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建築認証により、私たちのサスティナビリティへのビジョンは、環境に優しい固定
システムを使用した建築という形で実際に手で触れることができるものになりました。
つまり、単なる抽象的なアイデアではなく、熟考された、市場に導入できるコンセプ
トであることが公的に認められたのです。このことは私たちにとって、二ッチ市場
から大規模市場へと進む最初の大きな一歩を意味します。
Christian Beck, General Manager & CEO

特許取得済みの連結木釘

ドイツ建設技術研究所
（DIBt）
が認めた LIGNOLOC®

ディテールまで環境に優しい木材加工とはどのようなものでしょうか？

ドイツ建設技術研究所
（DIBt）
が、
「LIGNOLOC® 木釘を使用した負荷のかかる木材接合」に関して「建築技術

を開発しました。

2020年8月28日、総合的な審査の結果、LIGNOLOC® 木釘は専門委員会で承認を得ることができました。
建築認証を受けたことで、LIGNOLOC® の木材建築における用途の幅が大きく広がりました。
木材の枠組み建築における負荷のかかる接合を LIGNOLOC® で計画、測定、実行できるようになったのです。
つまり、無垢材、木質系の材料または繊維・石膏で作られた板やパネルを LIGNOLOC® 木釘を使い固定する

LIGNOLOC® で私達は固定技術の概念を見直し、サスティナブルで効率的な、しかもパワフルなソリューション

LIGNOLOC® は、空圧式の釘打機で使用できる「木製の釘」です。
地域に育つブナ材から製造される LIGNOLOC® 木釘は、アルミ製釘と同等の強度が証明されています。
LIGNOLOC® の固定システムでは、事前の穴あけの手間なく専用工具を使用することで無垢材 * や木質材料に

釘を打ち込み、確実に固定することができます。

LIGNOLOC® 木釘は木がもつ特性をそのままに、熱橋を形成したり、釘からの錆の跡を残すことがなく、施工

監督局一般認可 / 一般型式認定」を与えました。

ことができ、耐荷重性のある耐力壁パネルを作成することも可能になりました。

後に全体の形状を整えるために加工する場合も工具を破損する恐れがありません。

* 350～500kg/m3の木材で、Eurocode5の規定する端からの距離範囲内。
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地域の再生可能な木材を使って
LIGNOLOC® 木釘の原材料

LIGNOLOC® 木釘は、オーストリア北部で育ったブナの木でつくられます。
地域の再生可能な原材料であるブナ材を使用する環境バランスに優れた LIGNOLOC® は、木造建築に対する

生態学的アプローチの切り札です。

そして、まっすぐに成長し、最も均質な細胞構造が得られるブナの木は、LIGNOLOC® 木釘の製造に最適な

木材です。細胞構造を圧縮し、樹脂を浸透させて硬化することで、屋外での耐久性も飛躍的に向上しています。

地球に優しい釘を
温室効果ガスを75% 低減

LIGNOLOC® 木釘は、生産からリサイクルまで、環境に優しい特性で際立っています。

地域で育った再生可能な原材料であるブナ材を使用することで、輸送距離も短く、効率的です。

Nova Institute の調査によると、LIGNOLOC® 木釘の生産時に発生する温室効果ガスは、技術的に同等の鉄釘
の生産時のわずか25% に抑えられています。

LIGNOLOC®

持続可能な建築や暮らし方に
大きな可能性を提供します。
主要資源の消費量は、LIGNOLOC® ではほぼ0% に抑えられています。化石燃料の消費量は、鉄釘の場合のわずか58% です。この比較によると、LIGNOLOC® 木釘の生産
に関する地球温暖化係数は、アジアで鉄釘を生産する場合の3分の1 程度に抑えられています。さらに、釘の CO2貯蔵量を考慮に入れた場合、実際には地球温暖化係数は
わずか25% となります。出典：Nova Institute - LIGNOLOC® LCA
（Life Cycle Analysis）
、2018年5月
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高い保持力を生む

リグニン融着

LIGNOLOC® 木釘と打ち込まれた
木材との間の結合を示す顕微鏡画像。

科学的に証明されたリグニン融着
「リグニン」で「ロック」するから LIGNOLOC®

LIGNOLOC® 木釘は、尖端部の特別な設計と、木釘を打ち込む際の摩擦によって生じる大量の熱により、

このリグニン融着の現象は1998年に確立されました。

木釘の表面は金属釘と比較してかなり粗くなっていますが、この生来の表面の粗さにより、リグニン融着

BECK によって検証されました（図を参照）。このリグニン融着の効果については、European
Journal of Wood の2018年1月号にも取り上げられています。

木釘のリグニンが打ち込まれた木材と融着し、物質と物質の接合部が形成されます。

プロセスは促進されます。挿入速度が速いほど釘融着が向上するため、FASCO® 製の LIGNOLOC® 空圧

式釘打機は、このプロセスに必要なパワーを供給します。

8 LIGNOLOC®

その後、LIGNOLOC® のリグニン融着効果は、ハンブルク大学の科学者らとの共同研究により、
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LIGNOLOC® F44 システム

LIGNOLOC® F60 システム

特許取得済みの連結した木釘

特許取得済みの連結した木釘の新しい寸法

LIGNOLOC® F44 木釘 *

特許取得

直径：
長さ：
材料：
色：
釘装填数：
マガジン：
剛軟度：

ブナ圧縮材
天然色（無垢）
170本
15°プラスチックベルトコイル
LIGNOLOC®（再利用可能）

1400 Nmm

直径：
長さ：
材料：
色：
釘装填数：
マガジン：
剛軟度：

4.7 ｍｍ、5.3 ｍｍ | 0.185"、0.209"
50 / 65 / 75 / 90 mm | 2 / 2 1/2 / 3 / 3 1/2"

ブナ圧縮材
天然色（無垢）
100本
15°プラスチックベルトコイル
LIGNOLOC®（再利用可能）

LIGNOLOC® F60空圧式釘打機 *
FASCO® 製

高さ：
幅：
長さ：
重量：
圧力：
作動システム：

高さ：
幅：
長さ：
重量：
圧力：
作動システム：

322 mm | 12.67"
130 mm | 5.12"
275 mm | 10.82"
2.40 kg | 5.29 Ibs
0.7 - 0.8 MPa | 7- 8 bar
シングルショット / コンタクト作動
コイル

* 仕様を変更することがあります。

装填：

特許取得

2250 - 3560 Nmm

LIGNOLOC® F44空圧式釘打機 *
FASCO® 製

装填：

10 LIGNOLOC®

3.7 mm | 0.146"
38 / 50 / 55 / 60 mm | 1 ½ / 2 / 2 ¼ / 2 ⅜"

LIGNOLOC® F60 木釘 *

387 mm | 15.24"
142 mm | 5.60"
369 mm | 14.53"
3.95 kg | 8.70 Ibs
0.7 - 0.8 MPa | 7 - 8 bar
シングルショット / コンタクト作動
コイル

* 仕様を変更することがあります。
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LIGNOLOC® 木釘：主なメリット
下穴や接着剤が不要 *

LIGNOLOC® 木釘は専用工具でそのまま施工可能です。

木ダボなどの場合に必要な事前の下穴加工や接着などが不要で、
時間とコストを節約できます。

高い耐食性能と寸法安定性

LIGNOLOC® 木釘は錆びることがなく、その特殊な組成により

膨張や真菌の侵入に対する耐性があります。

これらは、ユーロコード 5：DIN EN 1995 -1 -1 に準拠した使用カテ
ゴリ 1 + 2 での使用に適しています。

×

環境に配慮した、持続可能な製品

LIGNOLOC® 木釘は、原材料としてだけでなく、生産からリサイ
クルに至るまでの全ての工程で、環境に優しい製品です。

さらに、木がもつ均一性により、木釘は熱橋を形成しないという
メリットもあります。

工具にも優しい製品

LIGNOLOC® 木釘は切削工具や鋸刃を保護します。

金属製の異物がないため、プレハブの木製部材の後加工や機械
加工が簡素化されます。

* 350～500 kg/m3の木材で、Eurocode5の規定する端からの距離範囲内。
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木製家具

木材は生きています。LIGNOLOC® はその木材とともに生き

続けます。LIGNOLOC® 木釘は、天然家具の製造に最適で、屋内

および屋根付き屋外の両方で外観を仕上げます。

内装材の仕上げ

審美的な理由から、木材で作られた内装パネルはほとんどが

見えないように固定されます。LIGNOLOC® 木釘は、見える

木は、木でとめる
金属を使用せず、持続可能な製品に

箇所に使用しても美観を損ねることはありません。

BECK の LIGNOLOC® システムは、数え切れないほどの用途のオプションを提供します。
■

合板 / 無垢材壁システム

■

装飾的な内装材の仕上げ

■
■
■
■
■
■
■
■
■

木枠構造および無垢材への使用

アンティークな木材にも

木製家具

溶け込み目立たないので、木釘の箇所を設置後に隠す必要が

床：OSB および本物の木製の床板

アンティークな木材がさらに魅力的なものになります。

サウナの建造
再生木材加工

古い木材から作られた LIGNOLOC® 木釘は、木目に調和して

ありません。

ボートの建造
木棺

ボンド接合される木材の仮留め
その他多数
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様々な用途へのご相談をお待ちしています。
弊社（ lignoloc@emma-trading.jp または +81（0）562 85 4035）までご連絡ください。
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CLT（クロス・ラミネイティド・ティンバー）生産
接着および真空プレス

CLT 可視レイヤーを固定するための LIGNOLOC® 木釘は、ア

ルミ釘よりも審美的に魅力的であるだけでなく、プレスの真
空膜に損傷を与えません。

無垢材壁システム

LIGNOLOC® は、無垢材壁構造の木ダボに代わるものであり、
金属を使用しない迅速なレイヤー接続メカニズムを提供しま
す。鉄製の留め具とは対照的に、この壁は切削工具を摩耗させ
ずに後処理できます。

生産ラインにも LIGNOLOC® システムを
高い生産性と環境性能を工業製品にも

LIGNOLOC® システムの環境に優しく、機能的なメリットを生産ラインや工業でも活かすことができます。
LIGNOLOC® HEAD は自動化されたシステムに組み込むことができる LIGNOLOC® システムです。

FASCO® LIGNOLOC® HEAD*
重量：

動作圧力：
打込速度：

LIGNOLOC® で釘打ちされたパレットは、搬送される商品を

保護し、引っかき傷の原因となる釘頭部の突出がありません。

14 kg | 30.865 lbs
0.7 - 0.8 MPa | 7 - 8 bar
** 最大4本 / 秒（釘送りが最大14 m/ 分の場合）

耐用年数が経過したら、パレットを簡単に細断してリサイク
ルに回すことができます。

トリガーシステム： 空気圧リモートリリース

マガジンタイプ：

パレット生産

15°プラスチックベルトコイル
LIGNOLOC® 木釘850本

ベルトセパレーター内蔵

* 予告なく変更する場合があります。 ** 50 mm LIGNOLOC® コイルを使用する場合
現在、右記のシステム
への接続が可能です。
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Weinmann および Technowood は
各社の登録商標です。

様々な用途へのご相談をお待ちしています。
弊社（ lignoloc@emma-trading.jp または +81（0）562 85 4035）までご連絡ください。
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優れた活用事例

受賞歴

LIGNOLOC® によって私たちは、その発想とユニークな特性で社会にインスピレーションを与える先駆的

な新製品を開発し、革新的な製品デザインに与えられるドイツ設計賞や建築と建設のイノベーション賞、グ
リーン製品賞など国際的に認められた数々の賞を獲得しています。私たちは受賞を大変誇らしく感じてい

ます。しかしながら、LIGNOLOC® を使ってお客様の手で完成されたプロジェクトほど喜びを与えてくれる

ものはありません。私たちにとって大切なのは、実際にお客様自身に弊社製品を実感して頂くことなのです。
ここでプロジェクト例をいくつかご紹介します。

写真：ダニエル セバルト

© ICD Stuttgart

BUGA 2019

連邦園芸博覧会、ハイルブロン、ドイツ
（2019年4月～10月）
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SHIPWRECK LODGE

スケルトン海岸、ナミビア（2018年4月）

大学でのプロジェクト 1000x
SummerFAB、ウェントワース（2018年4月）

屋内プール

イェルテフィヨルデン アリーナ、ノルウェー
（2019年11月）

ホテル施設

ブ源県、中国（2020年）

精肉店販売エリア

ロールハウプテン、ドイツ
（2018年4月）
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BECK は、1904 年にオーストリアで設立されたファミリー企業であり、革新的な締結部品を

開発・製造する世界有数のメーカーに成長しました。

BECK にとってイノベーションは大きな原動力です。顧客の要求に応じて開発を進める

だけでなく、市場のニーズも先取りすることで、顧客に快適さとコスト効率を提供する新しい
ソリューションを絶えず追及しています。

現在、BECK は、オーストリア、ドイツ、イタリア、ポーランド、および米国に拠点を持ち、

LIGNOLOC® 日本総代理店
株式会社 EMMAトレーディング
478-0042 愛知県知多市長浦2-1
電話 +81（0）562 85 4035 | ファックス +81（0）562 85 4812
電子メール lignoloc@emma-trading.jp | www.lignoloc.jp

All rights reserved.

RAIMUND BECK NAGELTECHNIK GmbH
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5270 Mauerkirchen | Austria
電話 +43 7724 / 2111-0 | ファックス +43 7724 / 2111-20
電子メール sales@beck-austria.com | www.beck-lignoloc.com
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世界の顧客へ革新的なソリューションを届けています。

