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コーナーかしめ角形鋼を使用した強力型角型
間仕切下地材による施工の合理化のご提案について

株式会社 佐藤型鋼製作所



倉庫業法壁とは？
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倉庫業を営む事業者に対し適用され、軸組み、外壁又は
荷ずりが、2500N/㎡(250kg/㎡)以上の荷重に耐えられる
強度を有していなければならないという法律です。
（倉庫業法 則第3条の4 第2項 第2号 国土交通省）

荷ずり：倉庫などの内部の壁面に取り付けられる厚板または棒

倉庫業：寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業
（自社倉庫で自ら自社商品を扱う分にはこれに当てはまりません。）

原設計工法 → 中間梁補強＋（□100x100角パイプ）で構成（例）

今回の工法 → 軽量鉄骨＋石膏ボードで構成
(□100x45x1.2)



原設計 割付図（例）
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強力型角型間仕
切下地材 割付図（例）
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※振れ止め固定金具ストッパーL は、SLGB-100NFB（t=1.2）のみに必要。LGB-100NF（t=1.0）には不要。

強力型角型間仕切下地材 倉庫業法壁構成部材
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軽量角形鋼管 強力型角型間仕切下地材
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ロールフォーミング加工
（冷間圧延連続成形）

コーナーかしめ
特許技術・㈱佐藤型鋼製作所

製造時に振れ止め穴等の穴あけや、長さ
カットの先行加工が可能

鋼帯（コイル）

溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G3302）



強力型角型間仕切下地材 2500N/㎡荷重強度試験

2015年12月、近畿大学工学部（東広島市）にて、佐藤型鋼製作所の強力型角型間仕切下地材の

2500N/㎡壁荷重試験を始める。

(試験期間) 2015年12月～2016年7月 (場所)近畿大学工学部建築学科研究棟 ；東広島市高屋うめの辺１番

(試験担当) ㈱佐藤型鋼製作所 (試験監修) 近畿大学工学部建築学科 准教授 松本 慎也 様
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試験方法は、試験体に下記図のような3等分2点載荷を作用させ、載荷荷重および試験体の面外変位を計
測するとともに、試験体の曲げ破壊挙動を観察。（2点の集中荷重方式、両端部はピン固定）



Sウォール（強化PB21㎜2層片面貼り）をh=5000～8000の試験体で、S12（強化PB12.5㎜2層両面貼り）を
h=4500～8000の試験体で、それぞれスタッドピッチ227.5・303・455（計28体）を荷重試験致しました。
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スタッドが破壊された時をもって終局とし、その寸前までの最大荷重（集中荷重）を計測。等分布荷重に換算し、
2500N/㎡に耐えれるか実験をしました。（2500N/㎡荷重には試験体自重は加味しない）

荷重

終局時

ボード、スタッドが破
壊される。（最大荷重、
終局荷重を計測）



実験結果により、2500N/㎡に耐えれるスタッド高さ、ピッチは以下の通りとなりました。
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換算最大分布荷重 ＝
4 × 最大荷重（N)

3 × 幅(m) × スパン(m)

ボード
スパン

L
スタッド
ピッチ

スタッド種別（板厚） 振れ止め ランナー 幅 下地重量 ボード重量
自重分分
布荷重

最大荷重
換算最大分布

荷重
最大曲げモー

メント

仕様 (mm) (mm) (mm) (mm) 上/下(mm) (mm) ｋｇ ｋｇ/㎡ N/㎡ Pmax(kN) (N/m2) Mmax(kNm)

8000 227.5 SLGB-100NFB(1.2) 6 500 67.2 32.8 486 8.32 2773 11.09 OK

7500 303 SLGB-100NFB(1.2) 2 650 63.0 32.8 448 9.14 2501 11.43 OK

7000 303 SLGB-100NFB(1.2) 7 651 58.8 32.8 448 10.9 3188 12.71 OK

6500 303 LGB-100NF(1.0) 5 650 48.4 32.8 434 9.69 3059 10.50 OK

6000 303 LGB-100NF(1.0) 8 651 44.6 32.8 433 10.35 3533 10.35 OK

5500 303 LGB-100NF(1.0) 10 651 40.9 32.8 433 9.27 3454 8.5 OK

5250 455 LGB-100NF(1.0) 23 955 39.1 32.8 398 10.11 2689 8.85 OK

5000 455 LGB-100NF(1.0) 24 955 37.2 32.8 398 11.06 3089 9.22 OK

8000 180 SLGB-100NFB(1.2) 27 405 67.2 38.4 580 7.49 3081 9.98 OK

8000 227.5 SLGB-100NFB(1.2) 26 500 67.2 38.4 541 7.58 2528 10.11 OK

7500 227.5 SLGB-100NFB(1.2) 25 500 63.0 38.4 541 8.38 2978 10.47 OK

7000 227.5 SLGB-100NFB(1.2) 22 500 58.8 38.4 541 9.75 3716 11.38 OK

6500 303 SLGB-100NFB(1.2) 17 651 54.6 38.4 503 10.75 3388 11.65 OK

6500 227.5 LGB-100NF(1.0) 18 500 48.4 38.4 522 8.35 3426 9.05 OK

6000 303 LGB-100NF(1.0) 12 651 44.6 38.4 488 7.58 2587 7.58 OK

5500 303 LGB-100NF(1.0) 14 651 40.9 38.4 488 8.92 3323 8.18 OK

5250 455 LGB-100NF(1.0) 28 955 39.1 38.4 453 9.56 2543 8.37 OK

5000 455 LGB-100NF(1.0) 20 955 37.2 38.4 453 9.04 2525 7.53 OK

4500 455 LGB-100NF(1.0) 21 955 33.5 38.4 453 12.66 3928 9.49 OK

SWR10012(1.2)/
SWR10010(1.0)

S12
PBZ12.5

両面二重貼り

SWR10016（1.6）/
SWR10012(1.2)

SWR10012(1.2)/
SWR10010(1.0)

試験体
№

判定

CC-25
（1.6）

Sウォール
PBZ21片面
二重貼り

SWR10016（1.6）/
SWR10012(1.2)


お客様提出用 (2)

				強力型間仕切下地材　倉庫業法2500N/㎡仕様　一覧表 キョウリョク ガタ マジキリ シタジ ザイ ソウコギョウホウ シヨウ イチラン ヒョウ

																																		株式会社　佐藤型鋼製作所

																																		広島市西区三滝本町２丁目２４－２４

																																		ＴＥＬ　082-237-1962　ＦＡＸ　082-237-4703

				ボード		スパンL		スタッドピッチ		スタッド種別（板厚） シュベツ イタ アツ		振れ止め フ ド		ランナー		試験体№ シケン タイ		幅		下地重量 シタ ジ ジュウリョウ		ボード重量 ジュウリョウ		自重分分布荷重 ジジュウ ブン ブンプ カジュウ		最大荷重		最大荷重時変位		最大変形角		最大曲げモーメント		換算最大分布荷重		最大曲げモーメント		判定		自重含まない換算最大分布荷重 ジジュウ フク		判定（自重含まず） ジジュウ フク

				仕様 シヨウ		(mm)		(mm)		(mm)		(mm)		上/下(mm) ウエ シタ				(mm)		ｋｇ		ｋｇ/㎡		N/㎡		Pmax(kN)		Dmax(mm)		R(rad)		Mmax(Nmm)		(N/m2)		Mmax(kNm)				(N/m2)

				Sウォール　　　　　　　　　　　　TBZ21片面二重貼り カタ メン ニジュウ ハ		8000		303		SLGB-100NFB(1.2)		CC-25（1.6）				1		650								9.09		337						2332		12.12		NG		2332

				Sウォール　　　　　　　　　　　　PBZ21片面二重貼り		8600		227.5		SLGB-100NFB(1.2)				SWR10016（1.6）/ SWR10012(1.2)		29		500		72.2		32.8		486		5.67								1758		8.13		NG		2244		NG

						8600		180		SLGB-100NFB(1.2)						30		405		72.2		32.8		525		5.45								2086		7.81		NG		2611		OK

						8400		180		SLGB-100NFB(1.2)						32		405		70.6		32.8		525		6.09								2387		8.53		NG		2912		OK

						8200		227.5		SLGB-100NFB(1.2)						31		500		68.9		32.8		486		6.68								2172		9.13		NG		2658		OK		※端部固定 タンブ コテイ

						8200		227.5		SLGB-100NFB(1.2)						33		500		68.9		32.8		486		5.48								1782		7.49		NG		2268		NG

						8000		227.5		SLGB-100NFB(1.2)						6		500		67.2		32.8		486		8.32		264						2773		11.09		OK		3259		OK						8000				4		×		8.32						＝		2773		N/㎡

						7500		303		SLGB-100NFB(1.2)						2		650		63.0		32.8		448		9.14		434						2501		11.43		OK		2948		OK										3		×		500		×		8000

						7000		303		SLGB-100NFB(1.2)						7		651		58.8		32.8		448		10.9		250						3188		12.71		OK		3637		OK

						7000		455		SLGB-100NFB(1.2)						3		955		58.8		32.8		408		9.69		400						1933		11.31		NG		2340		NG

						6500		455		SLGB-100NFB(1.2)						4		955		54.6		32.8		408		10.4		195						2243		11.31		NG		2641		OK

						6500		303		LGB-100NF(1.0)				SWR10012(1.2)/ SWR10010(1.0)		5		650		48.4		32.8		434		9.69		168						3059		10.50		OK		3492		OK						7500				4		×		9.14						＝		2501		N/㎡

						6000		303		LGB-100NF(1.0)						8		651		44.6		32.8		433		10.35		176		0.029		10349600		3533		10.35		OK		3966		OK										3		×		650		×		7500

						6000		455		LGB-100NF(1.0)						9		955		44.6		32.8		398		9.64		164		0.027		9637060		2242		9.64		NG		2641		OK

						5500		303		LGB-100NF(1.0)						10		651		40.9		32.8		433		9.27		117		0.021		8501973		3454		8.5		OK		3885		OK

						5500		455		LGB-100NF(1.0)						11		955		40.9		32.8		398		9.62		118		0.022		8814190		2441		8.81		NG		2840		OK

						5250		455		LGB-100NF(1.0)						23		955		39.1		32.8		398		10.11		110		0.021		8848963		2689		8.85		OK		3086		OK						7000				4		×		10.9						＝		3188		N/㎡

						5000		455		LGB-100NF(1.0)						24		955		37.2		32.8		398		11.06		104.7		0.021		9218417		3089		9.22		OK		3486		OK										3		×		651		×		7000

				S12　　　　　　　　　　　　　　　　PBZ12.5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　両面二重貼り リョウ メン ニジュウ ハ		8000		180		SLGB-100NFB(1.2)				SWR10016（1.6）/ SWR10012(1.2)		27		405		67.2		38.4		580		7.49		246.8						3081		9.98		OK		3661		OK

						8000		227.5		SLGB-100NFB(1.2)						26		500		67.2		38.4		541		7.58		275.2						2528		10.11		OK		3069		OK						6500				4		×		9.69						＝		3059		N/㎡

						7500		227.5		SLGB-100NFB(1.2)						25		500		63.0		38.4		541		8.38		335.7						2978		10.47		OK		3519		OK										3		×		650		×		6500

						7000		227.5		SLGB-100NFB(1.2)						22		500		58.8		38.4		541		9.75		250		0.036		11379480		3716		11.38		OK		4255		OK

						6500		303		SLGB-100NFB(1.2)						17		651		54.6		38.4		503		10.75		199.3		0.031		11648000		3388		11.65		OK		3890		OK						6000				4		×		10.35						＝		3533		N/㎡

						6500		227.5		LGB-100NF(1.0)				SWR10012(1.2)/ SWR10010(1.0)		18		500		48.4		38.4		522		8.35		198.6		0.031		9046245		3426		9.05		OK		3948		OK										3		×		651		×		6000

						6000		303		LGB-100NF(1.0)						12		651		44.6		38.4		488		7.58		125		0.021		7579900		2587		7.58		OK		3076		OK

						6000		455		LGB-100NF(1.0)						13		955		44.6		38.4		453		6.58		109		0.018		6576720		1530		6.58		NG		1984		NG

						5500		303		LGB-100NF(1.0)						14		651		40.9		38.4		488		8.92		184		0.033		8180828		3323		8.18		OK		3810		OK

						5500		455		LGB-100NF(1.0)						15		955		40.9		38.4		453		7.68		106		0.019		7038222		1949		7.04		NG		2402		NG

						6500		303		LGB-100NF(1.0)						16		651		48.4		38.4		488		7.36		201		0.031		7975500		2320		7.98		NG		2807		OK

						5000		303		LGB-100NF(1.0)						19		651		37.2		38.4		488		9.42		102.4		0.02		7851767		3860		7.85		OK		4347		OK						5500				4		×		9.27						＝		3454		N/㎡

						5250		455		LGB-100NF(1.0)						28		955		39.1		38.4		453		9.56		164.2						2543		8.37		OK		2996		OK										3		×		651		×		5500

						5000		455		LGB-100NF(1.0)						20		955		37.2		38.4		453		9.04		91.4		0.018		7534433		2525		7.53		OK		2977		OK

						4500		455		LGB-100NF(1.0)						21		955		33.5		38.4		453		12.66		147.4		0.033		9494175		3928		9.49		OK		4381		OK						5250				4		×		10.11						＝		2689		N/㎡

																																																				3		×		955		×		5250

										換算最大分布荷重 カンサン サイダイ ブンプ カジュウ		＝		4　×　最大荷重（N)

														3　×　幅(m)　×　スパン(m)																																		5000				4		×		11.06						＝		3089		N/㎡

																												＝																								3		×		955		×		5000

										自重分分布荷重 ジジュウ ブン ブンプ カジュウ		　　＝　(		下地重量 シタ ジ ジュウリョウ		＋ボード重量　）　×　9.8

														スパン　×　幅 ハバ
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		集中荷重　→　等分布荷重 シュウチュウ カジュウ トウ ブンプ カジュウ						＝		4　×　最大荷重（N)

										3　×　幅(m)　×　スパン(m)





		スタッド種別（板厚） シュベツ イタ アツ		壁高さ カベ タカ		スタッドピッチ		Sウォール　強化PB21㎜　片面二重貼り キョウカ														等分布荷重 トウ ブンプ カジュウ

		SLGB-100NFB(1.2)

				8000		227.5				4		×		8.32						＝		2773		N/㎡

										3		×		500		×		8000



		SLGB-100NFB(1.2)

				7500		303				4		×		9.14						＝		2501		N/㎡

										3		×		650		×		7500



		SLGB-100NFB(1.2)

				7000		303				4		×		10.9						＝		3188		N/㎡

										3		×		651		×		7000



		LGB-100NF(1.0)

				6500		303				4		×		9.69						＝		3059		N/㎡

										3		×		650		×		6500



		LGB-100NF(1.0)

				6000		303				4		×		10.35						＝		3533		N/㎡

										3		×		651		×		6000



		LGB-100NF(1.0)

				5500		303				4		×		9.27						＝		3454		N/㎡

										3		×		651		×		5500



		LGB-100NF(1.0)

				5250		455				4		×		10.11						＝		2689		N/㎡

										3		×		955		×		5250



		LGB-100NF(1.0)

				5000		455				4		×		11.06						＝		3089		N/㎡

										3		×		955		×		5000













		集中荷重　→　等分布荷重 シュウチュウ カジュウ トウ ブンプ カジュウ						＝		4　×　最大荷重（N)

										3　×　幅(m)　×　スパン(m)



		スタッド種別（板厚） シュベツ イタ アツ		壁高さ カベ タカ		スタッドピッチ		S１２　強化PB12.5㎜　両面二重貼り キョウカ リョウ メン														等分布荷重 トウ ブンプ カジュウ

		LGB-100NF(1.0)

				8000		227.5				4		×		7.58						＝		2528		N/㎡

										3		×		500		×		8000



		SLGB-100NFB(1.2)

				7500		227.5				4		×		8.38						＝		2978		N/㎡

										3		×		500		×		7500



		SLGB-100NFB(1.2)

				7000		227.5				4		×		9.75						＝		3716		N/㎡

										3		×		500		×		7000



		SLGB-100NFB(1.2)

				6500		303				4		×		10.75						＝		3388		N/㎡

										3		×		651		×		6500



		LGB-100NF(1.0)

				6500		227.5				4		×		8.35						＝		3426		N/㎡

										3		×		500		×		6500



		LGB-100NF(1.0)

				6000		303				4		×		7.58						＝		2587		N/㎡

										3		×		651		×		6000



		LGB-100NF(1.0)

				5500		303				4		×		8.92						＝		3323		N/㎡

										3		×		651		×		5500



		LGB-100NF(1.0)

				5250		455				4		×		9.56						＝		2543		N/㎡

										3		×		955		×		5250



		LGB-100NF(1.0)

				5000		455				4		×		9.04						＝		2525		N/㎡

										3		×		955		×		5000



		LGB-100NF(1.0)

				4500		455				4		×		12.66						＝		3928		N/㎡

										3		×		955		×		4500
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お客様提出用

				強力型間仕切下地材　倉庫業法2500N/㎡仕様　一覧表 キョウリョク ガタ マジキリ シタジ ザイ ソウコギョウホウ シヨウ イチラン ヒョウ

																																		株式会社　佐藤型鋼製作所

																																		広島市西区三滝本町２丁目２４－２４

																																		ＴＥＬ　082-237-1962　ＦＡＸ　082-237-4703

				ボード		スパンL		スタッドピッチ		スタッド種別（板厚） シュベツ イタ アツ		振れ止め フ ド		ランナー		試験体№ シケン タイ		幅		下地重量 シタ ジ ジュウリョウ		ボード重量 ジュウリョウ		自重分分布荷重 ジジュウ ブン ブンプ カジュウ		最大荷重		最大荷重時変位		最大変形角		最大曲げモーメント		換算最大分布荷重		最大曲げモーメント		判定		自重含まない換算最大分布荷重 ジジュウ フク		判定（自重含まず） ジジュウ フク

				仕様 シヨウ		(mm)		(mm)		(mm)		(mm)		上/下(mm) ウエ シタ				(mm)		ｋｇ		ｋｇ/㎡		N/㎡		Pmax(kN)		Dmax(mm)		R(rad)		Mmax(Nmm)		(N/m2)		Mmax(kNm)				(N/m2)

				Sウォール　　　　　　　　　　　　TBZ21片面二重貼り カタ メン ニジュウ ハ		8000		303		SLGB-100NFB(1.2)		CC-25（1.6）				1		650								9.09		337						2332		12.12		NG		2332

				Sウォール　　　　　　　　　　　　TBZ21片面二重貼り		8600		227.5		SLGB-100NFB(1.2)				SWR10016（1.6）/ SWR10012(1.2)		29		500		72.2		32.8		486		5.67								1758		8.13		NG		2244		NG

						8600		180		SLGB-100NFB(1.2)						30		405		72.2		32.8		525		5.45								2086		7.81		NG		2611		OK

						8400		180		SLGB-100NFB(1.2)						32		405		70.6		32.8		525		6.09								2387		8.53		NG		2912		OK

						8200		227.5		SLGB-100NFB(1.2)						31		500		68.9		32.8		486		6.68								2172		9.13		NG		2658		OK		※端部固定 タンブ コテイ

						8200		227.5		SLGB-100NFB(1.2)						33		500		68.9		32.8		486		5.48								1782		7.49		NG		2268		NG

						8000		227.5		SLGB-100NFB(1.2)						6		500		67.2		32.8		486		8.32		264						2773		11.09		OK		3259		OK

						7500		303		SLGB-100NFB(1.2)						2		650		63.0		32.8		448		9.14		434						2501		11.43		OK		2948		OK

						7000		303		SLGB-100NFB(1.2)						7		651		58.8		32.8		448		10.9		250						3188		12.71		OK		3637		OK

						7000		455		SLGB-100NFB(1.2)						3		955		58.8		32.8		408		9.69		400						1933		11.31		NG		2340		NG

						6500		455		SLGB-100NFB(1.2)						4		955		54.6		32.8		408		10.4		195						2243		11.31		NG		2641		OK

						6500		303		LGB-100NF(1.0)				SWR10012(1.2)/ SWR10010(1.0)		5		650		48.4		32.8		434		9.69		168						3059		10.50		OK		3492		OK

						6000		303		LGB-100NF(1.0)						8		651		44.6		32.8		433		10.35		176		0.029		10349600		3533		10.35		OK		3966		OK

						6000		455		LGB-100NF(1.0)						9		955		44.6		32.8		398		9.64		164		0.027		9637060		2242		9.64		NG		2641		OK

						5500		303		LGB-100NF(1.0)						10		651		40.9		32.8		433		9.27		117		0.021		8501973		3454		8.5		OK		3885		OK

						5500		455		LGB-100NF(1.0)						11		955		40.9		32.8		398		9.62		118		0.022		8814190		2441		8.81		NG		2840		OK

						5250		455		LGB-100NF(1.0)						23		955		39.1		32.8		398		10.11		110		0.021		8848963		2689		8.85		OK		3086		OK

						5000		455		LGB-100NF(1.0)						24		955		37.2		32.8		398		11.06		104.7		0.021		9218417		3089		9.22		OK		3486		OK

				S12　　　　　　　　　　　　　　　　TBZ12.5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　両面二重貼り リョウ メン ニジュウ ハ		8000		180		SLGB-100NFB(1.2)				SWR10016（1.6）/ SWR10012(1.2)		27		405		67.2		38.4		580		7.49		246.8						3081		9.98		OK		3661		OK

						8000		227.5		SLGB-100NFB(1.2)						26		500		67.2		38.4		541		7.58		275.2						2528		10.11		OK		3069		OK

						7500		227.5		SLGB-100NFB(1.2)						25		500		63.0		38.4		541		8.38		335.7						2978		10.47		OK		3519		OK

						7000		227.5		SLGB-100NFB(1.2)						22		500		58.8		38.4		541		9.75		250		0.036		11379480		3716		11.38		OK		4255		OK

						6500		303		SLGB-100NFB(1.2)						17		651		54.6		38.4		503		10.75		199.3		0.031		11648000		3388		11.65		OK		3890		OK

						6500		227.5		LGB-100NF(1.0)				SWR10012(1.2)/ SWR10010(1.0)		18		500		48.4		38.4		522		8.35		198.6		0.031		9046245		3426		9.05		OK		3948		OK

						6000		303		LGB-100NF(1.0)						12		651		44.6		38.4		488		7.58		125		0.021		7579900		2587		7.58		OK		3076		OK

						6000		455		LGB-100NF(1.0)						13		955		44.6		38.4		453		6.58		109		0.018		6576720		1530		6.58		NG		1984		NG

						5500		303		LGB-100NF(1.0)						14		651		40.9		38.4		488		8.92		184		0.033		8180828		3323		8.18		OK		3810		OK

						5500		455		LGB-100NF(1.0)						15		955		40.9		38.4		453		7.68		106		0.019		7038222		1949		7.04		NG		2402		NG

						6500		303		LGB-100NF(1.0)						16		651		48.4		38.4		488		7.36		201		0.031		7975500		2320		7.98		NG		2807		OK

						5000		303		LGB-100NF(1.0)						19		651		37.2		38.4		488		9.42		102.4		0.02		7851767		3860		7.85		OK		4347		OK

						5250		455		LGB-100NF(1.0)						28		955		39.1		38.4		453		9.56		164.2						2543		8.37		OK		2996		OK

						5000		455		LGB-100NF(1.0)						20		955		37.2		38.4		453		9.04		91.4		0.018		7534433		2525		7.53		OK		2977		OK

						4500		455		LGB-100NF(1.0)						21		955		33.5		38.4		453		12.66		147.4		0.033		9494175		3928		9.49		OK		4381		OK



										換算最大分布荷重 カンサン サイダイ ブンプ カジュウ		＝		4　×　最大荷重（N)

														3　×　幅(m)　×　スパン(m)

																												＝

										自重分分布荷重 ジジュウ ブン ブンプ カジュウ		　　＝　(		下地重量 シタ ジ ジュウリョウ		＋ボード重量　）　×　9.8

														スパン　×　幅 ハバ

























株式会社　佐藤型鋼製作所	




(作成途中)アンカー荷重計算

		試験体6 シケン タイ

		h		8000		㎜（		8.0		m）		面積 メン セキ		8.0		ｘ		2.32		=		18.56		㎡÷2＝		9.28		㎡

		ピッチ		227.5		㎜（		0.2275		m）

		w		2320		㎜（		2.32		m）

		SLGB-100NFB		2.91										2.91		ｘ		4		ｘ		10		本　＝ ホン		116.4		㎏

		CC-25		0.722										0.722		ｘ		2.32		ｘ		3		本　＝ ホン		5.02512		㎏

		PB21+PB21		16.4		㎏/㎡								16.4		ｘ		9.28		ｘ		2		＝		304.384		㎏

																										425.80912		㎏

														425.80912		÷		2.32		＝		183.5384137931		ｘ9.81＝		1800.5118393103		Ｎ

																　

		試験体2 シケン タイ

		h		7500		㎜（		7.5		m）		面積 メン セキ		7.5		ｘ		3.075		=		23.0625		㎡÷2＝		11.53125		㎡

		ピッチ		303		㎜（		0.303		m）

		w		3075		㎜（		3.075		m）

		SLGB-100NFB		2.91										2.91		ｘ		3.75		ｘ		10		本　＝ ホン		109.125		㎏

		CC-25		0.722										0.722		ｘ		3.075		ｘ		3		本　＝ ホン		6.66045		㎏

		PB21+PB21		16.4		㎏/㎡								16.4		ｘ		11.53125		ｘ		2		＝		378.225		㎏

																										494.01045		㎏

														494.01045		÷		3.075		＝		160.653804878		ｘ9.81＝		1576.0138258537		Ｎ



		試験体5 シケン タイ														　

		h		6500		㎜（		6.5		m）		面積 メン セキ		6.5		ｘ		3.075		=		19.9875		㎡÷2＝		9.99375		㎡

		ピッチ		303		㎜（		0.303		m）

		w		3075		㎜（		3.075		m）

		LGB-100NF		2.48										2.48		ｘ		3.25		ｘ		10		本　＝ ホン		80.6		㎏

		CC-25		0.722										0.722		ｘ		3.075		ｘ		3		本　＝ ホン		6.66045		㎏

		PB21+PB21		16.4		㎏/㎡								16.4		ｘ		9.99375		ｘ		2		＝		327.795		㎏

																										415.05545		㎏

														415.05545		÷		3.075		＝		134.9773821138		ｘ9.81＝		1324.1281185366		Ｎ



		試験体7 シケン タイ														　

		h		7000		㎜（		7.0		m）		面積 メン セキ		7.0		ｘ		3.075		=		21.525		㎡÷2＝		10.7625		㎡

		ピッチ		303		㎜（		0.303		m）

		w		3075		㎜（		3.075		m）

		SLGB-100NFB		2.91										2.91		ｘ		3.5		ｘ		10		本　＝ ホン		101.85		㎏

		CC-25		0.722										0.722		ｘ		3.075		ｘ		3		本　＝ ホン		6.66045		㎏

		PB21+PB21		16.4		㎏/㎡								16.4		ｘ		10.7625		ｘ		2		＝		353.01		㎏

																										461.52045		㎏

														461.52045		÷		3.075		＝		150.0879512195		ｘ9.81＝		1472.3628014634		Ｎ





原本



				試験体№ シケン タイ		スタッド種別（板厚） シュベツ イタ アツ		スパンL		幅		スタッドピッチ		ボード		最大荷重		最大荷重時変位		最大変形角		最大曲げモーメント		スタッド3本仕様での基準限界幅		換算最大分布荷重		判定		最大曲げモーメント		最大変形角

						(mm)		(mm)		(mm)		(mm)		仕様 シヨウ		Pmax(kN)		Dmax(mm)		R(rad)		Mmax(Nmm)		(mm)		(N/m2)				Mmax(kNm)		rad

				1		SLGB-100NFB(1.2)		8000		650		303		Sウォール		9.09		337						606		2332		NG		12.12		1/24

				2		SLGB-100NFB(1.2)		7500		650		303		Sウォール		9.14		434						650		2501		OK		11.43		1/17

				3		SLGB-100NFB(1.2)		7000		955		455		Sウォール		9.69		400						739		1933		NG		11.31		1/18

				4		SLGB-100NFB(1.2)		6500		955		455		Sウォール		10.4		195						857		2243		NG		11.31		1/33

				5		LGB-100NF(1.0)		6500		650		303		Sウォール		9.69		168						795		3059		OK		10.50		1/39

				6		SLGB-100NFB(1.2)		8000		500		227.5		Sウォール		8.32		264						555		2773		OK		11.09		1/30

				7		SLGB-100NFB(1.2)		7000		651		303		Sウォール		10.9		250						830		3188		OK		12.71		1/28

				8		LGB-100NF(1.0)		6000		651		303		Sウォール		10.35		176		0.029		10349600		920		3533		OK		10.35		1/34

				9		LGB-100NF(1.0)		6000		955		455		Sウォール		9.64		164		0.027		9637060		857		2242		NG		9.64		1/37

				10		LGB-100NF(1.0)		5500		651		303		Sウォール		9.27		117		0.021		8501973		899		3454		OK		8.5		1/47

				11		LGB-100NF(1.0)		5500		955		455		Sウォール		9.62		118		0.022		8814190		932		2441		NG		8.81		1/46

				12		LGB-100NF(1.0)		6000		651		303		S12		7.58		125		0.021		7579900		674		2587		OK		7.58		1/48

				13		LGB-100NF(1.0)		6000		955		455		S12		6.58		109		0.018		6576720		585		1530		NG		6.58		1/55

				14		LGB-100NF(1.0)		5500		651		303		S12		8.92		184		0.033		8180828		865		3323		OK		8.18		1/30

				15		LGB-100NF(1.0)		5500		955		455		S12		7.68		106		0.019		7038222		745		1949		NG		7.04		1/52

				16		LGB-100NF(1.0)		6500		651		303		S12		7.36		201		0.031		7975500		604		2320		NG		7.98		1/32

				17		SLGB-100NFB(1.2)		6500		651		303		S12		10.75		199.3		0.031		11648000		882		3388		OK		11.65		1/33

				18		LGB-100NF(1.0)		6500		500		227.5		S12		8.35		198.6		0.031		9046245		685		3426		OK		9.05		1/33

				19		LGB-100NF(1.0)		5000		651		303		S12		9.42		102.4		0.02		7851767		1005		3860		OK		7.85		1/49

				20		LGB-100NF(1.0)		5000		955		455		S12		9.04		91.4		0.018		7534433		964		2525		OK		7.53		1/55

				21		LGB-100NF(1.0)		4500		955		455		S12		12.66		147.4		0.033		9494175		1500		3928		OK		9.49		1/31

				22		SLGB-100NFB(1.2)		7000		500		227.5		S12		9.75		250		0.036		11379480		743		3716		OK		11.38		1/28

				23		LGB-100NF(1.0)		5250		955		455		Sウォール		10.11		110		0.021		8848963		1027		2689		OK		8.85		1/48

				24		LGB-100NF(1.0)		5000		955		455		Sウォール		11.06		104.7		0.021		9218417		1180		3089		OK		9.22		1/48





Sheet1

										等分布荷重計算式

						下地材重量　　SLGB-100　（2.8kg／ｍ）

						ボード重量　　PB-Z21mm　片面二重貼り　（32.8kg／㎡）

										試験体№32 シケン タイ

								8400㎜　スタッドピッチ180㎜

		自重分分布荷重 ジジュウ ブン ブンプ カジュウ				（　		2.8×3		＋　32.8　）				×9.8　＝　525（N/㎡）

								0.405



		換算最大分布荷重 カンサン サイダイ ブンプ カジュウ						4×6.09				＝		2387　（N/㎡）

								3×8.4×0.405



		自重込み換算最大分布荷重 ジジュウ コ カンサン サイダイ ブンプ カジュウ						2387＋525＝2912（N／㎡）





										試験体№33 シケン タイ

												8200㎜　スタッドピッチ227.5㎜

		自重分分布荷重 ジジュウ ブン ブンプ カジュウ				（　		2.8×3		＋　32.8　）				×9.8　＝　486（N/㎡）

								0.5



		換算最大分布荷重 カンサン サイダイ ブンプ カジュウ						4×5.48				＝		1782　（N/㎡）

								3×8.2×0.5

		自重込み換算最大分布荷重 ジジュウ コ カンサン サイダイ ブンプ カジュウ						1782＋486＝2268（N/㎡）





										試験体№31 シケン タイ

						8200㎜　（端部固定）　　スタッドピッチ227.5㎜

		自重分分布荷重 ジジュウ ブン ブンプ カジュウ				（　		2.8×3		＋　32.8　）				×9.8　＝　486（N/㎡）

								0.5



		換算最大分布荷重 カンサン サイダイ ブンプ カジュウ						4×6.68				＝		2172　（N/㎡）

								3×8.4×0.5

		自重込み換算最大分布荷重 ジジュウ コ カンサン サイダイ ブンプ カジュウ						　2172＋486＝2658（N/㎡）







9月15日実験データ

				倉庫業法壁荷重試験　試験結果 ソウコギョウホウ カベ カジュウ シケン シケン ケッカ





				ボード		スパンL		スタッドピッチ		スタッド種別（板厚） シュベツ イタ アツ		振れ止め フ ド		ランナー		試験体№ シケン タイ		幅		下地重量 シタ ジ ジュウリョウ		ボード重量 ジュウリョウ		自重分分布荷重 ジジュウ ブン ブンプ カジュウ		最大荷重		換算最大分布荷重		最大曲げモーメント		判定		自重含まない換算最大分布荷重 ジジュウ フク		判定(自重を含まず） ハンテイ ジジュウ フク

				仕様 シヨウ		(mm)		(mm)		(mm)		(mm)		上/下(mm) ウエ シタ				(mm)		ｋｇ		ｋｇ/㎡		KN/㎡		Pmax(kN)		(N/m2)		Mmax(kNm)				(N/m2)

				Sウォール　　　　　　　　　　　　TBZ21片面二重貼り カタ メン ニジュウ ハ		8000		303		SLGB-100NFB(1.2)		CC-25（1.6）				1		650								9.09		2332		12.12		NG		2332

				Sウォール　　　　　　　　　　　　TBZ21片面二重貼り		8600		227.5		SLGB-100NFB(1.2)		CC-25（1.6）		SWR10016（1.6）/ SWR10012(1.2)		29		500		72.2		32.8		486		5.67		1758		8.127		NG		2244		NG

						8600		180		SLGB-100NFB(1.2)						30		405		72.2		32.8		525		5.45		2086		7.812		NG		2611		OK

						8400		180		SLGB-100NFB(1.2)						32		405		70.6		32.8		525		6.09		2387		8.526		NG		2912		OK

						8200		227.5		SLGB-100NFB(1.2)						33		500		68.9		32.8		486		5.48		1782		7.489		NG		2268		NG

						8200		227.5		SLGB-100NFB(1.2)						31		500		68.9		32.8		486		6.68		2172		9.129		NG		2658		OK		※端部固定 タンブ コテイ





										換算最大分布荷重 カンサン サイダイ ブンプ カジュウ		＝		4　×　最大荷重（N)

														3　×　幅(m)　×　スパン(m)



										自重分分布荷重 ジジュウ ブン ブンプ カジュウ		　＝　(		下地重量 シタ ジ ジュウリョウ		＋ボード重量　）　×　9.8

														スパン　×　幅 ハバ



















しかし、強力型角型間仕切下地材を検討していた
某物流センター様には、h=8400と、h=8200の壁があり、
構造計算では2500N/㎡の壁強度を証明できない為、前述の高さの
壁試験をとりおこなう事となり、試験結果の合格をもって採用可となった。
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(試験日) 2016年9月15日 木曜日

(場所) 近畿大学工学部建築学科研究棟 ；東広島市高屋うめの辺１番

(試験担当) ㈱佐藤型鋼製作所

(試験監修) 近畿大学工学部建築学科 准教授 松本 慎也 様
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結果は、計測不能。 床面の計測機器位置までスタッド
がたわみ、終局までの最大荷重計測ができなかった。
ボードに割れは確認できましたが、角スタッドに損傷は出
ておりませんでした。

実験結果としてはNGという松本先生のご意見でした。

※8600㎜は、別物件からのご依頼のものです。

ボード スパンL
スタッド
ピッチ

スタッド種別（板厚） 振れ止め ランナー 試験体
№

幅 下地重量 ボード重量
自重分分
布荷重

最大荷重
換算最大分布

荷重
最大曲げ
モーメント 判定

仕様 (mm) (mm) (mm) (mm) 上/下(mm) (mm) ｋｇ ｋｇ/㎡ KN/㎡ Pmax(kN) (N/m2) Mmax(kNm)

Sウォール
PBZ21片面
二重貼り

8600 227.5 SLGB-100NFB(1.2)

CC-25（
1.6）

SWR10016（1.6）/ 
SWR10012(1.2)

29 500 72.2 32.8 486 5.67 1758 8.127 NG

8600 180 SLGB-100NFB(1.2) 30 405 72.2 32.8 525 5.45 2086 7.812 NG

8400 180 SLGB-100NFB(1.2) 32 405 70.6 32.8 525 6.09 2387 8.526 NG

8200 227.5 SLGB-100NFB(1.2) 33 500 68.9 32.8 486 5.48 1782 7.489 NG

8200 227.5 SLGB-100NFB(1.2) 31 500 68.9 32.8 486 6.68 2172 9.129 NG



立会いされたゼネコンの方からのご提案
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結果は同じく判定不能。
しかし、両端部固定した試験体31番は、ピン
固定した同33番に比べ、最大荷重が20％
高くなっていることが判明。

試験体をピン固定から実際の条件に近づける為、両端固定にして
実験してみてはどうか？

試験体両端部を固定

荷重



試験体両端部を固定し、試験体自重（ボード自重のみ）も2500N/㎡荷重に加味した上で等分布
荷重試験をすれば、h=8400および、h=8200はクリアできるのでは？
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試験終了後、総評議論の席で、他社製品と同じ方式の等分布荷重をしてみては？
とのご意見をいただく

上記の懸案事項から再度実験、検証を行う



ボード自重を加味した場合の最大分布荷重は？
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等分布荷重計算式 （PBZ21+PBZ21片面のボード自重を考慮した場合）

ボード重量 PB-Z21mm 片面二重貼り （32.8kg／㎡）

試験体№32 8400㎜ スタッドピッチ 180㎜

自重分分布荷重 32.8×9.8 ＝ 321（N/㎡）

換算最大分布荷重
4×6.09

＝ 2387 （N/㎡）
3×8.4×0.405

自重込み換算最大分布荷重 2387＋321＝ 2708（N／㎡）

試験体№33 8200㎜ スタッドピッチ 227.5㎜

自重分分布荷重 32.8×9.8 ＝ 321（N/㎡）

換算最大分布荷重
4×5.48

＝ 1782 （N/㎡）
3×8.2×0.5

自重込み換算最大分布荷重 1782＋321＝ 2104（N/㎡）

試験体№31 8200㎜（端部固定） スタッドピッチ 227.5㎜

自重分分布荷重 32.8×9.8 ＝ 321（N/㎡）

換算最大分布荷重
4×6.68

＝ 2172 （N/㎡）
3×8.2×0.5

自重込み換算最大分布荷重 2172＋321＝ 2494（N/㎡）



強力型角型間仕切下地材 2500N/㎡荷重試験 ～ 某ボードメーカー工場内にて

(試験日) 2016年9月29日 木曜日

(場所) 某ボードメーカー工場内

(試験担当) ㈱佐藤型鋼製作所

壁荷重試験において某ボードメーカー様での

ご協力により、公開実験として

工場内にて2500N/㎡を行うこととなりました。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート




平成28年 9月 23日

Ｌ＝8,400～7,800 8
0
0

２５００Ｎ壁荷重試験　試験方法概要

株式会社　佐藤型鋼製作所

遮音ボード 910×455

PBZ21+PBZ21片面

架台 架台

第2項第2号)で定められた2500N/㎡の荷重に対して耐えられる強度を有しているか実験により確認することを目的とする。

本試験により、株式会社佐藤型鋼製作所の強力型間仕切下地材(倉庫業法2500N/㎡仕様が、倉庫業法(則第3条の４

1.試験目的

加力に使用する錘は、高比重ボード455㎜×910㎜を使用する。

壁を水平な状態に設置し、壁面上部に2500N/㎡相当の錘を載せ、重力により下方向へ荷重する。

2.試験方法

3.試験体概要

別紙試験体割付図参照

PB12.5 片面

等分布荷重による2500N/㎡荷重 試験

21



H=8400 @227.5㎜
試験体載荷質量

22

ボード面積 8.4 m ｘ 0.8 m ＝ 6.72 ㎡

①ボード自重 6.72 ㎡ ｘ 40.7 ㎏/㎡ ＝ 273.5 kg

負担面積 8.4 m ｘ 0.6825 m ＝ 5.733 ㎡

②荷重総重量

シャオン（遮音）シート 9.25 kg/枚 ｘ 129 枚

＝ 1193.3 kg

②（ 1193.3 kg） ＋ ①（ 273.5 kg） ＝ 1466.8 kg

1466.754
＝ 255.84 kg/㎡

5.733

255.84 kg/㎡ ｘ 9.8 ＝ 2507.3 N/㎡

2507.3 N/㎡ ＞ 2500 N/㎡

※荷重重量には、スタッド、振れ止めの自重は含んでおりません。
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H=8200 @303㎜
試験体載荷質量

ボード面積 8.2 m ｘ 0.91 m ＝ 7.462 ㎡

①ボード自重 7.462 ㎡ ｘ 40.7 ㎏/㎡ ＝ 303.7 kg

負担面積 8.2 m ｘ 0.91 m ＝ 7.462 ㎡

②荷重総重量

シャオン（遮音）シート 9.25 kg/枚 ｘ 175 枚

＝ 1618.8 kg

②（ 1618.8 kg） ＋ ①（ 303.7 kg） ＝ 1922.5 kg

1922.5 
＝ 257.63 kg/㎡

7.462

257.63 kg/㎡ ｘ 9.8 ＝ 2524.8 N/㎡

2524.8 N/㎡ ＞ 2500 N/㎡

※荷重重量には、スタッド、振れ止めの自重は含んでおりません。



試験体施工（2016年9月28日）
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試験当日（2016年9月29日）

遮音シート（9.25/㎡） 載荷作業

試験体をフォークリフトで支えた状態で2500N/㎡以上の遮音シートを手作業で載せる

2500N/㎡ 荷重

遮音シート載荷完了後、フォークリフトを下げ試験体に荷重をかけてゆく
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2500N/㎡荷重試験 動画
※下部画像は動画です。
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（参考値） 2500N/㎡載荷時のたわみ量

H=8400㎜ ＠227.5㎜

載荷前 載荷後

たわみ量（㎜） 0 250

上面高さ（㎜） 950 700※上面高さ：床からボード上面までの高さ

荷重前 荷重後

H=8400 ＠227.5 荷重試験

ボード、スタッドに重大な損傷、変形、
脱落はありませんでした。
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荷重前 荷重後

H=8200 ＠303 荷重試験

※ボード、スタッドに重大な損傷、変形、脱落はありませんでした。

H=8200㎜ ＠303㎜

1回目 載荷なし 載荷時

たわみ量（㎜） 0 380

上面高さ（㎜） 950 570

2回目 載荷なし 載荷時

たわみ量（㎜） 0 405

上面高さ（㎜） 950 545
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H=8200㎜ ＠303㎜試験体(2回目載荷後)の時間経過によるたわみ量変化

載荷なし 載荷時 10分経過 15分経過 20分経過 30分経過 40分経過 45分経過

たわみ量（㎜） 0 405 410 412 415 417 417 417

上面高さ（㎜） 950 545 540 538 535 533 533 533

載荷後のたわみ量の変化を測定する為、一度、載荷試験をしたH=8200＠303試験体に

再度2500N/㎡載荷しました。載荷から30分まではたわみが進行しましたが、

それ以降はたわみ量に変化はなくなり、たわみの進行は終息したと考えられます。

以上の通り、弊社強力型間仕切り下地材 倉庫業法仕様の構成部材は、2500N/㎡荷重試験において

重大な損傷、変形、脱落は起こりませんでした。

これにより弊社強力型間仕切り下地材 倉庫業法仕様は倉庫業法（則第3条の4第2項第2号）に規定

されている2500N/㎡以上の荷重に耐えれる強度を有していることを確認しました。

実験総評

株式会社 佐藤型鋼製作所

監修 近畿大学工学部 建築学科

准教授 松本 慎也

以上



高さ
H (㎜)

スタッド

ピッチ(㎜)

スタッド種別
(板厚；㎜)

振れ止め
(㎜) 上部ランナー(㎜) 下部ランナー(㎜)

あと施工アンカー
日本ﾊﾟﾜｰﾌｧｽﾆﾝｸﾞ社

タップスター

試験体固定方法
及び載荷方法

8400 227.5
SLGB-100NFB(1.2) CC-25(1.6) SWR-10016(1.6) SWR-10012(1.2) M10x60 ＠800 試験体架台にﾎﾞﾙﾄ固定

ｼｰﾄ状重りを等分布載荷8200 303

強力型間仕切下地材 倉庫業法2500N/㎡ 壁仕様一覧

高さ
H (㎜)

スタッド

ピッチ(㎜)

スタッド種別
(板厚；㎜)

振れ止め
(㎜) 上部ランナー(㎜) 下部ランナー(㎜)

あと施工アンカー
日本ﾊﾟﾜｰﾌｧｽﾆﾝｸﾞ社

タップスター

試験体固定方法
及び載荷方法

8000 227.5

SLGB-100NFB(1.2)

CC-25(1.6)

SWR-10016(1.6) SWR-10012(1.2)

M10x60 ＠800

単管パイプの上に
試験体を載せ
集中載荷を

等分布に換算

7500 303

M10x60 ＠900

7000 303

6500 303

LGB-100NF(1.0) SWR-10012(1.2) SWR-10010(1.0)

6000 303

5500 303

5250 455

5000 455

39

Sウォール（強化PB21㎜2層）片面貼り ＋ PB12.5㎜片面1層貼り

ＮＥＷ

Sウォール（強化PB21㎜2層）片面貼り
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強力型間仕切下地材 倉庫業法2500N/㎡ 壁仕様一覧

高さ
H (㎜)

スタッド

ピッチ(㎜)

スタッド種別
(板厚；㎜)

振れ止め
(㎜) 上部ランナー(㎜) 下部ランナー(㎜)

あと施工アンカー
日本ﾊﾟﾜｰﾌｧｽﾆﾝｸﾞ社

タップスター

試験体固定方法
及び載荷方法

8000 227.5

SLGB-100NFB(1.2)

CC-25(1.6)

SWR-10016(1.6) SWR-10012(1.2)

M10x60 ＠800

単管パイプの上に
試験体を載せ
集中載荷を

等分布に換算

7500 227.5

M10x60 ＠900

7000 227.5

6500 303

6500 227.5

LGB-100NF(1.0) SWR-10012(1.2) SWR-10010(1.0)

6000 303

5500 303

5250 455

5000 455

4500 455

S12（強化PB12.5㎜2層）両面貼り
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倉庫業法2500N/㎡対応
施工資料

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
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3-2 壁軽量鉄骨下地組工事

耐火壁 軽量鉄骨下地組フローチャート

施工図作成 施工計画書作成

施工計画書承諾

(1) 墨 出 し 建築設備天井内作業完了

材料納入及び確認 (2) 事 前 確 認

(3) ランナー取付

(4) スタット建込

(5) 開 口 部 補 強

手直し 自 主 検 査

NO
(6)

YES

(7)
検 査 (建築設備共)

NO

引 き 渡 し

は別途作業

３－３ 壁鋼製下地組の工法説明

(1) 墨出し

壁下地組に先立ち、既に打墨されている間仕切面墨および開口墨等を確認する。

(2) 事前確認

施工の開始に当たり、前作業の完了を確認しあい、作業に支障をきたす箇所が発生した場合は現場担当者と協議のうえ、速やかに処置を行う。

(3) ランナー取付

確認された墨に従い上下にランナー取り付ける。ランナー取り付けは、
あと施工アンカー日本パワーファスニング社タップスターM１０×６０により 800㎜ 以下のピッチで固定する。

壁高さ 上部ランナー 下部ランナー あと施工アンカーピッチ

８４００㎜
SWR-10016(t=1.6) SWR-10012(t=1.2)

M１０×６０ ８００ピッチ以下

８２００㎜ M１０×６０ ８００ピッチ以下

(4) スタット建込

所定の寸法に切断したスタッドを指定のピッチにて建て込みを行う。(切断寸法公差は±3㎜以内)スタッドとランナーの隙間は10㎜以内となるよう建て込みをする。

壁高さ スタッド ピッチ 振れ止め 振れ止め固定金具

８４００㎜ SLGB-100NFB(t=1.2) 227.5
CC-25(t=1.6)

振れ止め穴の片側１個に
ストッパーLを留め付け８２００㎜ SLGB-100NFB(t=1.2) 303

振れ止めは1,200㎜間隔にスタッド内に引き通し、振れ止め固定金具ストッパーLを穴の片側１個に取り付け固定する。ただし、上部ランナー上端から400mm以内
に振れ止めが位置する場合は、その振れ止めを省略することができる。

スタッドはランナー立ち上がりの両側に１本ずつビスで留め付ける。

(5) 開口部補強

間仕切面墨および開口部墨に従い所定の補強材にて補強を行う。建具枠と開口補強材との隙間は 30㎜ 以内とし、溶接箇所は防錆処置を行う。

(6) 自主検査

自主検査表によりチェックを行い、手直し箇所が発生した場合は、速やかに処置を行う。

(7) 検査

自主検査完了後、現場担当者の立ち会い検査をうける。検査時にしてきされた事項は速やかに処置を行う。
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倉庫業法仕様壁 軽量鉄骨下地組 壁石膏ボード(類)貼 姿図

下部ランナー(h=8400：あと施工アンカー日本パワーファスニング社タップスターM10×60@800以内で固定
h=8200：あと施工アンカー日本パワーファスニング社タップスターM10×60@800以内で固定)

上貼りボード
接着剤＋タッカーピン併用
ボード周辺部１００以下
ボード中間部２００以下

下貼りボード
ビス留め ビスピッチ２００以下

振れ止めチャンネル
(下部ﾗﾝﾅｰより＠１２００程度で
上部ﾗﾝﾅｰより４００以内は省略)

スタッド(h=8400＠227.5
h=8200＠303)

上部ランナー(h=8400：あと施工アンカー日本パワーファスニング社タップスターM10×60@800以内で固定
h=8200：あと施工アンカー日本パワーファスニング社タップスターM10×60@800以内で固定)
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5-5 品質管理

１． 資材はＪＩＳ規格に準じた物を使用する。

２． 石膏ボードはベベルエッジボードを使用する。

３． 小ネジ（タッピングビス）は、亜鉛メッキを行ったものとする。

４． 下貼りビスピッチは２００ｍｍ程度とする。

施工場所 下貼り

耐火壁 ２００ｍｍ程度

５． 上貼りステープルピッチは、<周辺部>１００ｍｍ程度、<中間部>２００ｍｍ程度とする。

施工場所 周辺部 中間部

耐火壁 １００ｍｍ程度 ２００ｍｍ程度

６． 耐火・遮音壁はメーカー認定の処理方法にて行う。設備器具、電気器具との取合い部
等の隙間は各業社にて（設備、電気業社・建築別途工事）適切な処置を行う。

７． 施工において別紙、自主検査表に基づき品質管理を行う。（フロアごと）

壁高さ8400
M10x60あと施工アンカー

800mm程度

壁高さ8200
M10x60あと施工アンカー

800mm程度

303.0mm8200
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