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社会的背景



社会的背景

外壁タイルの
剥離・剥落 リスク



苦い経験

剥離 剥離

剥落

ゼネコン負担となった
過去の高額瑕疵



顧客の建物へのこだわり



外装仕様 への こだわり

タイル への 強い こだわり特に・・・



施工での取り組み

押出成形セメント板
工場タイル貼（10年保証）

PCa板
タイル打込みの提案・・・

・・・ 施主承諾！

施主にリスクを説明



剥落事故発生



施主所有建物 で 外壁タイル剥落

・竣工後 40年

・他社施工

・人身事故

・補償問題

・施主の認識 に変化



過去施工物件 の メンテナンス
外壁改修工事での足場、打診検査等の莫大な費用



外壁素材の変更



アスロックランディル の 採用決定

凹凸形状 のアスロック（押出成形セメント板）



アスロック での 課題

タイル部分

目地部分

塗装仕上げだけでは
納得できる質感とは
言えない！



塗り分け試行錯誤・・・

施工方法での課題



今後の課題

施工者 としての課題・・・



新規物件での採用
KEPT誕生



前物件で使用したアスロックランディル

新工法を提案するチャンスが、、

凹凸形状 のアスロック（押出成形セメント板）



塗装方法の新規提案
磁器質45二丁掛 タイル

アスロックランディル 塗装サンプル



施主への提案について

RC-KEPTアスロック-KEPT

仮囲い の一部を
モックアップに！



顧客満足度のさらなる向上
RC-KEPT

アスロック-KEPT



KEPT工法を
差別化技術とするために



KEPTの成り立ち 1
凸凹の下地

多彩模様の塗装



材料
メーカー
A社

・・特許
取得済み

KEPTの成り立ち 2

タイルの質感に近い多彩模様塗料

本物のタイル



眠れる特許状態

材料
メーカー
B社

KEPTの成り立ち 3

目地部分を養生せずに塗装



毛足が長いと
目地に塗材が入る

毛足が短いと
塗り手間が増える

KEPTの成り立ち 4
協力
会社新しいローラーの開発



KEPT 実演 新工法の開発



KEPT とは・・・

『 凸凹下地面 』
『 特殊 な塗料 』

『 特殊 な ローラー 』

KEPT
KEPT(けぷと)は、タイル風にデザインされた凸凹下地の上に特殊な塗料を
特殊なローラーを用いて塗装 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

質感の高いタイル風に仕上げる工法



①アスロック-KEPT

② RC-KEPT

③ PCa-KEPT

生産性向上検討会でのアドバイスがヒントに！



材料
メーカー
多彩色塗料

株式会社
竹延
ＫＭU
ローラー開発

ゼネコン
用途提案
塗装下地

差別化技術 と するために・・・



改修工事での
コストと耐候性



磁器タイル貼り建物の莫大なメンテナンス費用



ランニングコスト比較 新工法の開発
（タイル vs KEPT）

貼替　3％
注入　他

外部足場
シーリング 外部足場

シーリング

下地補修
再　上塗り

剥離・剥落
緊急対応

タイル貼
10年ごとに

定期点検

KEPT工法
10数年ごとに

更新
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ランニング改善＜ｽｰﾊﾟｰKEPT＞



高級感

タイル

ＫＥＰＴ

コスト比較（タイル vs KEPT）
新工法の
開発

コ
ス
ト

45二丁掛 二丁掛 100角 三丁掛モザイク



耐候性向上＜ｽｰﾊﾟｰKEPT＞
ダイキン工業とのタイアップが実現



KEPT工法
他プロジェクトへの展開



他物件への展開 「○○港島」（神戸市）
発注者：㈱○組

1期

RC+現場貼タイル

2期

RC+タイル調塗装
（KEPT）



2色モックアップ 作成

水平展開施主との合意形成

1期2期

2色単色



① 目地色
②１色目（淡い色）

④２色目（濃い色）

③ テンプレートにて
2色目の位置決め

⑤ トップを塗ってタイル調に！

2色塗装の工夫 水平展開



大判型枠の作製

モールドスター取付

モールドスター大判型枠 せりあげ



フロアレベルに
ボーダーの設置

KEPT採用にからむ 設計変更 水平展開



コンクリート補修方法の工夫 水平展開

目地部分のピンホール

補修状況

補修完了

特許出願中



無事竣工し、高い評価を得ました

1期

2期



RC-KEPT 工法の成功 水平展開

1期 2期

曲面形状→
←梁底等の
上裏面



新規物件へのアプローチ



「○○プロジェクト」

水平展開ホテルＰＣ案件への展開

既存解体 2017.07～
新築 2018.03～



水平展開駐車場ＡＬＣへの展開



水平展開化粧型枠メーカーのコラボレーション



顧客満足度のさらなる向上

デベロッパー、多数ゼネコン からの 見学者

タイルの剥落は業界共通の問題



進化形タイル調塗装「KEPT工
法」についての



貼ったモノは剥れる

ならば

貼らずに仕上げる
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