
「押出成形セメント板Ｑ＆Ａ(第２版)」の改定箇所 

ＥＣＰ協会 技術部会 

第２版 初 版 内 容 改定箇所 理 由 

Ｑ１－１ Ｑ１－１ 
ＥＣＰはどのような

材料か？ 

変遷年表に、平成 25 年と平

成 28年を追記した。 

「公共建築工事標準仕様書」と「ＥＣＰ

施工標準仕様書」の改定内容に合わせた。 

Ｑ１－２ Ｑ１－２ 
ＥＣＰとＡＬＣの違

いは何か？ 
改定なし。  

Ｑ１－３ Ｑ１－３ 
ＥＣＰはシックハウ

ス対策が必要か？ 
改定なし。  

Ｑ１－４ Ｑ１－４ 
ＥＣＰはリサイクル

可能か？ 
誤字修正のみ。  

Ｑ１－５ Ｑ１－５ 
ＥＣＰの下地鋼材の

仕様は？ 
改定なし。  

Ｑ１－６ Ｑ１－６ 
Ｚクリップの防錆処

理は？ 

丸座金の厚みを「2.3」→

「2.0」に変更した。 

検証試験で強度を確認し問題無かったこ

とから、流通量の多い仕様に変更した。 

Ｑ１－７ Ｑ１－７ 
ＥＣＰの推奨シーリ

ング材は？ 

低粘着性マスキングテープ

の見分け方を追記した。 

どれを買ったら良いか分からないとの問

い合わせが有り、具体的な説明をした。 

Ｑ２－１ Ｑ２－１ 
ＥＣＰの使用可能な

部位は？ 

解説に「専用品として開発し

た製品を除き」を加筆した。 

専用品は性能確認済みだが、一般品は特

殊用途に使用できないことを強調した。 

Ｑ２－２ Ｑ２－２ 
ＥＣＰの建物適用高

さは？ 
誤字修正のみ。  

Ｑ２－３ Ｑ２－３ 
ＥＣＰを型枠代わり

に使用可能か？ 
誤字修正のみ。  

Ｑ２－４ Ｑ２－４ 
ＥＣＰの支持スパン

の算出方法は？ 

「安全率」→「許容曲げ応力

度の安全率」に変更した。 

単なる「安全率」では、誤解をまねくお

それがあるため。 

Ｑ２－５ Ｑ２－５ 
ＥＣＰの３点支持は

可能か？ 
誤字修正のみ。  

Ｑ２－６ Ｑ６－２ 
ＥＣＰの層間変位に

対する追従性は？ 

面外変形に関する見解を、文

章・図・計算で追記した。 
問い合わせが増えたことから追記。 

Ｑ２－７ Ｑ２－６ 
ＥＣＰを高温・湿潤

環境で使用可能か？ 
改定なし。  

Ｑ２－８ Ｑ２－７ 
ＥＣＰの寒冷地での

注意事項は？ 

「吹付け発泡ウレタン」→

「断熱材吹付け」に変更。 

断熱材の不燃化が進んでいるため、ウレ

タン吹付けに限定しないことにした。 

Ｑ２－９ 新規追加 
ＥＣＰの付き付けコ

ーナーは可能か？ 

縦張り工法・横張り工法にお

ける注意点を紹介した。 

突き付けコーナーでの不具合事例がある

ことから、注意喚起として加えた。 
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Ｑ２－10 新規追加 
オープン笠木は付け

られるか。 

注意点とともに、良い例と悪

い例を紹介した。 

笠木の取り付けで不具合事例があるこ

とから、注意喚起として加えた。 

Ｑ２－11 新規追加 
天井材の地震対策

は？ 

一般天井も特定天井なみの

仕様にすることを推奨した。 

大地震後の調査において、天井材の衝突

による事故が多かったため。 

Ｑ３－１ Ｑ３－１ 
ＥＣＰの施工は何に

基づくのか？ 

仕様書を「平成 22 年版」→

「平成 28年版」に変更。 

「公共建築工事標準仕様書」が改定され

たが、内容は変わっていない。 

Ｑ３－２ Ｑ３－２ 
ＥＣＰの目地幅とク

リア寸法の根拠は？ 

横張り工法のブラケット金

物を、溝形鋼に変更。 

Ｕ型金物の曲がり部分に溶接する納ま

りに、疑義が生じていたため。 

Ｑ３－３ Ｑ３－３ 
ＥＣＰを直接構造体

に取り付け可能か？ 

「屋上工作物」→「屋上目隠

し壁」に変更。 

不具合の多くが屋上目隠し壁で発生の

ため、注意喚起をここに集中させた。 

Ｑ３－４ Ｑ３－４ 
Ｚクリップ留め付け

時の注意事項は？ 
改定なし。  

Ｑ３－５ 新規追加 
Ｚクリップの留め付

け個数は？ 

パネル１枚あたり４個必要

なことを示した。 

留め付け箇所数の公的根拠の問い合わ

せがあり、追加した。 

Ｑ３－６ Ｑ３－５ 
ＥＣＰの下地鋼材と

溶接の基準は？ 

横張り工法のブラケット金

物を、溝形鋼に変更した。 

Ｕ型金物の曲がり部分に溶接する納ま

りに、疑義が生じていたため。 

Ｑ３－７ Ｑ３－６ 
ＥＣＰの開口補強材

の考え方は？ 
改定なし。  

Ｑ３－８ Ｑ３－７ 
ＥＣＰへの穴あけ・

欠き込みの基準は？ 

大幅変更。「建築工事監理指

針」などに準拠した。 

東日本大震災の対策として、公共建築協

会(国土交通省監修)に提案した内容。 

Ｑ３－９ 新規追加 
ＥＣＰの対応可能な

最小幅は？ 

「公共建築工事標準仕様書」

などの内容を紹介した。 

パネル最小幅の公的根拠の問い合わせ

があり、追加した。 

Ｑ３－10 新規追加 
ＥＣＰの屋上目隠し

壁での注意点は？ 

「建築物外装材耐風設計」に

記載の風力係数を採用した。 

不具合の多くが屋上目隠し壁で発生の

ため、注意点を増やした。 

Ｑ３－11 新規追加 
水抜きパイプの設置

基準は？ 

設置基準とともに、透水材の

製品例を紹介した。 

水抜きパイプと透水材の問い合わせが

増えたことから、一例を示した。 

Ｑ３－12 

Ｑ３－８ 

ＥＣＰへの設備機器

の取り付け方は？ 設備機器類の取り付け方法

の問い合わせが増えたこと

から、代表的な換気扇・看

板・樋・タラップ・ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮ

ﾝｼﾞｮｲﾝﾄについて具体例を示

した。 

地震での破損例紹介から、具体的な設備

機器の取り付け方に変更した。 

Ｑ３－13 
ＥＣＰへの看板の取

り付け方は？ 

Ｑ３－14 
ＥＣＰへの樋の取り

付け方は？ 

Ｑ３－15 
タラップ・ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ

ｼﾞｮｲﾝﾄの付け方は？ 
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Ｑ３－16 新規追加 
設備機器を取り付け

る専用アンカーは？ 

具体的なワンサイドアンカ

ーとビスを紹介した。 

問い合わせが増えたひとから、協会で

検証を行い、推奨金物とした。 

Ｑ３－17 新規追加 
ＥＣＰの安全な荷揚

げ方法は？ 

標準的な荷揚げ方法を、安全

対策として紹介した。 

他資料で紹介済みだが、安全に係わる

ため、Ｑ＆Ａでも掲載することとした。 

Ｑ４－１ Ｑ４－１ 
ＥＣＰにはどのよう

な仕上げが可能か？ 
改定なし。  

Ｑ４－２ Ｑ４－２ 
ＥＣＰを素地で使用

する時の注意は？ 
改定なし。  

Ｑ４－３ Ｑ４－３ 
ＥＣＰに塗装する時

の注意事項は？ 

注意事項を、「塗料と塗装 基

礎知識改定第３版」に変更。 

日本塗料工業会が発行している資料

で、より具体的な内容のため引用した。 

Ｑ４－４ Ｑ４－４ 
ＥＣＰへのタイル張

り工法の種類は？ 
改定なし。  

Ｑ４－５ Ｑ４－５ 
ＥＣＰにタイルを張

る時の注意事項は？ 

窓まわりのシーリング材充

填の注意事項を追記した。 

漏水事故が時々発生している箇所のた

め、注意喚起として加えた。 

今回削除 Ｑ４－６ 
ＥＣＰ裏面にﾛｯｸｳｰﾙ

を吹く時の注意は？ 
Ｑ＆Ａを削除した。 

パネル裏面にﾛｯｸｳｰﾙを吹く仕様につい

て、協会内の意見統一ができなかった。 

Ｑ４－６ Ｑ４－７ 
ＥＣＰに内装材を直

接貼れるか？ 
改定なし。  

Ｑ５－１ Ｑ５－１ 
ＥＣＰの耐用年数の

目安は？ 
改定なし。  

Ｑ５－２ 新規追加 
紫外線劣化とアルカ

リ骨材反応は？ 

紫外線劣化・アルカリ骨材反

応ともに、問題無しと記載。 

誤解による問い合わせがあったことか

ら追加した。 

Ｑ５－３ Ｑ５－２ 
ＥＣＰの素地と塗装

のメンテナンスは？ 
改定なし。  

Ｑ５－４ Ｑ５－３ 
ＥＣＰの目地止水の

メンテナンスは？ 
改定なし。  

Ｑ５－５ Ｑ５－４ 
ＥＣＰタイル張りの

定期診断方法は？ 
改定なし。  

Ｑ５－６ 新規追加 
ＥＣＰの石綿品とﾉﾝ

ｱｽ品の見分けは？ 

具体的な見分け方を数例紹

介した。 

アスベスト含有の有無の問い合わせが

増えたことから追加した。 

Ｑ５－７ Ｑ５－５ 
石綿含有ＥＣＰのメ

ンテナンスは？ 
改定なし。  

Ｑ５－８ Ｑ５－６ 
石綿含有ＥＣＰの廃

棄方法は？ 
誤字修正のみ。  
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Ｑ５－９ 新規追加 
改修時の足場つなぎ

の設け方は？ 

メンテナンス工事での足場

つなぎの一例を示した。 

問い合わせが増えたことから、追加し

た。 

Ｑ６－１ 新規追加 
ＥＣＰは屋根葺き材

緊結に適合するか？ 
法令への適合性を説明した。 問い合わせがあり追加した。 

Ｑ６－２ 新規追加 
屋根葺き材の構造計

算への対応は？ 

法令に基づく対応を各社で

行っていることを説明した。 
問い合わせがあり追加した。 

Ｑ６－３ Ｑ６－１ 
支持スパン計算に使

用する風圧力は？ 
改定なし。  

Ｑ６－４ Ｑ６－３ 
消防法令８区画にＥ

ＣＰは使用可能か？ 
改定なし。  

Ｑ６－５ Ｑ６－４ 
ＥＣＰは危険物の建

築物に使用可能か？ 
改定なし。  

Ｑ６－６ Ｑ６－５ 
防火区画を貫通する

配管の処理は？ 
誤字修正と図面修正のみ。  

Ｑ６－７ Ｑ６－６ 
ＥＣＰは昇降機周り

の壁に適合するか？ 
改定なし。  

Ｑ６－８ Ｑ６－７ 
ＥＣＰは倉庫業法の

外壁に適合するか？ 

支持スパンを「3800mm」→

「3700mm」に変更した。 

断面性能の低いパネルで計算しなおし

た結果に変更した。 

Ｑ６－９ Ｑ６－８ 
東京消防庁の防火区

画基準への対応は？ 
改定なし。  

Ｑ６－10 新規追加 
ＥＣＰを素地で住宅

に使用できるか？ 

住宅の「まもりすまい保険」

の対応について記載した。 
問い合わせが増えたため追加した。 

Ｑ７－１ 新規追加 
大臣認定制度の概要

と運用は？ 

耐火構造の大臣認定につい

て、概要と運用を記載した？ 

平成 12 年の建築基準法改正について、

認識度が低いために追加した。 

Ｑ７－２ Ｑ７－１ 
耐火認定書別添の消

し線等の意味は？ 
改定なし。  

Ｑ７－３ 新規追加 
認定の申請者と製造

者が異なる場合は？ 

法改正により、構造方法等の

認定になったことを説明。 
問い合わせがあり追加した。 

Ｑ７－４ 新規追加 
大臣認定書の写しの

入手方法は？ 

どのホームページからダウ

ンロードが可能か紹介した。 
問い合わせがあり追加した。 

Ｑ７－５ 新規追加 
防火構造の外壁下地

に被覆は必要か？ 

防火構造では不要だが、耐火

構造では解釈が必要と説明。 
問い合わせがあり追加した。 

Ｑ７－６ Ｑ７－２ 
耐火構造を準耐火構

造要求に使えるか？ 
改定なし。  
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Ｑ７－７ Ｑ６－６ 
耐火認定ＥＣＰの厚

さとリブの扱いは？ 

最近の耐火認定別添の内容

を追記して説明を加えた。 

問い合わせが多く、また公的な裏付けを

求められるようになったため。 

Ｑ７－８ Ｑ７－４ 
外壁ＥＣＰの床部分

層間塞ぎ方法は？ 
改定なし。  

Ｑ７－９ Ｑ７－５ 
ロ準耐１号外壁の下

地鋼材の被覆は？ 

「耐火試験結果から被覆は

不要と思われます」を削除。 

全ての認定に共通していないため、判断

基準から外した。 

Ｑ７－10 Ｑ７－６ 
外壁ＥＣＰの下地鋼

材の耐火被覆は？ 
改定なし。  

Ｑ７－11 Ｑ７－７ 
間仕切壁ＥＣＰの下

地鋼材の被覆は？ 
改定なし。  

Ｑ７－12 新規追加 
ＥＣＰと吹付ＲＷ複

合のＲＷ仕様は？ 

吹付けﾛｯｸｳｰﾙの施工管理基

準値について記載した。 
問い合わせが増えたため追加した。 

Ｑ７－13 新規追加 
ＥＣＰと吹付ＲＷ複

合のＥＣＰ仕様は？ 

ＥＣＰの縦張りと横張りの

耐火認定可否について記載。 
問い合わせが増えたため追加した。 

Ｑ７－14 Ｑ７－３ 
ＥＣＰの内面に木材

を付けても耐火か？ 

「名古屋市建築基準法関係

事例集」の記載を引用した。 

初版は外側への取り付けＱ＆Ａだが、両

面の公的な見解書のため採用した。 

Ｑ７－15 新規追加 
防火区画の中空壁に

ｺﾝｾﾝﾄの付け方は？ 

「京都市建築法令実務ハン

ドブック解釈編」を引用。 
公的な見解書のため採用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【５／５】 


