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バイオマスを原燃料とする

シリーズ から
ASTM 規格 の 保温材を発売
海外需要に幅広く対応

ジェイ アイ シー ベトナム有限会社で生産するダイパライト-E シリーズは、もみ殻を原燃料とした
けい酸カルシウム保温材です。この度、従来生産品の JIS 規格相当保温材に加え米国型規格で
ある ASTM 規格保温材を追加し , 多様な海外ニーズに対応しました。

は、バイオマス を 原燃料とする
環境 にやさしい保温材です。 - もちろん、 断熱性能もバッチリです オートクレーブ

原料

成形

乾燥

ダイパライト -E

水
石灰

もみ殻

もみ殻灰

廃棄物
有効利用

もみ殻焚き
ボイラー

石油代替エネルギー

熱伝導率

火力発電所
石油精製
プラント等

放散熱量を同じとしたときの保温材厚

0.11
0.10

ASTM C533 タイプⅠ

熱伝導率〔W/(m・K)〕

0.09
ASTM C533 タイプⅠ
（≦240kg/m3）

0.08

厚さ 22%
低減

0.07

0
0.06
DAIPALITE-EA ボード
DAIPALITE-EiA ボード

0.05
0.04
0.03

25

50

条件 :
外気温度 : 25℃
放散熱量 : 同じ条件 (123W/m 未満 )
配管内部温度 : 300℃
配管外径外径 : 114mm

75

100
mm

標準物性（参考値）
0

100

製品ラインナップ

200
温度〔℃〕

300

ASTM 規格品

JIS 規格相当品

通常製品

DAIPALITE-EA

DAIPALITE-E

はっ水処理品

DAIPALITE-EiA

DAIPALITE-Ei
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400

見掛け密度

170kg/m3

加熱線収縮率

最大 2.0%

最高使用温度

1000℃

熱伝導率
W/(m・K)
（θ : 温度〔 ℃〕）

2

パイプカバー
λ=0.0489+7.885×10-5・θ+2.032×10-10・θ3
ボード
λ=0.0516+7.240×10 -5・θ+1.884×10-10・θ3

トピックス

社外取締役から一言

シリーズが

ケイ素はすべての植物に含まれ種々のストレス軽
減に必須の元素ですが、なかでもイネ科植物はその

ているためで、イネでは「ケイ酸トランスポータ」

UNIDO 環境技術データベースに
登録されました。

という「ケイ素の運び屋」がたくさん作られる仕組

この度、当社のバイオマス（もみ殻）を利用した保温材製造技

蓄積量が多いことが知られています。これは、イネ
科植物では、他の植物よりもよりケイ素を必要とし

みができているからです。「ケイ素の運び屋」のお
かげで、イネでは地上部に 10％ものケイ素を蓄積
します。特に籾殻での蓄積量が多く、収穫後の籾殻
の灰の 95% 程度がケイ酸になっています。
ベトナム工場でのイネの籾殻灰からのケイ酸の生

術が国際連合工業開発機関（UNIDO）東京投資・技術移転促
進事務所（東京事務所）の環境技術データベースに登録されま
した。
該当する商品は以下の通りです。

産は、生物材料としている点、また、現地で収穫さ

JIS タイプ：

れる膨大な籾殻を「地産地消」できることからロジ
スティックに関しても考慮しないで済むため、LCA

ダイパライト -E
ダイパライト -Ei（はっ水処理品）

（ライフサイクルアセスメント：製品やサービスに
対する環境評価手法）の観点からも優れたシステム

ASTM タイプ： ダイパライト

-EA
ダイパライト -EiA（はっ水処理品）

と言えます。
このように、自ら動くことができない植物は、そ
の生育環境に適応してよりよく生きるために、さま
ざまなケミカルを自ら作り出（生合成）したり、蓄
積したりする能力を持っています。そのケミカルの
数は 100 万種以上あると言われています。植物の
ケミカルの代謝や輸送・蓄積をヒトの手で制御する
こともできるようになってきています。植物が持つ
この巧みさを活用することにより、環境にやさしく
持続可能なバイオマス、バイオケミカルの可能性が
これからますます広がると考えます。

UNIDO 環境技術データベースとは、途上国の持続可能な開発
に役立つ日本の環境技術を途上国の政府や企業に紹介する目的
で運営されているデータベースです。
登録される技術は A) 気候変動対策と省エネ、B) 環境汚染対策、
C) 廃棄物処理とリサイクルに分類されますが、当社の技術は全
ての項目で環境に貢献するものとして評価されています。
ダイパライト -E シリーズの開発・普及を通じて、日本インシュ
レーションは、SDGs の開発目標の達成に努力しています。
もみ殻を使うことで、二
酸化炭素の排出抑制に貢
献できるんだ

社外取締役

村中 俊哉

ダイパライト -E は、高い
耐熱性を有しているので、
電力プラントで発生する
高温の蒸気配管の保温に
適しています。

略歴
1985 年

4月

住友化学工業株式会社入社

2001 年

4月

理化学研究所 植物科学研究センター

2007 年

4月

公立大学法人横浜市立大学 木原生物学研究所

2010 年

5月

国立大学法人大阪大学大学院 工学研究科

2013 年

4月

理化学研究所 環境資源科学研究センター

2017 年

6月

客員主管研究員

チームリーダー
教授

ダ イ パ ラ イ ト - E は、
そ の 他 の SDGs の 開
発目標の達成にも貢献
できます

教授（現任）

兼務（現任、兼職）

当社取締役（社外）（現任、兼職）
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CFRP用型材
「

」発売

■ アルティーボード FS の特徴 ■

■ CFRP とは ? ■

1. 熱硬化のために用いるオートクレーブでの加熱に耐え

carbon fiber reinforced plastics の略称で、強

ることができます。

化材に炭素繊維を用いた繊維強化プラスチック。母

2. きめ細かい材質のため、 加工性がよく、 複雑な形状の

材には主にエポキシ樹脂が用いられている。

CFRP 製品を成形することができます。
3. 追従性を有し、 クラックが発生しにくい製品です。

CFRP は、高強度でありながら軽さを併せ持つ材料

4. 最大サイズ : 厚さ 50 × 1020 × 3080 ㎜で、 ご希

で、ゴルフクラブのシャフトや釣り竿などのスポーツ
用途から実用化が始まり、航空機、自動車などの産

望のサイズにプレカット可能です。
従来の硬質ウレタン等の有機系型材と比べると、 下図のよ

業用に用途が拡大しており、建築、橋梁の耐震補強

うに雌型の製作工程が省略されるため、 全体の工期を短

など、建設分野でも広く使われている。

縮することができます。

従来法
型（雌型）の制作
（硬質ウレタン）
切削加工
型（雌型）の制作
（硬質ウレタン）
表面加工

改良法

2工程
短 縮！
アルティーボードを加工した型材
（レーシングカーのボディ製作に利用した例）

反転型（雄型）の制作
（石こう）

型（雄型）の制作
（アルティーボード）

反転型（雄型）に炭素繊維シート、
樹脂シートの積層貼付け

型（雄型）に炭素繊維シート、
樹脂シートの積層貼付け

真空引き

真空引き

脱型

脱型

仕上げ

仕上げ

完成したレーシングカー
※写真は、 京都大学からの提供による

（参考） アルティーボード FS を使用した型材の製作手順 （製作する型の厚さが 50 ㎜以上の場合）
①アルティーボード FS （以下、 ボード） に接着剤を塗布する
②目的とする厚さに所要の枚数を貼り合わせた後、 ボードを固定して、 接着剤の硬化まで養生する
③切削加工機にてボードを加工する
④ボードの表面に樹脂を塗布して研削し平滑に仕上げる

TOPICS

カーテンウォール耐火ボードの支持方法で
発明協会地方発明表彰で発明奨励賞

2017 年、 株式会社竹中工務店様

発 明 に か か る 支 持 方 法 は、 2008

と共同開発したカーテンウォール耐

年の国交省建築指導課長の技術的助

火ボードの支持方法の開発で、 発明

言 （国住指 619 号） に則して床ス

協会関東地方発明表彰で発明奨励賞

ラブに直接、 耐火パネルを支持させ

を頂きました。

る工法を開発し、 運用しています。
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鉄骨はり貫通部向けの耐火被覆材

認定拡充

当社は、 鉄骨はり貫通部向けの耐火被覆材 「すりーぶたすけ」

はり貫通孔内部補強タイプの施工イメージ

の耐火構造認定を取得し、 2012 年に販売開始して以降、 適
用範囲を広げてきました。

ウェブ

さらにこの度、 新たに、 鉄骨はりの貫通孔の内部 （ウェブ面

補強リング

鉄骨はり

吹付け
ロックウール

小口） に取り付ける補強リング工法※である、 ハイリング工
法や EG リング工法等に対応した耐火構造認定について、 1
時間に引き続いて、 2 時間の認定を取得し、 認定のバリエー

6mm
貫通物
（スリーブ管）

20mm以上

6mm

20mm以上

耐火被覆材

ションが充実しました。 これまでに取得した認定の内容を下表
にまとめましたので参考にしてください。

スリーブ管径
貫通孔

補強リング

参考）適用可能な補強工法の例

吹付けロックウール
耐火1時間：25mm 耐火2時間：45mm

・ハイリング工法 （センクシア株式会社）
・EG リング工法（日本ファブテック株式会社）
・フリードーナツ（旭化成建材株式会社）
（FD スリーブを使用するタイプは適用範囲外）

補強リング対応認定の内容
はり無補強 ・ はり側面補強タイプ
（補強プレート又は補強リングをはり側面に施工するタイプ）

はり貫通孔内部補強タイプ
（補強リングをはり貫通孔内部に施工するタイプ）

耐火 1 時間

FP060BM-0322-3 （平成 29 年 9 月 29 日取得）

FP060BM-0418 （平成 29 年 3 月 22 日取得）

耐火 2 時間

FP120BM-0390-1 （平成 29 年 9 月 29 日取得）

FP120BM-0408-1（平成 29 年 8 月 14 日取得）

項目
認定番号

適用可能なはり補強仕様の種類と
すりーぶたすけの
取付けイメージ図

取付けるすりーぶたすけの幅 （右図の W） は，
20 ㎜以上かつ被覆対象部位（ウェブ，補強材）
の全長以上のサイズが必要です。
（すりーぶたすけの被覆厚（＝製品厚）は 6 ㎜）
※

w

w

w

w

補強材
溶接箇所
すりーぶたすけ

①無補強

②補強プレート工法
（はり側面に施工）

③補強リング工法※
（はり側面に施工）

④補強リング工法※
（はり貫通孔内部に施工）

市販の補強リング商品の中には適用できないものもございます。 商品別の適用可否等詳細につきましては当社営業担当者にお問い合わせください。

◆ はり貫通孔部の各種補強製品 ・ 工法の仕様詳細は， 別途取扱いメーカー様の案内 ・ 指定等に従う必要がありますのでご注意願います。 本資料には， 耐火構造認定上の条件 （仕様） のみを
記載しております。

■ すりーぶたすけ製品概要 ■
すりーぶたすけは、吹付ロックウールで耐火被覆する鉄骨はりの、スリー
ブ管等を設置のための貫通孔用の耐火被覆材です。当社の免震装置用
耐火被覆製品で実証されている高性能熱膨張性耐火ゴムシートを使用し
た商品で、密度 0.28ｇ/㎤吹付ロックウールの耐火被覆工法耐火 1 時
間・２時間の鉄骨はり貫通孔部に対し、わずか 6 ｍｍの被覆厚での耐火
を実現しています。
このため、以下のようなメリットが期待できます。
１）鉄骨はり貫通孔を大きく使うことができます。有効径が確保できず
に配管が設置できないといったトラブルを低減できます。
（右図参照）
２）鉄骨はりの構造強度低下の抑制を図ることができます
３）はりせいを低減することができます
４）耐火被覆材の品質管理が容易です

貫通孔に施工したすりーぶたすけ
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私たちは
ゾノトラ
イトのは
JIC の活
たらきと
動理念を
伝えるた
誕生した
めに
ヒーロー
、
『 XON
OT ５〈ゾ
ノトファ
イブ〉』
です

はじめまして！

ブ
ゾノトファイ

見 参！

オレンジ は 断熱・省エネのイメージ！

レッド は 耐火・耐熱のイメージ！

JIC は、保温断熱材を製造し、エネ
ルギー利用の効率化に貢献します。

JIC は、耐火建材を製造し、都市防災に貢
献します。

ブルー は安全・品質のイメージ！
JIC の耐火建材は、都市を火災から守
ります。工場製品で、安心できる品質
を約束します。

グリーン は 環境・エコのイメージ！

ピンクはダイバーシティのイメージ！

JIC の保温断熱材は、省エネルギーに貢献
します。廃材もリサイクルできます。
ベトナム工場では、バイオマス（もみ殻）
から保温材を製造しています。

市場は海外へと広がっています。JIC
も、多様性を尊重して、企業活動に取
り組んでいます。

JIC のゾノトライト技術は
いろいろな機能を実現できます
ゾノトライトの人造合成技術を当社が
発明して半世紀。実績に裏打ちされた
耐熱素材が都市防災や省エネルギー
に貢献します。

けい石

ゾノトライト（Xonotlite）とは？
水

ケイ素とカルシウムを高温高圧下で反応させて製造する、けい酸カ
ルシウム水和物の一種。ゾノトライト、トバモライトなどの種類があ
ります。ゾノトライトは、熱に強いけい酸カルシウムの中でも、と
にかく熱に強い素材です。
各種保温材の使用温度を比較すると、ゾノトライトを基材とした、
けい酸カルシウム保温材の耐熱性がすぐれていることがよくわかり
ます。（下図）

石灰

ゾノトライトとトバモライトの耐熱性能差／片面加熱試験
ゾノトライト結晶

（当社ダイパライトシリーズ）

加熱温度（三時間加熱）

配管用保温材を片面から加熱した実験では、６００℃を超えるとトバ
モライト結晶では製品表面にクラックが生じましたが、ゾノトライト
を基材にした保温材ダイパライトシリーズでは変化は見られません
でした。（下左図）
各種保温材の使用温度

トバモライト結晶
（他社製品）

300℃
400℃

グラスウール（保温板３２K）
ロックウール（保温板）

500℃

けい酸カルシウム（JIS ２号品）
／トバモライト基材

600℃

けい酸カルシウム（JIS １号品）／ゾノトライト基材

650℃

-１００

▲加熱により
クラックが生じている
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昼夜を分かたず実験は続けられた――

みな必死であった ――

しかし、うまくいかない――

結晶はできるが
かさが低くて重い
ものしかできない

すぐに固まって
しまうし……

繰り返し試しても
同じ結果だ！

一回の撹拌に
十時間はかかるのに……
これ以上続けるのは
無理だ……

失敗だ！
こんなレポート
役に
立たない！

ちょっと待て！

あきらめるのは
まだ早いぞ

重くて固まりやすい
のであれば
他の用途に展開できる
可能性もあるはずだ！

8
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!!

後編へ続く

◆ この漫画で紹介している開発秘話は当社に残存している記録を元にストーリー化したものであり、 すべてが事実として判明している内容ではないことをあらかじめご了承願います。

粉体なら固形物を
粉砕するよりも液状のまま
乾燥させる方が
効率的なんじゃないか

噴霧しやすいように
かさの高いものを
目指してくれ

これに
撹拌機をつけて
実験してみるといい
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※ 4 内部を高圧力にできる装置。 化学合成や滅菌処理などに利用される。

一九六六年、大阪パッキング製造所 は

大工試 から
払い下げてもらった
オートクレーブ が
ありますね
※3

性能がいいので
時間短縮
できますよ

わかりました

その後――

※ 2 当時は高度経済成長期でタイヤなどゴムの需要が急増していた。

※ 1 当時の社名。 １９８９年より現在の日本インシュレーションに改称。
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※ 3 通産省大阪工業技術試験所 （現在の産業技術総合研究所関西センター）

相次ぐ災害 ・大事故の影響を受け

同年
岐阜工場オートクレーブ爆発事故

柿木社長 （当時）

倒産の危機に瀕していた！

ゴムの充填材として
今までより耐熱性の高い
けい酸カルシウム粉体を
開発できないか？

苦境を乗り切るには
需要のある商品を
作らなくては

1961 年
長良川氾濫による岐阜工場水没
※2

※1

※4

当時のオートクレーブ

ゾノトライト系けい酸カルシウム耐火被覆板

発売から 50 年、JIC の耐火建材はこんなところで活躍しています。
■ JICの耐火建材はこんな所で活躍しています。

②

①

建物 を
火災から守る
②カーテンウォール
耐火パネル（タイカライト）

③

③コンテナハウスの壁面耐火

建物の躯体を火災から護り、
火災の延焼を防ぐ防火区画
を作る建材です。

①鉄骨柱・はりの耐火被覆（タイカライト・ニュータイカライト）

プラント の
防災 に

土木 分野の

⑦

防耐火

貢献 する

⑧

⑦鉄架構耐火被覆
（タイカラック工法）

⑨情報 BOX の耐火防護
（JIC 耐火防護工法）

⑩

⑧ケーブルダクトの耐火
（タイカダクト工法）

⑩道路トンネル内
情報 BOX 耐火防護工法
（JIC ケイカル TN 工法）

優れた耐熱性を有するタイ
カライトは、 プラントの耐火
材としても使われています。

耐熱性 を
利用 する

光ケーブルを火災から護
る 工 法 と し て、 国 交 省 の
NETIS に登録されました。

タイカライトをはじめとする JIC の耐火建材
は、 耐熱性を活用してさまざまな用途に使わ
れています。

⑬耐火本棚（ニュータイカライト）
⑭ゴミ焼却装置保温材（U- ブリッド）
⑮ CFRP 型材（アルティーボード）
⑯防火ドア（タイカライト）
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⑨
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⑬

⑭

JIC 耐火建材の歩み
1966

日本インシュレーションはＳＤＧｓの
開発目標の達成に努力しています。

④

ゾノトライト結晶

④ 3 時間耐火壁
（タイカジマン w180）

1968

⑤ケーブル延焼防止耐火工法
（タイカライトプラスト -A）

耐火被覆材 『タイカライト』 発売
日本開発銀行 ※から特別融資
※現 日本政策投資銀行

⑥免震装置の耐火被覆
（めんしんたすけシリーズ）

⑤

ゾノトライトの人造合成技術を発明

1969

近畿化学工業会から 「化学技術賞」 を受賞

1973

プラント鉄骨架構向け耐火被覆材発売

⑥

（この頃から、 海外にもプラント向け耐火被覆の施
工を受注）

⑪

1975

ベルギーのエタニット社（現イーテックス社）に
タイカライトの生産技術を供与

1978

防火区画貫通部の耐火工法向けに
『タイカライトプラスト -A』 の発売開始

1994

ISO9000s 認証を国内建材専門メーカーと
して初めて取得

2000

ISO14000s 認証を取得

原料 に

機能材 を

広域再生利用認定※を取得

加 える
⑫

※ 2000年当時は広域再生利用指定産業廃棄物処理者

⑫不燃意匠内装材
（タイカライトウッド）

ゾノトライトの基材に副原料
として機能材を加えて、 多機
能材料を開発しています。

⑮

2002

耐火被覆材 『ニュータイカライト』 発売

2005

免震装置用耐火被覆システム
『めんしんたすけ』 の発売

2007

台湾新幹線南港駅舎へ耐火被覆材を納入

2011

韓国代理店と共同で韓国国内の耐火構造認定
を取得

2012

鉄骨はり貫通孔用耐火被覆材

⑪調湿建材
（ニューヒューミライト）

⑯

No
image

※ 上記で説明している用途はタイカライト等の耐熱性を説明するた
めに整理したもので、 既に販売を終了したものや特定案件のみに使
用されたものも含まれています。

『すりーぶたすけ』 発売
2017
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『めんしんたすけ』、 インドネシアに納入
韓国 ・ 第 2 ロッテワールドタワー、 ダンインリ
火力発電所に耐火被覆材を納入
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PR センターだより
2018 年 10 月、株式会社錢高組大阪支社様が協力会社研修の一環で当社商品 PR
センター見学（岐阜県）に来場されました。 耐火被覆の概要や当社けい酸カルシウム
製品についてご紹介させていただきました。

銭高組大阪支社様と

岐阜県瑞穂市に

けいカルコースター を寄贈しました
瑞穂市のゆるキャラ『かきりん』
も登場
当 社 岐 阜 工 場 が ある岐 阜 県 瑞 穂 市に、
JIC のけい酸カルシウム素材を使用した
コースターを寄贈させていただきました。
コースターには瑞穂市が発祥の地であ
る『富有柿』をイメージしたキャラクター
『かきりん』がプリントされています。
瑞穂市の棚橋市長への寄贈の際には本物
のかきりんも駆けつけ、愛らしい笑顔とと
もに記念撮影を行いました。

けいカルコースターは軽量で熱に強く、
吸水性が良いため表面がすぐに乾燥する
ことが特徴です。
かきりんがプリントされたコースターは瑞
穂市の主催する認知症カフェ事業やくつ
ろぎカフェ（介護予防カフェ）で使⽤され
る予定とのことです。

寄贈したコースター
左端が棚橋市長

〒 542 - 0081

大阪市中央区南船場 1 丁目 18 番 17 号

TEL 06-6210 -1250

FAX 06 - 6210-1254
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