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設計の可能性をひろげる設計の可能性をひろげる
2段筋かい「新・つくば耐力壁」2段筋かい「新・つくば耐力壁」

1950年、田中豊氏のもと「田中豊商店」として創業した株式会社タナカ。以来、「よ
きモノづくり」を通して社会の発展に貢献、現在では建築構造用金物メーカーとして大
きなシェアを誇る企業である。お客様から「タナカに頼めば安心だ」と言われ信頼され
る会社であることを基本理念としている。　
今では、住宅資材（木造住宅用補強金物）、情報メディア（印刷）、選挙ディスプレイ

（選挙ポスター掲示板）という3つの全く異なる事業を展開。2006年には製品開発に
主軸をおいた「株式会社つくば創研」を立ち上げた。この2つの企業は、何事にも創造
と革新の精神を持ち、工夫し続けるという姿勢のもと、「狭小耐力壁」という革新的な
製品を市場に送り出したのである。そして2021年、バージョンアップにより適応範囲
を拡大し、設計プランに自由な発想を取り込める「新・つくば耐力壁」が発売になった。
その内容は如何なるものか、茨城県土浦市のつくば工場を訪ね、「株式会社タナカ」

石川課長、村松係長、「株式会社つくば創研」太田取締役の3氏にお話を伺った。

 耐力として計算できる狭小耐力壁を創る 
　

この「新・つくば耐力壁」は、株式会社タナカと株式会社

つくば創研の共同開発製品です。私共タナカは金物メーカー

として認知されていると思いますが、当社創業者である前

オーナー田中豊が新しい住宅市場を創りたい、可能性をより

拡げていこうということで、企画開発を主眼におき開発に特

化した会社ということで創ったのがつくば創研という会社で

す。タナカとつくば創研は、今も昔も同じ会社であり社内の

人間は、お互いにフリーで行き来しています。

住宅資材販売の裾野を拡げるため新しい商材を創るべく、

両社で2010年から開発に着手したのが旧製品で「K型2段

筋かいつくば耐力壁455」というものです。この初期の開発

時には、東日本大震災があったり、熊本地震を含めて多くの

家が壊れました。建築業界では様々な見直しがされた。日本

というのはそういう国土なんだから、壊れない家を作りたい

という思いが強くありました。開発をすること、新しいもの

を創ることが非常に好きなオーナーだったんです。根っから

の開発者というか技術者でしたね。

建築では910mmの壁がメインですよね。そして狭小雑壁

が家の中にいくらでもある。その壁が建築基準法的に耐力と

して、数字として反映されることがなかったんですね。筋か

いの910㎜とか合板の600㎜というのが、一つの壁としての

耐力が認められますが、455㎜での評定はなかったんです。

小さくても力持ちの狭小壁を作るため、筋かいの開発がこう

して始まりました。

とにかく数多くの検証実験を行いました。一つの実験に3

～ 4時間はかかります。ですから1日に2回しかできない。

物理的に時間が必要でした。柱はこれ梁はこれといったよう

に様々な組み合わせで検証を重ねていきました。金物の形状

も変化しながらの試験です。最初期の3年くらいは実験に明

け暮れたんです。タナカとつくば創研が一体となって全力で

試験に取り組みました。試験費用も相応にかかり、100躯体

以上ともなれば大変な金額になるわけですが、これは創業

オーナーの強い信念があったからこそできたのだと思いま

す。これにかかる人件費、材料費を考えたら相当な費用をか

けてやっています。ですからそこに魂がなければとても出来

るものではありません。やがて数百もある想定仕様パターン

を数分の1に圧縮しました。それでも200躯体くらいはやっ

たんですね。

ようやく2017年に（一財）日本建築センターの評定を取得

しまして、2019年10月に最初の製品「K型2段筋かいつく

ば耐力壁455」の販売を開始しています、旧タイプ、初期の

ものです。

出来てしまえばそれだけのものかも知れませんが、その裏

日本で初めて
筋かい狭小耐力壁として評定を取得

石川修一氏
株式会社タナカ　住宅資材営業部
営業統括課　課長

狭小住宅設計プラン例

でこれだけの長い道のりと苦労があったからこその今の製品

があるんですね。製品化するときにはみんな同じですですけ

れども……。

 新・つくば耐力壁の3つの特長

◆ 特長1─狭小耐力壁で高耐力を確保
そもそも幅を狭くすることによって、横からの力で倒れや

すくなります。ざっくりというと幅は半分ですが、耐力は従

来の910mm幅耐力壁同等以上ですね。ねばり強い金具の開

発、金物形状に工夫があり、上下2段の筋かい、K型と呼ん

でいましたけれども、このように上下2段にすることによっ

て強くなっています。従来の筋かい耐力壁は幅が910mm、

最低でも面材600mmが一般的な仕様ですが、近年、間取り

の自由度を高めたい、都市部では1階に駐車場を設置したい

新・つくば耐力壁の３つの特長
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など、主に狭小住宅などではそのような要望が強くありまし

た。

市場には同じような狙いの商品が幾つかありますが、筋か

いを使用したものは当社の「新･つくば耐力壁」が初めてだ

と思います。相当壁倍率は筋かいのみの場合で4.13から5.09

倍、面材を貼ることによって5.83から6.91倍までとれます。

我々も何百も実験をしてきた中で判ってきたことではある

んですが、筋かいを上下2段にしたというのが一つのポイン

トです。筋かいが短くなった分強くなる。K型は片方が圧縮

のときにもう片方は引張の力が働きます。通常の筋かいです

と、引張、圧縮とどちらかだけなんですが、一つの躯体で同

時に2つの作用が働きます。上下2段ではなく、3段・4段に

したものも実験しています。しかしこれは思ったような耐力

がでなかった。K型のバランスも、真ん中ではないもので、

割合を変えて実験をしましたが、やはり筋かいを上下2段に

したものが、一番バランスよく力が強くなるということが判

りました。

◆ 特長2─設計の自由度がアップ　
設計や構造計算をやっている専門家の方たちに、お話を聞

くと、家の中で9～ 10箇所455mmの狭小雑壁がある中で、

全部ではなくても2箇所3箇所に入ることによって、設計の

自由度が増すと言って下さいます。

日本建築センターの評定をいただくことによって、「新・

つくば耐力壁」を用いて構造計算に反映させられる。耐震性

だけを考えれば、耐力壁を多くすれば良いのでしょうがそう

はいきません。どこの大手さんも長期優良住宅などを掲げ、

差別化といいますか、違いをアピールする中に於いて、ニー

ズが高まっています。以前は構造計算というのは面倒という

こともあり敬遠されていましたが、今はそういうことを積極

的に行うところが増えてきていますね。配置パターンは、直

列連続配置、並列配置（二重壁）、上下階連続配置など多彩で

すし、面材との併用でさらに耐力を上げることも可能です。

許容応力度計算は必要ですが、狭小の耐力壁を構造設計に組

み入れていくことで、大開口を実現するための建築プランに

選択肢が拡がったと言えます。

◆ 特長3─施工の容易性　
これまでこういった筋かいタイプの狭小耐力壁はなかった

のですが、構成は筋かい、筋かい金物、中桟、中桟金物とい

うシンプルなもので、施工が簡単だったことも良かった。事

前に図面をお預かりして、寸法通りに木材を加工し、現場に

はキットで一壁ごとに納品しています。ですから、現場で大

工さんが筋かいを切るといった加工をする必要がまったくあ

りません。これまでに現場で納まらなかったというようなこ

とは1件もありません。初めての大工さんでも、1セット15

分くらいで施工できる。一つの現場で4～ 5箇所、多い時に

は15箇所以上ということもあります。我々は専用配置図と

いうものを作り、図面に番号を振って、納品する箱に相番を

いれます。図面の番号のものを開梱して施工すれば良いよう

になっています。専用の金物を使ったり、プレカット工場で

あらかじめ加工の必要がありません。

先ほど面材が増えてきたというお話もありましたが、筋か

いだから大工さんが直感的にパッと分かる、どんな職人さん

でも抵抗なく施工ができます。我々も何度も現場へ足を運び

取り付けを確認しましたが、施工性は従来の筋かいと変わり

ませんでした。

 矢継ぎ早に行った製品改良
「新・つくば耐力壁」の最新バージョン 

2019年の旧製品「K型2段筋かいつくば耐力壁455」の販

売に際してはとても反響が大きく、現場や販売店からも様々

な要望を頂きましたので、直に製品改良に取り組みました。

一つは金物工法への対応ですね。そういった現場にも間違

いなく施工できるようにするため、梁受けのスリットおよび

ドリフトピンに干渉しないビス配置に変更しました。

また床合板を貼ってから施工されることもあるので、床合

板を貼る前でも後でも同じように施工ができるようにした

い。そういった要望が出てきたんですね。これらの全てに対

応するため、2020年度には早速開発を開始しています。そ

して2021年2月に新製品の評定を取得し、同年6月に「新・

つくば耐力壁」として発売しています。こういった施工のし

やすさは、今回のバージョンアップで大きく改善されたとこ

ろです。

発売当初から、都市部のニーズを予想していましたが、い

ざ蓋を開けてみると、北海道から沖縄まで注文がありました。

地方の広い土地と家だから狭小用のものは不要ということで

はなく、狭小雑壁というのはどこの家にも存在していますか

ら、そこを有効的に使うという需要ですね。インナーガレー

ジも主流になりつつあり、910㎜の壁が半分になるわけです

から格納できる車が1台のところが2台になるといったこと

もあります。都心部の駐車場事情を鑑みますと、長期的にみ

て比較にならないくらいコストパフォーマンスに優れている

ところです。インナーガレージを意識して横架材間内法寸法

が1950㎜からといった低い階層に対応しています。

この製品を採用するにあたっては設計事務所、プレカット

工場などの指定はありません。柱や梁材への加工も一切いら

ない。専用金物が必要になるとか、特定の工場でないとでき

ないとか、そういう心配はありません。

太田光夫氏
株式会社つくば創研　取締役

村松学氏
株式会社タナカ　住宅資材開発部
開発課商品開発G　係長

新・つくば耐力壁を採用した設計イメージの比較

⬇ ⬇

新・つくば耐力壁

通常の筋かいを使用した設計例（W910）

新・つくば耐力壁を使用した設計例（W455）

写真1　新・つくば耐力壁模型

構造性能

壁種類

筋かいのみ

筋かい +壁下張面材

注 )設計方法につきましては、必ず「新・つくば耐力壁設計マニュアル」をご参照ください。
※床合板の上から設置する際は、床合板上端～横架材下端の寸法としてください。

相当壁倍率（1mあたり）横架材間内法寸法

 1950以上~ 2250mm未満
 2250以上~ 2550mm以下
 2550 超　~ 2850mm以下
1950以上~ 2250mm未満
2250以上~ 2550mm以下
2550 超　~ 2850mm以下

H : 

S :
M : 

H : 

S :
M : 

5.09 倍
4.61 倍
4.13 倍
6.91 倍
6.37 倍
5.83 倍

※
筋かい45×105mm

新・つくば耐力壁　概要

筋かい金物

筋かい

中桟金物

中桟

330～395mm

19
50
～
28
50
m
m
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所　在　地　本　　　社／〒300-4115　茨城県土浦市藤沢3495-1　TEL 029-862-1234
　　　　　　つくば工場／〒300-4111　茨城県土浦市大畑702-1　 TEL 029-830-6113
創　　　業　1961年（昭和36年）5月
資　本　金　9,860万円
事 業 内 容　1. 住宅資材部門　2. 情報メディア部門　3. 選挙ディスプレイ部門
Ｕ　Ｒ　Ｌ　https://www.tanakanet.co.jp
　　　　　　https://soken-style.com/

お客さまに説明しやすいよう模型を各営業所に置いていま

す（写真1）。設計条件・設置適用範囲を出来るだけ広く、在

来構法、金物工法への対応、直列、並列、上下階などへの対

応ができ、いずれの場合も耐力を確保できるそういった良い

ところを積極的にPRしています。

建物の使用用途についても、従来の評定は住宅戸建と戸建

に付属する倉庫やガレージだったのですが、今回、独立して

店舗・倉庫にも車庫にも使えます、というように評定を取り

直しました。これで非住宅への採用も期待できます。皆さん

の要望をほぼ反映できたのが今回の新製品です。

 ウッドショックで変化した市場ニーズへの対応 

このように開発には紆余曲折があったわけですが、それと

は別に市場の動きにも大きく左右されたことがあります。や

はりウッドショックは大変でした。

そんな折り、大手のビルダーさんを中心に、SDGsの観点

からも国産のスギ材をどんどん使っていこうという動きがあ

りました。国産スギの集成材柱に取り付けるようにして欲し

いという要望に応えるため、再び追加試験を実施し2021年

11月に追加評定を取得しました。

このウッドショックでマーケット構造が変わったので、そ

れに対応していかなければなりません。しかし、評定を得る

までに評定機関とのやりとりで通常1年以上はかかります。

それをこの短期間で対応できたというのは、タナカとつくば

創研が一体となって取り組めたことが大きかったと思いま

す。金物の形状を変えるにしても外注では時間がかかります。

そこはタナカと一緒に進められるというのが開発のスピード

に大きく影響しました。

ジャパンホームショーという見本市に3～ 4年程前に出品

した際、「これはすごいものですね、いつから売るのですか」

という話があった。評判もとても良くてうちでも使わせてく

れ、などの話もありました。オーナーも世の中の人に理解し

てもらってこそ価値があるのではないかという思いがあり、

一般に使い易いようにして売りやすくしなければならなかっ

た。

今回のバージョンアップで多くのチェックは不要になり審

査も簡単になったこともあり、おかげさまで喜んで使って頂

いています。

 命を守ることにつながる強い壁 

タナカは建築構造用金物メーカーとして成長しましたけれ

ども、もともと印刷事業を中心に創業し、選挙事業から住宅

事業へ発展させてきました。

「新・つくば耐力壁」は一度使っていただくと、クチコミで

広がっていきます。設計士さん、ビルダーさんなど、目線は

違ってもいろんな情報が発信され入ってきます。とてもあり

がたい話です。創業オーナーの田中豊は建築の専門家ではな

かったので、設計の資格を持っているわけではないんですが、

「新・つくば耐力壁」を付けたら壊れにくくなる。これを使っ

ている部屋に居れば、少なくとも死ななくて済むだろう、亡

くなる人をなくしたい。それは田中豊の開発にかける強い気

持ちでありました。その意志を引継ぎ更に良い製品へと発展・

展開させていきたい。そして皆さんに「新・つくば耐力壁」の

良さを知ってもらい、使っていただきたいと思っています。

販売

開発・製造

新・つくば耐力壁のメリット

納品セット一式

専用柱脚金物・特殊な基礎工事が不要

床合板の上から設置可能

金物工法へ
対応可能

多彩な配置パターンが可能

01
02

03

04

柱

筋かい

横架材

柱
筋かい

床合板

柱

筋かい

455（450・500）

455（450・500）455（450・500）

●1階・2階・3階どこでも配置可

●上下階連続配置

●直列連続配置

単位：mm

●並列配置（二重壁）

455（450・500）

新・つくば耐力壁 

新・つくば耐力壁を柱型（囲柱）として使用したプラン

開放感あふれる、平屋店舗プラン

※パース画は、耐力壁の使用イメージを表現するために、一部外内装を省いています。
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