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~研究論文 a・v

木質小片断熱材を充填した木造外壁の耐火性能

-遮熱性および構造安全性:グラスウール充填壁との比較ー*1 

谷内博規*2 関野 又~ *3
5呈 山内

Fire safety of wooden walls filled with wood shaving insulation panels 

剛*4 

- Its heat shielding effect and structural safety compared to fiberglass-

filled walls -

Hironori TANJUCHI* 2， Noboru SEKINO* 3， Go Y AMAUCHI* 4 

The insulation panels developed in出isstudy are composed of wood shavings compressed into a 

mat with a density of 110 kg/m3 without any binder. This mat is lapped with plastic film that 

works as a damp proof course. This paper describes fue tests conducted with a full-scale-thick 

wooden frame wall that was sandwiched with wood-fiber cement board and plast巴rboard. The test 

wall was filled with 100-mm-thick wood shaving insulation panels or fiberglass insulators， or a 

ho¥low. Thes巴 threetypes of wa¥l w巴r巴巴xaminedfor heat shielding effect and cross section loss of 

wood column (l05mm by 105mm). The results revealed that the test wall filled with our insula-

tion panels had a higher heat shi巴Idingp巴rformancethan other walls. This is b巴causecharring of 

wood shavings generates water and some of it remains near the rear surface of the panels due to an 

existence of plastic film， and consequently， the water consumes vaporization energy and resu¥ted 

in keeping a temperature lower than of around 100oC. The heat shielding performance was found 

to have a qua¥ity equivalent to the 60-minute quasi-fireproof performance stipulated in the Building 

Standard Law of Japan. Furthermore， our insulation panel was found to provide a wall less cross 

section loss of wood column than a wall fi¥ling with fib巴rglass. This suggests that wood shaving 

insulation panels are superior to fiberglass in terms of structural safety by fire as well as heat 

shielding performance. 

Key words : wood shaving insulation， fiberglass， heat shielding 
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要旨

プレーナー屑を型枠中で、密度110kg/m3に圧縮し，これを防湿フィルムで被覆した断熱材

(木質小片断熱材)を製造した。この断熱材を木造軸組のモデル壁体に充填し，耐火試験を行

って，遮熱性と柱の断面欠損を調べた。比較対照は中空壁およびグラスウール充填壁とした。

その結果，木質小片断熱材を充填した壁体では，遮熱性が中空壁やグラスウール充填壁より

も優れ，準耐火構造相当の遮熱性が認められた。また，加熱60分後の柱の断面欠損率は，木

質小片断熱材を充填した場合，グラスウール充填壁の約60%に抑制され，構造安全性の面で

も木質小片断熱材の優位性が示唆された。

1 .緒 言

現在，住宅の壁体には， 一般的にグラスウール，

ポリウレタンフォームなどの断熱材などが用いら

れているが，最近，環境への配慮から，スギ樹皮

を用いた低密度ボード 1) 古紙等を用いたセル

ロースファイパー 2)など，生物資源を原料とする

断熱材が注目され，研究，実用化が進められてい

る。関野らは，プレカ ットや集成材工場から排出さ

れる乾燥プレーナー屑に着目し，これらを原料と

する木質小片断熱材を開発した。この断熱材は，気

乾状態の木質小片を型枠中に詰め，接着剤を使用

せずに常温圧縮し，圧縮された小片マッ トを薄物

MDFで挟み，これら全体を防湿フィルムで被覆し

て製造される。断熱性に及ぼす木質小片の含水率

の影響3) 蓄熱効果ぺ 吸音性および遮音性5)に

関する研究が進められると同時に，製造プラント

の開発が行なわれ，実用化の段階を迎えている。

本断熱材は最も一般的な住宅用グラスウール断

熱材の代替を目的とするが，原料である被覆材や

木質小片は可燃性であるため，開発当初より耐火

性が問題視されてきた。そこで，本断熱材の小型

試験体に対して，建築材料燃焼性試験装置を用い

て燃焼挙動を知る基礎実験6)を行った結果，以下

の知見を得ている。 1)燃焼・熱分解で形成され

た炭化層に断熱効果が発現する， 2)小片が保有

する結合水および燃焼による発生水分の一部が非

加熱面側の被覆材付近に残存するため供給エネル

ギーは凝結水の蒸発潜熱に消費され，非加熱面側

の被覆材付近は比較的長時間にわたって1000C以

下に保持される， 3)その結果，燃焼 ・炭化速度

も減少する。

上記の知見は，本断熱材が他材料のように薬剤

による防火処理7)を行わなくとも高い遮熱性をも

つことを示唆する。しかし，本断熱材を充填した

木造壁体の耐火性能に関しては，壁体材料の部分

的かつ集中的な燃焼と脱落，炭化収縮による亀裂

発生などにより， 壁体非加熱面温度が急激に上昇

する危慎がある。そのため，実大レベルでの遮熱

性，構造安全性の検証が必要と考える。

そこで本研究では，本断熱材を充填 した木造軸

組みのモデル壁体を作製し，屋外および屋内側加

熱による耐火試験を実施した。壁体の遮熱性と柱

の断面欠損を調べ，グラスウール充填壁および中

空壁の場合と比較した。

2.実 験

2. 1 供試断熱材

木質小片断熱材は，株式会社ヤマウチの製造プ

ラントを用いて以下の条件で製造された。寸法 :

1110 x 370 x 100mm，原料小片 :針葉樹 (ベイマ

ツ・カラマツ・スギ)の混合プレーナー屑 (含水

率は10.6%，飾目 3mm以下は除去)，断熱材密

度:110kg/m3 (小片圧縮マットの密度)，断熱材側

板;MDF (厚さ2.6mm，密度783kg/m3
)，被覆材:

建築用防湿フィルム (厚さ0.15mm，ポリエチレン

製)。 製造方法の詳細は既報3-5)を参照されたい。

また，対照材料として，密度16kg/m3の市販グラス

ウール断熱材を上記と同様の寸法で使用した。

2.2 モデル壁体の作製

モデル壁体の供試材料を表 lに，その断面構成

を図 lに示す。壁体寸法は1200x 1200 x 145mm 
であり， 105mm角のカラマツ集成柱材を中心とし

て，左右対称、に断熱材が配置された。壁体の仕様

は，断熱材を充填しない中空，グラスウール充填，

木質小片断熱材充填の 3種類とした。壁体の作製

木材保存 Vol. 34-2 (2008) 
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表 1 モテ.')レ壁に用いた材料の仕様

Table 1. Spesifications of the materials used for the test walls 

Density 

部材 材料 寸法 (mm)

Components Materials Dimensio日

柱 カラマツ集成材 105X 105X 1100 

Post Larch laminated lumber 

枠材 カラマツ集成材 105 x 45 x 1100 or 1200 
Timber frarne Larch laminated lumber 

胴縁 スギ材 35X 18X 1200 

Wood furring strip Sugi 

内装材 石膏・ボード 9.5 (厚)

lnterior Plasterboard 9.5 (Thickness) 

外装材 窯業系サイデイング 12 (厚)

Exterior Wood fiber-cement board 12 (Thickness) 

防水シート タイ ベッ ク@ 0.15 (厚)

Waterproof sheet Tyvek@ O. 15 (Thickness) 

断熱材 グラスウール 100 (厚)

Insulator Fiberglass 100 (Thickness) 

木質小片 l∞ (厚)

Wood shavings 100 (Thickness) 

密度 (kg/m3) 

475 

475 

298 

704 

160 

110 

一ー……一一一一一回一川

枠材 内装材柱材

外装材 断黙材 防水シー ト

Exterior Insulator Waterpr帥 fshcct

「町党交廼福窓週.~ーー 側板 (MDF) Side platc 

..... ¥ 木賞小片 W曲 ds h a，~ng 

II¥¥被覆材 Plastic自1m

断験材 lnsulator

図 1 壁体の構成司断面図

Fig. 1 • Structure and cross-sectional view of test wall 図 3 壁体断面の熱電対設置位置 (mm)

ness 

Fig. 3. Positions of thermocouples throuth the wall thick-

過程で，図 2および図 3に示す位置に線径0.65

mmの K熱電対を設置した。ただし，壁体厚さ方

向の設置位置は，耐火試験の加熱方向により若干

異なっている。

2.3 耐火試験

耐火試験は，プロパンガスを燃料とする加熱面

lX lmの垂直炉を用いて， IS0834の加熱曲線に

基づき無載荷で実施した。加熱はモデル壁体の屋

外側および屋内側とし，壁体の種類と加熱時間と

の組合せは表2の通りである。ただし，試験は各

l体とした。また，中空壁では，非加熱側面の温

度上昇幅が4測定点の平均で140
0Cに達した時点，

枠材 柱材

:45 

370 

13701111011200 

370 

"s 

図 2 壁体の見取図 (mm)

Fig. 2. Sketch map of test wall 
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表 2 加熱条件

Table 2. Heating conditions 

加熱方向

Heating dirc氾tlOns

屋外側

Outside 

屋内側

Inside 

壁体の種類

Type of walls 

なし(中空壁)

Hollow wall 

グラスウール充填

Fiberglass-filled 

木質小片充填

Wood shavings-filled 

グラスウール充填

Fiberglass-filled 

木質小片充填

Wood shavings-filled 

加熱時間 (分)

Heating time 

38 

60 

45. 60. 90 

45 

60 

または，いずれかの測定点で1800Cに達した時点で

試験終了とした 8)。

一方，木質小片断熱材の遮熱メカニズムである

小片の高含水率状態を検証するため，加熱時間45

分と60分の屋外側加熱試験では，非加熱側の石膏

ボードの一部(l5cmX15cm)と断熱材の被覆材を

切開し，小片約 4gを採取して含水率を測定した。

なお，小片の採取は加熱開始後11.5， 17.5， 27，37 

分の 4条件(前 2者は断熱材の加熱側表面温度を

基準，表3の欄外参照)とした。

また，加熱終了後，散水して壁体を消火し，断

熱材の燃え残り状況を観察した。木質小片断熱材

では，未炭化部の厚さをlOmm単位で測定した。測

定位置は，壁体の中央高さを基点に::t20cm，::t40 

cmの高さ位置で，断熱材幅方向 4等分の 5点と

し，合計50点とした。続いて，柱材を壁体から取

り外し，炭化部をワイヤーブラシで除去した。柱

材の長さ方向中央を基点に， ::t20， ::t40cmの計5

断面について，柱側面の焼失厚さを，奥行き方向

10mmごとに柱側面の炭化深さをO.lmm精度で

測定した (図7参照)。

3.結果と考察

3. 1 木質小片断熱材の遮熱性

3.1.1 屋外側加熱

炉内，壁体内部および非加熱表面の温度上昇の

様子を図 4に示す。中空壁体(図 4上段)では，

加熱開始後約38分で内装材表面の平均温度が

158"Cに達した。試験開始直前からの温度上昇幅

が140"C以上となったため，この時点で試験を終了

した。この試験結果より ，少なくとも加熱30分間

-63-

は1400

C以下の温度上昇幅を内装材非加熱面で保

持したと言える。すなわち，断熱材を充填しなく

とも，外装に窯業系サイデイング，内装に石膏ボー

ドを施工した壁体であれば，防火構造相当の遮熱

性を有すること 9)が確認された。

グラスウール充填壁(図4中段)では，断熱材

非加熱面 (d=lOOmm)の温度が加熱25分から急上

昇し， 60分には356"Cとなった。この温度上昇はグ

ラスウールの溶融に起因すると考えられる。しか

し，内装材非加熱面の温度は加熱60分後でも 117
0

C

に留まり，中空と比較して，その温度上昇は緩や

かであった。

一方，木質小片断熱材充填壁(図 4下段 :加熱

90分の試験体)において，断熱材非加熱面 (d=lOO

mm)の温度に着目すると，たとえば加熱30，45，60

および90分後で，それぞれ， 83，78，78および268
0

C

であった。この温度変化の挙動は，明らかにグラ

スウールとは異なった。すなわち，グラスウール

では加熱約 6分後に温度上昇が開始したが，本断

熱材ではその倍の加熱12分後であった。その後，

グラスウールでは単調増加の温度変化となった

が，本断熱材では一旦83"Cまで上昇した後，加熱

50分近辺では75"Cまで低下した。その後，加熱69

分時点で1000Cに達するあたりから直線的な温度

上昇が始まった。本断熱材のこのような遮熱効果

によって，内装材非加熱面の温度は，加熱90分後

でも86"Cに留まっていた。また，断熱材内部の各

深さで温度変化を観察すると， 1000C以下に保持さ

れる時間は，深さ25mmで25分， 50mmで31分， 75 

mmで46分であり，加熱面から離れるほど1000C以

下を保持する時聞が長い傾向となった。本断熱材

の遮熱効果には，木質小片の燃焼により発生する

水分の影響が考えられるため，後述する3.2.1で，

木質小片の含水率データとあわせて更に検討する。

3.1. 2 屋内側加熱

炉内，壁体内部および非加熱表面の温度上昇の

様子を図 5に示す。屋外側加熱と比較すると，壁体

内部の温度上昇は明らかに速かった。たとえば，

グラスウール充填壁(図 5上段)では，加熱32分で

外装材非加熱面の平均温度が153
0Cに達し，温度上

昇幅は140"Cとなった。また，木質小片断熱材充填

壁(図 5下段)では，加熱60分後でも外装材非加熱

面の温度は1000C以下であったが，断熱材非加熱面

木材保存 Vol. 34-2 (2008) 
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図4 屋外側加熱試験における壁体各部の温度上昇

Fig. 4. Temperature rises at each position through the wall thickness 

obtained by the outside heating test 

(d=100mm)が100"C以下に保持された時間は約

44分間となり ，屋外側加熱の2/3の時間に減少した。

このような遮熱性低下の要因は，窯業系外装材

と石膏ボードの耐火性の違いと考えられる。屋内

側試験の場合，加熱面である石膏ボー ドに亀裂が

生じ，一部は炉内に脱落するなど，直火による断

熱材の加熱が観察されたが，屋外側加熱では外装

材の脱落は認められなかった。

以上の実験結果より，屋外側，屋内側の両加熱に

おいて，木質小片断熱材を充填した壁体の方がグ

ラスウールよりも遮熱性に優れることが確認され

た。また，その遮熱性から判断する限り ，少な くと

も準耐火構造以上であることが明らかとなった。

3.2 木質小片断熱材の燃焼特性

3.2.1 小片含水率の増加

写真 lに小片採取時(加熱17.5分後)の様子を

示す。被覆材の内側に多量の凝結水が観察され，

被覆材を切開すると水蒸気が噴出した。これより，

少なくとも断熱材の非加熱側付近は，水蒸気飽和

状態にあったと考えられる。水蒸気の由来は熱分

解生成物であるが，水蒸気は加熱側である炉内に

排出される他， 断熱材の非加熱側にも移動し，被

覆材が遮湿層となって断熱材内部に閉じ込め られ

たと言える。このような状態にある小片の含水率

木材保存 Vol. 34-2 (2008) 
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図5 屋内側加熱試験における壁体各部の温度上昇

Fig. 5. Temperature rises at each position through the wall 

thickness obtained by the inside heating test 

は，表3に示す測定結果となった。加熱前の含水

率は約11%であるが，加熱11.5分後では16-25%，

加熱17.5分後以降は21-47%の範囲にあった。な

お，表3には含水率測定時の温度 (d=100mm)と，

その温度における飽和水蒸気圧に平衡する含水率

(“露点含水率"と表記)を記した。 加熱17.5分以

降では，含水率測定値のほとんどで“露点含水率"

以上となっており，小片が凝結水を吸収した状態

であることを示唆する。

これらの結果から，加熱時間の増加とともに含

水率が増加することは明らかである。したがって，

3.1.1で前述した木質小片断熱材の遮熱効果の要

因として，次のことが挙げられる。すなわち，木質

小片の燃焼で発生した水蒸気の一部が，次々と断

熱材の低温側へ移動して凝縮するため，供給エネ

ルギーが蒸発潜熱として費やされ，水分が存在す

る聞は100
0

Cを越えないものと考えられる。また，

図4下段の木質小片断熱材充填壁の加熱90分の試

験体において，深さ50mm，75mm，そして特に深さ

100mmで観察された100
0

C以下での若干の温度降

下について，その理由は不明であるが，凝縮水の蒸

写真 1 木質小片の採取

Photo 1. Sampling of wood shavings for measuring 

moisture contents. 

発により多くの潜熱が費やされた可能性がある。

これより，既報6)の基礎実験で推測された遮熱

メカニズム(非加熱側の被覆材付近に残存する水

分によって，供給エネルギーが凝結水の蒸発潜熱

に消費され，非加熱側の被覆材付近は比較的長時

間にわたって100'C以下に保持される)が実大レベ

ルで確認されたと言える。

3.2.2 炭化深さと炭化速度
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表 3 小片含水率の測定結果

Table 3. Moisture contents of wood shavings at various heating time 

耐火試験 (60分間)

加熱時間 (m;n) Fuepr∞f leSI (60m;n) 

Heat川 gt1me 含水率(%) 小片iN:t度 ("C) 露点含水準(%) ... 

耐火試験 (45分間)

F1町 roofI凶 (45m;n)

小片温度("C) 露点含水率(%)..・
M015tU陀 content 丁目nperatu問 Moisture content at de川 Poml

含水率(%)

Moisture content Temperature Moisture content at dew point 

11.5・ 24.6 37 29 16.3 15 31 

17.5・・ 38.8 82 25 34.4 85 25 

27.0 47.0 89 24 21. 2 84 25 

37.0 38.7 89 24 37.4 90 24 

本加熱側の断熱材表面がおotに達した時占

Heating lime when lhe oUlside surface temperatu問 ofthe insulalor reached 260"(: 
**加熱側の断熱材表面が4∞℃に遼Lた時点

Heating IIl1le when the ou四 desurface tem問団lu問 ofthe insulalor reached 4∞℃ 

*市本吉水準測定時の小片が，その温度における飽和水蒸気と平衡する含水準を露点含水率と定義した

Mo岨tu問 contentswhich equilibrate with lhe saturatcd vapor p問ssureat Ihe wood shavings temperarure 

屋外側加熱90分試験で得た断熱材内部の温度変

化 (図4下段)を用い，加熱時間15分毎に断熱材

内部の温度分布を描いたのが図 6(a)である。なお，

図中にはロ ットの直線補聞により，防火上の出火

危険温度10)とされる260
0

Cとの交点も示しである。

いま，260
0Cを炭化温度とみなし，この温度以上の

部分で、は小片が炭化していると仮定する。図6(a) 

から得られる加熱時間と炭化深さの関係を示した

のが図 6(b)であり，さらに，炭化深さを加熱時間で

除して炭化速度を求め，同図中に示した。ただし，

この炭化速度はあくまで本実験の壁体仕様に限定

されたもので，断熱材単体の炭化速度ではない。

図6(a)において，加熱時間が45，60， 90分間と

増加すると，推定された炭化深さは59，75， 100mm 

:凡(叫|
600 'r¥ '¥. n 75mIll'(、

となり，加熱60分間でも断熱材厚さの約1/4が未炭

化状態と試算された。耐火試験後の未炭化厚さの

測定結果は，加熱45分間で、平均43mm(炭化深さ57

mm)，加熱60分間で、平均33mm(炭化深さ67mm)と

なり，推定した炭化深さは実測値とほぼ一致した。

図6(b)において，炭化速度は加熱時間の増加と

ともに急増し，加熱45分間で炭化速度1.3mm/分

と最大を迎え，その後，減少に転じた。このよう

な炭化速度の減少は，既報6)の基礎研究でも観察

され，その理由を，木質小片の燃焼で発生した水

蒸気が，断熱材内部で飽和状態を継続し，加熱に

よる供給エネルギーが水分の蒸発潜熱に消費され

るため，断熱材非加熱側の温度上昇の停滞が起こ

る，としている。小型試験体で認められた本断熱

80 ~ -'X. • ~ 1.2 

51型以 ;5kぞで)s4001¥ 45 ・~ "\~'" I Rム者』 喧箇逼

制諮田署 6ER=300 30 M 泌さ 40 ~ ./ I ~ 0.6 :u巡 LiJ 

f下件当 :lZ " 17 
25 50 75 100 0 15 30 45 60 75 90 

断青島材加脅書面からの深さ(mm) 加黙時照(mio)

Depth from the Insulator surface Heatiog time 

図 6 屋外側加熱における断熱材厚さ方向の温度分布(a)および加熱時間と炭化深さ・炭化速度の関側b)

Fig. 6 . Temperature profiles of the wood shaving insulator (a) and relationships between heating time 

and charring depth， and those between heating time and charring rate (b) obtained by the 

outside heating test. 
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材の燃焼の遅延効果が，本実験により実大レベル

でも発現することが明らかとなった。

3.3 柱の断面欠損

耐火試験後に残存する柱の断面について，測定

した 5断面のうち最小のものを図 7に示す。また，

欠損した断面積を図 7より幾何学的に求め，試験

前の断面積(105X 105mm)に対する百分率(断面

欠損率)として，表4に示した。

屋外側加熱における柱の断面欠損率を，木質小

片断熱材充填とグラスウール充填で比較すると，

加熱60分の場合，前者が17%であるのに対し，後

者は29%で約1.5倍となった。屋内側加熱の場合

は同ーの加熱時間で直接比較ができないが，グラ

スウール充填では加熱45分で断面欠損率45.4%で

あったのに対し，木質小片断熱材充填ではさらに

15分長い加熱60分でも断面欠損率41.7%に留ま っ

た。以上の結果より，本断熱材はグラスウールよ

加然菌 Heatedsunace 

8
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りも柱の保護効果が高いと言える。また， 屋内側

加熱での断面欠損率は，屋外側加熱よりも大きく

なったが，これは3.1.2で述べた加熱面の遮熱性

の差異が要因と考えられる。

柱断面の欠損形態に着目すると，グラスウール

充填では加熱面および2側面の 3方向から燃焼・

焼失したのに対し，木質小片断熱材では， 加熱面

からの燃焼のみに留まっていた。この理由とし

て，グラスウールでは収縮 ・溶融により ，加熱面

だけでなく，柱側面も高温に曝されるのに対し，

木質小片断熱材では小片が圧縮されているため，

炭化，燃焼による断熱材の外見上の収縮変形がほ

とんど生じず，さらに断熱材の側板である MDF

は密度が高いために柱の保護を助長したと考えら

れる。事実，試験後の観察では，MDFの燃え残り

が確認された。

以上の結果より，木質小片断熱材を用いた場合，

慶外側加黙
Outside heating 

0:グラスウール・加然60分間
Fiberglassl 60・minuteheating 

ム:木賞小片・加需品45分間
Wood shavings 145・minuteheating 

...: ;木賞小片 ・加熱60分間
Wood shavings 160いminuteheating 

A :木賞小片"加勲90分間
Wood shavings 190・minuteheating 

帽52.5-37.5 ・22.5 -7.5今7.5 22.5 37.5 52.5 
非加費書面柱中央

U蜘剖Ing叩巾凶widtbcenter (mm) 

加葬書面 Heatedsunace 

-52.5 幽37.5-22.5 -7.5. 7.5 22.5 37.5 52.5 
非加需品ば冨桧中央

Unheating叩 rface/widtbcenter (mm) 

図7 柱 (105mmXl05mm)の断面欠損

Fig. 7. Cross section loss of the burned post 
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表 4 各試験壁で得られた柱材の最大断面欠損率

Table 4. Maximum cross section loss of the post for each test wall 

断熱材

Insu1ator 

屋外側加熱

Outside heating 
屋内側加熱

lnside heating 

。。n
 

片
山
H

ト

M

質

h

木
仰W

 

加熱時間 (min) 断面欠損率 (%)

H巴atmgtlme Cross section 10s5 

45 8.2 
60 17.0 
90 32. 7 

60 29.1 
グラスウール

Fiberg1ass 

加熱時間 (min) 断面欠損率 (%)

Heating time Cro5S 5ection 1055 

60 41. 7 

45 45.4 

柱の断面欠損はグラスウールと比較して抑制さ

れ，構造安全性に優れることが示唆された。また，

木質小片断熱材はグラスウールと比較して収縮変

形が少なく，非損傷性の観点から防火上優位であ

ることが示された。

4 結 論

耐火試験の結果，木質小片断熱材は，小片の燃

焼により発生した水蒸気が，断熱材内部で飽和状

態を継続し，加熱による供給エネルギーを水分の

蒸発潜熱に消費させるため，断熱材非加熱側の温

度上昇の停滞が起こり，代替材として想定するグ

ラスウールよりも高い遮熱性を有することが実大

レベルで確認された。さらに，木質小片断熱材は，

グラスウールと比較して，耐火試験後の収縮変形

が少なく，柱材の断面欠損が抑制されるため，構

造安全性の観点からも優位であることが示され

た。また，遮熱性の観点からは，少なくとも準耐

火構造相当の性能が期待できるが，今後は載荷条

件での耐火試験により，構造安全性について更に

検討が必要であろう 。
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