
（別　添）
1．構造名

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板裏張／樹脂塗装溶融55％アルミニウムー亜鉛合金

めっき鋼板・硬質木片セメント板表張／軽量鉄骨下地屋根

2．寸法および形状等

（寸法単位：m血

申　請　構　造

厚　　さ160以上

3．材料構成
1）主構成材料 （寸法単位：mm）

申　請　構　造

一般構造用軽量形鋼

・規　　格JIS G3350

・断面形状　⊂－100×50×20×2．3の断面寸法以上（野地板目地部は2本使用する）

・間　　隔　606以下

②屋根章材 ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板裏張樹脂塗装溶融55％アルミニウムー

亜鉛合金めっき鋼板
・総　厚　42

・形　状　別添－4、5参照

［l】表面材

日）、（2）のうち、いずれか一仕様とする

（1）溶融55％アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板
・規　　格JIS G3321

・厚　　さ　0．4土02

（2）塗装溶融55％アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板
・規　　格JIS G3322

・厚　　さ　0．4±02

・塗　　装

1）、2）のうちいずれか一仕様とする

l）ポリエステル系樹脂塗装

2）フッ素系樹脂塗装
・塗布量　28g／皿2以下

【2】芯材

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板
・規　　格JIS A9511

・断面形状　長さ1200×幅245

・厚　　さ　最小：19．5

最大：37
・密　　度　25kg／m3

硬質木片セメント板
・規　　格JIS A5404

・厚　　さ18以上

（別添－1）



2）副構成材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（寸法単位：血）

項　　目 ��ﾈ������ﾕﾈ���"�

①横ジョイ ��ﾈ�L)YB�

ント材 况騏｣SX�84�8ｸ7�6ｨ4X8��ｸ恢僣ﾘxｾ�-�,�*ｸﾗﾉL"�
・規　　格JISG3321 

・厚　　さ　0．3以上 

【2j継ぎ宇部 

（l）、（2）のうち、いずれか一仕様とする 

日）溶融55％アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板 
・規　　格JISG3321 

・厚　　さ　0．4以上 

（2）塗装溶融55％アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板 
・規　　格JISG3322 

・厚　　さ　0．4以上 

・塗　　装 

l）、2）のうちいずれか一仕様とする 

1）ポリエステル系樹脂塗装 

2）フッ素系樹脂塗装 
・塗布量　28g／m2以下 

②吊子 况騏ｨ恢僣-�,�*ｸﾗﾉL"�
・規　　格JISG3302 

・厚　　さ1．2以上 

③吊子固定 �6�8ｨ8ｸ,ｸ+b�

用ねじ ��Xﾝ��������ﾗﾉ�ｸ��6Hｴ8恢僣-�,�*ｸ�yﾘ�｢�
・寸　　法　¢4．6以上×但20以上 

・間　　隔　400以下 

④野地板固 �5ｨ8ｸ7H6�8ｨ8ｨ984�5�6(7(984�,ｸ+b�

定用ねじ ��Xﾝ��������ﾗﾉ�ｸ��6Hｴ8恢僣-�,�*ｸ�yﾘ�｢�
・寸　　法　¢4以上×也32以上 

・間　　隔　606以下 

⑤防水紙 �4�5�7H4�8ｸ6x8ｸ�ｸ7H4(984��
・規　　格JISA6005 

・密　　度　940g／m2 

⑥垂木固定 刔ｨｧ�7ｸ8ｸ6r�

用ボルト ��Xｴｸ����ｦ筈�4&ﾃ����

・寸　　法　M12×長さ30以上 

⑦垂木固定 �ｩLｨﾕﾉ�)w��8路ﾗﾈﾝ��

用金物 ��Xｴｸ����ｦ筈�4s3����

・断面形状　」－75×75×6の断面寸法以上 

・長　　さ　90以上 

・間　　隔　606以下 

（別添一2）



4．構造説明図

会倭国

（寸法単位：m血

注）寸法および材料構成は2および3のとおり
＊：本評価内容に含まない

（別添－3）



断面図（A～A断面）

（寸法単位：m皿）

断面図（B～B断面）

注）寸法および材料構成は2および3のとおり

（別添－4）



C部詳細図

「　屋根墓相（表面叫

（寸法単位：m血

D部詳細図

注）寸法および材料構成は2および3のとおり

（別添－5）



5．施工方法等

＜施工図＞
「4．構造説明図」と同じ

く施工手順＞

（1）母屋の取付け

母屋は構造耐力上安全なものとし耐火1時間被種を施す。ただし、平成12年建設省告示第
1399号第4第三号二の規定に該当する場合には耐火被覆を施さなくてもよい。

（2）垂木の取付け

垂木は母屋に間隔606皿以下でL型金物を用いて固定する。なお、野地板目地部について

は、2本使用する。

（3）野地板の取付け

垂木の上に硬質木片セメント板（18m皿以上）を敷き、ドリルネジで固定する。

（4）防水紙の張付け

野地板の上にアスファルトルーフィング940を張る。重ね代は流れ方向100mm以上桁方

向200mm以上とする。

（5）屋根葺材の取付け

本体一枚分のバックアップ材を先に敷きこみ、本体継手部一方に横ジョイントをかん合し、

吊子を使用して野地板にドリルネジにて固定する。

（別添－6）



6．評価方法

6－1．試験体の選定

寸法および形状等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（寸法単位：m） 

項　　目 倩靈��ﾈ,ﾈﾕﾉ�"�申　請　構　造　　　　　　　試験体の選定理由 

屋根寸法 佰ｨ����+3�c��厚　　さ160以上 儖��傚ﾘ覃�9W9y�,h,�.俐X惲�

母屋間隔 ���#��1820以下 儖��傚ﾙ�ｸ�9W9y�,h,�.俐Y�R�

主構成材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（寸法単位：皿） 

項　　目 倩靈��ﾈ,ﾈﾕﾉ�"�申　請　構　造 倩靈��ﾈ,ﾉ��.謁ﾙu"�

（》荷重支 �ｩLｨﾕﾉ�)w�ﾇ處ｨﾆ�ﾗﾂ�一般構造用軽量形鋼 ���ﾉ��ﾉ�(,i:�+b�

持部材 ���Hｴｸ��ｦ筈�4s33S��a．規　格JISG3350 

（垂木） �(�I&ilｨﾆ��8���ﾈ�ﾃ����經���#��b．断面形状　⊂－100×50×20×2．3 �(�IO��傚ﾘ覃�9W9y�,h,�.俐X惲�

×2．3 �,ﾉ&ilｩ��d�決�2�

C．間　隔　606 �8�HｭH��ｧX��c�h決屬�C，非損傷性上不利となる最大 

（診屋標章 材 ���I�ﾘ��ﾏｨ��C"�どう●法ホ‘リスチレンフォーム保温板充て ん樹脂塗装溶融55％アルミニウムー亜 鉛合金めっき鋼板 a．稔厚42 ���I�ﾉ��ﾉ�(,i:�+b�

b．形　状 �(�Hﾆ����8��¥ｩ5�｣H��X����b．申請構造と同じ 

【日義面材 塗装溶融55％アルミニウムー亜鉛合 �����ｩUﾉlｨﾝ��HJ 

（1）、（2）のうち、いずれか一仕様 冲ﾈｴ��;h*ｩ�ﾘ*ﾘ偀乖覃�9W9y��

とする 日）溶融55％アルミニウムー亜鉛合金 めっき鋼板 a．規格JISG3321 b・厚さ0．4士0．2 （2）塗装溶融55％アルミニウムー亜鉛 �,h,�.���(�｢���I�ﾉ��ﾉ�(,i:�+b�

金めっき鋼板 俘xｾ�-�,�*ｸﾗﾉL"�

a．規　格JISG3322 ���Hｴｸ��ｦ筈�4s33#"�

b．厚　さ　0．4 �(�Hﾏｨ��+8����CI7���C"�b，申請構造と同じ 

C．塗　装 �8�96����R�C．発熱童が大きく遮炎傷仕上 

1）、2）のうち、いずれか 儻9y�,h,�.���｢�H�H偀乘�ｸ�9W9y�,h,�.俐Y�R�

ポリエステル系樹脂塗装 �ｨ覈vﾈ,h+x.����ｨ7ｨ�ｸ8ｨ4x5�6X8ｸﾆ韵x陌6��R�

d．塗布皇　28g／m2 ���(�ｨ7H6)�hﾆ韵x陌6��R�H�I6姥ｩ|｣#��贊(決屬�

2］芯材 ���(�ｩ�8ﾝ��【2】 

トイ法ポリスチレンフォーム保温板 �78�ｸ5��ﾉd�7ｨ�h8ｨ5�6�8ﾈ987H4��ｸ8�]ｸ孳L"�

a．規　格JISA9511 ���Hｴｸ��ｦ筈�4�鉄���a．申請構造と同じ 

b．断面形状　長さ1200×幅245 �(�9&ilｨﾆ��8��+x+3�#���餾ﾓ#CR�b．申請構造と同じ 

C．厚　さ　最小：19．5 �8�Hﾏｨ��+8��ﾜX抦�c���CR�C．申請構造と同じ d．申請構造と同じ 

最大：37 俐Y�X�S3r�

d．密　度　25kg／m3 蓬�Ijx��7���#Vｶx�贊2�

③屋根下 俟H�m云�5ｨ8�986yL"�硬質木片セルト板 ���I�ﾉ��ﾉ�(,i:�+b�

地材 ���Hｴｸ��ｦ筈�4�SC�B�a．規　格JISA5404 

b．厚　さ18 �(�Hﾏｨ��+3����2�b．非損傷仕上不利となる最小 

（別添－7）



2）副構成材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（寸法単位＝Ⅷ） 

項　　目 倩靈��ﾈ,ﾈﾕﾉ�"�申　請　構　造　　　　　　　試験体の選定理由 

（》横シ●コイン 友ﾈ�韲ﾉL)YB�［1】捨板部　　　　　　　　　［l］ 

ト材 况騏｣SX�84�8ｸ7�6ｨ4X8��ｸ恢僣ﾘxｾ��溶融55％アルミニウムー亜鉛合金 

めっき鋼板 �-�,�*ｸﾗﾉL"�a．申請構造と同じ 

a．規　格JISG3321 ���Hｴｸ��ｦ筈�4s33#��

b．厚　さ　0．3 �(�Hﾏｨ��+8����C8決�2�b．非損傷性上不利となる最小 

【2］継ぎ宇部 塗装溶融55％アルミニウムー亜鉛 ���(�ｨﾇ�*ﾈ琶YB�［2］ 

（l）、（2）のうち、いずれか 一仕様とする （1）溶融55㍍ルミニウムー亜鉛合金 めっき鋼板 a．規格JISG332l b．厚さ0．4以上 （2）塗装溶融55％アルミニウムー亜鉛 冲ﾈｴ��|ｨ*ｩ�ﾘ*ﾘ耳�����B�般的芸仕様 のため（2） a．申請構造と同じ 

合金めっき鋼板 俘xｾ�-�,�*ｸﾗﾉL"�

a．規　格JISG3321 ���Hｴｸ��ｦ筈�4s33#"�

b．厚　さ　0．4 �(�Hﾏｨ��+8����CH決�2�b．非損傷仕上不利となる最小 

C．塗　装 �8�I6����R�C．発熱量が大きく遮炎性上不 

l）、2）のうちいずれか 凉�,h,�.���｢�H�H偀乖覃�9W9y�,h,�.俐Y�R�

ホ○肥ステル系樹脂塗装 �ｨ覈vﾈ,h+x.����ｨ7ｨ�ﾈ嶌ﾗ88ｸﾆ韵x陌6��R�

d．塗布量　28g／m2 ���(�ｨ7H6)�hﾆ韵x陌6��R�H�I6姥ｩ|｣#��贊(決屬�

（診吊子 况騏ｨ恢僣-�,�*ｸﾗﾉL"�溶融亜鉛めっき鋼板 凉��ﾉ��ﾉ�(,i:�+b�

a．規　格JISG3302 ���Hｴｸ��ｦ筈�4s33�"�

b．厚　さ1．2 �(�Hﾏｨ��+3��C(決�2�b．非損傷仕上不利となる最小 

（診吊子固 �6�8ｨ8ｸ,ｸ+b�ドリルねじ ���I�ﾉ��ﾉ�(,i:�+b�

定用ね ���Hﾝ������ﾗﾉ�ｸ��6Hｴ8恢傳�a．材　質　鋼製（電気亜鉛 

じ �-�,�*ｸ�yﾘ�｢�めっき処理） 

b．寸　法　¢4．6×但20 �(�I����d�����H�Ch決�8���b．非損傷仕上不利となる最小 

C．間　隔　400 �����ｨ�#�決�2�8�HｭHｧSC��決屬�C．非損傷性上不利となる最大 

④野地板 �5ｨ8ｸ7H6�8ｨ8ｨ+�5�6(7(98,ｸ+b�セルフrl川ンブタッビンねじ ���I�ﾉ��ﾉ�(,i:�+b�

固定用 ���Hﾝ������ﾗﾉ�ｸ��6Hｴ8恢傳�a．材　質　鋼製（電気亜鉛 

ねじ �-�,�*ｸ�yﾘ�｢�めっき処理） 

b．寸　法　¢4×丘32 �(�I����d�����H決�8���b．非損傷性上不利となる最小 

C．間　隔　606 �����$�3(決�2�8�HｭHｧSc�h決屬�C．非損傷仕上不利となる最大 

⑤防水紙 �4�5�7H4�8ｸ6x8ｸ,848984��ﾂ�アスフ州りトフィンが 凉��ﾉ��ﾉ�(,i:�+b�

a．規　格JISA6005 ���Hｴｸ��ｦ筈�4�c��R�

b．密　度　940g／m2 �(�Ijx��7���鼎�x�贊"�b．申請構造と同じ 

（別添一8）



（寸法単位：m） 

項　　目 倩靈��ﾈ,ﾈﾕﾉ�"�申　請　構　造 倩靈��ﾈ,ﾉ��.謁ﾙu"�

⑥垂木 刔ｨｧ�7ｨ�ﾈ8ｸ6r�六角ホ●ルト ���I�ﾉ��ﾉ�(,i:�+b�

固定用 ���Hｴｸ��ｦ筈�4&ﾃ����a．規　格JISBl180 

ボルト �(�I����d���ﾓ�(���b．寸　法　M12以上× �(�IO��傚ﾙ�ｸ�9W9y�,h,�.俐X惲�

長さ30 �+x+33�決�2�

（》垂木 �ｩLｨﾕﾉ�)w��8路ﾗﾈﾝ��一般構造用圧延鋼材 凉��ﾉ��ﾉ�(,i:�+b�

固定用 ���Hｴｸ��ｦ筈�4s3����a．規　格JISG3101 

金物 �(�I&ilｨﾆ��8���h�ﾃsX�縱X�綯�b．断面形状　」－75×75×6の �(�IO��傚ﾙ�ｸ�9W9y�,h,�.俐X惲�

C．長　さ　90 �����&ilｩ��d�決�2�8�9+x+3��決�2�C．非損傷仕上不利となる最小 

d．間　隔　606 蓬�HｭH��ｧX��c�h決屬�d．非損傷性上不利となる最大 

6－2．試験方法

試験は、6－1に示した試験体について・方法書「4・1耐火性能試験・評価方法」に基づき30分耐

火性能試験を実施した。

試験荷重は・屋根面1Id以内ごとに区分し、区分されたそれぞれの部分の中央部に637Nのおもり

を用いて載荷した。

評価は・方法書並びに申請者から提出された性能評価申請書および下記添付資料に基づいて行った。

下記資料については評価資料として適切であることを確認した。

（添付資料1）耐火性能試験成績書（試験番号：皿‡－06－0066）

6－3．試験の結果

性能評価試験成績書（添付資料1）に記載の通り以下の結果を得た。

［耐火性能試験］（加熱30分†測定90分＝120分）

（l）最大たわみ量が規定値（L2／400d：皿）以下であった。

（2）最大たわみ速度が規定値（L2／9000d：m扉分）以下であった。

（3）非加熱側へ10秒を超えて継続する火炎の噴出がなかった。

（4）非加熱面で10秒を超えて継続する発炎がなかった。

（5）火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間を生じなかった。

7．申請者連絡先

会社名：山内金属株式会社
所在地：大阪府東大阪市吉原2丁目4番41号

電　話　：　072－968－1200

（別添－9）


