
認 定 書

国 住 指 第 106号
平成 30年 5月 11日

旭化成建材株式会社

代表取締役社長 堺 正光 様

国土交通大臣  石井

下記の構造方法等については、建築基準法第 68条の 25第 1項 (同法第 88条第 1項にお
いて準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第 2条第人号並びに同法施行令第 108条

第一号及び第二号 (外壁 (耐力壁):各 30分問)の規定に適合するものであることを認める。

記

1.認定番号

PC030BE-3752(4)

2.認定をした構造方法等の名称

人造鉱物繊維断熱材充てん/鋼板・外装下張材 [せつこうボー ド、木質系ボ

ー ド、セメン ト板又は火山性ガラス質複層板]。 フェノールフォーム板 。構

造用面材 [木質系ボー ド、セメン ト板、火山性ガラス質複層板又はせつこう
ボー ド]表張/せっこうボー ド裏張/木製軸組造外壁

3.認定をした構造方法等の内容

別添の通 り

五

(注意)こ の認定書は、大切に保存 しておいてください。



(別添 )

1.構造名                           .    
′

(1)鋼板・フェノールフォーム板・構造用面材 [木質系ボー ド、セメン ト板、火山性ガラネ質複層板又はせつ

こうボー ド]表張/せつこうボー ド裏張/木製軸組造外壁

(2)鋼板・外装下張材 [せつこうポー ド、本質系ボー ド、セメン ト板又は火山性ガラス質複層板]・ フェノー

ルフォーム板・構造用面材 [木質系ボー ド、セメン ト板、火山性ガラス質複層板又はせつこうボー ド]表
張/せつこうボー ド裏張/木製軸組造外壁           ア

(3)人 造鉱物繊維断熱材充てん/鋼板・フェノールフォーム板・構造用面材 [本質系ボー ド、セメン ト板、火

山性ガラス質複層板又はせつこうボー ド]表張/せつこうボー ド裏張/木製軸組造外壁

(4)人造鉱物繊維断熟材充てん/鋼板・外装下張材 [せちこうボー ド、本質系ボー ド、セメン ト板又は火山性

ガラス質複層板]・ フェノールフォーム板・構造用面材 [本質系ボー ド、セメン ト板、火山性ガラス質複

層板又はせつこうボー ド]表張/せっこうボ
=ド裏張/木製軸組造外壁

21寸法及び形状等 (寸法単位 :nlm)

3.材料構成

(1)主構成材料 (寸法単位 i nlm)

項    目 仕 様

壁   高 構造計算等によつて構造安全性が確かめられた寸法

壁  厚 161.85以上

項   目 仕 様

柱 材料 :(1)又 は (2)の いずれか一仕様

(1)日 本農林規格に適合する針葉樹の構造用製材、構造用集成材

(2)日 本農林規格に適合する構造用単板積層材
・寸法 :105X105以 上

・密度 :0.38(± 0.08)g/cm3以上

間柱 材料 :日 本農林規格の品質に適合する木材  (製材、集成材又は単板積層材)

。寸法 :27× 105以上

・間隔 :500以 下

外装材 [1]材料 :(1)又 は (2)の いずれか一仕様

(1)塗装板   .
・材質 :1)～ 11)の ヤヽずれか一仕様                 .

1)塗装溶融亜鉛めっき鋼板 (」 IS G 3312)

2)塗装溶融亜鉛-5%アル ミユウム合金めっき鋼板 (」 IS G 3818)

3)塗装溶融 55%ア ル ミニウムー亜鉛合金めっき鋼板 (」 IS G 3322)

4)ポ リエステル樹脂系塗装/アル ミユウム・亜鉛合金めっき鋼板

(国土交通大臣認定不燃材料 :卜lM-802s)

5)両面ポリエステル樹脂系塗装/アル ミニウムめっき鋼板

(国土交通大臣認定不燃材料 :卜lM 9583、 卜lM-9584)

6)塗装/亜鉛めっき鋼板 (国土交通大臣認定不燃材料 :卜lhI-8697)

7)両面アクリル樹脂系塗装/亜鉛めっき鋼板

(国土交通大臣認定不燃材料 :いlM 8341、 剛-8514)        !
8)フ ッ化ビユジデン樹脂系塗装/両面アクリル・塩化ビニル樹脂系塗装/亜鉛めっ

き鋼板 (国土交通大臣認定不燃材料 :卜 lヽl-8400)

9)フ ッ素樹脂系塗装/裏面ポリエステル樹脂系塗装/アルミニウムめっき鋼板

(国土交通大臣認定不燃材料 :剛-9662)

10)両 面ポリエステル材脂系塗装/溶融アルミユウムめっき

'岡

板

(国土交通大臣認定不燃材料 :卜lM-1863)

(別添 -1)

つづく



つづき (寸法単位 :tll11)

つづく

項   目 仕 様

外装材 (つづき) 11)両面塩化 ビニル樹脂系フィルム張/鋼板

(国土交通大臣認定不燃材料 :卜lM 1955)

。有機質量 :200(± 20)g/ポ以下 (塗装品、フィルムの有機質量も含む)

(2)無塗装板

・材質 :1)年 7)の いずれか一仕様

1)溶融亜鉛めっき鋼板 (」IS G 3302)

2)溶融アル ミニウムめっきφ岡板 (」 IS G 3314)

3)溶融 55%アル ミニウムー亜鉛合金めっき鋼板 (JIS G 3321)

4)溶融亜鉛 -5%アル ミニウム合金めっき鋼板 (JIS G 3317)

5)溶融亜鉛一アル ミユウムーマグネシウム合金めらき鋼板 (」 IS G 3323)

6)高耐侯性圧延鋼材 (」 IS G 3125)

7)アル ミニウム・市鈴合令めっき鋼板 (国十交涌大臣認定不燃材料 :卜lM二 8027)

・表面塗装 :1)～6)の いずれか一仕様又は組み合わせ

1)ア クリル樹脂系塗料

2)アクリルウレタン樹脂系塗料

3)ア クリルシリコーン樹脂系塗料

4)ふっ素樹脂系傘料
5)エポキシ樹脂系塗料

.6)無
機質系塗料

・有機質量 :200(± 20)g/『 以下 (有機固形分)

[2]形状

・鋼板厚さ :0.35以上

`働き幅 :(1)、 (2)又は(3)のいずれか―仕様

(1)差込式 :100(± 10)以上 500(± 50)以下

(2)重ね式 :100(± 10)以上 725(± 72)以 下

(但 し働き幅が 500を超える場合は、中央部に 1か所以上ねじ留め)

(3)ハゼ締式 :100(± 10)以上 500(± 50)以 下

・断面形状 I平板又は凹凸板 (図 5、 図 6参照)

・山高さ :30以下

[3]固定方法 :(1)、 (2)又は(3)のいずれか一仕様

(1)差込式 :差込代 9以上

(2)重ね式 :重ね幅 15以上

(3)ハゼ締式 :ハゼ高さ15以上

[4]張 り方

縦張り又は横張り

(別添 -2)



つづき (寸法単位 :“ ll・)

項   目 仕 様

外装下張材 仕様 :(1)又は (2)の いずれか一仕様

(1)な し

(2)あ り

材料 :1)、 2)又は 3)のいずれが一仕様

1)セメント板

材質 :①～⑩のいずれか一仕様

①硬質木毛セメント板 (」IS A 5404)
。厚さ :15以上

②硬質木片セメント板 (」 IS A 5404)

・厚さ :12メ上  |
③パルプセメント板 (」IS A 5414)

・厚さ :6以上

④フレキシブルホ反 (」IS A 5430)

・厚 さ :3以上

⑤けい酸カルシタム板 (」IS A 5430)

・厚さ :5以上

⑥スラグせつこう板 (」 IS A 5430)

,厚さ :5以上

⑦繊維強化セメント板 (国土交通大臣認定不燃材料 :NM-8576)

・厚さ :5以上                      '
①繊縦混入けい酸カルシウ小板 (国土交通大臣認定不燃材料 :卜lM 8578)

・厚さ :5以上  十

⑨両面アクリル系樹脂塗装/パルプ 。けい酸質混入セメント板

(国土交通大臣認定準不燃材料 :QM-0457)
。厚さ :9以上

⑩パルプ混入けい酸カルシウム板

(国土交通大臣認定不燃材料 :いlM 0656)

・厚さ :4以上

2)火山性ガラス質孝痕層板 (JIS A 5449)

・厚さ :6以上

3)せっこう.ボー ド

材質 :①え④のいずれか一仕様
' 

①せっこうボー ド (」 IS A 6901)

・厚 さ :915以 上

②強化せつこうボー ド (JIS A 6901)
。厚 さ :12.5以上

③シTジングせっこうボー ド (」 IS A 6901)

・厚 さ :9.5以上

④ガラス繊維不織布入せっこう板 (国土交通大臣認定不燃材料 :ⅢIM 2286)

・厚 さ :5以上        |   (_

っづく

(別添 -3)



つづき (寸法単位 :Hll・ )

っづく

項   目 仕 様

構造用面材 材料 :(1)～ (4)のいずれか一仕様

(1)木質系ボー ド

材質 :1)～5)のいずれか 仕様

1)構造用合板 (日 本農林規格に適合するもの)          「

・厚さ :9以上                   '
2)構造用パネル (日 本農林規格に適合するもの)

・厚さ i9以上

3)パーティクルボー ド (JIS A 5908)
。厚さ :9以上

4)ミ ディアムデンシティファイバーポィ ド (」IS A 5905)

・厚さ :9以上
。密度 :0.70(± 0.07)g/cl■

3以上

5)シージングボー ド (」IS A 5905)

。厚さ :12以上  ′

・密度 :0.33g/伽3以上

(2)セ メント板

材質 :1)～8)のいずれか一仕様

1)硬質木毛セメント板 (.TIS A 5404)          .
,厚 さ :15以上

2)石更質木片セメント板 (」IS A 5404)

・厚さ :12以上      `         ′

3)パルプセメント板 (」IS A 5414)

。厚さ :9以上

4)フ レキシブル板 (」 lS A 5480)

。厚さ :9以上

:  5)けい酸カルシウム板 (」 IS A 5430)
。厚さ :り 以上

6)ス ラグせつこう板 (JIS A 5430)
。厚さ :9以上

7)繊維混入けい酸カルシウム板 (国土交通大臣認定不燃材料 :いlM 8578)

・厚さ :9以上

8)両面アクリル系樹脂塗装/パルプ 。けい酸質混入セメント板

(国土交通大臣認定準不燃材料 :Qヽl-0457)

・厚さ i9以上

(3)火山性ガラス質複層板 (」IS A 5440)

。厚さ :9以上   ｀

(4)せちこうボー ド

材質 :1)｀3)のいずれか一仕様

1)せつこうボー ド (」 IS A 6901)

。厚さ :9.5以上

2)強化せつこうポード (JIS A′ 6001)

.。 厚さ :12.5以上

3)両面ボー ド用原紙張/せっこう板 (国土交通大臣認定不燃材料 :卜lM-4127)

・厚さ :α 5以上

(別添 -4)



つづき (寸法単位 :Hlnl)

項   目 仕 様

外張断熱材 材料 !(1)く (2)又は (3)の いずれか―仕様

(1)フ ェノールフォーム保温板又はフェノールフオーム断熱材

(」 IS A 9511又 は JIS A 9521)              ′

!厚 さ !20～ 100

・密度 (基材):29(± 3)～ 41(± 4)kg/m3
・面材 (両面):1)～ 4)の いずれか二

仕様

1)ポ ジエステル不織布

`使用量 10(± 1)～30(± 3)g/m2(片 面)

2)ポ リプ芭ピレン不繊布
。使用量 10(± 1)～30(± 3)g/m2(片 面)

3)ポ リエテレン加工紙
。使用量 10(± 1)～30(± 3)g/m2(片 面)    、

4)な し

(2)フ ェノールフォーム保温板充てん/両面エポキシ系樹脂塗装アルミ■ウム合金はく

(国上交通大臣認定不燃材料 i卜lM-3e15)         、
・厚さ :20(± 2)～ loo(± 2)

(3)裏面ポジエテレン系樹脂塗装炭酸カブレシウム紙張/フェノールフォームイ呆温版裏張

/ア クリル系樹脂塗装パルプガラス繊維混入けい酸マグネシウム板
(国土交通大臣l認定不燃材料 :NM-3751)

・厚 さ i20(± 2)～34.46(± 2)′  ́     =

充てん断熱材 仕様 :(1)又は(2)の いずれか一仕様

(1)漆 し        
｀イ ′

(2)あ り

材料 11)又は 2)の いずれか一仕様   '
1)グラスウール又はグラスウール断熱材 (」IS A 9504又 は JIS A 9521)

。厚杏:Й9以上          _
l密度 :10kg/m3以 上                    ´

2)ロ ックウール又′まロックウエル断熱材 (」IS A 9504又 は JIS A 9521)
。厚 さ :20以上                     (
a密度 :24kg/m3以 上    

‐  '

内楽材 材料 :(1)又は1(2)の いずれか一仕様

(1)せっこうボ■ ド (」 IS A 6901)

。厚さ12.5以上

(2)強化せっこうボー ド (」 IS A 6901)

。厚さ12.5以上

(別添 -5)



(2)副構成材料 (寸法単位 :llll■ )

項   目 仕 様

胴縁 材料 :日 本農林規格の品質に適合する木材 (製材(集成材又は単板積層材等)

・寸法 :一般部  45× 15以上

継ぎ目部 45× 15以上×2本又は90× 15以上

・取付間隔 :500以 下

・方向 :縦又は横

受材

(構造用面材用)

仕様 :(1)又 は (2)の いずれか一仕様

(1)な し

(2)あ り

材料 :日 本農林規格の品質に適合する木材 (合板、製材、集成材又は単板積層材等)

・寸法 :27× 40以上

防水紙 仕様 :(1)又 は (2)の いデれか一仕様

(1)な し

(2)あ り

材料 :1)、 2)の いずれか―仕様

1)ア スフアル トフェル ト (lTTS A 6005)

。単位面積質量の呼び : 430g/ポ以下

2)透湿防水シー ト (JIS A 6111)    
′

・材質 :①、②又は③のいずれか一仕様又は組み合わせ

①ポリエチレン

②ポリエステル               、

③ポリプロピレン

防湿気なノィル
ム

仕様 :(1)又 は (2)の いずれか下仕様

(1)な し

(2)あ り

材料 :1)、 2)又 は 3)のいずれか一仕様      I
l)住宅用プラスチック系防湿フィルム (」 IS A 6930)

・厚さ :0.2以下    、
2)包装用ポリエチレンフィルム (」 IS Z 1702)

。厚さ :0,2以下

3)農業用ポリエチレンフィルム (JIs K 6781) .
・厚 さ :0.2以下

外装日地材

(外 装材横張時

で 目地を設 ける

場合)

仕様 :(1)又 は (2)の いずれか一仕様

(1)建築用シー リング材、バックアップ材及び金属ジョイナーの併用

(2)建築用シー ジング材及び金属ジョイナーの併用

材料 :

(1)建築用シー リング材 (」 IS A 5758)

・材質 :1)～ 7)のいずれか一仕様

1)ア クリル系樹脂

2)ポ リウレタン系樹脂

3)ア クリルウレタン系樹月旨

4)ポ リイツブチレン系樹脂

5)ポ リサルファイ ド系樹脂

6)シ リコーン系樹脂

7)変成シリコーン系樹月旨
。使用量 :56g/m以 上 (バ ックアップ材がない場合は 58g/m以上)

っづく

(別添-6)



つづき (寸法単位 :■ ll■)

項   目 仕 様

外装目地材

(つづき)

(2)バ ックアップ材

・材質 :1)～5)のいずれか一仕様

1)ポ リエテレン系樹脂

2)ポ リスチレン系樹脂

3)ポ リウレタン系樹月旨

4)ポ ジプロピレン系樹月旨

5)塩化 ビニル系樹脂

・使用量 :2g/m以上

(3)金属ジョイナー

・材質 :1)～ 10)のいずれか一仕様

1)溶融亜鉛めっき鋼板 (」IS G 3302)

2)塗装溶融亜鉛めっき

'岡

板 (」 IS G 3312)

3)溶融亜鉛 5%アル ミユウム合金めっき鋼板 (JIS G 3317)

4)塗装溶融亜鉛-5%ア ル ミユウム合金めっき鋼板 (JIS G 3348) |
5)溶融55%ア ル ミユウムー亜鉛合金めっき鋼板 (」 IS G 3321)

6)塗装溶融55%アル ミニウムー亜鉛合金めっき鋼板 (JIS G 3322)

7)ポ リ塩化 ビエル被覆金属板 (」 IS K 6744)

8)熱間圧延ステンレス1岡板 (JIS G 4304)

9)冷間圧延ステンレス1岡板 (」 IS G 4305)

10)溶融亜鉛―アル ミユウムーマグネシウム合金めっき鋼板 (JIS G 3323)

・厚 さ :6.25以上

・形状 :H形又はジョイナーベエス及びジョイナーキャップのいずれか一仕様

目地幅 :13以下

金属ジョイナー形状 仕様 (1) 仕様 (2)

13以上

理
H形

Aッ クァップ材

シー リング材

13以上__
|~

憂
田 1硼上」
ジョイナーベース

・ジョイナーキヤップ

シーリングおオ

ジヨイナ‐ ヤップ

シーリング材

(別添 -7)

っづく



っづき (寸法単位 i nlm)

項    目 仕 様

内装目地材 仕様 :(1)又は (2)の いずれか一仕様

(1)な し

(2)あ り

材料 :1)又は 2)のいずれか一仕様、又は 1)及び 2)の併用

1)せ っこうボー ド用 目地処理材 (兼用ジョイン トコンパウン ド、」IS A 6914)

・塗布量 :50g/m以 上

2)ガラスファイバ‐テープ

。厚 さ :0。 13以上

・幅 :35以上

留付材 [1]外装材用

材料 :ね じ

・材質 :鋼製又はステンレス鋼製

… 寸法 :呼び径 φ3.0以上×L20以 上

。留付間隔 :500以下

[2]外装下張材用

材料 :(1)、 (2)又 は (3)のいずれか一仕様

(1)鉄丸くぎ(JIS A 5508)

・寸法 :N45以上

・留付間隔 :500以下

(2)く ぎ

・材質 :鋼製又はステンレス鋼製

・寸法 :φ l.7× 長さ25以上

・留付間隔 :500以下

(3)ね じ

・材質 :鋼製又はステンレス鋼製

・寸法 :胴部径 ol,9× 長さ25以上

・留付間隔 :500以下

[3]構造用面材用

l
/ヽ1料 :(1)'ψ (6)の い〕

こ
オ
′しか 仕様

(1)鉄丸くぎ (」 IS A 5508)

・寸法 :N32以上

。留付間隔 :周辺部 200以 下、中間部 300以 下

(2)太 め鉄丸くぎ (JIS A 5508)
,寸法 :銀32以上

。留付間隔 :周辺部 200以 下、中間部 300以 下

(3)シージングボー ド用くぎ (」 IS A 5508)

・寸法 :SN32以上

・留付間隔 :周辺部 200以 下、中間部 800以 下

(4)せっこうボー ド用くぎ (」 IS A 5508)

・寸法 :GN32以 上

・留付間隔 :周辺部 200以 下、中間部 300以 下

(5)く ぎ

・材質 :鋼製又はステンレス鋼製

・寸法 :胴部径 ol.9× 長さ 32以 上

・留付間隔 :周辺部 200以 下、中間部 300以 下

(別添 -8)
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つづき (寸法単位 :Hll・ )

項   目 仕 様

留付材

(つづき)

(6)ね じ

・材質 :鋼製又はステンレス鋼製

・寸法 :胴部径 φl.9× 長さ 32以上

・留付間隔 :周辺部 200以 下、中間部 300以 下

[4]外張断熱材用 :

仕様 :(1)又は(2)の いずれか一仕様

(1)な し         '
(2)あ り

材料 :1)～4)のいずれか一仕様

1)く ぎ

・材質 :鋼製又は必テンレス鋼製
・寸法 :胴部径φl,7× 長さ25以上

2)粘着層付きテープ (片面・両面)

・材質 :①～⑦のいずれか一仕様

①ブチルゴム系

②EPDMゴム系    `
③アクリル系

④アスファル ト系

⑥ポリエチレン系

⑥ポリエステル系

⑦ポリプロピレン系

・厚さ :1.0以下
。使用量 :420g/ポ 以下

3)ス プレーのり
。材質 :合成ゴム系樹脂

・塗布量 :100g/ぜ 以下

4)接着剤

・材質 :①～①のいずれか一仕様

①手ポキシ系樹脂

②酢酸ビニル系樹脂

③クロロプレンゴム系

④アクリル系樹脂

⑤アクリルウレタン系樹脂

⑥ポリウレタン系樹脂

⑦変成シリコーシ系樹脂

③EVA系 樹月旨

・塗布量 :350g/ポ 以下 :

[5]充てん断熱材用

仕様 :(1)又は (2)の いずれか一仕様

(1)な し

(2)あ り

材料 :ス テープル

・材質 :鋼製又はステンレス鋼製
。寸法 :肩幅 10以上、足長 6以上

(別添 -9)
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つづき (寸法単位 :■lm)

つづく

項   目

留付材

(つづき)

[6]内装材用

材料 :(1)～ (4)の いずれか一仕様

(1)鉄丸くぎ (」 IS A 5508)

。寸法 :N32以上

・留付間隔 :縦 200以 下、横 500以 下

(2)せっこうボー ド用くぎ(JIS A 5508)

・寸法 :GN32以上

。留付間隔 :縦 200以 下、横 500以 下

(3)く ぎ

・材質 :鋼製又はステンレス鋼製

・寸法 :胴部径 φl.9以上×長さ 32以上

・留付間隔 :縦 200以 下、′横 500以 下

:(4)ね じ

・材質 :鋼製又はるテンレス鋼製

・寸法 :胴部径 φl.σ 以上×長さ32以上

・留付間隔 :縦 200以下、横 500以 下

[7]月同縁用

材料 :ね じ        .
・材質 :鋼製又はステンレス鋼製

・寸法 :呼び径 φ4.2以上×I`75以 上

・留付間隔 :500以下 (胴縁直交方向)

100以上 500以下 (胴縁方向)

[8]受材用

材料 :(1)、 (2)又 は(3)の いずれか二仕様

(1)鉄丸くぎ(JIS 4 5508)

・寸法 :N45以上

や留付間隔 :柱、間柱に 1本以上/1箇所

(2)く ぎ

・材質 :鋼製又はステンレス銅製

・寸法 :胴部径φ2.45× 長さ45以上

・留付間隔 :柱、間柱に 1本以上/1箇所

(3)液 じ

・材質 :鋼製又はステンレス鋼製

・寸法 :呼び径 φ2.45× 長 さ38以 上

・留付間隔 :柱、間柱に 1本以上/1箇所

(別添 -10)



つづきサ (寸法単位 :nlm)

項   目 仕 様

留付材

(つづき)

[9]防水紙用

仕様 :(1)又 は(2)の いずれか一仕様

(1)な し

(2)あ り

材料 :1)～ 4)のいずれか一仕様

1)粘着層付きテープ (片面 。両面)

・材質 :①～⑦のいずれか一仕様

①ブチルゴム系

②EPDMゴム系

③アクリル系

④アスファル ト系

⑤ポリエチレン系

⑥ポリエステル系       ―

⑦ポリプロピレン系

・厚さ :1,0以下
。使用量 :220g/ポ以下

2)アルミユウムはく付き粘着テープ
。材質 :①、②又は③のいずれか一仕様

①ポリ■チレン系     
｀

②ポリエステル系

③ポリプロピレン系
・厚さ :1.0以下

・使用量 :220g/ポ以下

3)ス プレーのり

・材質 :合成ゴム系樹脂

・塗布量 :100g/ポ以下

4)ス テープル

・、材質 :鋼製又はステンレス鋼製

・寸法 :肩幅 10以上、足長 6以上

・留付間隔 :縦 500以 下、横 500以下

[10]防湿気密フィルム用

仕様 :(1)又は (2)の いずれか一仕様

(1)な し

(2)あ り          ,
材料 :1)～4)の いずれか一仕様

1)粘着層付きテ
=プ

(片面・両面)

・材質 :①～⑦のいずれか一仕様

①ブチルゴム系

②EPDMゴム系

③アクリル系

④アスファルト系

⑤ポリ手チレン系

⑥ポジエステル系

⑦ポリプロピレン系
・厚さ :1.0以下

・使用量 :220g/ポ以下

(別添―五)

つづく



うづき (寸法単位 :“ll・)

っづく

項   目 仕 様

留付材

(つづき)

2)アルミニウムはく付き粘着テープ

・材質 :①、②又は①のいずれか一仕様

①ポジエチレン系

②ポリエステル系

③ポリプロピレン系

・厚さ :1,0以下

・使用量 :220g/だ以下
3)ス プレーのり

上材質 :合成ゴム系樹脂

・塗布量 :100g/∬以下  4)ステープル

・材質 :鋼製又はステンレス鋼製

・寸法 i肩幅 10以上、犀長 6以上

。留付間隔 :縦 500以 下、横 500以 下

気密材 [1]構造用面材用

仕様 :(1)又 は(2)の いずれか一仕様

(1)な し

(2)あ り

材料 :1)、 2)叉 は 3)のいずれか一仕様

1)粘着層付きテ▼プ (片面・両面)

・材質 :①～⑦のいずれか一仕様

①ブチルゴム系

②EPDMゴム系

①アクJル語

④アスファル ト系

⑤ポリエチレン系

⑥ポリエステル系

⑦ポリプロピレン系

・厚さ :1.0以下

・使用量 i120g/m以 下

2)アルミユウムはく付き粘着層付さデープ
。材質 :①、②又は③のいずれか二仕様

①ポリエチレン系

②ポリエステル系

③ポリプロピレン系

・厚さ :1,0以下         I
・使用量 :120g/m以 下

(別添-12)



つづき
＼
(寸法単位 :Hllll)

項   目 仕 様

気密材

(つづき)

3)建築用シーリング材 (」 IS A 5758)

。材質 :①～⑦のいずれか一仕様

①アクリル系樹脂

②ポリウレタン系樹脂

③アクリルクレタン系樹脂

④ポリイツブチレン系樹脂

⑤ポリサル7アイド系樹脂

⑥シリコーン系樹脂

⑦変成シリコーン系樹脂
・使用量 :120g/m以 下

[2]外張断熱材用           ｀

仕様 :(1)又は(2)の いずれか一仕様

(1)な し

(2)あ り

材料 il)、 2)又は 3)のいずれか一仕様

1)粘着層付きテープ (片面・両面)

1材質 :①～⑦のいずれか一仕様

①ブチルゴム系

②EPDMゴ ム系

③アクリル系

④アスファル ト系

⑤ポリエチレン系

⑥ポリエステル系

⑦ポリプロピレン系

・厚さ :1.0以下
。使用量 :120g/m以 下

2)アルミニウムはく付き粘着層付きテープ

・材質′:①、②又は①のいずれか一仕様

①ポリエチレン系

②ポリエステル系

③ポリプロピレン系

,厚 さ :1,0以下
・使用量 :120g/m以 下

3)建築用シ‐リング材 (JIS A 5758)

・材質 :①～⑦のいずれか下仕様  '
①アクリル系樹脂    ヽ  |
②ポリウレタン系樹脂

③アクリルウレタン系樹脂

④ポリインブチレン系樹脂
′  ⑤ポリサルファイ ド系樹脂

⑥シリコーン系樹脂

⑦変成シリコーン系樹脂

・使用量 :120g/m以 下

(別添 -13)



4.構造説明図

構造説明図を、図 1～図 7に示す。

(外装材横張り)

500以下

500以下

(あ り

(あ り

(あ 又

注)寸法および材料構成は 3の とおり

※ :本評価対象に含まない

500以下

500以 下

(あ り

り又はなし)

透視図 :外装材横張り

図 1 構造説明図

胴縁
(目 地を設ける場合)

(別添 -14)



(あ り

水平断面図

(あ り又はなし)

屋外al 屋内側

鉛直断面図   ,  、

鉛直断面図・水平断面図 :外装材横張り

図 2 構造説明図

屋内側

注)寸法および材料構成は 3の とお り

(別添 -15)



(外装材縦張り)

500以下

500以下

(あ り

(あ り又

注)寸法および材料構成は3の とおり

※ :本評価封象に含まない

51111以 下

600以下

(あ り

透視図 :外装材縦張り

図 3 構造説明図

(あ

外装材

(別添-16)



し )

屋内側

(あ り

(あ り又はなし)

水平断面図

り又はなし)

(あ り又はなし)

E山鶴

鉛直断面図

鉛直断面図・水平断面図 :外装材縦張り

図4 構造説明図

注)寸法および材料構成は 3の とお り

(別添 -17)



差
叫

上

スパン (F型 )

スパン (H型 )

スパン (M型 )

スパン (K型 )

スパン (Y型 )

スパン (0型 )

スパン (0型 リブ)

外装材断面形状図 :I.差込式

図 5 構造説明図

コ
山高さ
30wn以下

注)寸法および材料構成は3の とおり

(別添‐18)



重ね幅

,階
板

　
　

　

　

波

平
　
　

　

　

大 山高さ
30mm以下

小波

角波

両端リブ

中央リブ

外装材断面形状図 :軍 .重ね式

外装材断面形状図 lⅢ .ハゼ締式

図Q 構造説明図

吼 コ 紀蒜願i

ヽ コ

ヽ

平板

ハゼ締形状(1

ハゼ締形状2

吼 _コ紀需願三

注)寸法及び材料構成は3の とおり

(別添 -19)


