
ヘーベル デュアルウォール



ビル建築を変える専用ヘーベルパネル＆高意匠金属パネル 
ヘーベル デュアルウォール、遂に新登場。
旭化成建材のヘーベルパネルを下地材に、金属パネルのファサード・外壁を取り付け可能にした「ヘーベ
ル デュアルウォール」。へーベルパネルに予めアンカーである MP ファスナーを埋設し、内部鉄筋マット
も特殊配筋としました。これにより金属パネルを強固かつ追従性に優れた工法で取り付けることができます。
さらに、ヘーベルパネルの耐火・耐久性に加えて、地震時の建物の動きに追従するロッキング構法を採用し、
スパンドレルの損傷・脱落を防ぎ、建物の耐久性・安全性を格段に高めています。金属パネル外壁の美しさは、
ヘーベルの信頼ある安全性のもとにこそ輝き続けます。

※金属パネルは元請様でご手配ください。

Photo：Masao Nishikawa

●ロッキングイメージ図

その美しさは、安全も纏
まと

う。
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●在来工法（貫通ボルト工法）との比較

ヘーベル デュアルウォール 貫通ボルト工法

防水性能 独自の防水機構
非貫通アンカー

室内側への漏水に対して
対策が必要

追 従 性 変形角1/60で異常なし
耐震性能未確認

（ボルトの位置によっては、ロッキ
ング性能を阻害するおそれ）

断熱性能 非貫通のため熱橋なし 貫通ボルトが熱橋となる

施 工 性 室外側作業のみ パネル両面作業
柱裏、梁中等は施工困難

工 程 ヘーベル工事、仕上げ材工事 左記の他
コア抜き、ボルト取付け工事

信 頼 度 1次ピース（MP金具）まで請負 責任不明確

面内変形、対仕上荷重、
MPファスナー耐力など 
各種性能試験により
安全性を確保

Point 3

※性能試験の詳細につきましては、P.4をご覧ください。

プレセットの 
アンカーによる
仕上材取付けで 
施工性を向上

Point 1

非貫通式の 
アンカーのため
漏水・熱橋の 
リスクを低減

Point 2
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採用条件について
・  新築物件に限ります。
・  使用部位の高さは31m以下を目安とします。
・  仕上げ材がスパンドレル以外の場合は、問い合わせください。

仕上げ材要項
・ 仕上げ材の質量は胴縁等込みで20kg/m2 以下のスパンドレルとします。
・ 仕上げ材の納まりは横胴縁に縦張りとします。
・ へーベルパネル外面からスパンドレルの重心までの距離を100mm以内とします。

MPファスナーの 
埋設位置

・ パネル幅中央とし、高さ方向は200mm〜600mmピッチで設計してください。
・ パネル取付部とは高さ方向に100mm以上、パネル短辺小口からは75mm以上離してください。
・ 仕上げ材業者、元請との打ち合わせを行い、位置を決定してください。
・ 内部鉄筋との干渉回避のため、パネル幅によっては埋設位置がロッキング性能を阻害しない範囲で

左右にずれる可能性があります。

下地ヘーベル 
パネルの設計

・  幅、長さについては10mm間隔で製作します。長さの（  ）内寸法は最大支点間距離です。 
製品長さは設計荷重によって異なります。　※ファスナー部からの集中荷重を考慮する必要があります。

・  厚さ150mmについてはお問合せください。
・ 各物性値等は一般へーベルに準じます。

・ 取付構法は縦壁HDR構法とします。
・ 出隅部は勝ち負けの納まりとし、コーナーパネルは対応できません。
・ 下地へーベルの設計は仕上げ材が設置された状態でMP ファスナー部から加わる集中荷重時の応

力状態を考慮する必要があります。設計風圧力は正負とも割増して、下地へーベルパネル長さを検
討してください。詳しくは弊社にご相談ください。

・ 下地へーベルパネル長さはHDR構法の「設計荷重－最大長さ」対応表によります。

厚さ（mm） 100 125

長さ（mm） 600〜4,100（3,500） 600〜5,120（4,370）

幅（mm） 標準600（300〜600） 標準600（300〜600）

●パネル規格

スパンドレル仕上げ面は充分な防水性能を有していないため、下地となるヘーベルパネル表面でも防水
処理するようにします。工場出荷時にはパネル下地処理を、パネル建て込み後はアンカー部の止水処理
を行いますが設計様のご判断で必要に応じて仕上げ塗装を行ってください。

防水機構

デュアルウォールの設計
美しく安全な仕上げとするために、下記の留意事項を 
ご確認ください。また、ご検討にあたっては、

「へーベルテクニカルハンドブック」を
必ず併せてご一読の上、ご検討ください。

※性能試験の詳細につきましては、P.4をご覧ください。

工場出荷時パネル表面処理 
（標準仕様）

合成樹脂エマルション系塗料 
JIS A 6909　透水試験A法合格レベル（外装薄塗材Ｅの規準）

版間シーリング材

変性シリコーン系シーリング材 
JIS A 5758　50％モジュラス値：0.3N/mm2以下

推奨品：セメダイン（株） POSシールタイプⅡNB（2成分形）（耐久性区分9030） 
 POSシールLM（1成分形）（耐久性区分8020）

アンカー部シーリング材 ポリウレタン系シーリング材
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ヘーベルパネルに 
MPファスナーを

埋設
＞

ヘーベルパネルを 
HDR構法で
建て込み

＞
シーリング充てん

MP金具の
取り付け

＞
ステンレスワッシャー設置
2次ピース設置

胴緑設置
＞ 仕上材設置

ALC工事工場 元請工事

評価方法および判定基準

●面内変形試験（静的）　　　　

1/100で強度上有害な破損がないこと
1/60で仕上げ材も含めた脱落がないこと

合格

●MPファスナー部の引き抜き耐力

4000N/m2の風荷重を想定し、2000N/箇所の
引き抜き力に対してMPファスナー部の破壊や有害な変形がないこと
※2次ピース以降の納まりによっては、最大ピッチで使用できないことがあります

合格

●MPファスナー部のせん断耐力

仕上げ材荷重20kgかつ仕上げ材の重心までの距離 
100mmに対してMPファスナー部の破壊や有害な変形がないこと

合格

●透水試験 JIS A 6909 A法

MPファスナー部を設けた試験体において、 
10mm以下（外装薄塗材Ｅの規準）

合格

旭化成建材では、商品開発にあたり 
独自の試験を行っています。商品はすべての項目において 
合格判定した仕様で設計・製造しています。

性能評価について

工事範囲について
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断面図

2次ピース
（元請工事）

　レール（元請工事）

スパンドレル
（元請工事）

MP金具
（ALC工事）

変性シリコーン
（ALC工事）

耐火目地材
（ALC工事）

ポリウレタン系
シーリング

バックアップ材

デュアルウォール
専用パネル

100以上

50

100以上

100mm以内

75

75

10

50

ステンレスワッシャー
（元請工事）

図面集
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MP金具セット詳細図
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MP金具ステンレスワッシャー

M12

L2

266 17

26L2

MPボルト

バックアップ材（ALC工事）

ポリウレタン系シーリング
（ALC工事）

ＭＰ金具（ＡＬＣ工事）

ステンレスワッシャー
（元請工事）

2次ピース例
（元請工事）

緩止ナット
（元請工事）

アンカー鋼棒挿入部のみ
ポリウレタン系シーリング
（工場充填）

アンカー鋼棒
（工場埋設）

Ｏナット
（工場埋設）

MPファスナー
取付方向

取付方向

斜視図

記号 適用
寸法（mm）

L2
MPボルト 100厚 45

MPボルト-125 125厚 57.5

材質 JIS G 3507　SWRCH8
〜12R　または同等品

表面処理 JIS H 8641
HDZ35

記号 適用
MP デュアルウォール専用

材質
M10ネジ・プレート
JIS G 3101 SS400

または同等品

表面処理 JIS H 8641
HDZ35

記号 適用
STW デュアルウォール専用

材質
ワッシャー

J15 G 4305 SUS304 ZB
または同等品

表面処理 JIS H 8641
HDZ35

※40タイプもございます。
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※本カタログ記載の仕様等は予告なく変更する場合があります。
※詳しい内容は弊社にお問い合わせください。
※ 製造は境工場（茨城県）にて行います。西日本エリアで採用をご検討の際には、価格・納期などをお問い合わせください。

札 幌： 011（261）5443
仙 台： 022（223）8171
東 京： 03（3296）3510
名古屋： 052（212）2233

大 阪： 06（7636）3846　　　　
広 島： 082（511）5110
福 岡： 092（526）2104

www.asahikasei-kenzai.com

仕上げ材施工業者様へのお願い

〈免責事項〉 デュアルウォールがその性能を発揮するには正しい施工方法と適切な使用方法が不可欠です。
設計・施工の際に、その点を十分にご配慮ください。また、本工法に起因する漏水や破損の保証は行いません。
万が一、デュアルウォールに問題が発生した場合は、下記の免責事項を踏まえた上で弊社にて対応致しますのでご連絡ください。

① 本カタログおよび「ヘーベルテクニカルハンドブック」に記載した事項に反した設計・施工による不具合
② 標準仕様以外に設計者・施工業者等使用者の指示した仕様・施工方法等に起因する不具合
③ 標準仕様以外の設計者・施工業者等使用者から支給された材料・部品に起因する不具合
④ 施工に起因する事故、現場管理に起因する問題が発生した場合
⑤ 建材用としてあらかじめ定めた用途・部位以外に使用し、それにより発生した不具合
⑥ 建物の構造上に起因する変形・変位・ひび割れ、または結露・漏水等による不具合
⑦ 防水・シーリング・内装仕上げ等の不具合、およびこれに起因して発生したパネルの不具合
⑧ 適切なメンテナンスが行われずに発生した不具合
⑨ 使用者もしくは第三者の故意または過失による不具合
⑩ 引渡し後、構造・仕様等の改変を行い、これに起因する不具合
⑪ 瑕疵（カシ）を発見後、すみやかに届けがされなかった場合
⑫ 開発、製造、販売時に通常予想される環境（温度・湿度・気圧・水圧・その他）等の条件下以外における使用・保管・輸送等に起因する不具合
⑬ 不可抗力（天災・地変・地盤沈下・火災・爆発・騒乱等）および通常の経年変化による汚れ、変色により発生した不具合

ルーズ孔長さ　＞　2×（α×Ｌ×ΔＴ）＋施工誤差（±3mm 程度）

 但し　α  ： 部材の熱線膨張係数（23×10－６/ ℃）
 Ｌ ： スパンドレルの長さ 
 ΔＴ ： 温度差

参考：「外壁接合部の水密設計および施工に関する 
 技術指針・同解説」 （日本建築学会）

第1版 '20.02 ③ 500/1500

・ 2次ピース以降の取り付けは仕上げ材業者にてお願い致します。
・ MP金具への2次ピースの取付けは、付属のステンレスワッシャーを必ず装着し、締付トルクは15〜18N・m程度で 

緩み止めナットにて締め付けてください。
・ へーベルパネルのロッキングを阻害しないよう胴縁の1本当たり長さは3000mm以下に制限します。
・ 躯体変形時にはMP金具と2次ピースの間で回転して追従します。 

よってこの変形時に金属パネルが追従可能となるような納まりにしてください。
・ 横目地や開口部周辺・出入隅部は下地胴縁や仕上げ材の縁切りが必要です。基礎部や他部材との取り合い等、 

 躯体変形時に下地へーベルパネルと異なる変形をする部分においても、仕上げ材と胴縁の縁切りが必要です。
・ 仕上げ材はメンテナンス等を考慮した納まりにしてください。
・ 日射等による温度ムーブメントに対しても以下の式を参考にし、2次ピースにルーズ孔を設ける等の対応をお願いします。
・ ヘーベルパネルがロッキングした時に、スパンドレルの下地胴縁がスライドするので、それに追従出来るよう、 

 2次ピース以降でルーズ孔を設ける等の対応をお願い致します。


