南町竜島）
ていた。

めて軽微なものも確認された（写真 4.1.28）
。

強風で曲がるフレーム
号（２０１９

月）によるサッシの漏水につ

外に面する建具が屋外方向に変形してガラスが破損したほか（写

していた（写真 4.2.3）。

（長崎市立香焼中学校体育館 ）

今年の台風による強風で曲がった窓枠

ていた（写真 4.2.4）。

閉めておこうというのが、これま

10

昨年の台風で外側に曲がって飛び出した窓枠

写真 4.2.2 屋外に面する建具の損壊(2)

風圧性能をさらに強化した窓商品

を市場に投入しているほか、防災

10

2021/1

での常識でした。しかし、近年の
スーパー台風の出現以降は、強風
による飛来物で窓ガラスの飛散だ
けでなく、サッシのフレームも折

被害が発生。今年９月の台風

害（南房総市富浦町）

New Housing Journal

先月号では、台風
年

れ曲がったりするなどの被害が出
号によって千

てくるようになりました。
昨年９月の台風

葉県では一部の建物で店舗のサッ

が吹くと、瓦や木材いろいろなも

でも、長崎県の体育館では外壁が

の被害は、最近の台風がこれまで

シが曲がる、腰壁が外れるなどの

のが飛んできます。飛来物でガラ

はがれ落ちたほか、窓ガラスが割

にない規模になってきたことを象

ｍ程度の風

スが割れる危険があるので、台風

れて、サッシのフレームまで折れ

木造住宅その他の建築物等の被害状況をまとめる。

号

の際には、雨戸や窓シャッターを

（出所）建築研究所「令和元年台風第 15 号に伴う強風による建築物等被害現地調査報告」

徴的に物語るものと言えます。

実際、台風で風速

水というものがあります。

によるサッシ・ガラスの破壊や漏

実はもう一つの心配事に飛来物

いて書きました。

9

15
50

15

こうしたサッシのフレーム変形

防災安全複層ガラス

こ う し た 自 然 災 害 の 動 き に、

サッシメーカーも手をこまねいて

い る わ け で は あ り ま せ ん。 大 手

サッシメーカーによると、台風・

豪雨災害の影響により、合わせガ

倍ほどになって

ラ ス や シ ャ ッ タ ー の 売 れ 行 き は、

年前と比べて

2

いるそうです。こうした中で、耐

1

に特化したガラスを市場に供給す

16

隣接する住宅の被害状況
写真 4.1.28

曲がる被害が発生しまし９た。

（千葉県 南房総市）

壊(1)

（話し手）㈲アドオフィス 代表 明官 徹
況

載
連
新
は不明であるが、外観上、比較的築年数の経ったものと思われる。

（写真提供：長崎市）

みょう

サッシバカ、明ちゃんの

アルミ樹脂カバー工法

施工、設計、集客ノウハウを一挙伝授④
みょうかんとおる

防災安全ガラスの仕様

る機運も高まってきました。

ガラスメーカー大手４社を中心

とした工業会である日本板硝子協

会では、これまで２枚の板ガラス

の間に合成樹脂の中間膜をはさん

だ合わせガラスをＪＩＳの名称の

通 り、
「防災安全ガラス」と呼ん

合わせガラスとは？

2 枚以上の材料板ガラスに中間膜を
27
破損しても、破片の大部分が飛び散ら
日から呼

ミ ル も、

一般財団法人ベターリビング
つくば建築試験研究センターでは、この度「加撃体発
60mil 未満
射試験機（通称、エアキャノン試験機）
」を導入し、これを用いた飛来物衝突試験業務を
開始致しました。
合わせガラス
30
30mil 未満
このエアキャノン試験機は、暴風による屋根瓦等の飛来物に対する建材（窓ガラス、
雨戸・シャッター、外壁材等）の耐衝撃性能を確認するためのもので、
「JIS R 3109:2018
建築用ガラスの暴風時における飛来物衝突試験方法」の要求を満たしております。
（表１）
中間層の厚みと呼称（日本板硝子協会）
試験機は、飛来物を模擬した加撃体（木片または鋼球）を発射するための空圧砲（エ
アキャノン）と加撃体の速度を計測する高速度ビデオカメラシステムで構成されてお
り、質量約 4kg の角材を 25m/s 以上の速度で発射出来る能力を有しております。
飛来物による建物被害を軽減するため開口部などの耐衝撃性能が注目され始めてお
りますので、製品開発や性能確認に是非、ご利用下さい。
（出所）一般財団法人 ベターリビング ニュースリリース（2020/10/8）

でいたのですが、８月

安全合わせガラス

ミルも

一般財団法人ベターリビング
60

称を変更。中間層の合成樹脂の厚

令和 2 年１０月８日

30mil 以上

みが ミル（ mil
）以上のものを「防
災安全合わせガラス」と呼ぶこと

にしました（表１）。

こ こ で は、

「防災安全複層ガラス」と総称し

ますが、こうしたガラスは、二枚

のガラスとの間に強度と柔軟性に

近年、数十年に一度と言われる大型台風
飛来物が窓ガラスに衝突して貫通する被害
内部に風が入り込むことで屋根が吹き上が
NEWS RELEASE
割れる心配は少なく、窓ガラスが割れる原
中間層の厚み
呼称
と言われています。そこで、飛来物衝突の
60
を制定することとしました。
60mil 以上
防災安全合わせガラス
建築用ガラス等の飛来物衝突試験業務を開始

（出所）一般財団法人 ベターリビング

ニュースリリース（2020/10/9）

加撃体発射試験機（エアキャノン試験機）
鋼球用砲身

木片加撃体
木片用砲身

架台フレーム
建築用ガラス等の飛来物衝突試験業務を開始

合わせガラスに飛来物が衝突した状態

図

各種

高速度カメラによる速度測定

り、飛来物が当って割れても破片

優れた樹脂中間膜を挟み込んでお

に経産省の「次世代省エネ建材支

２０１８年から始まった補助金

㎜です。これまでは、

材等を短工期で住みながら導入す

援事業」があります。事業の目的

の０・

ミルも防災安全ガラスと

が飛散しにくいのが特長です。

ミルも

る事業を支援し、市場拡大と価格

ですから、

総称していたのですが、エアキャ

低減による次世代省エネ建材の自

ミルというのは、約１・

30

52

㎜

ミルだと、その半分

30

は既存住宅等の省エネルギーを図

るため、一定の省エネルギー性能

を有する高性能建材や潜熱蓄熱建

立的普及拡大を図ることです。

した居室・浴室・トイレ玄関等の

ノン試験機を使った実験をもと

＜問い合わせ＞住所：〒102-0071 千代
60
担当：住宅部品事業推
60
電話：03-5211-0572
60 76
ミル以上ならば、一定の強

最低一面を施工すれば、その他の

に、

ＪＩＳにおける「防災安全ガラ

内窓や窓交換の費用トータルで集

万円までしか

2021/1

この補助金は断熱パネルを施工

ランク、それぞ

住戸

New Housing Journal

で補助金が出ます。

助金が最高

出ません。環境省の補助金と比較

すると、経産省の「次世代省エネ

建材支援事業」は、はるかにお得

な補助金です。

この補助金、令和２年度分は終

了 し て い ま す が、 ７・５ 億 円 の 予
11

風でもガラスを貫通しないことか

ス」のランクは

合住宅や戸建住宅の場合、２分の

＜問い合わせ＞住所：〒305-0802 茨城県つくば市立原 2 番地
担当：つくば建築試験研究センター 性能試験研究部 下屋敷
電話：029-864-1745 FAX029-877-0050 Mail：info-tbtl@tbtl.org

15

することが必須ですが、外皮に面

れ加撃体の重量と衝突スピードが

１補助、集合住宅で最高１２５万

60

6
※装置の詳細やご不明な点等につきましては、下記担当者までお気軽にお問合せください。

1

ら新たに「防災安全合わせガラス」

決まられています。最高ランクで

円、戸建住宅で最高２００万円ま

と制定されました。

ミルでは、スーパー台風を想

環境省の「高性能建材による住

の

物が、ガラスを貫通せずに中間層

宅の断熱リフォーム支援事業（断

定した一定の風速で発生する飛来

の樹脂に突き刺さってとまる位の

熱 リ ノ ベ ）」 で は、 集 合 住 宅 の 補

ミル以上の防災ガ

60

強度であることが分かりました。

次世代建材支援事業

こうした動きと相俟って、補助

金の方でも、

ラス窓が、補助対象に追加されま

した。

電動リフトテーブル

◆主要諸元
【加撃体発射試験機(空圧式)】
・エアータンク、リザーブタンク各 400L
・加撃体発射弁：ソレノイドバルブを採用
・砲身：ステンレス製 木片用 2m+2m 可変式、鋼球用 2m
・電動リフトテーブル
【速度測定システム(高速度ビデオカメラシステム)】
・フル HD(200 万画素 1,920×1,080pixel）時 2,000fps、
最大撮影速度 100,000fps
・ISO 感度：モノクロ ISO32,000
・高輝度 LED 照明

W
AW-1
AW-2
AW-3
AW-4
AW-5
AW-6

H

1700
1700
1700
1700
1200
1400

補助対象金
額
3.06
265,000
3.06
265,000
1.53
140,000
1.53
140,000
1.08
140,000
0.84
140,000
11.1 1,090,000

集合住宅
次世代省エネ建材+東京都補助金
かかる費用140万が64.2万に

㎡

1800
1800
900
900
900
600
小計

AW

AW

4

3

AW
5

参考価格
ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰ
①カバー工法 アルミ樹脂サッシ
＋防災安全ガラス
（複層合わせガラス）

約130万

②内装工事 断熱パネル+クロス

約10万

次世代建材支援補助金
109≦120
109／2＝54.5万円
パネル 3.24㎡×8000=25920
25920/2≒13000

AW

‐54.5万
‐1.3万

6

東京都（高断熱窓）
120／6＝20万円

3LDK：75㎡

AW

AW

1

2

‐20万
140万→64.2万
‐75.8万

①防災ガラス窓
②断熱パネル（Aｸﾞﾚｰﾄﾞ）

マンション断熱の真相 住戸部位による違い

差し替え用データ

最上階妻面 外皮４面

外皮

外皮

外皮
外皮
中間階 外皮２面

外皮
外皮

New Housing Journal

■マンション中間階の方必見。
中間階は上下左右に部屋があり断熱済み、
前後の面を断熱補強すれば断熱性は大幅に
アップ。これと比較して最上階妻面の部屋は
４面が外皮に面していて不利です。

１．マンションの断熱性
中間階が優位

2021/1

12

改修前

改修後
強風で割れた窓ガラスを養生テープで補修

高断熱と防災のダブルの性能を実現

算が組まれました。来期も５月以

階で究極のカバー工法を施工し

た事例を紹介します。

た。台風による被害も懸念されて

いたので、防犯ガラスをお勧めし

ました。究極のカバー工法による

降で計画されています。

このマンションではほかの数個

アルミ樹脂サッシの室内の樹脂は

かまち

の住戸でアルミサッシでもカバー

ホ ワ イ ト、 上 框 内 蔵 の 換 気 框 と

うわがまち

ラス（後述）を入れて施工すれば、

工法が決定していたところ、ご主

中桟なしで施工。

と大変喜ばれました

奥様には、室内も明るくなった

なかざん

マンションなど ※のカバー工法で

人からもっと断熱性のいい窓はな
いのかといわれ、奥様が苦労をし

も活用できます。
具体的にマンションで、次世代

て当社のホームページにたどり着

施工もしました。特にマンション

省エネ建材支援事業と東京都の補

補助金のことも調べられてい

の場合、中間階であれば、上下左

さらに、ここでは断熱パネルの
て、断熱リノベと東京都の補助金

右の壁面は住宅で断熱されてお

いたようです。

をとりたいとのことでした。

助金でどのくらいの金額が支給さ
れるのか見てみましょう。
３ＬＤＫのシミュレーションで
は、かかる費用が安全ガラス窓で

次世代解説動画

り、開口部や壁面の断熱がより有

https://youtu.be/KF5Sq65PTRA

お宅を実測で訪問すると窓ガラ

https://youtu.be/9De3fkoLfO4

万の計

https://youtu.be/RpN6xDZLOgg

利に働きます（右ページ下段図）。

解説動画

特にアルミ樹脂サッシに防犯ガ

11

スに養生テープが貼られていまし

下記よりご確認ください

万、

YouTube 究極のカバー工法

万円。何とかか

㈲ｱﾄﾞ ｵﾌｨｽ 一級建築士事務所

１３０万、断熱パネルで
万の計

究極のカバー工法研究会

１４０万円。補助金は次世代
東京都

る費用の半分以上が補助金で支給
されます。これは今までの補助金
の中でも最高額の支給です。

QR コード「次世代解説」

◆施工協力業者募集中！

QR コード「水野邸」

水野邸究極のカバー工法施工解説動画

次 世 代 補 助 金 の 件 に つ い て は、
巻末（下段左）にＱＲコードで解
説動画を掲載しています。詳細に
ついては、ホームページからメー
ル、もしくは直接アドオフィスの
携帯まで、お問い合わせください。

【問合せ先】

53

10

究極のカバー工法で
安全ガラスを施工

2021/1
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QR コード「解説動画」

携帯：090-5821-8096
Mail：adooffice@mbe.nifty.com
HP：http:/adooffice.net
ブログ：http://myoukan.blog.fc2.com/

74

最後に北区の分譲マンションの

代表取締役社長

明官

徹
みょうかん

21

※アルミ樹
脂サッシ＋
防犯ガラス
仕様は、マ
ンションの
み な ら ず、
ＲＣ造、Ｓ
造の戸建住
宅にも利用
できる

