしも整ってい

るとは言えない状況です。今後の利用を前提とし

た生産側との連携を深めていく必要があります。

全て無垢材での供給が難しい場合には，一部の材

料に道産の集成材を利用すること，または木同士

を木のダボや金物で一体化させる「合わせ梁」を

利用することなども検討していく必要があると考

えています。状況に合わせた木材の供給・加工の

体制を整備することで今後の道産材の活用や大工

技術の継承につなげます。

３．居間とストーブを中心とした生活空間

　　かつての住まいがそうであったように，家族の集

まる場所として居間とストーブを捉え，それを中

心として生活空間を構成します。

　また，これらの理念に基づき，以下の９つのコンセ

プトをまとめました。

１．木造軸組みで職人の技・手の痕跡が感じられ，骨

太・長寿命な木組みの家。その象徴として大黒柱

があること。

２．居間・「火」（薪やペレットによる暖房）を中心

にした民家的な間取りとすること。

３．吹き抜けがあり，家族の一体感を体現できるこ

と。また，この吹き抜けを通し，室内の温熱環境

に貢献すること。

４．省エネルギーに配慮し，南面に大開口（ダイレク

トゲイン）と蓄熱床があること。

５．大きく単純な屋根で建物の耐久性を確保し，日射

のコントロールもすること。また，ソーラーパネ

ルの設置を意識し，雪の落ちやすい勾配とするこ

と。

６．雪対策のため，堆雪スペースの確保やカーポート

　　の設置も意識すること。

７．長期優良住宅使用であること。

８．高気密・高断熱であること。

９．敷地に開かれた全体計画であること。

　これらのコンセプトに基づき，架構，材料そして間

取りなどを検討していきます。詳細は，「北の民家モ

デル」のイメージ図（平面図，断面図，立面図）を参

照してください。

Ⅳ　平成23年度の事業として

　高気密・高断熱・高耐力などの北海道で必要な性能

を満たしながらも，地場産材の活用をすすめる「北の

民家モデル」を構築するべく，検討を継続していま

す。今年度は林野庁の補助事業「地域材供給倍増事業

（地域型住宅づくり事業）」に採択されました。平成

21年度の「北の民家モデル　基本的な考え方」を発

展させ，「設計マニュアル」を作成する予定で，主に

道産材を活用した軸組みについて検討しています。実

際に道産材を使用して試験体を作成し，接合部の強度

試験を行っています。また，コンセプトに掲げた項目

一つ一つを議論し，具体的にしていくように考えてい

ます。

Ⅴ　まとめ

　北の民家の会の有志が集まり，意見を交わし，まと

めていますが，当然異なる意見も多々あります。それ

ぞれの人が自分自身の「北の民家モデル」を持ってい

ることを検討会に参加して感じます。「基本的な考え

方」のコンセプトも現在進行中の平成23年度の検討

の結果，変わるものもあるかもしれません。北の民家

モデルはコンセプトを全て網羅しなければいけないの

か，一部でも実現できればよいのか，そういう議論も

行われています。議論すればするほど，色々な考え方

があることが分かってきます。

　最後に私の思いを少し述べさせて頂きます。「北の

民家モデル」の理念の中に地域の木材である「道産材

の使用」があります。道産材にこだわって住宅を建て

るのであれば，内部くらいは柱や梁が見える「真壁」

としたいところです。現在建てられている多くの住宅

は内部外部共に「大壁」になってしまい構造材が全く

見えません。これでは道産材にこだわる理由が薄れて

しまいます。構造材を「真壁」にすることによってほ

とんど見えるようにすれば，林業家，製材所などの山

側も気合が入るのではないでしょうか。

　大工工事も同様です。「真壁」となれば，工場での

プレカットではなく「大工の手刻み」としたいところ

です。大工も手を抜けません。むしろ腕の見せ所で

す。法規的なことも満たしたうえで金物の使用を極力

減らし，“長ホゾ込栓打ち”や“追掛大栓継ぎ手”な

どを使いたいところです。大工の立場に立った構造設

計も必要になります。道産のトドマツ，エゾマツ，カ

ラマツ，道南スギなどで組まれた軸組みが真壁として

見える内部は，北海道ならではの空間になります。

　また，数寄屋のような「よそ行き」の建築では節の

有無が問題になるでしょうが，日常生活を送る「民

家」では節は気になりません。むしろ節があることは

当然です。民家は「普段着」の家と言えます。木材の

「割れ」についてはどうでしょうか。確かに「割れ」

は気になります。でも，木はもともと自然のもの。住

宅の性能に問題が起こるような割れでは困りますが，

少々の「割れ」とは住み手がうまく付き合っていく寛

容さが必要だと思います。むしろ，大壁で構造材が壁

の中で反ったり，割れたりするよりは，真壁でその動

きが実際に目に見える方がむしろ安心ではないでしょ

うか。見えないから不安になるのです。

　私は「道産材」「大工の手刻み」「内部真壁」が一

連の流れで繋がっていると思います。この３点が一つ

の「パッケージ」を成しているのです。「大壁」にす

るから「プレカット」でもよくなり，そして「産地に

こだわらない木材」になってしまうのです。

　更にもう一つ家づくりに入れたいことが「顔の見え

る関係」です。住み手は現場にいる大工さんとは顔見

知りになりますが，木材を供給した製材所や森林側の

人々とは顔見知りになれません。木造住宅にとって柱

や梁などの構造材は住み手の命を守るものです。住み

手からすれば木材に命を預けているのです。木造の要

です。そういう大切なものですから，どんな森林でど

んな人が伐ったものなのか，どんな人が製材したもの

なのか，住み手が知る方がよいのではないでしょう

か。それは証明書のような物が発行されることではな

く，住み手が森林や製材所を訪れ，人と人が繋がるこ

とです。できれば，木を伐る前，製材する前に住み手

と会えることがいいと思います。どんな家族が住む家

なのか，それがわかる状態で木を伐ったり，製材した

りすることは，そうでない場合と比べて伐倒や製材の

時の気持ちが違ってくると思います。そこまでしなく

てもいいのではないかと思われる人もいると思いま

す。でも一生に一度あるかどうかの「家づくり」で

す。そのくらいこだわって作る価値は当然あります。

逆に，こだわって作らないから，完成した住宅に愛着

がなかったり，住宅の寿命が短くなったりするのでは

ないでしょうか。家づくりにこだわりを持ち，北海道

の人と人とが繋がってできた住宅は大切にされ，長く

愛されると思います。

　このようにしてできた住宅は「北の民家」に違いあ

りません。「北の民家モデル」は今後も根幹にある理

念を大切にしながら成長し続けていくと思います。
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はじめに

　カラマツ・トドマツ３層パネルは，生産を始めて

10年になります。当初は神戸のお客さんのみでした

が，関西から九州へ，東京を中心に関東・東北へと広

がっています。沖縄へ送りましたときには，製品価格

より運賃の方が高くなりました。

　この2年ほど前から，道内でも使用いただける方が

徐々に増えてきましたが，北海道で育ったカラマツ，

トドマツが北海道の住宅などに使用されることがもっ

とも効率が良く，環境にも良い使われ方ですので，さ

らに増えて欲しいと思っています。

　今年度，３層パネルの出荷数は，3･11後，東北以

外の地区でも工事延期などで減少しておりましたが，

9月に入り回復してきました。家具などの造作用，階

段材に加え床用への使用が増加しております。

　住宅の床材や家具にはナラやカバなどの広葉樹が使

われていますが，広葉樹は生育に時間がかかる有限資

源です。一方で植林されたカラマツ・トドマツは30

～40年サイクルで使用可能な循環できる資源です。

カラマツ３層パネル・トドマツ３層パネルは，地球環

境の面からも，雇用など社会的な面でも，住宅に住む

人の環境から見ても良い製品といえます。

造作用三層パネル

　厚さ10mmの挽板を幅ハギし表裏材と中芯材の繊維

方向を直行するように３層積層接着したパネルです。

道内のカラマツ・トドマツ人工林の間伐材を有効活用

しています。平成13年に３層パネルの製作依頼を受

け，約10ヶ月間，林産試験場の協力のもと試作を重

ね，商品化を実現しました。製造方法は，独自の製造

方法で工程の簡略化を実現しました。

　特徴は「強さと美しさ」を兼ね備えた商品であるこ

とです。表面は無垢材ですので，それぞれのパネルが

自然の表情を持つオンリーワン製品であり，中層は繊

維方向が直行しているので，寸法安定性と，構造用合

板に劣らない曲げ強度を備えています（図）。

　当初サイズは厚さ30mmのサブロク版（910mm × 

1,820mm）のみでしたが，現在は用途に合わせて15

種類のサイズがあります。用途は床，階段，壁，棚・

テーブル天板などの家具類と広く使用していただいて

おります。

構造用３層パネル

　一般住宅の構造用途への展開のため，昨年より林産

試験場との共同研究により，構造計算のための短期許

容せん断耐力の実証実験を行い，国土交通省による壁

倍率の認定取得を目指しております。

　実験の結果，床への使用は，施工方法（ビスの本数

と打ち方）により床倍率1.1～4.9が実証されました。

厚さ24mm以上の構造用合板を使用した場合の床倍率

が3.0ですので，構造用パネルとして十分な性能が確

認されました。

　壁倍率認定の本実験も終了し申請中です。

製造工程

　３層パネルをの製造方法を紹介します。

１　含水率12%以下に人工乾燥された原板をモルダに

より接着面の４方をプレナ掛けし，厚さ幅を正確

に決めます。

２　表面材と中芯材の選別をし，長さをカットしま

す。

３　木裏・木表・枚数を揃え，糊付け圧締によりパネ

ル状に接着し，接着剤の安定のために翌日まで養

生します。

４　ティノーナーにより幅長さをカット，ワイドベル

トサンダにより厚さを決め検品包装されます。

　構造用３層パネルにおいては，特に強度面と寸法安

定性において高い品質が求められますので，ラミナの

含水率・節の大きさ等の品質，接着工程の管理・製品

のはくり試験・含水率試験などの面において，造作用

３層パネルより厳しい管理の下，製造しています。

３層パネル住宅工法の開発

　「構造体でありながら表面材であり，かつ寸法が安

定している」良さを生かすことにより今までにできな

かった効率の良い高性能の住宅建設が可能であると考

えています。

　当社のみでは時間的にも能力的にも限界があります

ので，建築施工業者の方・設計士の方・当社との共同

で開発したいと思っており，そのパートナーを募集し

ています。「我は」と思われる方，是非，当社までご

連絡ください。

「北の民家モデル」について
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　また，これらの理念に基づき，以下の９つのコンセ

プトをまとめました。

１．木造軸組みで職人の技・手の痕跡が感じられ，骨

太・長寿命な木組みの家。その象徴として大黒柱

があること。

２．居間・「火」（薪やペレットによる暖房）を中心

にした民家的な間取りとすること。

３．吹き抜けがあり，家族の一体感を体現できるこ

と。また，この吹き抜けを通し，室内の温熱環境

に貢献すること。

４．省エネルギーに配慮し，南面に大開口（ダイレク

トゲイン）と蓄熱床があること。

５．大きく単純な屋根で建物の耐久性を確保し，日射

のコントロールもすること。また，ソーラーパネ

ルの設置を意識し，雪の落ちやすい勾配とするこ

と。

６．雪対策のため，堆雪スペースの確保やカーポート

　　の設置も意識すること。

７．長期優良住宅使用であること。

８．高気密・高断熱であること。

９．敷地に開かれた全体計画であること。

　これらのコンセプトに基づき，架構，材料そして間

取りなどを検討していきます。詳細は，「北の民家モ

デル」のイメージ図（平面図，断面図，立面図）を参

照してください。

Ⅳ　平成23年度の事業として

　高気密・高断熱・高耐力などの北海道で必要な性能

を満たしながらも，地場産材の活用をすすめる「北の

民家モデル」を構築するべく，検討を継続していま

す。今年度は林野庁の補助事業「地域材供給倍増事業

（地域型住宅づくり事業）」に採択されました。平成

21年度の「北の民家モデル　基本的な考え方」を発

展させ，「設計マニュアル」を作成する予定で，主に

道産材を活用した軸組みについて検討しています。実

際に道産材を使用して試験体を作成し，接合部の強度

試験を行っています。また，コンセプトに掲げた項目

一つ一つを議論し，具体的にしていくように考えてい

ます。

Ⅴ　まとめ

　北の民家の会の有志が集まり，意見を交わし，まと

めていますが，当然異なる意見も多々あります。それ

ぞれの人が自分自身の「北の民家モデル」を持ってい

ることを検討会に参加して感じます。「基本的な考え

方」のコンセプトも現在進行中の平成23年度の検討

の結果，変わるものもあるかもしれません。北の民家

モデルはコンセプトを全て網羅しなければいけないの

か，一部でも実現できればよいのか，そういう議論も

行われています。議論すればするほど，色々な考え方

があることが分かってきます。

　最後に私の思いを少し述べさせて頂きます。「北の

民家モデル」の理念の中に地域の木材である「道産材

の使用」があります。道産材にこだわって住宅を建て

るのであれば，内部くらいは柱や梁が見える「真壁」

としたいところです。現在建てられている多くの住宅

は内部外部共に「大壁」になってしまい構造材が全く

見えません。これでは道産材にこだわる理由が薄れて

しまいます。構造材を「真壁」にすることによってほ

とんど見えるようにすれば，林業家，製材所などの山

側も気合が入るのではないでしょうか。

　大工工事も同様です。「真壁」となれば，工場での

プレカットではなく「大工の手刻み」としたいところ

です。大工も手を抜けません。むしろ腕の見せ所で

す。法規的なことも満たしたうえで金物の使用を極力

減らし，“長ホゾ込栓打ち”や“追掛大栓継ぎ手”な

どを使いたいところです。大工の立場に立った構造設

計も必要になります。道産のトドマツ，エゾマツ，カ

ラマツ，道南スギなどで組まれた軸組みが真壁として

見える内部は，北海道ならではの空間になります。

　また，数寄屋のような「よそ行き」の建築では節の

有無が問題になるでしょうが，日常生活を送る「民

家」では節は気になりません。むしろ節があることは

当然です。民家は「普段着」の家と言えます。木材の

「割れ」についてはどうでしょうか。確かに「割れ」

は気になります。でも，木はもともと自然のもの。住

宅の性能に問題が起こるような割れでは困りますが，

少々の「割れ」とは住み手がうまく付き合っていく寛

容さが必要だと思います。むしろ，大壁で構造材が壁

の中で反ったり，割れたりするよりは，真壁でその動

きが実際に目に見える方がむしろ安心ではないでしょ

うか。見えないから不安になるのです。

　私は「道産材」「大工の手刻み」「内部真壁」が一

連の流れで繋がっていると思います。この３点が一つ

の「パッケージ」を成しているのです。「大壁」にす

るから「プレカット」でもよくなり，そして「産地に

こだわらない木材」になってしまうのです。

　更にもう一つ家づくりに入れたいことが「顔の見え

る関係」です。住み手は現場にいる大工さんとは顔見

知りになりますが，木材を供給した製材所や森林側の

人々とは顔見知りになれません。木造住宅にとって柱

や梁などの構造材は住み手の命を守るものです。住み

手からすれば木材に命を預けているのです。木造の要

です。そういう大切なものですから，どんな森林でど

んな人が伐ったものなのか，どんな人が製材したもの

なのか，住み手が知る方がよいのではないでしょう

か。それは証明書のような物が発行されることではな

く，住み手が森林や製材所を訪れ，人と人が繋がるこ

とです。できれば，木を伐る前，製材する前に住み手

と会えることがいいと思います。どんな家族が住む家

なのか，それがわかる状態で木を伐ったり，製材した

りすることは，そうでない場合と比べて伐倒や製材の

時の気持ちが違ってくると思います。そこまでしなく

てもいいのではないかと思われる人もいると思いま

す。でも一生に一度あるかどうかの「家づくり」で

す。そのくらいこだわって作る価値は当然あります。

逆に，こだわって作らないから，完成した住宅に愛着

がなかったり，住宅の寿命が短くなったりするのでは

ないでしょうか。家づくりにこだわりを持ち，北海道

の人と人とが繋がってできた住宅は大切にされ，長く

愛されると思います。

　このようにしてできた住宅は「北の民家」に違いあ

りません。「北の民家モデル」は今後も根幹にある理

念を大切にしながら成長し続けていくと思います。
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はじめに

　カラマツ・トドマツ３層パネルは，生産を始めて

10年になります。当初は神戸のお客さんのみでした

が，関西から九州へ，東京を中心に関東・東北へと広

がっています。沖縄へ送りましたときには，製品価格

より運賃の方が高くなりました。

　この2年ほど前から，道内でも使用いただける方が

徐々に増えてきましたが，北海道で育ったカラマツ，

トドマツが北海道の住宅などに使用されることがもっ

とも効率が良く，環境にも良い使われ方ですので，さ

らに増えて欲しいと思っています。

　今年度，３層パネルの出荷数は，3･11後，東北以

外の地区でも工事延期などで減少しておりましたが，

9月に入り回復してきました。家具などの造作用，階

段材に加え床用への使用が増加しております。

　住宅の床材や家具にはナラやカバなどの広葉樹が使

われていますが，広葉樹は生育に時間がかかる有限資

源です。一方で植林されたカラマツ・トドマツは30

～40年サイクルで使用可能な循環できる資源です。

カラマツ３層パネル・トドマツ３層パネルは，地球環

境の面からも，雇用など社会的な面でも，住宅に住む

人の環境から見ても良い製品といえます。

造作用三層パネル

　厚さ10mmの挽板を幅ハギし表裏材と中芯材の繊維

方向を直行するように３層積層接着したパネルです。

道内のカラマツ・トドマツ人工林の間伐材を有効活用

しています。平成13年に３層パネルの製作依頼を受

け，約10ヶ月間，林産試験場の協力のもと試作を重

ね，商品化を実現しました。製造方法は，独自の製造

方法で工程の簡略化を実現しました。

　特徴は「強さと美しさ」を兼ね備えた商品であるこ

とです。表面は無垢材ですので，それぞれのパネルが

自然の表情を持つオンリーワン製品であり，中層は繊

維方向が直行しているので，寸法安定性と，構造用合

板に劣らない曲げ強度を備えています（図）。

　当初サイズは厚さ30mmのサブロク版（910mm × 

1,820mm）のみでしたが，現在は用途に合わせて15

種類のサイズがあります。用途は床，階段，壁，棚・

テーブル天板などの家具類と広く使用していただいて

おります。

構造用３層パネル

　一般住宅の構造用途への展開のため，昨年より林産

試験場との共同研究により，構造計算のための短期許

容せん断耐力の実証実験を行い，国土交通省による壁

倍率の認定取得を目指しております。

　実験の結果，床への使用は，施工方法（ビスの本数

と打ち方）により床倍率1.1～4.9が実証されました。

厚さ24mm以上の構造用合板を使用した場合の床倍率

が3.0ですので，構造用パネルとして十分な性能が確

認されました。

　壁倍率認定の本実験も終了し申請中です。

製造工程

　３層パネルをの製造方法を紹介します。

１　含水率12%以下に人工乾燥された原板をモルダに

より接着面の４方をプレナ掛けし，厚さ幅を正確

に決めます。

２　表面材と中芯材の選別をし，長さをカットしま

す。

３　木裏・木表・枚数を揃え，糊付け圧締によりパネ

ル状に接着し，接着剤の安定のために翌日まで養

生します。

４　ティノーナーにより幅長さをカット，ワイドベル

トサンダにより厚さを決め検品包装されます。

　構造用３層パネルにおいては，特に強度面と寸法安

定性において高い品質が求められますので，ラミナの

含水率・節の大きさ等の品質，接着工程の管理・製品

のはくり試験・含水率試験などの面において，造作用

３層パネルより厳しい管理の下，製造しています。

３層パネル住宅工法の開発

　「構造体でありながら表面材であり，かつ寸法が安

定している」良さを生かすことにより今までにできな

かった効率の良い高性能の住宅建設が可能であると考

えています。

　当社のみでは時間的にも能力的にも限界があります

ので，建築施工業者の方・設計士の方・当社との共同

で開発したいと思っており，そのパートナーを募集し

ています。「我は」と思われる方，是非，当社までご

連絡ください。
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徐々に増えてきましたが，北海道で育ったカラマツ，
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　今年度，３層パネルの出荷数は，3･11後，東北以

外の地区でも工事延期などで減少しておりましたが，

9月に入り回復してきました。家具などの造作用，階
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境の面からも，雇用など社会的な面でも，住宅に住む

人の環境から見ても良い製品といえます。

造作用三層パネル

　厚さ10mmの挽板を幅ハギし表裏材と中芯材の繊維

方向を直行するように３層積層接着したパネルです。

道内のカラマツ・トドマツ人工林の間伐材を有効活用

しています。平成13年に３層パネルの製作依頼を受

け，約10ヶ月間，林産試験場の協力のもと試作を重

ね，商品化を実現しました。製造方法は，独自の製造

方法で工程の簡略化を実現しました。

　特徴は「強さと美しさ」を兼ね備えた商品であるこ

とです。表面は無垢材ですので，それぞれのパネルが

自然の表情を持つオンリーワン製品であり，中層は繊

維方向が直行しているので，寸法安定性と，構造用合

板に劣らない曲げ強度を備えています（図）。

　当初サイズは厚さ30mmのサブロク版（910mm × 

1,820mm）のみでしたが，現在は用途に合わせて15

種類のサイズがあります。用途は床，階段，壁，棚・

テーブル天板などの家具類と広く使用していただいて

おります。

構造用３層パネル

　一般住宅の構造用途への展開のため，昨年より林産

試験場との共同研究により，構造計算のための短期許

容せん断耐力の実証実験を行い，国土交通省による壁

倍率の認定取得を目指しております。

　実験の結果，床への使用は，施工方法（ビスの本数

と打ち方）により床倍率1.1～4.9が実証されました。

厚さ24mm以上の構造用合板を使用した場合の床倍率

が3.0ですので，構造用パネルとして十分な性能が確

認されました。

　壁倍率認定の本実験も終了し申請中です。

製造工程

　３層パネルをの製造方法を紹介します。

１　含水率12%以下に人工乾燥された原板をモルダに

より接着面の４方をプレナ掛けし，厚さ幅を正確

に決めます。

２　表面材と中芯材の選別をし，長さをカットしま

す。

３　木裏・木表・枚数を揃え，糊付け圧締によりパネ

ル状に接着し，接着剤の安定のために翌日まで養

生します。

４　ティノーナーにより幅長さをカット，ワイドベル

トサンダにより厚さを決め検品包装されます。

　構造用３層パネルにおいては，特に強度面と寸法安

定性において高い品質が求められますので，ラミナの

含水率・節の大きさ等の品質，接着工程の管理・製品

のはくり試験・含水率試験などの面において，造作用

３層パネルより厳しい管理の下，製造しています。

３層パネル住宅工法の開発

　「構造体でありながら表面材であり，かつ寸法が安

定している」良さを生かすことにより今までにできな

かった効率の良い高性能の住宅建設が可能であると考

えています。

　当社のみでは時間的にも能力的にも限界があります

ので，建築施工業者の方・設計士の方・当社との共同

で開発したいと思っており，そのパートナーを募集し

ています。「我は」と思われる方，是非，当社までご
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