
[技術資料] 

ＥＰＳ防火構造認定の解説 
 

 

 

はじめに 

 

 以下ご説明する、ビーズ法ポリスチレンフォーム（ＥＰＳ）の防火

構造（建築基準法 2 条第八号）国土交通大臣認定（以下、ＥＰＳ防火

構造認定）は、2003 年に日本フォームスチレン工業組合（以下、工業

組合）に加盟する全国 200 社のうち、断熱建材を取扱う 62 社と EPS

原料を製造販売する発泡スチレン工業会（以下、工業会）加盟 5 社が

共同で取得したものです。 

 

 ＥＰＳ防火構造認定が適用されるＥＰＳ断熱建材は、その品質が当

時の工業組合と工業会で組織された「ＥＰＳ建材推進協議会（以下、

ＥＰＳ建推協）」の品質管理基準を満たしたものに限られます。 

 

 そのため、後記表 1 に示す企業以外が製造・販売するＥＰＳ断熱建

材には、ＥＰＳ防火構造認定は適用されませんので、ユーザー各位に

おかれましては、ＥＰＳ断熱建材の製造販売元に、ご注意いただきま

すようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

[お問合せ先] 

発泡スチロール協会 

ＥＰＳ建材推進部 

TEL 03-3861-9046 

FAX 03-3861-0096 

http://www.jepsa.jp/ 

ＥＰＳ防火構造認定に係わるご質問他、

認定書並びにＥＰＳ建推協マークの不正

使用をご覧になった場合には、当協会へ

ご連絡ください。 

2014 年 9 月 1 日 



日本フォームスチレン工業組合

北海道 ０１ 愛知県 ４０ 　　金山化成株式会社

北海道 ０４ 愛知県 ４１ 　　エコホームパネル株式会社

岩手県 ０５ 三重県 ４３ 　　大藤株式会社

岩手県 ０６ 三重県 ４４ 　　日本ケミカル工業株式会社

岩手県 ０７ 滋賀県 ４７ 　　ダイナガ化成株式会社

山形県 ０９ 大阪府 ４８ 　　トーホー工業株式会社

福島県 １０ 兵庫県 ５０ 　　株式会社大西コルク工業所

栃木県 １１ 兵庫県 ５１ 　　株式会社栗山化成工業所

新潟県 １２ 兵庫県 ５２ 　　龍野コルク工業株式会社

長野県 １４ 鳥取県 ５３ 　　山陰化成工業株式会社

長野県 １５ 岡山県 ５４ 　　株式会社マリンフロート

茨城県 １７ 広島県 ５５ 　　東洋コルク株式会社

愛媛県 １８ 山口県 ５７ 　　株式会社積水化成品山口

茨城県 １９ 福岡県 ５８ 　　大西化成株式会社

群馬県 ２０ 長崎県 ６０ 　　九州化成工業株式会社

東京都 ２４ 　　アディア株式会社 宮崎県 ６１ 　　安井株式会社

東京都 ２５ 　　株式会社石山 沖縄県 ６２ 　　株式会社積水化成品沖縄

東京都 ２７ 　　株式会社せきづか 群馬県 ７０

東京都 ２９ 　　油化三昌建材株式会社

石川県 ３１ 　　優水化成工業株式会社

福井県 ３２ 　　松原産業株式会社

岐阜県 ３３

静岡県 ３４

計　41社

アキレス株式会社

株式会社カネカ

積水化成品工業株式会社

株式会社ＪＳＰ 計　４社

　　花巻化成株式会社

　　イハラ建成工業株式会社

　　笠原工業株式会社

　　旭化成株式会社

　　イビデン樹脂株式会社

　　カネカ北海道スチロール株式会社

　  赤城産業株式会社

　　東北資材工業株式会社

会　　社　　名

　　株式会社小諸プラスチック

　　NK化成株式会社

　　原山化成工業株式会社

　　山形化成工業株式会社

本社
所在地

使用
許諾
番号

　　岩倉化学工業株式会社

　　サンホレスト化成工業株式会社岩手工場

　　株式会社積水化成品東部

　　関東スチレン株式会社

　　株式会社積水化成品四国

　　株式会社サンキョウ

本社
所在地

使用
許諾
番号

会　　社　　名

表１ ＥＰＳ防火構造８認定の

権利を行使できる会社リスト
(2015年1月1日現在)







日本窯業外装材協会(NYG)加盟会社（8社） （2015年4月現在　50音順）

主要商品（NYGホームページより）

旭トステム外装株式会社 AT-WALL

倉敷紡績株式会社 クランセリート

ケイミュー株式会社 セラディール、エクセレージ、ネオロック

神島化学工業株式会社 神島防火サイディング、KCセットモール、KC

昭和電工建材株式会社 ラムダ、ラムダワイド、ラムダブリック

東レＡＣＥ株式会社 完壁、トレステージ、トレパーツ

ニチハ株式会社 モエンサイディング M・W・S、モエンエクセラード

フクビ化学工業株式会社 フクビセミックスサイディング











（1）断熱材（在来木造工法・枠組壁工法）

適用部位 規格 適用サイズ 備考

断熱材 A 9511 本文参照

EPSの品質については表2を参照願いま

す。

断熱材固定用部

材（仮留）

A 5508 N25以上 －

（2）外装材，及び補助部材(在来木造工法・枠組壁工法

適用部位 規格 適用サイズ 備考

外装材 JIS A 5422 厚さ14～25mm

適合品については，NYG 加盟メ

ーカーにご確認ください。

役物 － －

－ －

JIS A 5758 －

耐久性区分8020 の内

変成シリコン系，ポリサルファ

イド系，ポリウレタン系

－

－

－

－

（3）構造材、通気銅縁材、受け材、及び留付部材（在来木造工法・枠組壁工法）

適用部位 規格 適用サイズ 備考

柱 本文参照 荷重支持部材

間柱 本文参照 －

受け材 本文参照 －

たて枠

国交告

第1540号

枠組壁

工法

本文参照 荷重支持部材

在来木

造工法

本文参照 －

枠組壁

工法

本文参照 －

A 5508 N45以上 充填断熱工法の場合

－ 呼び径Φ6.0×L100mm以上 外張断熱工法の場合

A 5508 N75以上 外張断熱工法の場合

B 1125 呼び径Φ6.0×L100mm以上 外張断熱工法の場合

（4）内装材、及び留付部材（在来木造工法・枠組壁工法共通）

適用部位 規格 適用サイズ 備考

内装材 A 6901 厚9.5mm以上 －

A 5508 GN-40以上 －

B 1122 呼び径Φ2.7×L28mm以上

B 1125 呼び径Φ4×L25mm以上

目地パテ材 － 140g/m 以上 内装材相互の室内側目地に施工

針葉樹の構造用製材又は下地用製材

せっこう系パテ

ドリリングタッピングねじ

木ねじ

せっこうボード用くぎ

材料名

せっこうボード製品

在来木

造工

法、枠

組壁工

法共通

針葉樹の構造用製材又は構造用集成材

材料名

ハット型ジョイナー

在来木

造工法

材料名

窯業系サイディング

JAS適合品通気銅縁材

通気銅縁

固定用部材

内装材

固定用部材

ビーズ法ポリスチレンフォーム（EPS）

ドリリングタッピングねじ

鉄丸くぎ

断熱パネルビス

鉄丸くぎ

建築用シーリング材

金具固定くぎ

材料名

金具固定木ねじ

留付金具

針葉樹の構造用製材又は下地用製材

針葉樹の構造用製材又は構造用集成材

針葉樹の構造用製材又は下地用製材

針葉樹の構造用製材又は構造用集成材

外壁材

固定部材

目地部材

JAS適合品

鉄丸くぎ

サイディング留付くぎ

金属役物

外装材メーカーの指定による

外装材メーカーの指定による

外装材メーカーの指定による

表３ ＥＰＳ防火構造認定で使用できる建築材料一覧

※ 規格における日本工業規格（JIS）、日本農林規格（JAS）、国土交通省（以下、国交告）、

及び農林水産省告示（以下、農林告）は防火認定取得時の内容を引用しています。



（5）-1構造用面材、及び留付部材（在来木造工法）

適用部位 規格 適用サイズ 備考

国交告

第1540号

厚7.5mm以上 JAS（農水告第1371号）に規定

国交告

第1540号

厚9mm以上 JAS（農水告360号）に規定

A 5415 厚8mm以上 －

A 5417 厚12mm以上 －

フレキシブル板 厚6mm以上 －

けい酸カルシウム板 厚8mm以上 －

A 5440 厚9mm以上 －

厚12mm以上 たたみボード（T-IB）は適用外

厚7mm以上 －

厚5mm以上 －

国交告

第1540号

厚12mm以上 JIS A 5908に規定

A 6901 厚12.5mm以上 －

－ 厚3.94mm以上 旧建東住指発第315号

A 5508 SN-40以上

ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞ、MDF、積層繊維板

の場合

A 5508 GN-40以上

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板、珪酸ｶﾙｼｳﾑ板、ﾊﾟﾙﾌﾞｾﾒﾝ

ﾄ板、せっこうﾎﾞｰﾄﾞの場合

A 5508 N50以上

構造用合板、構造用パネル、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙ

ﾎﾞｰﾄﾞ、ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ、硬質木片ｾﾒﾝﾄ板、

VSボードを使う場合

受け材固定用 A 5508 N75以上 －

（5）-2構造用面材、及び留付部材（枠組壁工法）

適用部位 規格 適用サイズ 備考

国交告

第1540号

厚7.5mm以上 JAS（農水告第1371号）に規定

国交告

第1540号

厚9mm以上 JAS（農水告360号）に規定

国交告

第1540号

厚12mm以上 JIS A 5908に規定

A 5440 厚9mm以上 －

構造用面材固定

用部材

A 5508 N50以上 －

（6）透湿防水紙、防湿気密フィルム、機密テープ、及び留め付け部材等（在来木造工法・枠組壁工法)

適用部位 規格 適用サイズ 備考

透明防水板 JIS A 6111 0.17mm 以下

ポリエチレン、ポリエステル、ポリプロピレ

ン

防水テープ － 幅50mm以上 アクリル系

JS A 5556

内幅9.6mm 以上，

足長10mm 以上

ステンレス線鋼(JIS G 4309)、

鉄線(JIS G 3532)

－

厚1.0mm 以下、

幅100mm 以下

EPDM ゴム系、アクリル系、アスファルト

系に限る

材料名

気密テープ

工業用ステーブル

両面粘着防水テープ

シート材

固定用部材

構造用面材

固定用部材

構造用面材

繊維強化

セメント板

木質系セメント版（硬質木片セメント板）

パルブセメント

構造用パネル（１級、２級、３級、４級）

構造用合板（特類）

A 5430

火山性ガラス質複層板（VSボード）

ﾊｰﾄﾞﾌｧｲﾊﾞﾎﾞｰﾄﾞ（ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ）

材料名

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ（18ﾀｲﾌﾟ、13ﾀｲﾌﾟ、24-10ﾀｲﾌﾟ、17.5-

10.5ﾀｲﾌﾟ、又は30-15ﾀｲﾌﾟ）

鉄丸くぎ

太め鉄丸くぎ

せっこうボード用くぎ

ｼｰｼﾞﾝｸﾞｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ用くぎ

積層繊維板

せっこうボード製品

A 5905

構造用面材

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ（18ﾀｲﾌﾟ、13ﾀｲﾌﾟ、24-10ﾀｲﾌﾟ、17.5-

10.5ﾀｲﾌﾟ、又は30-15ﾀｲﾌﾟ）

火山性ガラス質複層板

材料名

太め鉄丸くぎ

透湿防水シート

構造用パネル（１級、２級、３級、４級）

構造用合板（特類）

繊維板

ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ（ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞ）

A級ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝｂｏ－ｄｏ（A-IB)、

ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ（S-IB）

ﾐﾃﾞｨｱﾑﾃﾞﾝｼﾃｨﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ（MDF）






