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2

我が国は、豊富な森林資源により、古来より建築物の主構造（躯体）は木造で
す。先達の知恵と努力により、地震大国であるにもかかわらず、世界最古の木造
建築である法隆寺をはじめとする多くの木造軸組工法による建築物が現存して
います。寺社仏閣のような建築物は、主構造（躯体）が可視可能な状態のものが
多く、建造物の状態が容易に確認可能である為に、雨漏り、地震の揺れによる欠
損、劣化等に対するメンテナンスが可能であった事に由来します。

しかしながら、現在の木造住宅の天井裏・床下を除く構造体（躯体）は、仕上げ
材により隠されてしまい、構造部分の状態を確認するには、仕上げ材を撤去する
以外の方法はありませんでした。

ブラックフレーム®工法が登場するまでは‼
ブラックフレーム®工法とは、自然素材の特殊竹炭通電塗料『 e-Pass 』を塗布

することにより、木造建築が長期にわたり健全な状態を保持し、快適な居住性能
を確保すると共に、国内特許第5793784号による世界初の『躯体の状態を数値化
し評価』することが可能となり、仕上げ等の破壊を伴わずに（非破壊にて）常時監
視する機能により、容易に検査と的確な補修（メンテナンス）が可能となり、ストック
住宅に於ける構造評価の『診得る化』に対応した、CO2を閉じ込める（CO2ストッ
ク）地球にやさしい環境配慮型工法です。



恒久的な構造躯体にする為には? e-Passを塗るだけ!!

通常の木造在来工法
では、基礎（パッキン）
に接する土台及び柱
の下層1.2ｍ程度に、
防腐・防蟻用薬剤を
使用する以外は材木
自体には何も塗布し
ない、いわゆる白木の
状態です。

土台・大引・根太・柱（間柱）・
梁・桁・胴差・筋交・火打・垂
木・屋根下地等に、特殊通電
材（ e-Pass ）を各部位1本単
位の全てに塗布する。

※各部材表面及び、ほぞ
等の仕口部分の男木・女木
内部、他部位との接続面全
部を２度塗りする事。

※計測用電極取り付け位
置には予めマスキングテー
プを貼り、非通電部分を複数
箇所確保する事。

通常施工

計測用金具及び
集約BOX取付・配線

（複数箇所）

初期値計測
データ保管
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新
築
工
事
終
了
直
後
の
電
気
抵
抗
値
を
測
定
・記
録
・保
管

躯
体
の
欠
損
（割
れ
、
折
れ
、
離
れ
、
浮
き
等
）の
異
常
を
監
視

ブラックフレーム®工法

ブラックフレーム®専用

特殊竹炭通電塗料

e‐Pass
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特殊竹炭通電塗料 e‐Pass

e‐Pass

化学物質
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『 e-Pass 』は専用特殊炭化炉で作る高純度の竹炭を主原料としています。
『竹炭』は、部屋の空気を浄化したり、気になる匂いを吸着したり、湿度を調整したり、生活に役立つさまざまな効

果を持つ素材です。そんな効果の秘密の一つに、多孔質という特性があります。竹炭は、内部にまで微細な孔が
無数に開いた構造（＝多孔質）をしています。そのため、表面積が大きく、優れた吸着力を発揮します。また湿度
を調整する作用や、赤外線によるリラックス効果も期待できます。

空気や水の汚れ、匂い、化学物質、ストレス…竹炭は、そういったものから私たち現代人を守ってくれる健康素
材なのです。
『竹炭』は木炭と比べ多孔質でミクロの孔が無数にあり、蜂の巣に似た六角形をしています。炭にす

るとその吸着量に大きな差が生じ、１ｇ当たり600平方メートル以上となり、これは木炭に比べ3
倍以上の表面積に当たります。竹炭30センチ程の表面積は１万㎡以上とされ、何とサッカー場
に匹敵する広さとなるのです。その為多孔質効果より“調湿”や“消臭”効果が木炭に比べ、5
〜10倍以上、と格段に向上するのです。

特殊竹炭通電塗料『 e-Pass 』の原材料の竹炭は、独自開発された『特殊炭化炉』に
より、内側燃焼炉で竹の中に含まれている重金属をガス化し、外側燃焼炉で燃焼さ
せる特殊な炉で精製されます。万が一、土壌の影響で竹の中に危険物が含まれて
いたとしても燃焼処理されるため、不純物がなく、炭素率が97％と非常に純度の高い
竹炭を作ることが可能です。また、一部に化石燃料を使用しますが、他に、水と重金
属がガス化した乾留ガスを燃料としています。この乾留ガスを燃焼させることにより、
煙や有害物質を含まないクリーンな排気となります。化石燃料の使用を抑えることに
より二酸化炭素の排出を低減した、地球にやさしい環境配慮型炭化炉です。

不純物、重金属を昇華し排除

特殊炭化炉 4



①抗菌効果

木材は自然界にある様々な木材腐朽菌によって分解されて腐りますが、抗菌効果により構造体の腐蝕を防ぎます。（※試験結果資料）

★オオウズラダケ・ナミダタケ（褐色腐朽菌）カワラタケ（白色腐朽菌）等を死滅させ、腐蝕を防ぎます。

②調湿効果

湿度を一定に保つ効果により、四季を通じて木材を保護します。また、漏水・雨漏り等で水に浸されても、木材には浸み込みません。

★木材含水率を一定（ 20％以下）に保ち、菌の繁殖、劣化から守ります。（内的湿度の調整）

★コーティング表面には親水性がありますが、木材には浸み込みません。（外的湿度の調整）

③消臭効果

消臭剤でよく知られている活性炭も炭の機能としてよく知られている効果です。様々な生活臭を消して、快適な住環境に整えます。

★脱臭効果で様々な生活臭を消臭します。

④化学物質分解効果

環境ホルモン（ホルムアルデヒド等）を吸着・分解する効果です。（※試験結果資料）

★ホルムアルデヒド・アンモニア等の化学物質を吸着・分解します。（化学物質過敏症対策）

⑤防カビ効果

様々な種類のカビや菌を防ぐ機能です。（※試験結果資料）

★カビの繁殖を防ぎ死滅させる事により、人体・動物に有害な毒素の発生・停滞を防ぎ、空気を浄化し、居室内環境を整えます。

⑥防ダニ効果

ダニの侵入・繁殖を防ぎ、忌避率（効果）は100％です。（※試験結果資料）

⑦安全性・耐久性

コーティング材の密着性は非常に強く剥がれにくく、表面は非常に硬く、硬貨で擦った場合は硬貨が摩耗し炭素は殆ど劣化しません。

⑧防蟻効果（各機能の相乗効果）

目の無いシロアリは、 木材腐朽菌が木を分解する過程で放出するフェロモンを嗅ぎ付け、地下から蟻道を作り木造住宅の主要構造躯
体に入り込み食い荒らします。ブラックフレーム®工法は①の機能により、木材腐朽菌の繁殖を防ぎ死滅させ、③④の機能でフェロモンを

吸着・消臭ますので、シロアリは何処に餌が在るかが分かりにくく、コーティングされた表面は、硬貨でこすっても硬貨の方が削れるほど
堅いので、木材内部に入れません。

特殊竹炭と最先端技術が融合した超高耐久健康躯体
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ブラックフレーム®は電気を通します!!

電気
回路図

ブラックフレーム®工法

各部材の抵抗値は固有な為、複雑ないわゆる

三次元の抵抗分圧回路を形成しています。
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構造物監視装置及び監視方法のしくみ

計測部分（絶縁部）
マスキングテープ等を貼り、絶縁部分を作る。
（複数箇所）

抵抗値安定＝異常なし
実用新案登録：第3195198号

特 許 登録：第5793784号
国際公開番号：WO2016/063788
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恒久的に安全で安心して暮らせる住宅の提供

安定＝問題なし

※問題点の把握
と適切な修繕が
恒久的に可能に!!

◎地震
◎洪水
◎津波
◎地盤沈下
◎経年劣化
◎事故他

的確な管理と
適切な修繕により

常に安心して暮らせる
住宅の提供が可能！

実用新案登録：第3195198号
特 許 登録：第5793784号

国際公開番号：WO2016/063788
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付加価値のある構造躯体と経済性

+ =
経済性・施工性の追求

★軸組工法であればどのような材料（無垢、集成）や工法（各種プレカット、金物、手刻み、継手等）にも対応します。
★『ブラックフレーム®専用特殊竹炭通電塗料 e‐Pass（コーティング剤）』は18kgで9万円（施工費・税・送料別）です。

※1kgで1坪（木材の表面積を２度塗り）が塗布目安です。
※40坪（延床）程度で4～5缶必要です。

★施工性は極めて簡単で、水（定量）と攪拌（攪拌機必須）し刷毛・ローラーで2度塗りするだけです。（吹付可）
※木部、コンクリート部、金属、発砲スチロール等、何にでも塗布可能です。（プライマー、シーラー不要）
※施工の確認はテスターで簡単に行えます。（施工研修は1日です。）
※セブン工業㈱様よりプレカット材に塗布された状態の出荷が可能です。（2015年8月現在）

ブラックフレーム®工法の原価は、材料・施工費・『データ測定・保管・ライセンス料30万』を含めて40坪

（延床）程度で95～120万程度ですが、不要になる工事（防腐・防蟻）や、1・2次エネルギーの低減（外断熱、
外壁・屋根の遮熱等）、使用材等の工夫により、在来工法では実現不可能であった適切な躯体管理等の
高付加価値と高耐久性による維持・管理にかかる費用の削減で無類の経済性を発揮します。

在来工法 ブラックフレーム®専用

特殊竹炭通電塗料

e‐Pass
ブラックフレーム®工法
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施工例：基礎断熱・床下環境整備用イー・パス塗布

基礎断熱（型枠兼用施工法）

ﾀｲﾄ･ﾓｰﾙﾄﾞ工法
防蟻10年保証

ﾊｲｱｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ㈱様

床下環境整備

イー・パス塗布
木材腐朽菌・蟻・ダニ等への対策
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施工例：イー・パスの塗布

ブラックフレーム®専用
特殊竹炭水溶系電導塗料

イー・パス

プレカット工場での塗布

番付等
セブン工業㈱様

美濃加茂市加工場内
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施工例：土台敷き ～上棟

通常施工と
同様です!

土台敷き

建方
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施工例：抵抗値計測用絶縁箇所

ここが最重要ポイント!!
抵抗値計測用絶縁部分

及び接続金物

集積BOX
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施工例：熱対策①（屋根・外壁）

内・外断熱

アクアフォーム充填
外壁部100mm以上
屋根部160mm以上
日本アクア㈱様
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施工例：熱対策②（屋根・外壁：サーマルガードシリーズ塗布）

屋根・壁：サーマルガードECO吹付け 壁：サーマルガードAS塗布

屋根：サーマルガードAS塗布
完成

20
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【施工例】

在来工法 ブラックフレーム®商標工法

構造管理 No.J267603010001

躯体仕様 集成材（ALL4寸）金物 ｾﾌﾞﾝ工業㈱

基礎断熱 ﾀｲﾄ･ﾓｰﾙﾄﾞ工法 ﾊｲｱｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ㈱

内外断熱 ｱｸｱﾌｫｰﾑ（壁100・屋根160）㈱日本ｱｸｱ

外壁仕様 ｻｰﾏﾙｶﾞｰﾄﾞECO（吹付）+AS（ﾛｰﾗｰ）

屋根仕様 ｻｰﾏﾙｶﾞｰﾄﾞECO（吹付）+AS（ﾛｰﾗｰ）

外部建具 ｻｰﾓｽⅡ（Low‐Eﾍﾟｱ） ㈱LIXIL

24h換気 SE200RS ﾛｰﾔﾙ電気㈱

設備建材 ﾄｸﾗｽ・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ・ｻﾝｹﾞﾂ・他

構造躯体管理型超高耐久省ｴﾈ木造住宅
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サンダーバード推進機構
ﾌﾞﾗｯｸﾌﾚｰﾑ普及推進協議会
ｻｰﾏﾙガード普及推進協議会

株式会社ＡＳＴＲＯの事業内容は、Architectural Science and 
Technology Research Organization（建築科学技術研究機関）

です。人間がより良く安心して暮らせる安全な空間や機能を、
遠い古の昔より先人達の知恵を重ねて成り立っている事に
感謝すると共に、現代の科学的な検証は基より、自然環境の
負荷を軽減し、より快適で、安全な暮らしが叶いますよう、既
成概念に囚われずに、広い視野から建築技術を研究・開発し、
皆様に提供させて頂きます。


