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一般化プロジェクト[ ]

杉の特徴も知らない、

鋸やインパクトドライバーをもったことの無い大学生だからこそ、

気づくコトがある。ひたむきな若者が情熱をもち、小川社に飛び込む！

インターン生が小川社を動かす！

藤井大造：解体 &D,I ,Y

指導担当し、毛受君を全

面サポートする。

小川耕太郎：「蜜ロウワックス」

「木もちe―デッキ」開発、販売。

地域の自然を活かした産業の輪を広

げ、日本の山林が維持できる仕組み

つくりをめざし日々奮闘。

竹村裕二：林業家から転職し小川社

へ木もちeーデッキを担当。毛受君

には川下～川上まで木に関すること

を指導する。

毛受 惇

（めんじょう・あつし）

愛知大学一年生/小川社

インターン生

㈲小川耕太郎∞百合子社
尾鷲商工会議所長期実践型

インターンシップ・プログラム

コーディネーターインターン生受け入れ企業



面接では、伊東さんと村田
さんが自分の想いを聞いて
くださり、日を改め、小川
社の耕太郎さんと引き合わ

せてくれました。自分は、やる以上は会社
に貢献できるよう精一杯頑張ろうと決意を
固めました。

      

・尾鷲商工会議所長期実践型

　インターンシップ・プログラムリーダー

・夢古道おわせアドバイザー

・地域コーディネータ―

伊東将志（いとう・まさし）

小川耕太郎（おがわ・こうたろう）

・㈲小川耕太郎∞百合子社

          

村田浩子（むらた・ひろこ）

・尾鷲商工会議所長期実践型

　インターンシップ・プログラム

　コーディネータ―

毛受 惇（めんじょう・あつし）

・愛知大学経営学部一年生

・小川社インターン生（2/1~3/30)
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早速、名古屋で開催されたホンキ系イ
ンターンフェアーに参加したが、自分
が何をしたいのかわからなくなり悩み
ました。そんな中G-netさんのスタッ
フが「何に興味があるのか]などカウン
セリングをしながら自分の方向性を導
いてくれました。
自分は、幼少の頃から魚好きで、父が
よく釣りにつれていってくれました。
尾鷲も何回か釣りにきたことがある町
です。そんな繋がりからか？尾鷲の自
然に惹かれ、地域の第一次産業の産物
を生かした商品づくり及び持続可能な
経済活動を提唱する小川耕太郎∞百合
子社さんに興味をもちました。

大学の講義の中で、長期実践
型インターンシップ制度とい
う話しを聞き、自分も春休み
（二か月間）に挑戦しようと
意志を固めました。

長期実践型インターンプログラムの
コーディネーターとなる尾鷲商工会議
所さんのリーダー伊東さんにも惹かれ
ました。元夢古道の店長でもあった伊
東さんは、インターン制度を導入し
「100のありがとう風呂」や「おっぱい
リレー」など温浴施設事業を通して、
人と人の心を結び、社会をより良い方
向へ変えていく仕事などもされていま
す。伊東さんの話を伺うと、尾鷲から
働き方を発信していく、そんな動きす
ら感じました。

知らない土地に住みこみ、 情熱をすべて仕事に注げる環境。知知 ない土 情情みみ地に住 こ住 こ地に住 情、こみ 情熱熱熱情ら知ら 情知知 てす 仕べ 環境環境注 環げる仕事に注げ 環 。環境仕事に注仕事に仕 る環境げ 環境げげ 。。をすす熱をを熱



このプログ
ラムは学生

の

成長物語だ
けではない

。

学生の力を
かりて、企

業が自ら

課題を見出
し、

経営改革し
ていくもの

なのです。

破

守

「毛受君、木もち e―デッキ一般化

のために、どんな課題があるのかは、

自分の力でみつけてみようっか！」

１木もち e―デッキの塗装について　
・ウッドロングエコの勉強・ウッドロングエ
　コ塗布作業・外部用塗料の勉強

２木もち e―デッキの勉強
・木もち e―デッキの原料の大元となる山林
　へのぼり、手入れをされず放置されている
　山林の状況を知る
・原木市場へ見学　競り、製材所
・木もち e―デッキの梱包作業
・長持ちさせるための工法
　サンドイッチ工法の勉強と体験（ウッドベ
　ンチ作製）

まずは小川社の理念及びその理念に基づいた商品を理解するコト 
 

「木もちe―デッキの問題点を見出す」
「ウッドデッキの解体&検証→制作」

 
 

１サンドイッチ工法は本当に長持ちするのだ
　ろううか？
・木もち e―デッキをはじめる前にテストと
　してつくったスタッフの藤井宅のウッド　
　デッキを解体し検証する。解体＆検証は、
　スタッフの藤井が解体の指導。木もち e―
　デッキ担当の竹村も出来るだけ一緒に解体
　し、検証し、スタッフみんなで情報を共有
　化する
２過去のクレーム例のパターンをまとめる

破１

今回の解体＆検証によって、長持ちの実証も
できた。さて、次はどのように説明をすれば
一般化するのか？
・今度は毛受君が教えてもらったことを第三
　者に伝える。自分の理解度も向上し、また
　この体験が自分のものとなる。
１サンドイッチ工法は本当に難しいのか？
２サンドイッチ工法の利点
失敗談も含め、初心者にしかわからない視点
をピックアップする。

破２

離 デッキ完成後、彼の体験記に基き
彼の言葉で体験記をファイリング化

 
 

・営業ファイルの作成・営業用パネル制作
・平面図のプログラム化
・体験記のwebマガジン化
・ホームセンターでのセミナー
・D.I.Y 層への広告を打つ
・FACEBOOK 及びブログによる情報発信

小川耕太郎

伊東将志

ファイリングを基に [　　　　　　　　　一般化 ] へのアクション

す。

初心者である、 自分の視点で　　　　　　　　　初 自初心者 自、あるで る初心者で初心者初 自るあ 分の分 視点ででの視視のの

の課題を見出す。 　見出を題の課題 出題 見出すす課 。。す。すす。

2013 年 2/1~2/17

2013 年 2/18~3/7

解体&検証 ウッドデッキ制作

バトンは
小川社へ

！

2/18~2/22 2/23~3/7

2013 年 3/8~3/30
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叩き込んだところで、

またまた縁台でも作っ

てみろと突然決定。

作った縁台を写真取り

しても面白くないと思

い、それなら藤井の家

のウッドデッキを解体

し、作り直せというこ

とになった。いつも私

の思い付きがどんどん膨らんで、これでもかという仕

事になってしまう。まあ気にするな。何とかなるさ。

そうして出来上がったのが、このＰＲ冊子。毛受君と

スタッフ竹村、藤井、百合子が２ヶ月間集中し、作り

上げた物です。私は何も言うことは無い。「この冊子

を持って飛び回ってやる」それだけです。もちろん、

チルチンびと76号(平成25年夏号)へ載せる広告も頑

張って作っています。この冊子を持って営業に飛び

回っている頃には、その広告も持ち歩いているでしょ

う。

　　　　　「毛受君がつくった、この冊子をもって全国を飛び回ってやる！」

ハチャメチャな耕太郎さんの
　　　　　　　　　　　　　　　元での、インターン生活。

㈲小川耕太郎∞百合子社

現場では何度も測量→確認を繰り返します。

社長の仕事の速さには、ビックリ！

社長は、長期出張から戻られた日に直行で現場にきて、様子をみにきてくれました。

インターン生 +小川社 

尾鷲商工会議所の伊東君からインターン生の話は何度も聞いていた。「自分を磨

く砥石になる」「今の若者が見えてくる」などなど。でも、一番心に響いたの

が、「インターンに来る子は、皆、可愛い女の子です」という言葉だった。「そ

れならば、試しに受け入れてみるか」と思ったのが始まりだった。　名古屋で自

社ＰＲを行い、数ヶ月して一人の申し込みがあった。名前：毛受惇（めんじょう

あつし）。「男じゃないか！どういうことだ」しかも、履歴書の写真は弱々し

く、自分についてのコメントにも、消極的な面を変えたいと書いてある。これは

絶対断ることになるだろうけれど、せっかく申し込みをしてくれたのだから会っ

て断ろうと名古屋に出かけた。待ち合わせ場所に現れた毛受君の目を見て、私は

即決した。「受け入れよう」。　当初、インターン生を受け入れたら「蜜ロウミ

スト・デ・ワックス」のＰＲを担当してもらう予定だったが、その場で「木もちe

－デッキ」に変更。
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ハチャメチャな耕太郎さんの
　　　　　　元での、インターン生活。

インターン生 +小川社 

程を経てつくられているのかを、カラダ

を動かして、現場を生でみて学びまし

た。その後、「商品のことがある程度わかったら、次は商品を使って考えろ！」

と言われ、鋸もインパクトドライバーも持ったことがない自分は、まずはウッド

ベンチ制作からスタートしました。次に「そうだ！ウッドデッキをつくれば良

い」と耕太郎さんに言われました。7年半前、木もちe―デッキをはじめる際に実

験としてつくった、小川社の藤井さんの家のウッドデッキの解体→検証→作製す

るという仕事です。そんなこんなで日に日にプロジュクトがかたまっていき、最

終的に自分と小川社の目標は[木もちe―デッキ一般化]に決まりました。この資料

は、一般に出回っているD.I.Y教本などを一切みずに、自分の手とカラダで感じた

ことを基に制作しました。初心者の人たちでもわかる言葉（極力専門用語を使わ

ない）、自分が主人公になったつもりで頁を構成し、表現の方法を考えました。

そして僕の考えを基に百合子さんがまとめてくれました。D.I.Yに興味のなかった

人には「木もちe―デッキなら、ウッドデッキをつくれるかもしれない」また、少

しでも興味があった人は「ウッドデッキをつくるなら、木もちeーデッキでつくろ

う」と思っていただけるように。このプロジェクトを通して、木もちeーデッキの

e（イイ）ところ、国産杉のe（イイ）ところをお伝えできれば嬉しいです。

「メモはとるな！メモを取るくらいなら話を聞くことに集中しろ。」

左：社長の耕太郎さん　右：木もち e ーデッキ担当の竹村さん

解体を指導してくれた、大造さん。

毛受惇（めんじょう・あつし）---------

小川耕太郎∞百合子社インターン生
愛知大学経営学部 1年生 毛受惇

めん　　 じょう      あつし

竹村さんと山へ行き、尺回しの指導を受ける

▲2013 年 3 月 8 日 / 中日新聞にこの取組が掲載

小川社にインターンにきたときに、ハチャメチャな耕太郎さんからいわれ

た言葉が「メモを取るな！」でした。最初は自分がどういったプロジェク

トをやるのかさえわかりませんでした。インターン生活がはじまり一週間

は、会社内で椅子に座っての商品勉強でした。2週目の月曜日に耕太郎さ

んが出張から戻ってこられてからというもの「机の上だけの勉強なんてダ

メだ。カラダを動かして勉強しろ」という一言で、まずは山へ登り、原木

市場や製材所、材木店をまわり、自社で売っている商品がどのような過

名古屋出身の 19 歳。小川耕太郎∞百合子社
のインターン生として、三重県尾鷲市賀田町
に住み込み中。一人暮らし、自炊、近所にス
ーパーが無い！、大工仕事、どれも初めての
経験。趣味は釣り。釣った魚が晩御飯になる
ことも多い（笑）



のこぎりのこぎり

鋸も

インパクトドライバーも

持ったことの無い

自分がデッキ材を扱う

会社に飛び込んで・ ・ ・

毛受惇　 歳。
めんじょう  あつし

19

ウッドデッキを約　  　畳4.5 の

[ 作業時間 ]1 日平均４～ 5時間

　　　　　　×約 2 週間弱

[作業内容 ]測量→製図→作製

つくってしまいました

5
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目次
P1-2

ハチャメチャな耕太郎さんの元でのインターン生活　◆文：小川耕太郎/毛受惇

インターン生+小川社 [                                     一般化プロジェクト ]

初心者である自分の視点で木もちe―デッキの課題を見出す

P3-4

P5-6 目次

P10-14　 床下の構造がしっかりしたデッキは、長持ち

P15-18 デッキ板の厚みについても考えてみよう！

P19-20　「木もちe―デッキ一般化プロジェクトが走り出した」　
◆文：木もちe―デッキ担当　竹村裕二

◆文：毛受惇（インターン生）

P22-26　 7年半経った、木もちe―デッキを解体&検証

P27-28 過去7年の間に起こったクレーム事例の傾向

P29　 ウッドデッキの解体&検証をお客様とも共有化する
◆文：木もちe―デッキ担当　竹村裕二

第一章
ウッドデッキをつくる前に

長持ちさせるために
考えてほしいコト。

守

第二章
ウッドデッキをつくる前に

過去の事例から
学んでほしいコト。

破 1

知らない土地に住み込み、情熱をすべて仕事に注ぎ込める環境。住込み式長期実践型インタ
ーンシップ制度に惹かれる
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インターン生+小川社 [                                 一般化プロジェクト ]

ウッドデッキがつくりたい！

　　何でつくろう？

でしょ！

なら

初心者でもできる

この場所にこの場所に

ウッドデッキをつくろうウッドデッキをつくろう
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第一章

ウッドデッキをつくる前に

長持ちさせるために
考えてほしいコト。

床下の構造が

しっかりした、

デッキは

長持ち　

小川社のお客様K様と裕二さんの商談を見学させていた
だきました。内容は販売する上でお客様にもっと木もち
eーデッキを知ってもらうための勉強会みたいなもので
した。木もちeーデッキそのものについて、施工上の注
意、お手入れの方法などをお話ししていました。その中
でもお客様が一番首をかしげていたのが、サンドイッチ
工法についてでした。裕二さん曰く、「デッキの工法と
してメジャーな方だけどデッキに深く携わってない人か

らみるとマイナーなものとして映る」だそうです。裕二
さんが説明をする際に役立ったものが、自分がサンド
イッチ工法で作ったこの土台の写真です。根太のピッチ
がどのくらいとってあるか、斜め上からの写真で、束と
根太が10～20mm程空いているというものを はっきりイ
メージしていただくことが出来たはずです。インターン
期間中に、この工法の利点をわかりやすくお伝えしたい
です。 



第一章

ウッドデッキをつくる前に

長持ちさせるために
考えてほしいコト。
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インターン生+小川社 [                                     一般化プロジェクト ]

長持ちさせたい

けど・・・・

材料コストは

抑えたい！

木材以外にも
工具・備品にお金がかかるからなぁ～

▲

どんな床下が、 長持ち＆お得なんだろうか？

湿度が高い日本。

ウッドデッキをつくるなら

通風が良い

構造で床下をつくりたい。たい。
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束
つか

束
つ

束を根太より10ｍｍ以上下げて床板に触れないようにする

105mm×30mm

105mm×30mm

105mm×30mm

90mm×90mm

最大で 900mm ピッチ

最
大
で
90
0m
m
ピ
ッ
チ

（
40
m
m
厚
の
場
合
）

床
板
の
張
り
方
向

床板は40mm厚がおすすめ（90×40 または 140×40）

床板 40mm厚→根太のピッチ最大 900mm
床板 30mm厚→根太のピッチ最大 600mm

根太受け根太受け

根太

根太

ポイント

ポイント

ポ
イ
ン
ト

ポイント

つか

ね  だ

ね  だ

サンドイッチ工法　
を でサンドする工法

をオススメします。

小川耕太郎∞百合子社では、

束
つか

根太
ね　だ

法法法法法法法法法法法法法法法法法法法

第一章

ウッドデッキをつくる前に

長持ちさせるために
考えてほしいコト。

ポイント

ねだ
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インターン生+小川社 [                                     一般化プロジェクト ]

根太で床下を支えるコトで、

床板と接する面積を減らし、

　　　 湿気をたまりにくくする。

サンドイッチ工法でつくった 、 はクレームなし

理由１

床板

根太 根太

ね　だ

理由３

床下の修繕も

カンタン！

根太受け

束 束
つか つか

ね  だ ね  だ

高さを根太で、調節するから

初心者でも水平がとりやすい！
理由２

根太

ね　だ

ね  だ

雨水を受けやすい束。もしも、束が傷ん
だ場合、①床板を外す②根太、根太受け
のビスを緩める③束を引き抜く④新し
い束を差し込むだけ！ 
大引き工法では、束の交換が難しい。

束を根太より10ｍｍ以上
下げて床板に触れないようにする

つか ねだ

ポイント
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第一章

ウッドデッキをつくる前に

長持ちさせるために
考えてほしいコト。

写真から
わかるように
40ｍｍは
　 厚い結構

床板10mm
 の違い

床材：140mm×40mm床材：140mm×40mm

根太、根太受け、床材根太、根太受け、床材
：105mm×30mm：105mm×30mm

床材：90mm×40mm床材：90mm×40mm

束：90mm×90mm束：90mm×90mm

床材：90mm×40mm

▲

厚さ
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インターン生+小川社 [                                     一般化プロジェクト ]

厚み 40ｍｍの床板は、風化に強い！

木は

紫外線劣化により

夏目が削れてきます。

冬目

夏目

【夏目、冬目とは？】

木の成長の跡を指します。

夏目

木

▲約 7年半前につくった、

　ウッドデッキの床（厚 30mm）

▲ よって、木の厚みも
徐々に減ってきます。

▲ そのことにより、
床板が たわみやすくなります。

▲40mm厚の床板だと、高いのでは？

冬の間は成長が遅く、そ

の分組織が詰まって成長

するので硬く色が濃い。 

夏はよく成長するので、

その分組織との隙間が開

き柔らかく薄い色をして

いる。
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　30mm よりお値段が高い 40mm を使っても

5、10 年後を考えたら、
　　金額に大差はありません。　

厚さ▲

なぜなら・・・

床板 30mm 厚の場合

今回自分がつくったウッドデッキ

束

根太

根太受け

（間口 3640mm× 奥行 1940mm× 高さ 400mm）

間口 3640mm
432mm 432mm 432mm 432mm 432mm 432mm

奥
行

1
9
4
0
m

m
7
9
0
m

m

（木材の合計金額）

￥81,600
約400本

+
⼿間

床下の木材が多いので、

作業が多くなる。

束 ３本3m×90mm×90mm

4m×105mm×30mm

床板

根太
根太受け

4m×105mm×30mm

10 本

17 本

床板を張る作業

▲

ステンレスビス
（⽊⽤ねじ）

7
9
0
m

m

４０ｍｍ厚→束の芯と束の芯の間 ： 900mm 以内

３０ｍｍ厚→　　　　       　　　　        600mm 以内

900mm 以内900mm 以内

の床下の木材を平面図に起こして　　　　　　　してみよう！比較

30mm 厚は根太と束が多くいる、

40mm 厚は支えの間隔を広くできる。

よって、 材料コストを削減

ね 　だ つか

▲ ▲

（40mm 厚の場合）（40mm 厚の場合）

第一章

ウッドデッキをつくる前に

長持ちさせるために
考えてほしいコト。
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5、10 年後を考えたら、
　　金額に大差はありません。　

床板は、是非とも40mmを

40mm 厚の場合は、根太が少なくてすむから、

床板と接触する箇所も少ない！

   だから・・・更に湿気もこもりにくい
   だ

厚さ▲

たった 10mm の違いですが、40mm 厚

の板は、かなりの強度が保てます。

是非ご検討ください。

間口 3640mm
722mm 722mm 722mm 722mm

7
9
0
m
m

奥
行

1
9
4
0
m
ｍ

7
9
0
m
m

床板 40mm厚の場合

担当の竹村です。

（木材の合計金額）

￥89,400 ステンレスビス
（⽊⽤ねじ）

約 250本

束 1本
1本

3m×90mm×90mm

4m×90mm×90mm

4m×105mm×30mm

床板

根太
根太受け

4m×140mm×40mm

8 本

13 本

インターン生+小川社 [                                     一般化プロジェクト ]
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インターン生の毛受君に、小川社の主力商品、デッキ材を「なにか」させてみよう！◆◇◆

初日、毛受君の机にはカタログと資料とスケジュール帳と課題がどしんと置かれる◆◇◆

耕太郎は、アレヤコレヤと教えるな！とムズカシイことを言う。◆◇◆

毛受君と一緒に育林中の 42 年生の山と伐採期を迎えた 95 年生の山を見て廻る。◆◇◆

が走り出した。

          一般化プロジェクト

                 
[ ]

小川耕太郎∞百合子社　木もち e―デッキ担当

▲

小川耕太郎の

大学時代の同級生

小川社にインターン生がやってくることになった。２
月１日から３月末までの２ヶ月間だけ、社内平均年
齢急降下かも、でもそんなに関係ないかな～男だ
し・・・くらいに構えていたら、そのインターン生＝
毛受君には小川社の主力商品、デッキ材を「なに
か」させてみようということになった。「なにか」っ
て何？、ってそこんところは本人＝毛受君に考えさせ

る（おい、おい）ということくらいしか社内コンセン
サスが形成されないうちに、彼は期日を守ってやっ
てきた、それエナメルじゃんね、
みたいなジャンパーをまとっ
て。

その夜、小川耕太郎邸で開かれた歓迎会で、耕太
郎は「自分のやりたい仕事だけをやれ。やりたくな
い仕事をイヤイヤこなしても、ちっとも身につかな
いし、本人にとっても会社にとっても不幸ダ！
ダァ！！」と声をはり上げ、小川百合子に近所迷惑と
小言されていたが、毛受君は「御意（ぎょい～！）社
長～」と口には出さずとも、深く頷いていた。次の

日出社すると、毛受君の机の上には、会社って本音
と建前あるじぇりぁ～と社内商品のカタログ、資
料、ファイルとスケジュー
ル表と課題がどしんと置
かれていた。

そのうち、デッキの研修担当がボクにも回ってき
た。耕太郎は、あれこれと手取り足取り教えすぎる
な、自身で考える余白を与えよ、と難しいことをい
う。木もちe－デッキの商品ポイントは２つと伝え
た。①木もちe－デッキは国産（特に地元）の杉を
素材に、天然素材の塗料ウッドロングエコを塗っ
た、天然１００％、安全、安心なデッキ材ということ
②疲弊した木材産業や山の再生のため、製材所、

材木屋、林業家と協働し、一番身近な国産材の杉
を有効かつ継続的に使っていくこと　それから、受
注から出荷、納品までの流れ、営業的な話、ＰＲ、
広告などの説明。たぶん雑誌とかＨＰで木もちｅ－
デッキを、毛受君の目線でどうＰＲしていくのか、そ
のあたりがミッションになるんじゃないの、みたい
な話をした。

商品の製造部分、山に立つ一本の木から木もちｅ－
デッキ材ができるまでの過程は、実際に現場を目
で見て触れて考えてもらうことになった。毛受君と
連立って、育林中の４２年生山と伐期を迎えた９５
年生の杉、ひのき山を見て廻った。山に１日入れば

いろいろわかることがあるし、１０年経ってやっと
わかることもある。２０年経ってもまだまだ、わから
ないこともある---木にとって一番のライバルは隣
の木、他の木より少しでも上に伸びて日の光を優位
に受けようとする意思が成長力になる。



20

原木市場でのセリの様子、木もちｅ－デッキの製材
所を見学した後、出荷委託先の材木屋でのウッドロ
ングエコの塗りこみと、梱包、出荷を毛受君に作業
してもらう。これで山の木→ 原木市場→ 製材→　
ウッドロングエコ塗装→ 出荷までの流れが理解で
きた、あとはなんだ？ あっそうだ、実際に木もちｅ
－デッキを作ってみようか、小さいものでいいから
～というわけで、毛受君が寝泊まりする家の縁台を
木もちｅ－デッキで作ることになった。コンクリー
の犬走り上に作る間口2560mm×奥行540mmの
ミニサイズだが、束を立て、両側から根太でサンド

イッチし、その直交方向90×40の床板を張ってい
く。床板を根太の側面、30mm幅で受けるから、床
板との接地面積を小さく抑えることができるし、束
上は最低10mm以上の空間をだして、通風と雨水
抜けの環境を保守できる、小川社お勧めのサンド
イッチ工法。毛受君は
鋸を手にするのもい
つ以来か記憶がな
い、インパクトドライ
バーも初めてだとい
う。

地下でも空中と同じく、根どおしの陣取りをやって
いる。でも台風のときはお互いがもたれ合って助け
合う面もある。競争と共生の関係－その緊張感を
損なわないよう、保つよう、うまく木と木の間隔を
人為的に作っていくのが間伐だと伝えた。自分で植
林して、自分で収穫することはまずない、山の家業
は２代、３代繋がっていくもの。山主にとっては、台

風や山火事も恐いが、一番恐いのは、実は相続税
だったんだけど、いまは山の価格が崩落してしまい
相続税もすっかりお安く
なった、おかげさまでみ
たいな話もした。

第 2話へつづく

つか

いぬはし

ね だ

ね だ

サンドイッチ工法でウッドベンチをつくった。◆◇◆

ベンチ完了。さてメディアツールを製作するかと・・・耕太郎の一言で「ええっ～」◆◇◆

下のコンクリートに勾配が付いてるので、束を垂直
に立てるのと、根太の水平を出すのに多少は苦労し
たみたいだけど、長勝鋸もビス打ちも筋がいいか
ら、初めてにしては上等だよね～うん、いいじゃん、
いいじゃん、さぁ、これまでを踏まえて、木もちｅ－
デッキ営業用のメディアツール、広告用チラシを作
ろうかぇ～と相談していたら、現場に耕太郎がやっ
てきた。毛受作木もちe－デッキ製縁台の出来栄え
を「う～ん・・・」とうなりながら点検していた耕太
郎が、突然、「もっとさぁ、こう、これが木もちe－
デッキだみたいな、でっかい本物をつくってみない
か？　そうだ、藤井の家の木もちe－デッキがもう
築7年になるから、あれを解体して新しいやつを毛

受君に作らせよう！」と言いだした。のちのちの遠
い先のことまで見通した周到綿密な計画を立てる
ことを深謀遠慮というらしいが、その手のものでは
ない、単なる思いつきだ、いつだってそうだ、いつも
考える前に走り出しているから。「ええっ～！」と皆
で反対した。いくらなんでも毛受君一人で４～５畳
の広さのデッキを作るのは荷が重すぎる。その上、
時間もない。ところが、言い出したら聞かない耕太
郎に、一人だけ賛同するものがいた。毛受君だ。
「できるんじゃないですか～」と涼しい顔・・・・・・
ふ～ん。そうですか、上等じゃないですか。ホンキで
やるんだね～。そして計画はドンドン膨らんでいっ
た。
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、解体中。

■10:30-17:00 ウッドデッキの解体作業■
いよいよ、7年半経ったウッドデッキの解体作業が始ま
りました。今日はパーゴラ(屋根)とフェンスを取り外し
ます。形としては長方形のデッキで、一面は窓になって
おり、残り三面はフェンスがついています。～中略～
【③床板】 床板も一枚剥がしてみました。大造さんの家
の施工方法は特殊で、束が少ない代わりに根太を多く
とっています。根太の方が床板と接する面積は小さくな
ります。そのためか根太も、床板もほとんど傷んでおら
ず、普通束と接する部分も今回のケースは、根太が二本
打ってあり、くぎの打ってある方のみ傷んでいたので、
もう片方が残りを支えることのできる構造となっていま
した。

【④解体作業を通して】
今回の解体作業を通して思ったことは、①施工をしっか
り行えば、丈夫で長もちする。②木と木の接合部分はサ
ンドイッチ工法のように、接する部分を少なくするこ
と。③釘またはビスはステンレスのものを使うこと。④

切った木口にはウッドロングエコを塗ること。～中略～
ウッドデッキを解体して7年前に張った板の痛みが少な
かったので、解体した板もお客様に実績としてみせるサ
ンプル板として使うことになりました。解体を通して、
サンドイッチ工法というものが優れていることが実証さ
れたので、検証についてもわかりやすく伝えようと考え
ています。

第二章

ウッドデッキをつくる前に

過去の事例から
学んでほしいコト。



第二章

ウッドデッキをつくる前に

過去の事例から
学んでほしいコト。
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日本一　雨量の多い尾鷲
市。              材でウッド
デッキをつくり、７年半経っ
た藤井さん家のウッドデッ
キを自分の手で解体し、
小川耕太郎∞百合子社の
皆さんと一緒に検証しまし
た。 この頁では以下の項
目にわけ、 ご報告します。

　　

1 7年半前のウッドデッキ

を検証

2 この検証を元に、湿度

の高い日本では、どの

ような点に気をつけれ　

ば湿気がこもらないよう

にできるか整理する。

3 同時に7年の間におき

たクレームやトラブルの

事例を整理する。

インターン生+小川社 [                                     一般化プロジェクト ]



見てください！

7年半前に　

　　　　　　　でつくった

ウッドデッキです。

床板も床下の材も

傷みが無い！

藤井さんの家

の施工方法は

特殊でした。

①デッキの外枠を 90 角の枠で囲み、そ
　こに根太を通して、床板を支える枠
　組み工法です。

②束が少ない代わりに根太と根太の間
　隔（ピッチ）を短くして、床板を支
　えています。

根太で床板を支えている構造から、サ
ンドイッチ工法と共通する部分があり
ます。

検証１

検証 2

サンドイッチ工法で

木と木の

接触部分を

少なくする

▲

▲▲

根太 ▲ 根太310mm310mm

床下の構造が

しっかりした

ウッドデッキは

長持ちする。

第二章

ウッドデッキをつくる前に

過去の事例から
学んでほしいコト。
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サンドイッチ工法のように、根太を立てて使っているため、木と
木が接合部分が少ない。そのため根太・床板（表裏）とも傷みが
ない。

解体作業を通して思ったコト

はがした

床板の裏も

傷みが無い

検証 4
7年半前の釘が

錆びていない！

修繕を考えると

釘よりも木ネジが

オススメ

床下の構造がしっかりしたウッドデッキは長持ちする。

検証１

検証 2

ステンレスだったので、針は全く錆びていない。また後々の修繕
を考えると、釘よりも、木ネジの方が自分でカンタンに修繕しや
すい。

木材をカットした木口には必ずウッドロングエコを塗布する。

検証 4

検証 3 細い材と幕板が重ね合った部分だけ、極度に傷んでいた。

検証 5

板と板を

重ね合わせると、

湿度がこもり

腐りやすい。

検証 3

このデッキは釘を使用して
いたため解体が大変でした。

検証 5
木材をカットした木口に
ウッドロングエコを塗る。

インターン生+小川社 [                                     一般化プロジェクト ]



過去７年の間におきた

クレーム事例の傾向

　　　　　大引き工法（床上）

大引きという太い材を、一本走らせて

その上に床板を置いていくやり方。

直接触れる面積が大きいので、そこに

雨水がたまりやすく、傷むのが早い。

板と板がくっついている。

１
良くない施工例

板と板を
重ね合わせた

ケース

第二章

ウッドデッキをつくる前に

過去の事例から
学んでほしいコト。
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　　　　幕板

風通しが非常に悪くなる

ので、常に湿った状態。

　　目透しが不十分

床板と床板の間は 5mm ～

13mm。できれば 10mm 以上

が良い。

良くない施工例

２
目透しが不十分
なので通風が

悪い

良くない施工例

3
オーバーハング

＆
ピッチが広い　　　床板のオーバーハング

床板に過度な負担がかかる。

時間が経つとビス穴が広がったり、

ビスが浮いたりするので、そこに

雨水が溜まり、傷みの原因になる。

ピッチ（束と束の間）が広すぎる

　　　　幕板

床板の下にキノコが生え

ている。

インターン生+小川社 [                                     一般化プロジェクト ]
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木もち e―デッキの解体は、ボク自身勉強になった。◆◇◆

大変なんだぞ～とすごんでも、毛受君はビビることなく「おもしろそっすね～」◆◇◆

毛受君からの宿題を抱えて。◆◇◆

ウッドデッキの

解体＆検証を

お客様とも共有化する

      

                 

小川耕太郎∞百合子社　木もち e―デッキ担当

▲

小川耕太郎の

大学時代の同級生

計画はどんどん膨らんでいき、デッキの四方から支
柱を立ててパーゴラも付けようよ、内階段も設けよ
うかなんて、ますますややこしくなっていた。「イン
パクトドライバーも持ったことのない初心者のイン
ターン生がひとりでデッキ材をつくった！」というイ
メージはイメージとして、そんなのムリに決まってる
じゃん！　ということで、ミスター毛受デッキ製作
の補助員として、藤井もボクもかかりっきりになっ

てしまった。まず既存デッキを解体する。木もちe－
デッキの解体は初めてだったので、ボク自身勉強に
なった。床板を支える強度を守りながら、かつ接地
面積をなるべく小さく保ったほうが腐りに強くなる
ことが確証できた。その後、敷地の整備、測量を経
てから設計図に取りかかる。毛受君も遅くまで居残
り、何度もひき直しして自力で仕上げていった。

その夜、小川耕太郎邸で開かれた歓迎会で、耕太
郎は「自分のやりたい仕事だけをやれ。やりたくな
い仕事をイヤイヤこなしても、ちっとも身につかな
いし、本人にとっても会社にとっても不幸ダ！
ダァ！！」と声をはり上げ、小川百合子に近所迷惑と
小言されていたが、毛受君は「御意（ぎょい～！）社
長～」と口には出さずとも、深く頷いていた。次の

日出社すると、毛受君の机の上には、社すると、毛
受君の机の上には、会社って本音と建前あるじぇ
りぁ～と社内商品のカタログ、資料、ファイルとスケ
ジュール表と課題がどしんと置かれていた。

そのうち、デッキの研修担当がボクにも回ってき
た。耕太郎は、あれこれと手取り足取り教えすぎる
な、自身で考える余白を与えよ、と難しいことをい
う。木もちe-デッキの商品ポイントは２つと伝え
た。①木もちe－デッキは国産（特に地元）の杉を
素材に、天然素材の塗料ウッドロングエコを塗っ
た、天然１００％、安全、安心なデッキ材ということ
材ということ②疲弊した木材産業や山の再生のた

め、製材所、材木屋、林業家と協働し、一番身近な
国産材の杉を有効かつ継続的に使っていくこと　
それから、受注から出荷、納品までの流れ、営業的
な話、ＰＲ、広告などの説明。たぶん雑誌とかＨＰ
で木もちｅ－デッキを、毛受君の目線でどうＰＲして
いくのか、そのあたりがミッションになるんじゃない
の、みたいな話をした。

いよいよ、設計図から木拾いして発注したデッキ材
が現場に届いた。「毛受君、この３ｍ、４ｍ材を自分
で設計通りに合わせてカットして、組んでいくんだ
ぞ、（大変なんだぞ～）」とすごんでも、本人はビビ
ることなく「おもしろそうっすね～」とどこ吹く風。
実際の施工では、水勾配のあるコンクリーの地面

に束や支柱を垂直に立てることや、パーゴラなどの
上物（うわもの）の木組みなどに藤井もボクも日常
業務の合間をぬって、現場に頻繁に駆けつけたが、
メインで作り上げていったのは毛受君だ。それは認
める。

でも、やっとデッキが完成して歓声を上げていた
ら、ミスター毛受曰く、「木もちe－デッキって作る
のも気持いいすっね～。どっかもう一棟作るとこな
いですかね～」だと。君は小川耕太郎といいコンビ
が組める。まぁ、これからは二人であんじょう、やっ

てちょうよ～と思っていたらインターン期間が終了
し毛受君は帰ってしまった。毛受君みたいに早くは
走れないけど、まぁぼちぼちやっていきますよ。木
もちe－デッキ一般化プロジェクトという彼からの
宿題を抱えて。
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