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3 月 3 日～ 6 日の 4 日間、「東京ビッグサイト」
東西ホール全館をあげて「日経メッセ　街づくり・

店づくり総合展」が開催された。「ジャパンショッ
プ 2015」「建築・建材展 2015」「ライティングフェ
ア 2015」「リテールテックジャパン 2015」「セキュ
リティショー 2015」「フランチャイズ・ショー
2015」の六つの展示会が同時開催されるという大
規模なものとなった。

このうち「建築・建材展 2015」には、最新の
各種の建材や関連製品・サービスが集結し、出店
社数は 288 社、出展ブースは 643 を数えた。「住
まいのリフォームゾーン」「耐震・免震ゾーン」「国
産材・地域ブランド材ゾーン」「光触媒ゾーン」な
ど四つの集中展示ゾーンと特別企画が実施され、

第 21 回　建築・建材展 2015
— 東レグループから 7 社が集結、 

自社開発の先進的な製品や工法をアピール—
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❶	 	3 月に東京ビッグサイトで開催された「日経メッセ　街づくり・店づくり総合展」内の「建築・

建材展 2015」に、東レグループから 7 社が出展。
❷	 	同グループは老朽化し、補修が必要となっている社会インフラが多いことを背景に、工期を短縮で

きる素材や工法を提案している。
❸	 	また、少子高齢化による世帯数の減少という流れのなかで、リフォームニーズが高まっており、

同グループからこの分野へのアプローチも見られた。
❹	  このほか、研究が進む光触媒分野では新たな商品の提案が多く見られた。
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訪れた来場者の注目を集めた。会期中の来場者数
は昨年を上回る 102,908 人（「建築・建材展」と

「JAPAN SHOP」の合計）だった。
ここに東レグループは素材関連の 7 社を集結、

「素材には社会を変える力がある」をコンセプトに、
補強材料（炭素繊維・アラミド繊維など）、外装・
内装、断熱材、シーリング材などの先端材料を中
心に、幅広く素材・工法・用途を提案した。

東京五輪に向けた都市の改造や社会インフラが
老朽化し、補強・改修工事が急がれるなかで、建
築・建材業界では建築技能者不足の深刻化や労務
費の高騰が課題になっている。ここで省力化につ
ながる優れた建材や、工期の短縮を実現する素材・
工法などの需要拡大が予想されている。また、人
口と世帯数が減少に転じることから快適で安心な
リフォームへのニーズが高まっている。東レグ
ループの提案は、このような状況を踏まえたもの
となった。同グループが連携して「建築・建材展」
に出展するのは初めてで、東レウェブサイトの中
に土木・建築資材のページを立ち上げ、新たに総
合パンフレットを作り対応している。

http://www.toray.jp/toray/kenzai/

東レ・モノフィラメント
軽く丈夫で腐食しにくい「亀

きっ

甲
こう

網
もう

」
歯ブラシ、漁網や釣り糸、製紙用織物など幅広

い製品を持つ東レ・モノフィラメントは、合繊モ
ノフィラメントの国内最大手メーカーで、直径
0.05 ㎜から 4 ～ 5 ㎜の太い繊維を取り扱う。今展
示会のイチ押しは、高機能モノフィラメント「亀
甲網」だ。もともと養殖網から進化したもので、
養殖網としては 40 年以上の歴史がある。

路肩などで崖の落石防止にフェンスを貼ってあ
る光景をよく目にするが、多くの場合は金属製。
これをポリエステル樹脂に置きかえたものと考え
ると分かりやすい。金属製のネットはさびが出る、
塩分に弱いなどさまざまな理由で劣化していくが、
ポリエステル樹脂のネットはさびが出ない上に、
金網の約 1/5 の重量で作業の軽減、工期の短縮等

に役立つ。軽いために、金網だと運搬に輸送ヘリ
が必要な場面でも、人力で持ち込む事ができるた
め、非常に使い勝手が良いと好評を得ている。ま
た、耐候性にも非常に優れており、30 年以上経過
後も劣化がほとんど見られないというデータもあ
る。金属ネットがさびでほころびた箇所に補強の
意味で金属ネットを重ねるとさびが移って腐食し
てしまうが、この「亀甲網」ならその心配もない。
紫外線による劣化を防ぐために、カラーは基本的
に黒色となっている。

用途は、先に述べた路肩の落石防護ネット、
フェンス、高速道路等の小動物侵入防止網、石な
どを入れて海岸や河川を整備・防護する蛇籠（護
岸工事）、トンネル工事など驚くほどに多様であ
る。鉄道総合技術研究所によって、既設の石積み、
ブロック積みの上に補強として崩壊防止ネットを
貼り、地震等による崩落を防ぐ補強法が開発され
ており、今後は日本のあちこちでお目にかかるこ
とになりそうだ。

東レぺフ加工品
クリーンでおしゃれな人工タタミ「敷楽Ⓡ」

“和室” というタタミの部屋が少なくなってい
る。板の間は掃除しやすいから、畳表を替える必
要がないから、土足の様式ではないが、洋風の生
活スリッパとソファにあこがれ、硬い、冷たいフ
ローリングの部屋が多くなった。だが、靴を脱ぐ
生活様式には、やはり “ごろっとできるスペース”
が必要で、お年寄りの場合「タタミに布団」とい
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う生活は捨てがたいし、子供を遊ばせる、介護す
るなどのシーンでタタミの必要性が特に感じられ
るところであり、どの世代に対しても “ほっと”
できる暮らしを提供できるのがタタミである。そ
んな時、新素材の人工タタミ「敷楽（しきらく）Ⓡ」
はどうか、という提案である。

東レペフ加工品は、もともとパイプカバーからス
タートした企業であり、代表的な高発泡断熱材の
一つである、架橋ポリオレフィンフォームを使用し
た製品を多く手掛ける。人工タタミ「敷楽Ⓡ」は東レ 
建築資材部の開発によるもので、素材は独自に開
発されたポリプロピレン樹脂。最大の特色は、カ
ビやダニの繁殖につながる養分を含んでいないた
めに衛生的で、ぜんそくやアレルギー症状のある
人にも安心して使えることだ。この点に関しては、
皮膚貼付試験で実証されている。耐摩耗性にすぐ
れ、藺

い

草に比べて擦り切れが少なく毛羽立ちがな
い。敷楽畳はフローリングより、滑りにくく、高齢
者や介護のために使用できる「洗える衛生畳」も
発売しており、汚れにも強く、しょう油などをこぼ
しても中性洗剤でふき取りや、業界で唯一ブラシ
などで擦り洗いでも表を傷めることが無く、衛生
的でシミも残らない。

バリエーションも豊富で、色 × 織で 35 パター
ンもある。置き敷タイプの「彩美Ⓡ」シリーズで
は形は正方形と扇形の２種類があり、敷き方に
よって円形や楕円形のラグのような形もでき、イ
ンテリアデザインとしても完成度が高い。「敷楽Ⓡ」
はすでにテスト販売から 20 年という実績を持ち、
市場にすっかり定着している。今後も保育園、介

護施設、飲食店などでの需要が見込まれる。

東レ・デュポン
ケブラーⓇ製の手袋・防護服が、
工場での作業を安全にする

東レ・デュポンでは、アラミド繊維「Kevlar（ケ
ブラー）Ⓡ」を使用した防護服や手袋を展示して
いる。ケブラーⓇとは 1960 年代に世界初のスー
パー繊維として登場し、素材の資質の高さととも
に技術力によってさまざまな加工を施され、常に
最先端のポジションにある優れた素材。

高い耐衝撃性を活かし、スノーシェッド、ロッ
クシェッドに樹脂を含浸させながらケブラーⓇ

シートを貼り付け落石による破壊を防いだり、
シェルターとなるユニットバスの天井、側面にケ
ブラーⓇコンポジットを設置し、地震から身を守
るなどのケースに使用されている。

ケブラーⓇ製の手袋は、耐切創性（切れにくさ）、
耐熱性、LOI 値（難燃性）、引き裂き強度、のいず
れの項目でも、木綿、羊毛、各種の化合繊よりは
るかに強いデータを出している。手袋の種類は主
にケブラーⓇ紡績糸手袋 7 ゲージ、10 ゲージケブ
ラーⓇ SD 糸手袋 13 ゲージ、ケブラーⓇ SD ／
SUS 手袋 13 ゲージ、ケブラーⓇ ES 糸手袋 7 ゲー
ジ、10 ゲージなど。ケブラーⓇ SD 糸を使用した
手袋は、薄手にもかかわらず切れにくく、コー
ティングし
ても効果は
ほぼ維持さ
れ る た め、
ガラスなど
細かなもの
を扱う作業
現場に最適
だ。SD ／
SUS 手袋は、
金 属 線 が
入っている
ため耐切創
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性が増しており、刃物などを扱う、固定刃を取り
換えるなどの危険な作業現場に向いている。
「業界の特性から、破れやすい手袋は禁物。ケ

ブラーⓇ製の手袋の価格は少し高めだが、事故発
生時にかかるトータル費用を考えると格安」（ガラ
スメーカー）、「耐熱性にも優れており、洗濯によっ
て繰り返し使えて綿手袋より総合的なメリットが
あると考えている。作業者が安全に働けるという
ことは生産性向上につながる」（鉄鋼メーカー）と、
ユーザーの評価も高い。

東レACE
補修・補強材に、外壁材にとさまざまに
優位性を発揮する炭素繊維

東レの誇る炭素繊維「トレカⓇ」による二つの
工法を提案している。

一つが、「トレカⓇラミネート」によるものだ。
これは、高強度もしくは高弾性の炭素繊維を一方
向に引きそろえ、熱硬化型のエポキシ樹脂を含浸
させた炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の硬
化板である。会場では、木材の板、トレカⓇラミ
ネートを片面に貼ったもの、両面に貼ったものの
3 タイプを展示、体感できるようになっていたが、
特に両面に貼ったものは、たわみが大幅に低減し
ていることに驚かされた。

このトレカⓇラミネートは鉄の約 4 分の 1 とい
う軽さで、スラブ・梁、スラブ開口部、壁などに
使用される。板状のものを貼り付けるだけなので、
床や天井など平らな箇所を補強するのに最適であ

る。施工は準備工事→下地処理→貼り付け→養生・
仕上げとシンプルで、工期が大幅に短縮できる。

もう一つが「トレカⓇクロス」である。こちら
は炭素繊維を使用した織物で、部材への追従性が
良いため、橋脚や柱、煙突など円筒形の構造物に
も対応できる。施工は、下地処理→プライマー塗
布→含浸接着樹脂下塗り→シート貼り付け→含浸・
脱泡→目視確認→含浸接着樹脂上塗り→仕上げ　
の順序で行われ、工程が簡単であることと、最終
的に含浸状況を目視で確認できることが特色。

これらのトレカⓇ

を 使 用 し た 工 法
は、クロス・ラミ
ネートともに軽量
であること、工期
が 短 縮 で き る こ
と、RC 造 か ら 木
造までさまざまな
建築物に応用でき
ることなどから、
補修工事や耐震補
強工事など多くの
分野で採用されて 
いる。

東レ ACE は、住宅用外壁材にも力を入れてい
る。「窯業系サイディング」（セメントと有機繊維、
無機原料などを混合して作られる人工の外壁材）
と呼ばれるものである。

中でも、「トレリードⓇ」は、セメント質の原料
に炭素繊維を添加配合、さらに独自の製造ノウハ
ウによって開発された、注目の炭素繊維混入セメ
ント板。炭素繊維が入っているため耐火性にすぐ
れ、収縮に強く、ひび割れが少ない。さらに、雨
水だけで汚れが落ちる「オートクリーン仕上げ」
が標準装備なので、新築時の美しさが長持ちす
る。高耐候性塗装「ハイブリッドコート S」が施
されているため、紫外線による色あせも起こしに
くい。通常の窯業系サイディングの保証期間は 10
年だが、トレリードⓇは 15 年保証となっている。
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炭素繊維とは別だが、木目柄＋特殊プレスによ
る凹凸テクスチャーを表現したトイレブースの面
材を展示。天然木の豊かな風合いを表現すると共
に、安全対策として非常時開錠機構を開発。使用
者にやすらぎと安心を提供している。

東レ・アムテックス
居住環境の快適性を目指す住環境製品

1950 年に東和織物として設立され、2013 年に
現在の社名に変更、東レグループの住宅関連事業
の拠点会社となった。室内・屋外双方の製品があ
るが、今回の展示会では主に屋外用途のものを提
案していた。

まずは、各種の人工芝から紹介しよう。同社の
人工芝はスポーツ施設からパブリックスペース、
一般家庭まで広く利用されている。「スパックター
フⓇ」にはレギュラーシリーズと透水シリーズが
あり、最も利用されている。東レのナイロンを使
用した耐久性や弾性回復力に優れている。特殊な
砂をプラスしたテニスコート専用の人工芝もあ
る。「ニューベラコニーⓇ」は樹脂架台の付いたジョ

イントタイル型人工芝で病院や学校で広く利用さ
れている。スポーツからドッグラン、マンション
や百貨店の屋上と、人工芝の活用範囲は広がって
いる。
「トレクールⓇ」は、セラミック製（エコマーク

認定品）のジョイント式タイルで、透水性と保水
性に優れている。360 ㎜ /h という激しい雨でも透
過させることができ、表面に水がたまらないため、
雨の日でも安心して歩くことができる。また、タ
イル内部に 2L/ ㎡ 保水することができるため、
夏には打ち水効果がある。打ち水後は表面温度を
約 10℃下げることができ、さらに数時間持続す
る。お手入れは手軽にデッキブラシで洗うだけ。
雪にも強く、マンションや家庭のベランダ用タイ
ルとして広く使われている。

最後が、「ループボンド・タフバインダー工法Ⓡ」
である。

マンション外壁などに使用されているタイル
は、モルタルの上に貼り付けているだけなので剝
がれることがある。また、固まりとなって落下す
ることもあり、大事故につながる可能性もある。
この外壁タイルの剝落を防ぐのが、ループボンド・
タフバインダー工法Ⓡである。

異なる 2 種類の部材を組み合わせた施工方法
で、ナイロン樹脂製緊結材「スーパーループボン
ドⓇ、ループボンドⓇ」がタイル張りモルタル層が
剥離してもコンクリート躯体に機械的に固定し剥
落を防止。また、高機能ナイロン繊維「タフバイ
ンダーⓇ」をタイル張りモルタルに混入すること

業界展望



2015.6　経営センサー
3333

でひび割れを抑制し、もしひび割れが発生しても
面連結性を維持する。この工法は東レ、工学院大
学の難波蓮太郎名誉教授、大林組が共同開発して
いる。

一村産業
優れた断熱材や透湿・防水シートを提供

一村産業が建築・建材展に出展するのは、今回
で 3 回目。数多くの新素材を世に送っている同社
は、建築分野では建築資材用透湿・防水シートや
断熱材に力を入れている。

透湿・防水シートは外壁の内側に貼るもので、雨
水を防ぎ、室内の湿気を外に逃がす働きをする。
同社の透湿・防水シート「SUPER コート MAX」は、
ポリステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィ
ルムのラミネート品で、防水・透湿に安定した効果
を発揮。表面のフィルムに細かな穴が開いていて、
内側の湿気を逃がす働きをする。木造住宅の場合、
湿気が逃げないと木材が腐ってしまうため、この種
のシートは必需品となっている。

さらに付加価値をつけたものを、というニーズ
に応えて、遮熱機能を持たせた透湿・防湿シート
も用意した。「NEW　SUPER コート AL」がそ
れで、アルミ箔を蒸着（沸騰させて接着）したも
の。外壁から室内へ伝わる熱エネルギーを遮断し、
効果的に反射する効果があり、反射率は 90％以上
という優れた遮熱性を誇る。単にアルミ箔を付け
ただけでは熱がこもってしまうので、表面に 0.5
㎜ほどの小さな穴を開けている。これによって、

「冬暖かく夏涼しい」効果が生まれている。
床下や基礎の立ち上がりには「GP・MS フォー

ムⓇ」が最適だ。MS フォームは、魚箱やクーラー
ボックスに使用されているポリスチレン素材で、
水分や湿気を寄せ付けない。気密性に優れていて
床下からの湿気を防ぎ、繊維系断熱材（グラスウー
ル）に比べて床下からの湿気を通しにくい。これ
に炭素（カーボングラファイト）を混成、輻射熱
がカーボングラファイトによって吸収されるため、
高い断熱効果を得ることに成功した。性能が向上
したため、薄肉化も可能となり、通気性もよく
なっている。熱伝導率も従来品の MS フォームが
0.037 であったのに対して、0.030 と低くなるとい
う効果をあげている。

東レ・ダウコーニング
シリコーンを使った三つのソリューション

建築資材は、水の侵入、水漏れから、空中に浮
遊する超微粒子による摩耗に至るまで、広い範囲
の悪条件にさらされている。これを防ぐのが東レ・
ダウコーニングの先端技術で、シリコーン系素材
を使った三つのソリューションを提案している。

①コンクリート用シリコーン弾性コーティング材

コンクリートの上に塗布してコーティングするも
ので、塩害対策やひび割れから侵入する水を防
ぐ。塗布すると弾力性のあるシリコーン材が表面を
覆うため、水などの侵入を許さない。工程数も削
減されるので、施工コストも減らすことができる。
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溶剤を使う必要がないので、環境にも優しい。

②シリコーン系撥水剤

目的は①とほぼ同じだが、コンクリートの表面
に撥水剤を塗布して染み込ませるもの。水滴をた
らしても表面にとどまり染み込んでいくことがな
い。外観はほとんど変わらず、表面もさらりと乾
いている。価格的には②が少し安いが、「10 年後
に確認する」場合に目視できるのは①。同社では

「今後公共事業物が次々と経年劣化していくので、
その補修に役立ててもらえれば。シリコーン以外
にもさまざまな提案ができるので、ぜひご相談い
ただきたい」としている。

③難接着被着体用シリコーン接着シール材

ポリエチレンなど表面が滑らかな（表面エネル
ギーの低い）管などを躯体に接着するとき、ジョイ
ント部分に使用する。地震時に破裂するリスクを
避けるため、マンションなどの排水管の多くはポリ
エチレン製となっており、これを躯体に取り付ける
シールがなかった。自社開発による新素材である。

出展ブースの中から東レグループ以外の展示
をいくつかご紹介します。

三菱ケミカルホールディングス／
三菱樹脂グループ
アストロ
温度を抑制できる人工芝

人工芝を製造している企業である。公園や遊
具、 百 貨 店 の 屋 上 な ど に 採 用 さ れ て い る

「ASTROTERF（アストロターフ）Ⓡ」は、販売
開始から 30 年以上にもなるロングラン商品。
ショッピングモールや遊具施設、公園のジョギン
グコースなどに使われている「ASTROPAVE（ア
ストロペーブ）Ⓡ」は、架橋高分子ポリオレフィ
ンカラーチップを使用した弾性舗装材で、27 色も
のカラーバリエーションを持っている。同社の人
工芝はスポーツ施設にも使用されていて、ジャン
プ台（サマージャンプ）では 100％のシェアを誇
る。また、千葉マリンスタジアム、京セラドーム
などの球場にも採用されている。

今回の展示では「ASTROGARDEN（アストロ
ガーデン）Ⓡ CEG」に力を入れている。盛夏には
人工芝の表面温度は 50 ～ 60℃にまで上がってし
まう。これが、幼稚園や遊具施設など子供の使用
頻度が高いところでは、子供は身長が低く地面に
近いだけに大きな問題となっていた。そこで、人
工芝の葉の部分に温度抑制機能を持った特殊パイ
ルを標準仕様とし、淡色特殊弾性チップとの組み
合わせで大幅に温度を抑制する（20℃も下がる）
効果を上げたのである。

この温度抑制効果のある人工芝は、教育施設の
ほかにマンションのバルコニーなどへの使用も期
待されている。

みなと森と水ネットワーク会議
港区が提案する国産木材の使用促進運動

日本の国土の 7 割は森林だが、手入れされず荒
廃している森も多くなっている。しかし、木は成
長の過程で二酸化炭素を多く吸収することから、
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森を育てることは地球温暖化対策としても有効で
ある。

この状況を踏まえ、港区は全国 76 の森を持つ
自治体と結んで、都市での木材利用と山側での森
林整備を促進するため、「みなとモデル二酸化炭素
固定認証制度」を誕生させた。区内で延べ床面積
5,000 ㎡以上の建築を行う建築主は、区に国産木
材使用計画書を提出し、基準値を満たす量の国産
木材（協定を結んでいる自治体の木材、もしくは
合法的な国産の木材）を使用しなければならなく
なっている。また、店舗・オフィスでの木材利用
も促進しており、内外装、家具などに国産木材を
使用すると、その使用量に相当する CO2 の固定量
を港区が認定し、証書が発行される。

森を持つ 76 の自治体は北海道から九州まで全
国に及んでおり、港区との間で伐採後の再植林を
保証する「間伐材を始めとした国産材の活用促進
に関する協定」を締結している。どこの木材を使
用するかは施工側の自由で、ホームページから各
自治体の特色を見られる。また、木材製品のデー
タベースからは製材所から施工業者、家具商まで

も紹介されており、各社ホームページに飛ぶこと
ができる。http://www.uni4m.or.jp

光触媒コンソーシアム
企業と大学が結んで光触媒を普及

光触媒とは、光を当てることで触媒作用を示す
物質の総称である。代表的なものが酸化チタンで、
紫外線を吸収すると強い酸化還元作用や超親水作
用を起こす。このため、殺菌作用が用意になり、
またガラスなどが雨水によって洗浄されセルフク
リーニングできるという特色を持つ。

独立行政法人　新エネルギー・産業総合開発機
構（NEDO）「循環社会構築型光触媒産業創成プ
ロジェクト」（2007 ～ 2012 年）において、新し
い「可視光応答型光触媒」が開発された。「光触媒
コンソーシアム」は、現在注目されているこの光
触媒を実用化し、普及させていくという目標を
持った、2 校の大学と 7 社の企業が結んだもので
ある。

東京大学、東京工業大学の 2 つの大学が光触媒
材料を開発、昭和電工が光触媒の原料を供給す
る。ほかの 6 社はそれぞれの得意分野で光触媒を
活用した商品を提供するというしくみだ（パナソ
ニック：光触媒フィルム、TOTO：光触媒タイル・
光触媒塗料、太陽工業：光触媒テント、盛和工業：
光触媒空気浄化システム、日本板硝子：光触媒ガ
ラス建材、日本曹達：光触媒塗料）。

病院、老健施設、食品工場、ショッピングモー
ルなどさまざまな施設への適用が考えられており、
一つの大型施設を丸ごとコンソーシアムの企業グ
ループで光触媒を使った空間とすることを提案し
ている。

パナソニック
蛍光灯の光線でも効果をあげられる
可視光型光触媒

パナソニックは、可視光線（室内の蛍光灯や
LED 電球の光）だけでも効果をあげることのでき
る「可視光型光触媒」を使用した抗菌・抗ウイル
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ス機能フィルム材を用いた実証実験の結果を発表
している。

それによると、可視光型光触媒と従来の消毒薬
（銀系抗菌剤・次亜塩素酸ナトリウム水・消毒用ア
ルコール）とを比較した場合、インフルエンザ・
ノロウイルス、抗菌性、効果の持続性、ランニン
グコスト、素材への影響の項目に対し、いずれも
最も優れた効果を上げている。空港や病院などの
実際の環境で実験した結果、人の手由来の付着菌

（表皮ブドウ球菌）を 50 ～ 90％程度低減できるこ
とが分かった。

パナソニックでは「院内感染が問題になってい
るが、多くの消毒薬は一時的な効果しかない。他

人が接触したところに接触することによって感染
が広がっていくのだが、常に消毒しておくのは不
可能に近い。その点、可視光型光触媒は室内の光
線でも効果が持続するため、病院のカウンター、
内装（パネル、手すりなど）に均一にフィルムを
貼ることでリスクを減らすことができる」と胸を
張る。薬剤を塗布してもよいのだが、均一に塗る
ことが難しいのでフィルム化したのだという。

従来の光触媒と違って、室内でも大きな効果を
あげられる可視光型光触媒。病院や福祉施設、駅、
娯楽施設、飛行機、ショッピングモールなど用途
はさまざまに広がっていく。
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