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はじめに

セメントボード外装仕上げシステムは、吉野石膏社のデラクリートを下地とし、LIXIL社のタイル・ラグナロッ
ク、アイカ工業社のジョリパットを施工するためのシステムです。
本マニュアルには、施工のポイントのみを記してあります。実施工にあたりましては、各社の最新の施工マニュ
アルを必ずご参照いただきますようお願いします。
参照マニュアル
デラクリートセメントボード ：デラクリート設計・施工マニュアル（吉野石膏）
タイル・ラグナロック
：はるかべ工法 住宅編 設計・施工マニュアル（LIXIL）
ジョリパット
：ジョリパット施工の手引き （アイカ工業）
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１．注意事項
１－１ 安全衛生作業における注意点
｢安全は全てに優先する｣という言葉の通り、施工工事においても安全を第一に考えた施工でなければなりません。施工工
事に当たり災害発生を未然に防止し、安全でかつ快適な作業環境を作るため安全衛生心得、規則を守ってください。
１．安全衛生心得
z 安全第一に徹すること。
z 労働安全衛生規則・建設業労働災害防止規定等を遵守すること。
z 現場に掲示されている安全表示を必ず守ること。
z 現場工事責任者の安全規約を遵守すること。
z 有資格作業を無資格者が行ってはならない。
z 作業服は上下共に正しく着用すること。
z 作業場の整理整頓を行うこと。
z 作業者相互の安全確認を十分行うこと。
z 作業者の健康状態を十分確認すること。
z 作業前に機械器具の安全点検を行うこと。
z 火災の防止に努めること。
２．安全衛生規則
z 安全ヘルメット(墜落保護用)の着用をすること。(労働安全衛生規則第 539 条)
z 滑りやすい履物を使用しないこと。(建築業労働災害防止規程第 25 条)
z 墜落の恐れのあるときは、安全帯を着用すること。(労働安全衛生規則第 520 条)
z 足場の安全性を確認すること。
z 施工時には、ゴム手袋、保護メガネ等の保護具を着用してください。
z 切断作業の際、長時間多量の粉塵を吸入すると健康を損なう恐れがあります。集塵装置付カッター並びに局所排気装置、
防塵マスクの着用、うがい手洗いの励行、切断片の安全な処分等に留意してください。
z 作業に伴い発生した残材、端材、梱包材は、現場指定の場所、方法にて速やかに処分してください。
z 各商品材料の取り扱いについては、施工要領書に従うとともに、安全上の取り扱いについては、ＭＳＤＳ（製品安全デー
タシート）をご参照ください。
z その他、作業安全衛生上の不明な点は、現場責任者の指示に従ってください。
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１－２ 部材保管・納入時の注意
各部材の取り扱い、保管に関しては以下の注意事項を守ってください。
デラクリートセメントボード
＜取り扱い＞
z セメントボードの荷下ろしや移動は、破損防止のために、周囲にぶつけたり衝撃を加えないように十分に注意ください。
z 運搬中に端部の表面モルタル層が剥離した場合は、ベースコートを塗り付けて修復してください。
z 荷下ろしや移動の際には、ワイヤーロープ等が直接ボードに触れないように、あて板等により保護を行ってください。
z パレットから取り出す際には、両手でゆっくりと持ち上げてください。
z 持ち運びは小端立てにしてください。
＜保管＞
z バラ積みの高さは、h=700mm 以下（50 枚程度）としてください。
z セメントボード（パレット）の段積みは、2 段までとしてください。
（1 パレット 50 枚）
z セメントボードは直接土間に置かずに、パレットや角材を用いて飼木をしてください。飼木は寸法の等しい角材を５本以
上等間隔で使用してください。
z セメントボードを保管する場合は、必ず平積みにして、ボードを水平になるようにしてください。また保管場所から現場
まで車両運搬を行う場合も、決して縦積みにはしないでください。
z セメントボードを炎天下や、直接雨や雪のかかる場所には保管しないでください。やむを得ず屋外に置く場合には、防水
シート等で必ず養生をしてください。
＜その他＞
z 稀にボード表面にシミ状の模様が（白色や茶色等）が見える場合がありますが、性能には問題はありません。
z セメントボードはその特性上（可とう性）
、多少の歪みが生じている場合がありますが性能には問題がありません。
べースコート
＜取り扱い＞
z 取り扱い時には、防塵マスク、保護メガネ、ゴム手袋等の保護具を必ず着用してください。
z 乱暴に取り扱うと破損（破袋）して内容物が飛散することがありますので、十分に注意してください。
z 納入後はできるだけ速やかに使用してください。
＜保管＞
z 保管はパレット等を使用して、直接土間置きを避けてください。必ずポリエチレンフィルム等のシートで養生を行い、雨
や露および湿気に注意してください。
z 炎天下での保管は避けて、できるだけ乾燥した涼しい場所に保管してください。
コーナービート、L 型・J 型トリム
＜取り扱い＞
z トリム類は樹脂製です。乱雑に扱うと変形や破損の原因となります。
＜保管＞
z トリム類は平置きしてください。
z 炎天下に放置又は高温下で貯蔵、溶剤系の材料に触れると変形及び劣化の原因となります。
ガラス繊維テープ、スタンダードメッシュ
＜保管＞
z 直射日光を避け、低湿な室内倉庫で保管してください。
z 有機溶剤、強酸・強アルカリとの接触は避けてください。
接着剤、ジョリパット
＜保管＞
z 風雨を避けるため、また劣化や変質を避けるため、屋内で保管してください。やむを得ず屋外に置く場合は、防水シート
で覆い、防水シートが飛ばないように養生してください。
z 日陰になる場所に保管してください。
z 水濡れや破損を避けるため、直接地面に置かないでください。
タイル・ラグナロック
＜保管＞
z 現場に保管する場合は、なるべく施工場所に近い屋内の安全な所を選んでください。
z 水濡れや破損を避けるため、直接地面に置かないでください。
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１－３ 設計および施工における禁止事項
禁 止 事 項
次のような部位への設計や施工はトラブルの原因となりますので、行わないでください。
● 裏面から雨のかかる場所や塀などへの施工

裏面からの吸水や乾燥の繰り返しにより反りや凍害の原因となります。

● 傾斜のあるパラペットへの施工（タイル・ラグナロックの場合）

垂直な面に比べて、屋根に近い過酷な条件となります。
凍害や雨漏りの原因となります。
● 集合煙突への施工

煙突内で発生した水分がモルタルを通して外部へしみだし、デラクリートの裏
面から吸水して反りや凍害の原因となります。
● 外勾配の笠木への施工

パラペット部の笠木を外勾配にすると雨水が外壁面を多量に流れて汚れの原因
となります。

● 基礎部のモルタルへの埋め込み施工

 毛細管現象によって吸水し、凍害やカビなどの原因となります。
 結露水等の排出ができなくなり、土台部からの漏水の原因となります。
 躯体圧縮荷重に対するクリアランスが無くなるため、反りの原因となります。
● 内付けサッシの使用

内付けサッシでは持ち出し寸法が限定されるため、納まりません。防水上問題
がありますので、外付けサッシ(もしくは半外付けサッシ）を使用してください。

● 換気口での接続パイプ周りのシールの不備

接続パイプと外壁材の間のシールが不完全な場合、壁体内に排気が漏れ壁体内
結露を起こしたり外壁材表面に流れ出すことにより、断熱性能の低下、構造躯
体の含水率上昇、外壁材の凍害等を引き起こす危険性が高まります。接続パイ
プは外壁材表面より突出させ、パイプと外壁材の間にシーリングを確実に充填
してください。

透湿防水シート
外装材
防水テープ

透湿防水シート
防水テープ
シーリング

接続パイプ
外挿型
ベントキャップ

内挿型
ベントキャップ

接続パイプ

漏気
結露

外装材

● 指定部材以外の使用

指定以外の胴縁サイズやスクリューはデラクリートの留め付け強度が確保でき
ずに、仕上材面の反りの原因となります。胴縁・スクリューの太さ、長さ、材
質共に指定のものを使用してください。
指定以外の接着剤やジョリパットは接着性能が確保できないものや下地との相
性が悪いものがあり、剥離および割れの原因となります。

13
mm
未

満

未
mm
45

?
● 寒冷地域での寒冷期の施工

寒冷地域での寒冷期（昼間でも気温が 5℃以下となる場合）のベースコート、接
着剤およびジョリパットの施工を行わないでください。やむを得ず施工をする
場合には、シートを用いて養生しジェットヒータ等で採暖をしながら施工して
ください。

3

満

１－４ 維持管理のポイント
１．お手入れ方法
z ホコリや汚れの清掃の際には、布や柔らかいブラシを使用し水洗いで清掃してください。
※金属タワシなどの硬いものは使用しないでください。
※シンナーなどの溶剤は使用しないでください。
２．設備機器 等
z 看板、エアコン等を後から取り付ける場合は、外壁材に直接固定する事はさけて、必ず取り付け下地に固定してください。必要に応じて補
強を行ってください。
３．増改築について
z 既存の建物の増改築によって新築の建物を接続する場合、必ずエキスパンションジョイントなどで縁を切って施工してください。
z 建物の挙動の違いによって問題が起こりやすいので、既存の建物が同じ外壁材を使用している場合も同様に、エキスパンションジョイント
を使用してください。
z その他、増改築・メンテナンス等については、元請け住宅会社様・施工業者様など専門業者にご相談ください。
４．その他
z 万一、外壁材を外部からの衝撃等で破損した場合には、破損した外壁材を取り外し、新しい外壁材を張ってください。また、地震等により
スクリュー部にクラックが発生した場合は、破損した外壁材を張り替えてください。
z 土台部、大屋根等で積雪が外壁材に被さるところや入隅部の吹きだまりのできるところは、早急に積雪を除去するようにしてください。
z 屋根からの雨だれ等により、外壁材に常時雨水の跳ね上がりが起きないように工夫してください。
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２．システムの構成および材料
２－１ システム構成図
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２－２ 使用材料
デラクリート部材 吉野石膏㈱
品 名
デラクリートセメントボード
デラクリートセメントボード 2000

下地ボード

ウッドスクリュー
下地専用
スクリュー

スチールスクリュー32
スチールスクリュー45

下地調整材
補強材
トリム類

仕 様
910mm×1,820mm×12.5mm 重量：25kg/枚
910mm×2,000mm×12.5mm 重量：27.5kg/枚
木下地用、色：黒 頭径 9mm×41mm
材質：炭素鋼
鉄骨下地用、色：黒 頭径 9mm×32mm
材質：炭素鋼
鉄骨下地用、色：黒 頭径 9mm×45mm
材質：炭素鋼

ファイバーベースコート

荷姿：20kg/袋

ガラス繊維テープ
スタンダードメッシュ
コーナービート
Ｌ型トリム
Ｊ型トリム

ジョイント補強用 幅 102mm×46m/巻
鉄骨造用 幅 1000mm×46m/巻
ABS 樹脂（一部 AES 樹脂）製 L=2,000mm
ABS 樹脂製 L=2,000mm
ABS 樹脂製 L=2,000mm

入 数
1枚
1枚

使用量
0.6 枚/㎡
0.55 枚/㎡

500 本/箱

24 本/㎡

500 本/箱

24 本/㎡

500 本/箱

24 本/㎡

1袋
4 巻/箱
4 巻/箱
50 本/箱
50 本/箱
50 本/箱

木造：4～7kg/㎡
鉄骨造：6～7kg/㎡
1.8m/㎡
1.1m/㎡
―
―
―

タイル・ラグナロック部材 ㈱LIXIL
品名

品番

仕様

接着剤張り用外装壁タイル
INAX 外装壁モザイクタイル
ラグナロック
ワンパックボーイ R－
V2
接着剤
ワンパックボーイ R-V2
ライト

梱包数量

カタログ参照

EGR-V2/G2,G3
,G4,G11

専用一液型接着剤 ｴﾎﾟｷｼ変成ｼﾘｺｰﾝ
2kg/ﾊﾟｯｸ

EGR-V2LT/G3

専用一液型接着剤 ｴﾎﾟｷｼ変成ｼﾘｺｰﾝ
2kg/ﾊﾟｯｸ

9 本/梱

9 本/梱

※ 1 タイル・ラグナロックの詳細な仕様については、最新のＬＩＸＩＬ社カタログをご参照ください。上記以外の施工用
の部材については、最新の「はるかべ工法 住宅編 設計・施工マニュアルをご参照ください。
※ 2 ワンパックボーイ R-V2 ライトは使用できるタイルが限られています。詳細についてはＬＩＸＩＬ社カタログをご確認
ください。
※ 3 使用量については、ＬＩＸＩＬ社カタログを参照ください。

ジョリパット部材 アイカ工業㈱
品 番

品 名
シーラー

ジョリパットシーラー

主材

ジョリパットネオJQ-650シリーズ

仕 様

JS-800
JQ-650T○○○○
JQ-650△○○○
（○は数字、△は英字）

注）副資材は仕上げ材によって異なります。
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入 数

使用量

1 液水系

16ｋｇ/缶

0.1～0.2ｋｇ/㎡

1 液水系

20ｋｇ/缶

仕上げ面状により異
なります。

３．システムの設計資料
３－１ 適用範囲
本工法は、木造・鉄骨造の外壁として以下の場面に適用できます。
木造又は鉄骨造の、地上３階建て以下かつ高さ１３ｍ以下の建物に適用してください。
一般地域・寒冷地域共に適用可能ですが、下地に規定以上の胴縁を用い「外壁通気構法」とすることを前提としています。
下地胴縁の設計（胴縁間隔の算定）
z 胴縁間隔は、ボード（パネル）の許容荷重から決定されます。外壁では風圧力を考慮し、胴縁間隔を算定します。
z デラクリートセメントボードの胴縁間隔は、455mm 以下とします。
■デラクリートセメントボードは、防火材料として「不燃材料」、防耐火構造として「防火構造」、および「45 分・60 分準耐火構造」
の防耐火認定を取得しています。
※「防火構造」、および「45 分・60 分準耐火構造」の認定を受けたデラクリートの基本仕様は、屋外側をデラクリートセメントボード
に専用モルタル（ベースコート）塗り構成とし、かつ屋内側に必要な被覆をした構成となります。
防火構造

木造軸組構造（通気構法）
木造軸組構造（直張構法）
木造軸組構造（外張断熱工法）
木造軸組構造（ポリスチレンフォーム板内断熱工法）
木造枠組構造（通気構法）
木造枠組構造（外張断熱工法）
鉄骨構造

45 分準耐火構造

（通気構法・直張構法）

木造軸組構造（通気構法）
木造軸組構造（直張構法）
木造枠組構造（通気構法）
鉄骨構造

60 分準耐火構造

（通気構法・直張構法）

木造軸組構造（通気構法）
木造枠組構造（通気構法）

※各認定の番号や詳細につきましては、吉野石膏ホームページでご確認ください。

３－２ タイル・ラグナロック 設計のポイント
１）使用材料
外壁材…接着剤張り用外装壁タイル（モルタル張り専用タイルは適用できません）
・LIXIL 外装壁モザイクタイルは、目地詰め専用、目地詰め不可、目地詰と空目地両方可能なものがあります。
・ラグナロック
※LIXIL カタログにてご確認ください。
接着剤…ワンパックボーイＲ－Ｖ２、
（ワンパックボーイＲ－Ｖ２ライト）
目地材…イナメジＢＨ、イナメジアルファ、イナメジアルファＮシリーズ
２)伸縮調整目地
●タイル・ラグナロックはデラクリートセメントボードの伸縮目地をまたがないように割り付けてください。伸縮目地
設置箇所は P.15 を参照してください。
●納まりは下図のように「①化粧シーリングを打たない場合」と「②化粧シーリングを打つ場合」の２種類あります。
外壁タイルおよびラグナロックの場合は①を、外壁タイル（目地詰め）の場合は②をお勧めします。なお、目地材に
ひび割れが生じるおそれがありますので、伸縮目地部にセメント目地を詰めないでください。
①化粧シーリングを打たない場合
シーリング
バックアップ材

タイル
接着剤

②化粧シーリングを打つ場合
化粧シーリング

デラクリートベースコート

シーリング
バックアップ材

デラクリートセメントボード
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タイル
接着剤

デラクリートベースコート
デラクリートセメントボード

３）曲面の施工について
曲面については、使用するタイル・ラグナロックのサイズによって、適用可能な曲率半径があります。
◆タイルの場合
●長さ 65mm を超えるタイルを張る場合は、必ず目地を詰めてください。(目地詰め不可のタイルは適用できません。)
長さ 65mm を超えるタイルを空目地で使いたい場合は、
縦張りにするタイルの種類を替える等の方法をご検討ください。
●長さ 150mm を超えるタイルを張る場合は下地に接着剤を塗り付けるだけでは付着面積が確保できません。必ず、下地
とタイル裏面の両面に接着剤を塗り付けてください。塗り付け方法の詳細は P.26 をご参照ください。
●長さ 300mm を超えるタイルは使用できません。
目地

下地の曲率半径(mm)

適用タイル長さ寸
法（水平方向）(mm)

2400 未満

2400～

3200～

5400～

空目地

目地詰

65 以下

×

○

○

○

○

○

66～100

×

○

○

○

×

○

101～150

×

×

○

○

×

○

151～235

×

×

×

○

236～300

×

×

×

○

○（両面塗布） ○（両面塗布）
×

○（両面塗布）

◆ラグナロックの場合
●下地に接着剤を塗り付けるだけでは付着面積が確保できません。必ず、下地とラグナロック裏面の両面に接着剤を塗
り付けてください。塗り付け方法の詳細は P.26 をご参照ください。
●目地幅は細目地（1 ㎜～2 ㎜）としてください。それ以上の目地幅では適用できません。
（推奨目地幅と異なる場合が
ありますのでご注意ください。
）
ラグナロック最大
長さ寸法（水平方
向）(mm)

下地の曲率半径(mm)

目地

5400 未満

5400～

8000～

10000～

空目地
目地幅１～
２mm 限定

300

×

○（両面塗布）

○（両面塗布）

○（両面塗布）

○

×

400

×

×

○（両面塗布）

○（両面塗布）

○

×

500

×

×

×

○（両面塗布）

○

×

目地詰

３－３ ジョリパット工事
１）伸縮調整目地
●デラクリートセメントボードの伸縮目地にジョリパットを施工する場合の納まりは下図のように「①化粧シーリング
を打たない場合」と「②化粧シーリングを打つ場合」の 2 種類あります。なお化粧目地とした場合、ジョリパットの
表面に微細なクラックが発生する場合がありますが、性能上の問題はありません。
※シーリング材へのジョリパット施工について
シーリング材へジョリパットを施工する場合、シーリング材の上にパターン付けはできません。なお化粧シーリン
グを打たない場合、シーリング材はウレタン系をご使用ください。
①化粧シーリングを打たない場合

②化粧シーリングを打つ場合
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３－４外壁通気構法のポイント
外壁通気構法

排気口(小屋裏・棟）
排気口(軒天井）

外壁を施工する上で、一般地・寒冷地共に外壁通気構法
を標準仕様とします。
内部結露の発生しやすい寒冷地・積雪地では、壁体内の通
気により断熱材や木材に含まれている湿気を放出し、断熱
性能を向上させ、住まいの耐久性を向上させます。一般地
域では夏季の外壁内の蓄熱を防止し冷房効果を高め、湿気
を防止するのに役立ちます。

サッシ廻り
横胴縁18×90以上

縦ジョイント部
縦胴縁18×90以上

サッシ廻り
縦胴縁18×90以上

30

30

縦胴縁18×45以上

外壁通気構法の効果

吸気口

●冬季
壁体内の湿った空気を通気層からスムーズに屋外に排出して、
内部の結露を防止します。そして、この効果により構造材を
乾燥させ、住宅の耐久性を向上させます。
●夏季
日射熱が外壁や壁体内に蓄熱されないように通気層から熱気
を放出し、室内温度の上昇を防いで住宅の冷房効果を上げま
す。

外壁通気構法の原理
水蒸気は雨水に比べて極めて小さい粒子であるため、防湿層
を設けても完全に防ぐことができずに壁体内に浸入してきま
す。そのため、壁体内から水蒸気を追い出す対策を考えなけ
ればなりません。屋内側に透湿抵抗の大きい防湿層を設けて
湿気を遮断し、屋外側に抜けやすくすることが内部結露防止
の基本となります。さらに外壁材の裏面に通気層を設けて、
上下に開放部を作り、水蒸気が外側に拡散していくための道
を作るものです。

＜通気の吸気口と排気口の設置方法＞
●設置方法１
通気層が軒裏に連通し、有孔板や軒裏排気口などから排気され
る。主に温度効果による。
●設置方法２
通気層が小屋裏に連通し、小屋裏排気口により排気される。温
度効果と風効果による。

※ 住宅金融支援機構の工事仕様書では「壁体内の水蒸気を外気など
へ放出するために、窯業系サイディング張りは壁体内通気を可能
とする構造とすること」としています。外壁通気構法は、水蒸気
を放出するために最も効果の高い工法です。
注）外壁通気構法の詳細については、日本窯業外装材協会発行の住
宅とサイディング「住宅の品質・耐久性向上と外壁通気構法」を
参照ください。
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設置方法１

設置方法 2

軒天井有孔板から湿気等の排気

小屋裏・棟からの湿気等の排気

４．共通編
４－１ 標準施工フロー
事前の打ち合わせ
▼
躯体工事
下地準備

▼
透湿防水シート施工
▼
通気用胴縁取り付け工事

デラクリート

張り工事

▼
セメントボード張り付け
▼
シーリング施工
▼

デラクリート
左官工事

役物取り付け工事
▼
セメントボードジョイント補強
▼
ベースコート塗り（下地調整）
▼

タイル・ラグナロック張り工事

タイル・ラグナロック割り付け
▼
接着剤塗布
▼
タイル・ラグナロック張り付け
▼
目地直し
▼
目地詰め・酸洗い・水洗い
▼

ジョリパットネオ
塗装工事

シーラー塗布
▼
主材（下塗り）塗布
▼
主材（上塗り）塗布・パターン付け
▼
最終検査
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４－２ デラクリート工事

デラクリート工事 施工フロー

①躯体・下地チェック(P.12)
下地準備

▼
②透湿防水シート施工(P.13)
▼
③通気用胴縁取り付け工事(P.14)
▼

デラクリート張り工事

④セメントボード割り付け(P.15)
▼
⑤セメントボード張り付け(P.16)
▼
⑥シーリング施工(P.17)
▼
⑦ベースコートの混練(P.18)
▼

デラクリート左官工事

⑧専用役物の取り付け(P.19)
▼
⑨セメントボードジョイント補強(P.20)
▼
鉄骨造 ⑩スタンダードメッシュ伏せ込み(P.21)
木造

⑩ベースコート塗り(P．22)
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デラクリート張り工事
① 躯体・下地のチェック
木造
鉄骨造

「デラクリート設計・施工マニュアル」の第４章システ
ムの施工／施工準備［躯体・下地のチェック］を参照く
ださい。

●入隅部の添え柱

柱

施工のポイント
●柱・間柱間隔は 455mm 以下としてください。
●セメントボードは可とう性のあるやわらかいボードです。
躯体精度（不陸等）の影響を顕著に受けますので、不具合
の無いように注意してください。
●開口部廻りは、筋交い等の補強を施してください。クラッ
ク発生に大きく影響します。
●柱、間柱、桁、胴差は外面合わせにして凹凸の無いように
調整してください。
●鉄骨造の場合、層間変位を 1/180 以下、外壁下地材のたわ
み量は以下のように設計してください。
タイル目地詰め工法
タイル目地詰め不要工法（V 工法）
ラグナロック接着剤張り工法

1/300 以下

ジョリパットネオ JQ-650 仕上げ

1/240 以下

補強材

●ボルト類の躯体への座掘り納め

1/240 以下
座掘り処理

＜曲面壁の場合＞
●曲面施工

施工のポイント
●曲面部の適用曲率半径は、胴縁面で R≧2,400mm です
●柱・間柱間隔は、以下のようにしてください。
曲率半径［mm］

間柱間隔［mm］

6,000 以上

455 以下

2,400～6,000

303 以下

2,400 未満

施工は推奨できません
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② 透湿防水シート施工
●防水紙の張り方

木造
鉄骨造

「デラクリート設計・施工マニュアル」の第４章システ
ムの施工／施工準備［防水シート施工］を参照ください。

施工のポイント

透湿防水シート

●防水紙の施工不備は直接漏水へとつながりますので、施
工は確実に行ってください。
●通気構法を推奨しますが、バルコニー等セメントボード
を直張りする部位には、スクリューからの漏水を防ぐた
めアスファルトフェルトを使用してください。
●開口部廻りは、防水テープやシーリング等の処理を確実
に行ってください。

mm

以上

100mm以上

1 50

●柱上で重ねる場合

150

mm

以上
ステープルで留め付ける

●間柱上で重ねる場合

ステープルで留め付ける

●出隅部・入隅部

10 0

mm

以上

m
1 00

m以

上

1

13

m
0 0m

以上

1 00

mm

以上

③ 通気胴縁取り付け施工
●胴縁下地組み

木造

鉄骨造

45

「デラクリート設計・施工マニュアル」の第４章システ
ムの施工／施工準備［通気胴縁取り付け施工］を参照く
ださい。
「デラクリート施工マニュアル（鉄骨造編）
」を参照く
ださい。

5以
下
45

5以

下
45
5以

下

縦胴縁

施工のポイント
●胴縁は、縦胴縁で 455mm ピッチ以下としてください。
●胴縁寸法は、13X45mm 以上のものを使用してください。
●セメントボードジョイント部・出隅・入隅部の胴縁は、
幅 60mm 以上としてください。
●胴縁は、柱・間柱・梁など構造材へ確実に留め付けてく
ださい。
●セメントボードは可とう性のあるやわらかいボードで
す。胴縁下地精度（不陸等）の影響を顕著に受けますの
で、胴縁面精度を±1.0mm／2m 以内とするようにしてく
ださい。
●開口部廻りは、セメントボードの暴れが激しく、クラッ
ク発生に大きく影響します。右図のように通気の隙間を
設けて、開口部廻りに横胴縁を取り付けてください。
●Ｃ型鋼ダブルとする場合は、溶接で一体とするか角型鋼
にし、セメントボードの暴れを防いでください。

透湿防水シート

●開口部

＜曲面壁の場合＞

施工のポイント
●曲面部の適用曲率半径は、胴縁面で R≧2,400mm です。
●胴縁間隔は、以下のようにしてください。
曲率半径［mm］

胴縁間隔［mm］

6,000 以上

455 以下

2,400～6,000

303 以下

2,400 未満

施工は推奨できません

●軒天部
軒天

軒天換気口

注 意 事 項
●木胴縁を使用する場合、乾燥収縮によるクラックの影響を防
ぐ為に直接雨にかかる場所に保管していない材料か、極力乾
燥材を使用してください。

透湿防水シート

縦胴縁

●出隅部・入隅部
補強材

縦胴縁13X60以上
縦胴縁13X60以上
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④ デラクリートセメントボード割り付け
木造
鉄骨造

「デラクリート設計・施工マニュアル」の第４章システ
ムの施工／張り工事［セメントボードの割り付け］を参
照ください。

●セメントボード割り付け

施工のポイント
● セメントボードは、横張りとし、千鳥状に割り付けて
ください。
● 縦ジョイント部は、必ず胴縁上で行ってください。
● 縦ジョイント部の隙間は 3mm 程度としてください。
● 横ジョイント部は、突き付けを基本としてください。
セメントボード切断面をジョイントする場合は、3mm
程度のクリアランスとしてください。
● 開口端部をかぎ掛けに割り付けてください。
● 伸縮目地は、セメントボードを 10mm 程度の目透かし張
りとしシーリング処理してください。
● 伸縮目地を設ける箇所
・異種壁面等の境目
・タイル・ラグナロック仕上げ
4.9m 毎
・ジョリパットネオ JQ-650 仕上げ
6.0m 毎
・3 階建ての場合
2 階と 3 階の階床部分（鉄骨造は各階床部分）

455mm以上
＜曲面壁の場合＞

施工のポイント
● 曲面部の適用曲率半径は、胴縁面で R≧2,400mm です。
● セメントボードの縦横比を 1：2 換算として割り付けて
ください。
● 曲面部でのセメントボード割り付け最少幅は 50mm 以
上としてください。
●縦ジョイント部
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⑤ デラクリートセメントボード張り付け
木造
鉄骨造

「デラクリート設計・施工マニュアル」の第４章システ
ムの施工／張り工事［セメントボードの張り付け］を
参照ください。

●留め付け用ビスピッチ

材 料
デラクリートセメントボード
ウッドスクリュー（木下地用）
スチールスクリュー（鉄骨下地用）

施工のポイント

●縦ジョイント部

●セメントボードの表面は印字のある粗い面です。
1.張り方
●横張り千鳥状に、土台廻り下方より上方へ張り上げてく
ださい。
2.伸縮目地
●伸縮目地の箇所は前項[④セメントボード割り付け]を参
照ください。
3.切り出し
●切断には「集塵機能付き電動のこぎり」を使用してくだ
さい。刃はダイヤモンドチップを推奨します。
4.留め付け
●必ず専用スクリューを使用してください。
●スクリューを留め付ける際は、セメントボード面とスク
リュー頭が面一となるように締め付けてください。セメ
ントボード面よりスクリュー頭がもぐり込み、セメント
ボードのメッシュを破損させた場合は、その近辺（15mm
程度）に新たにスクリューを留めてください。
●スクリュー留め付け本数は、セメントボード 1 枚あたり
25 本（縦 5 本×5 列）が標準です。
●スクリュー留め付け位置は、セメントボードの端部から
15mm～20mm 離してください。
（伸縮目地部はあらかじめ
先穴をあけるなどして、セメントボード端部から 20～
30mm に留め付けてください。
）
●スチールスクリューの鉄骨下地適用厚みはｔ=1.6mm～
3.2mm です
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●出隅部

デラクリート
セメントボード

●入隅部

デラクリート
セメントボード

＜曲面壁の場合＞

施工のポイント

6,000 以上

230 以下

230 以下

2,400～6,000

100 以下

150 以下

2,400 未満

施工は推奨できません

縦胴縁
デラクリート
セメントボード

注 意 事 項
●セメントボード施工時のボードの不陸は、1mm 以内になるよ

うにスペーサー等で調整してください。
不陸が大きな場合、ベースコート（下地調整塗り）を数回塗
り重ねる必要が生じます。
●セメントボードは製品の構造上、ボード表面下に埋め込ま
れたガラス繊維メッシュが重要です。取り扱い時に破損し
たものは、使用しないでください。

⑥ シーリング施工
木造
鉄骨造

5～8

●軒天部

●曲面部の適用曲率半径は、胴縁面でＲ≧2,400mm です。
●セメントボードの縦横比を 1：2 換算として割り付けま
す。
●切断前にセメントボードを曲げ方向に合わせて軽くたわ
ませると、セメントボードの馴染み張りが楽になります。
●胴縁のスクリュー留め間隔は以下のようにしてください。
スクリュー留め間隔［mm］
曲率半径［mm］
ボード外周部
ボード中央部

「デラクリート設計・施工マニュアル」の第４章システ
ムの施工／張り工事［シーリング工事］を参照ください。

材 料
シーリング材

施工のポイント
●建築用シーリング材（市販品）で、一成分系の低モジュ
ラス型・耐汚染性タイプの変成シリコーン系、ポリサル
ファイド系およびポリウレタン系の材料（JIS A5758 適
合品）などを、品質を確認した上で使用してください。
（低モジュラス：50％モジュラスが 0.25N／mm2以下のも
の）
●シーリングはサッシ廻り、設備管など貫通開口部廻り、
軒天と壁の取り合い部、その他異種材料との取り合い部
に打設します。

注 意 事 項
●セメントボードのジョイント補強部には、絶対にシーリン
グを打たないでください。
●シーリングは、セメントボードの小口面が必ず隠れるよう
にしてください。
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⑦ ベースコートの混練
木造
鉄骨造

「デラクリート設計・施工マニュアル」の第４章システ
ムの施工／左官工事［ベースコートの混練］を参照くだ
さい。

材 料
デラクリートファイバーベースコート

施工のポイント
1.取り扱い
●施工時および塗布後の養生時の気温・気象条件に注意し
て、降雨・降雪を避け、気温が 5℃以下での施工を避け
てください。
●養生時に凍結の懸念がある場合は、ジェットヒーター等
で凍結を防いでください。ジェットヒーターによる養生
時は、急激な乾燥収縮を防ぐ為に直接壁面へ熱風を当て
ないようにしてください。
2.ベースコートの混練
●練り水量は、製品に記載している規定の範囲内で調整し
てください。
●練り水は、清水を使用してください。置き水や溜まり水
は使用しないでください。
●混練り時間は、ハンドミキサーで 3～4 分です。

注 意 事 項
●取り扱い時には、防塵マスク、保護メガネ、ゴム手袋等の
保護具を必ず着用してください。
●練り水量は規定の範囲内で調整してください。
●ベースコートは、通常のモルタルと比較して硬化が早く接
着性が高いので、作業効率に合わせた混練り量としてくだ
さい。
●ベースコートの付着した器具・工具類は早めに水洗いして
ください。
●炎天下等で保管された高温のベースコートや置き水、溜ま
り水は、硬化を著しく促進しますので絶対に使用しないで
ください。
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⑧ 専用役物取り付け
材 料
入隅

出隅

ガラス繊維テープ
タイル・ラグナロック仕上げ

ガラス繊維テープ

ジョリパットネオ
JQ-650 仕上げ

コーナービートとガ
ラス繊維テープ又は
ガラス繊維テープ

併用仕上げ

ガラス繊維テープ

ボード下端

Ｌ型トリム、又はＪ型トリム

伸縮目地

役物の取り付けはありません

施工のポイント
●あらかじめ[⑦ベースコートの混練(P.18)]を熟読し、
ベースコートを練ってください。
●専用役物は、必ずデラクリートベースコートで取り付け
てください。
●役物取り付け部に十分な量のベースコートを塗り付け、
役物を押さえ付けるようにし役物のパンチ穴からベース
コートのノロが上がってくるようにして取り付けてくだ
さい。

工 事
●役物の取り付けは、以下の手順に従ってください。
1.セメントボードの暴れがないか確認してください。
2.施工部位の寸法に合わせて、専用役物をカッターや金切りバサミ
で切断してください。
3.混練したベースコートを、施工部位に均一に塗り付けてください。
4.出隅部用のコーナービート、セメントボード下端用のトリムの順
番で取り付けてください。
5.切断した役物を、取り付け部に沿って押さえ付けるようにし、製
品のパンチ穴からベースコートのノロが上がってくることを確
認してください。
6.コーナービートの両側をガラス繊維テープで補強してください。

注 意 事 項
●ベースコートは、皮膚に付着すると肌荒れや、炎症をおこ
す場合があります。取り扱いの際は、手袋等の保護具をご
使用ください。
●垂直・水平に注意して、できるだけセメントボードに密着
するように取り付けてください。
●役物の裏面に空気層ができると、クラックや剥離の原因と
なりますので注意してください。
●トリムとコーナービートとの取り合いは、なるべく隙間が
ないように納めてください。
●ベースコートが、他の部材（サッシ、板金、屋根材等）に
付着して硬化すると、取れなくなる場合がありますので、
マスキング等の養生は確実に行ってください。
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⑨ セメントボード ジョイント補強
1.ジョイント部の充填
木造
鉄骨造

「デラクリート設計・施工マニュアル」の第４章システ
ムの施工／左官工事［ジョイント部の補強］を参照くだ
さい。

材 料
デラクリートファイバーベースコート
ガラス繊維テープ
2.ベースコート塗り付け

施工のポイント
●あらかじめ[⑦ベースコートの混練(P.18)]を熟読し、
ベースコートを練ってください。
●セメントボードのジョイント部（縦横方向とも）の隙間
に、ベースコートを押し込みながら十分に充填してくだ
さい。このとき、コテの先をジョイント部に差し込みボ
ードの切り口にこすりつけるようにするとより充填しや
すくなります。これにより、ジョイント部の補強効果が
発揮されます。
●ガラス繊維テープの伏せ込みは、ジョイント部に充填し
たベースコート可使時間内に行ってください。
●ガラス繊維テープの伏せ込みは、シワや浮きが発生しな
いようにコテ圧を掛けながらしごき、できるだけセメン
トボード面と面一になるように伏せ込んでください。

※平滑な柄の場合は 500mm 程度
3.ガラス繊維テープ伏せ込み

注 意 事 項
●ベースコートは、皮膚に付着すると肌荒れや炎症をおこす
場合があります。取り扱いの際は、手袋等の保護具をご使
用ください。
●セメントボードのジョイント補強部には、絶対にシーリン
グを打たないでください。
●ガラス繊維テープの重ね貼りは、決して行わないでくださ
い。重ね貼りをすると、剥離や不陸の原因になります。
●ジョイント補強後は、十分な養生を行い、硬化を確認して
から次の工程に進んでください。ジョイント部のベースコ
ート乾燥収縮によるひび割れを十分発生させてから次の工
程に進むと効果的です。
●ベースコートが他の部材（サッシ、板金、屋根材等）に付
着して硬化すると取れなくなる場合がありますので、マス
キングなどの養生は確実に行ってください。

● 縦ジョイント部

●入隅部

●テープの貼り方

ベースコート
ガラス繊維テープ
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⑩ スタンダードメッシュ伏せ込み（鉄骨造必須、木造可）

鉄骨造

「デラクリート設計・施工マニュアル」の第４章シス
テムの施工／左官工事［スタンダードメッシュの全面
伏せ込み（鉄骨造必須）
］を参照ください。

材 料
デラクリートファイバーベースコート
スタンダードメッシュ

1.ベースコート下塗り

施工のポイント
●ジョイント補強部と役物取り付け部が、十分に硬化して
いることを確認してください。
●あらかじめ[⑦ベースコートの混練（P.18）]を熟読し、
ベースコートを練ってください。
●施工は以下の手順で行ってください。
1.ベースコートの下塗り
練り上がったベースコートをコテで全面に 2～3mm 厚程度
に下ごすりします。
2.スタンダードメッシュの伏せ込み
コテをスタンダードメッシュの中心部から端側へ伸ば
し、メッシュがシワにならないで、平滑に伏せ込まれる
ようにします。スタンダードメッシュの四方は少なくと
も 5cm 重ねてください。
3.ベースコート上塗り
下塗りのベースコートが硬化する前に 1～2mm 厚程度に上
塗りします。スタンダードメッシュが見えないように、
全面を平らに塗ってください。
●ベースコートの上塗りは、仕上に応じた平面精度で全面
を平らに塗ってください。
●養生は通常期 3 日以上、冬場 5 日以上とってください。
（気象条件および地域特性等により養生期間が前後する
場合があります。
）

注 意 事 項
●ベースコートは、皮膚に付着すると肌荒れや炎症をおこす
場合があります。取り扱いの際は、手袋等の保護具をご使
用ください。
●セメントボードの乾燥が著しい場合は、霧吹き等により軽
く散水してください。
●添加剤等を混ぜないでください。
●降雨直後の施工でセメントボード表面が濡れている場合
は、乾燥させてから施工してください。接着不良等の不具
合発生の恐れがあります。
●ベースコートが他の部材（サッシ、板金、屋根材等）に付
着して硬化すると取れなくなる場合がありますので、マス
キング等の養生は確実に行ってください。
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ガラス繊維テープ

ベースコート

コテ

2 スタンダードメッシュ伏せ込み

50mm以上

ベースコート

スタンダードメッシュ

3.ベースコート塗り重ね

⑩ ベースコート塗り（木造）

木造

「デラクリート設計・施工マニュアル」の第４章システ
ムの施工／左官工事［ベースコート塗り（下地調整）
］
を参照ください。

材 料
デラクリートファイバーベースコート

施工のポイント
●ジョイント補強部と役物取り付け部が、十分に硬化して
いることを確認してください。
●あらかじめ[⑦ベースコートの混練(P.18)]を熟読し、
ベースコートを練ってください。
●コテ圧をかけて、まずジョイント補強部以外をしごき塗
りし、追っかけで全体を塗り厚 3～5mm 程度になるように
平らに塗り付けてください。
●ベースコート面の仕上がりは、仕上げに応じた平面精度
で全面を金ゴテ平滑押さえとしてください。
●養生は塗り厚 3mm の場合は通常期 2 日以上、冬場 3 日以
上とってください。塗り厚 4～5mm の場合は通常期 3 日以
上、冬場 5 日以上とってください。
（気象条件および地域
特性等により養生期間が前後する場合があります。
）

注 意 事 項
●ベースコートは、皮膚に付着すると肌荒れや炎症をおこす
場合があります。取り扱いの際は、手袋等の保護具をご使
用ください。
●セメントボードの乾燥が著しい場合は、霧吹き等により軽
く散水してください。
●添加剤等を混ぜないでください。
●降雨直後の施工でセメントボード表面が濡れている場合
は、乾燥させてから施工してください。接着不良等の不具
合発生の恐れがあります。
●ベースコートが他の部材（サッシ、板金、屋根材等）に付
着して硬化すると取れなくなる場合がありますので、マス
キング等の養生は確実に行ってください。
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４－３タイル・ラグナロック張り工事

タイル・ラグナロック張り工事 施工フロー
①ベースコート面チェック（P.24）
▼
②割り付け(P.24)
▼
③墨出し(P.24)
▼
④タイル・ラグナロック張り付け(P.25)
▼
⑤目地直し(P.25)
▼
⑥目地詰め・酸洗い・水洗い(P.25)
▼
⑦化粧シーリング(P.25)
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タイル・ラグナロック張り工事
① ベースコート面のチェック
●タイル下地のチェックをしてください。

デラクリートの場合のポイント
●ベースコートが十分に硬化していることを確認してから
タイル・ラグナロック張り工事を行ってください。
●デラクリートセメントボードに直接タイル張りをしないでくだ
さい。浮きや割れ・剥離の原因となります。
●ジョリパット上にタイル・ラグナロックを張り付けないでくださ
い｡接着性が確保できず、浮きや剥離の原因となります。

② 割り付け
●タイル・ラグナロックを割り付けてください。

デラクリートの場合のポイント
●タイル・ラグナロックがデラクリートセメントボードの伸
縮目地をまたがないように割り付けてください。
（伸縮目
地設置箇所および納まりはP.8 およびP.15 を参照してく
ださい。
）
●ジョリパットを併用する場合は、張り分け位置を充分確
認して、割り付けを行ってください。
●その他の事項については、最新の「はるかべ工法 住宅編 設
計・施工マニュアル（ラスモルタル下地の場合）
」に準拠してく
ださい。

③ 墨出し
●タイル・ラグナロックのサイズに応じて墨出し、糸出しを行って
ください。
●最新の「はるかべ工法 住宅編 設計・施工マニュアル（ラスモ
ルタル下地の場合）
」に準拠してください。
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④ タイル・ラグナロックの張り付け
●タイル・ラグナロックを張り付けるための接着剤を塗布してくだ
さい。

デラクリートの場合のポイント
●接着剤は必ずモルタル下地用の弾性接着剤：ワンパックボ
ーイＲ－Ｖ２（ワンパックボーイＲ－Ｖ２ライト）をご使
用ください。ベースコート下地には窯業系下地用のワンパ
ックボーイＶ１は使用できません。
●接着剤の使用量はラスモルタル下地の場合と同様です。
●モルタル施工は絶対にしないでください。タイルおよびラ
グナロックのひび割れや剥離の原因となることがありま
す。
●点付け（だんご）施工はしないでください。
●その他の事項については、最新の「はるかべ工法 住宅編 設
計・施工マニュアル（ラスモルタル下地の場合）
」に準拠してく
ださい。

⑤ 目地直し
●目地直しは、タイル・ラグナロック張り付け後直ちに行ってくださ
い。
●最新の「はるかべ工法 住宅編 設計・施工マニュアル（ラスモ
ルタル下地の場合）
」に準拠してください。

⑥ 目地詰め・酸洗い・水洗い
●必要に応じて目地詰め・酸洗い・洗いを行ってください。

デラクリートの場合のポイント
●伸縮目地の位置ではモルタル目地を詰めないでください。
目地材のひび割れの恐れがあります。（伸縮目地位置の納
まりは P．8 を参照してください。
）
●その他の事項については、最新の「はるかべ工法 住宅編 設
計・施工マニュアル（ラスモルタル下地の場合）
」に準拠してく
ださい。

⑦ 化粧シーリング
●必要に応じ化粧シーリングを行ってください。
●最新の「はるかべ工法 住宅編 設計・施工マニュアル（ラスモ
ルタル下地の場合）
」に準拠してください。
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デラクリート曲面への施工の注意点
●曲面については、タイル・ラグナロックのサイズにより適用可能
な曲率半径が異なります。詳しくは P.8 をご参照ください。
●タイル・ラグナロックのサイズによって施工方法が通常と異なりま
すので、ご注意ください。
◆外装壁タイルの場合
●長さ 65mm を超えるタイルを張る場合は、必ず目地を詰めてくだ
さい。
●長さ 150mm を超えるタイルを張る場合は下地に接着剤を塗り付け
るだけでは付着面積が確保できません。必ず、下地とタイル裏面
の両面に接着剤を塗布してください。
●タイル裏面への接着剤の塗り付け箇所は、右図のようにタイル両
端部で全幅の１／４以上の箇所とします。くし目コテを使用し、
くし目を立てて塗り付けてください。
●接着剤の塗り厚、下地の温度や気温等の諸条件によってはタイル
がずり下がる場合があります。このような場合には、目地に
スペーサーをかませて下から積み上げて施工してください。
◆ラグナロックの場合
●目地幅は１～２ｍｍ程度の細目地とし、空目地とします。
●ラグナロック用のくし目コテを使用して接着剤を塗り付けてくだ
さい。曲面の場合、下地に接着剤を塗り付けるだけでは付着面積
が確保できません。必ず、下地とラグナロック裏面の両面に接着
剤を塗布してください。
●ラグナロック裏面への接着剤の塗り付け箇所は、右図のようにラ
グナロック両端部で全幅の１／４以上の箇所とします。くし目コ
テを使用し、くし目を立てて塗り付けてください。
●接着剤の塗り厚、下地の温度や気温等の諸条件によってはタイル
がずり下がる場合があります。このような場合には、目地にスペ
ーサーをかませて下から積み上げて施工してください。

注 意 事 項
●タイル・ラグナロックを張り付けた後、付着面積が 60％以上確保
されていることを確認してくだい。
●タイルの施工法によっては段差が目立ちやすくなりますので、仕
上がりには十分注意してください。
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裏面への接着剤の塗り付け
(両面に接着剤を塗り付ける場合)
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裏面への接着剤の塗り付け

1/4
幅の
ック

以上

４－４ ジョリパット塗装工事

ジョリパット塗装工事 施工フロー

①ベースコート面のチェック(P.27)
▼
②シーラー塗布(P.28)
▼
③主材（下塗り）塗布(P.29)
▼
④主材（上塗り）塗布・パターン付け(P.30)
※仕上げについては、
「施工の手引き参照」して下さい。
施工詳細は最寄りのアイカ工業(株)各支店にお問い合わせ下さい。

ジョリパット塗装工事
① ベースコート面のチェック
施工のポイント
●仕上がり精度は、ベースコート面精度に大きく影響され
ます。
●塗装工事の前にベースコート面の状態・精度を確認して
ください。
●ベースコートが充分に硬化していることを確認してから
塗装工事を行ってください。
●タイルの接着剤が大幅にはみ出していないかどうかを確
認してください。

注 意 事 項
●タイル接着張り後に塗装工事を行ってください。
●前日に降雨があった際には最低２４時間以上乾燥養生をと
ってください。
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② シーラー塗布
材 料
シーラー：ジョリパットシーラー JS-800（1 液水系）
●開封したシーラーを使用量分け、使わない分はすぐに密封してく
ださい。
●製品の使用期限は６ヶ月です。使用期限の切れた製品を使用しな
いでください。

施工のポイント
●シーラーの使用に際しては、ラベル及び施工の手引きに
記載してある注意書きをよく読んでください。
●JS-800 は１液水系のシーラーです。温度・湿度により乾
燥条件が異なります。

工 事
●シーラー塗布の際には、他部材（土台水切り、屋根材、サッシ、
タイル等）を汚さないよう事前に養生してください。シーラーが
付着したまま放置すると、硬化した後は除去できません。
●ローラー・スプレー・刷毛などを使用して、ムラなく塗り残しの
ないように塗布してください。

注 意 事 項
●作業時は手袋・長袖等を着用して皮膚を保護してください。
体質によっては、まれにかぶれる場合があります。
●濡れた下地や塵埃等が付着している下地にシーラーを塗布
しないでください。経時的に塗膜のふくれや剥がれを起こす
ことがあります。
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③ 主材（下塗り）塗布
●ジョリパット塗布時には、必ず下塗りを行ってください。

材 料
主材：ジョリパットネオ ＪＱ－６５０シリーズ（1 液水系）
ＪＱ－６５０Ｔ○○○○（○は数字）
ＪＱ－６５０△○○○ （△は英字、○は数字）
●使わない分はすぐにビニール袋の口を閉じ、密封してください。
●製品の使用期限は６ヶ月です。使用期限の切れた製品を使用しな
いでください。
●ジョリパットには、他の材料（指定された材料を除く）を絶対に
混ぜないでください、変色及び硬化不良や、剥離・膨れ等の原因
になります。

施工のポイント
●ジョリパットネオＪＱ－６５０の使用に際しては、ラベ
ル及び施工の手引きに記載してある注意書きをよく読ん
でください
●ジョリパットネオＪＱ－６５０は１液水系の仕上げ塗材
です。温度・湿度により乾燥条件が異なります。夏場の
高温低湿状態では乾燥が早くなり、冬場の低温高湿状態
では乾燥が遅くなります。
●夏場において、直射日光が当るなど表面温度が高い場合
または風が強い場合には、皮張りが早くなるため施工時
には注意してください。

工 事
●主材塗布の際には、他部材（土台水切り、屋根材、サッシ、タイ
ル等）を汚さないよう事前に養生してください。主材が付着した
まま放置すると、硬化した後は除去できません。
●施工する際には「施工の手引き」をよく読み、使用材料、施工道
具に間違いのないように施工をしてください。
「施工の手引き」
は最寄りのアイカ工業(株)の支店、営業所にお問い合わせくださ
い。

注 意 事 項
●作業時は手袋・長袖等を着用して皮膚を保護してください。
体質によっては、まれにかぶれる場合があります。
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④ 主材（上塗り）塗布・パターン付け
●ジョリパット塗布時には必ず下塗りをしてから、上塗り・パター
ン付けを行ってください。

材 料
主材：ジョリパットネオ ＪＱ－６５０シリーズ（1 液水系）
ＪＱ－６５０Ｔ○○○○（○は数字）
ＪＱ－６５０△○○○ （△は英字、○は数字）
●使わない分にはすぐにビニール袋の口を閉じ、密封してください。
●製品の使用期限は６ヶ月です。使用期限の切れた製品を使用しな
いでください。
●ジョリパットには、他の材料（指定された材料を除く）を絶対に
混ぜないでください、変色及び硬化不良や、剥離・膨れ等の原因
になります。

施工のポイント
●ジョリパットネオＪＱ－６５０の使用に際しては、ラベ
ル及び施工の手引きに記載してある注意書きをよく読ん
でください
●ジョリパットネオＪＱ－６５０は１液水系の仕上げ塗材
です。温度・湿度により乾燥条件が異なります。夏場の
高温低湿状態では乾燥が早くなり、冬場の低温高湿状態
では乾燥が遅くなります。
●夏場において、直射日光が当るなど表面温度が高い場合
または風が強い場合には皮張りが早くなるため施工時に
は注意してください。
●合計塗布量が４㎏/㎡以上となる推奨仕上塗材として下
さい。
詳しくは、最寄りのアイカ工業各支店・営業所へお問い
合わせ下さい。

工 事
●主材塗布の際には、他部材（土台水切り、屋根材、サッシ、タイ
ル等）を汚さないよう事前に養生してください。主材が付着した
まま放置すると、硬化した後は除去できません。
●施工する際には「施工の手引き」をよく読み、使用材料、施工道
具に間違いのないように施工をしてください。
「施工の手引き」
は最寄りのアイカ工業(株)の支店、営業所にお問い合わせくださ
い。

注 意 事 項
●作業時は手袋・長袖等を着用して皮膚を保護してください。
体質によっては、まれにかぶれる場合があります。
●未硬化時に降雨やその他の理由によって水が当たると硬
化・乾燥が著しく遅れる場合があり、場合によっては膨れ、
ダレの原因にもなります。
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４－５ 補修方法
デラクリート補修
●ひび割れの種類は以下の 4 つに分けられます。

Level.1 仕上材

仕上材のみのひび割れ

Level.2 ベースコート

ベースコートまで至っている

Level.3 セメントボード

セメントボードまで至っている

Level.4 躯体の変形

躯体の変形など構造的な原因のもの

確認事項
1.進行度
●ひび割れ発見から、幅・範囲・長さ・深さなど進行しているか必ず確認してください。
●すぐ改修せず、許される範囲（期間）で進行の様子を確認してください。
2.深度
●クラックの深さがどこまで至っているか確認してください。
●ヘアクラックを欠き込んで測定する場合は、メッシュが切れているか確認するため、各メッシュを傷つけないよ
うに留意してください。
3.クラックパターン
●クラックの入り方にパターンがないか確認する。
（基礎周りに多い、ベランダのみに入っている、室内は吹き抜けの外壁に入っているなど）
●パターンに起因しそうな建屋の間取りや、基礎のクラック、クラックしている面の壁倍率等、調査しておいてく
ださい。
4.メッシュの状況
●Level.3～4 の場合は特に、ガラス繊維テープやスタンダードメッシュ、セメントボードのメッシュの状況を必ず
調査してください。
●各メッシュが切れている場合は、Level.4 の可能性が高いと考えられます。

補修方法
●Level.1～2 の場合

・クラック幅～0.3ｍｍ：仕上げ材をクラック内に入れるように塗布してください。
・クラックが進行していない事を確認してください。
●Level.3～4 の場合

原因を把握し、改修方法を別途相談してください。
＜補修例＞
1.クラック周りを皮スキや電動サンダー等で丁寧に研磨またはＶカットを入れてください。深さについては、切断
されていないメッシュ面までとしてください。
2.ベースコート及びガラス繊維テープで補強してください。
3.養生
4.不陸処理のため再度ベースコートを塗ってください。
5.養生
6.仕上げ
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５．チェックリスト
＜セメントボード外装仕上げシステム デラクリート工事＞
工事店様名

チェック者

印

建設会社様名

確認者

印

チェック項目

材料確認

チェック内容

判定

各システム材料は指定の品番か
各システム材料が必要数量納入されているか

仮設の確認

適切な足場が設置されているか
水道・電気設備は整備されているか

躯体・下地精度

建ち

3mm 以内かつ高さの 1/1000 以内

通り

下地面で±1mm／2ｍ

躯体、基礎部の継ぎ目段差

1mm 以内

軒天レベル

2mm 以内

開口部等の水平レベル

3mm 以内

サッシや見切り等の部材は正しく取り付けられているか
ボルトや金物等の出はないか
躯体・下地状況

躯体・下地の不陸はないか
基準墨は出ているか
配管設備等、貫通設備が設置されているか
柱・間柱または鉄骨胴縁は規定間隔以下か
指定の防水紙が使用されているか

工 事 前

横張りで下から張られているか
防水紙の施工

重なり代は上下方向 100 ㎜以上、左右方向 150 ㎜以上確保されているか
出隅・入隅は 100mm 以上双方の壁面より巻き込むように重ね張りしているか
損傷箇所はないか
サッシ廻り等は、適切な防水テープ処理やシーリング処理をされているか
13×45mm 以上の胴縁が@455mm 以下で取り付けられているか
セメントボードジョイント部に幅 60mm 以上の胴縁が使用されているか

通気胴縁の施工

胴縁は柱・間柱・梁などの構造材へ確実に留め付けられているか
サッシ廻りに胴縁を設けているか
胴縁材は十分乾燥しているか
胴縁下地精度（不陸等）は 1mm 以内か
縦胴縁となっているか
設計図書の仕様通りの胴縁材を使用しているか

鉄骨胴縁の施工

幅 45mm 以上の胴縁が@455mm 以下で取り付けられているか
セメントボードジョイント部に幅 60mm 以上の胴縁が使用されているか
C 型鋼ダブル等の組み合わせた胴縁材は溶接で一体となっているか

部材取り付け

土台水切りや見切り材等は、基準墨に合わせて取り付けられているか

備 考
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不具合点および
改善内容

処理日

チェック項目

チェック内容

判定

表（印字のある粗い面）が表面になっているか
横張り千鳥状となっているか
縦ジョイントは、胴縁上でおこなわれているか
セメントボード
張り付け

縦ジョイント部の隙間は 3mm 程度となっているか
横ジョイント部は突き付け基本とし、隙間は 0～3mm 程度となっているか
セメントボードは支部が胴縁から浮いている状態（オーバーハング）でないか
開口部廻りは、かぎ張りされているか
開口廻りの角部に割れが発生していないか
不陸は 1mm 以内になっているか

張 り 工 事

伸縮目地

適切な伸縮目地をとっているか（塗り仕上げ 6m、張り仕上げ 4.9m 以下毎）
木下地にはウッドスクリュー（黒）を使用しているか
鉄骨下地にはスチールスクリュー（黒）を使用しているか

スクリュー
留め付け

セメントボード 1 枚あたり 25 本（縦 5 本×5 列）留め付けているか
留め付け間隔（縦方向）@230mm 以下となっているか
セメントボード面よりスクリュー頭がもぐり込んでないか
セメントボード端部から 15～20mm の位置に留め付けているか
スクリュー廻りのヒビ等軽微な損傷は、ベースコートで補修しているか
セメントボード切断面のほこりは除去されているか
指定の材料を使用しているか
プライマー処理はしているか

シーリング処理

必要な箇所にシーリングされているか
セメントボード小口面が隠れるようにシーリングされているか
セメントボードジョイント部にシーリングしていないか
土台水切りと下地最下端との取り合いにシーリングしてないか
炎天下等で保管された高温のベースコートを使用していないか

ベースコート
混練

置き水や溜まり水を使用していないか
規定の水量で混練りしているか
混練時間は、ハンドミキサーで 3～4 分行っているか
気温が 5℃以下で施工していないか
気温が 5℃以下で施工していないか

専用役物の

ベースコートで取り付けているか

取り付け

取り付け時、役物のパンチ穴からベースコートのノロが上がってきたか
役物裏面に空気層ができていないか
気温が 5℃以下で施工していないか
セメントボードジョイント部に十分ベースコートを充填しているか
ガラス繊維テープ伏せ込みは、ジョイント部に充填したベースコート可使時間に行ってい

ジョイント補強

るか
ガラス繊維テープは重ね張りしていないか

左 官 工 事

ガラス繊維テープにシワや浮きはないか
養生時に凍結しないようにしているか
気温が 5℃以下で施工していないか
ジョイント補強部は十分に硬化しているか
降雨直後の施工で、セメントボードが乾いているか
ドライアウトをおこしていないか
スタンダードメ
ッシュ伏せ込み
≪鉄骨造≫

ベースコート下塗り、スタンダードメッシュ伏せ込み、上塗りまでベースコート可使時間
内で行っているか
スタンダードメッシュの四方は、5cm 以上重ねているか
仕上げ材に適したベースコート仕上げ面に仕上がっているか
養生時に凍結しないようにしているか
仕上げ工事まで十分な養生期間をとったか
気温が 5℃以下で施工していないか
ジョイント補強部は十分に硬化しているか

ベースコート

降雨直後の施工で、セメントボードが乾いているか

塗り

ドライアウトをおこしていないか

≪木 造≫

仕上げ材に適したベースコート仕上げ面に仕上がっているか
養生時に凍結しないようにしているか
仕上げ工事まで十分な養生期間をとったか
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不具合点および
改善内容

処理日

＜セメントボード外装仕上げシステム タイル・ラグナロック工事＞
工事店様名

チェック者

印

建設会社様名

確認者

印

チェック項目

材料確認

チェック内容

判定

各材料は指定の品番か
各材料が必要数量納入されているか

工

仮設の確認

適切な足場が設置されているか
水道・電気設備は整っているか

事

ベースコートは充分乾燥しているか

前

ベースコート面
の確認

ベースコート表面に接着の阻害となる状況はないか
必要に応じて接着剤による不陸調整が行われているか

備考
他部材の養生はされているか
仕上材張りに適した気象条件か（温度、天候）
接着剤の可使時間は所定の時間内か（目安 夏期：30 分、冬期：60 分）
タイル・ラグナロ
ック張り工事

接着剤はワンパックボーイ R-V２（ワンパックボーイ R-V２ライト）を使用し、適切な塗布
方法、塗布量となっているか
接着剤の付着状況のチェックはされているか

工

タイル・ラグナロックの割り付けは仕様通りか

事
仕上り精度は良好か

中

目地詰め無しの場合、目地部の仕上りは良好か
目地詰め

目地残りはないか、必要に応じて目地押さえはされているか

洗い

必要に応じて洗い・酸洗いはされているか

化粧シーリング

シーリング材は指定の材料・色を使用しているか

備考
工 事 後

納まりの確認

全体的な仕上げに不具合はないか

現場確認

残材処理・現場清掃はされているか

仕上がりチェック

仕上り状況についてチェックリストを使用して確認しているか

備考
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不具合点および
改善内容

処理日

＜セメントボード外装仕上げシステム ジョリパット塗装工事＞
工事店様名

チェック者

印

建設会社様名

確認者

印

チェック項目

材料確認

チェック内容
各システム材料は指定の品番か
各システム材料が必要数量納入されているか

工 事 前

仮設の確認

適切な足場が設置されているか
水道・電気設備は整備されているか
ベースコートは充分乾燥しているか

ベースコート面
の確認

ベースコート表面に割れ及び密着の阻害となる状況はないか
必要に応じてベースコートで不陸調整が行われているか

備考
タイル張り用の接着剤が極端にはみ出していないか
他部材の養生はされているか
塗装工事に適した気象条件か（温度・天候）
工 事 中

塗装工事

仕上げ別に「施工の手引き」がそろえられているか
「施工の手引き」にそった塗布方法、塗布量となっているか
仕上がり精度は良好か
緩衝目地は化粧目地仕様としているか

備考
工

納まり確認

全体的な仕上げに不具合はないか

事

現場確認

残材処理・現場清掃はされているか

後

仕上がりチェック

仕上がり状況についてチェックリストを使用して確認しているか

備考
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判定

不具合点および
改善内容

処理日

化成品・化粧板・住器建材・電子製品
札 幌
仙 台
北関東
東京 S
名古屋 S
大阪 S
広 島
福 岡
盛 岡

〈011〉811-9201
〈022〉232-3251
〈027〉322-8771
〈03〉5912-2841
〈052〉757-1053
〈06〉6265-6813
〈082〉254-1311
〈092〉584-5080
〈019〉653-5591

FAX〈011〉812-2968
FAX〈022〉235-1067
FAX〈027〉327-2271
FAX〈03〉5912-2847
FAX〈052〉757-1060
FAX〈06〉6265-6814
FAX〈082〉255-8817
FAX〈092〉584-5091
FAX〈019〉653-5419

福 島
埼 玉
千 葉
横 浜
宇都宮
松 本
新 潟
静 岡
金 沢

〈0248〉62-1420
〈048〉601-2191
〈043〉241-2181
〈045〉640-1081
〈028〉627-7521
〈0263〉33-1321
〈025〉245-8596
〈054〉286-0451
〈076〉222-9600

● 各種お問い合わせ先

本
社／愛知県清須市西堀江2288番地
甚目寺工場／〒490-1112 愛知県あま市上萱津深見24番地
化成品カンパニー 営業部
TEL（052）445-6801 FAX（052）445-6803
ホームページアドレス ／ http://www.aica.co.jp/
FAX〈0248〉62-1422
FAX〈048〉601-2190
FAX〈043〉241-2185
FAX〈045〉640-1087
FAX〈028〉627-7639

京 都
神 戸
岡 山
高 松
鹿児島

〈075〉284-0770
〈078〉222-6341
〈086〉243-1327
〈087〉851-9588
〈099〉226-7511

アイカコールセンター

〈0120〉525-100 〈052〉409-8313 〈052〉409-1482
TEL

FAX

FAX〈078〉222-6326
FAX〈086〉243-7508
FAX〈087〉851-9592
FAX〈099〉226-7515

FAX〈0263〉33-1325
FAX〈025〉245-8597
FAX〈054〉286-0453

S …常設ショールーム

FAX〈076〉222-9608

● カタログ、サンプル帳のご請求先
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等
からはご利用になれない場合がございます。

FAX〈075〉284-0771

アイカ カタログセンター

〈052〉409-1471 〈052〉409-1526

TEL

FAX

● 塗板見本のご請求先

アイカ 塗板センター

〈052〉409-8751 FAX〈052〉409-7570

TEL

9 0 1 1 1 5 0 0 5 0

●お問い合わせ・ご用命は…

2011年9月

専用カタログは各社にお問い合わせください。

タ-EG119-8
D329A
2011.9.20

