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【電動工具】

・ 電動丸鋸　(集塵用アタッチメント付)
丸鋸の刃 ： 石膏ボード用

鋸身厚：0.8ｍｍ　　刃先厚：1.2ｍｍ　

・ インパクトドライバー

・ エアタッカー

・ コンプレッサー

・ 集塵機又は掃除機

【工具】

・ スケール

・ カッター

・ 面取りカンナ

・ パテべら

・ パテ用手板

・ 廻し引き鋸

1 ご用意いただくもの　【使用工具及び材料、仕上げについての詳細】
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【ビスの仕様】 ※推奨品

軽量鉄骨下地（ＬＧＳ）用 ： ㈱ヤマヒロ ドライウォールスクリュー フレキ

【ボンドの仕様】

接着剤

※JIS A 5538「壁・天井ボード用接着剤」の壁ボード用接着剤の試験方法に準じて
　 接着強さを測定しています。
　 (石膏ボードと酢ビ系接着剤の接着強さのJIS規定値：0.2N/㎟以上)

※ボンドを使用する際は、指定の塗布量を守って下さい。また、貼り付け後に
　 ボードを叩いてしっかりと圧着して下さい。塗布量や圧着が不足していた場合、
　 不陸が発生したり、地震の際にボードが剥落する危険がございます。

【ステープルの仕様】

※無鉛ボードXPは表面が硬いため、スチールよりもステンレス線等の
　 硬い材質が良好です。

※実際の使用感に合わせてメーカー・製品の選定や空気圧を調整して下さい。

マックス㈱ 422J-S 6.2kgf/㎠程度

若井産業㈱ J-422S 6.2kgf/㎠程度

コニシ㈱ ニューCH35 200g/㎡以上 0.24N/㎟

メーカー 製品名 空気圧

吉野石膏㈱ サクビボンド 200g/㎡以上 0.96N/㎟

メーカー 製品名 塗布量 引張接着強さ

7.0

品番 サイズ 仕上げ 長さ 胴径 頭径

１層目 ＦＳ32 3.5×32 ユニクロ 32 3.5 7.0

２層目 ＦＳ41 3.5×41 ユニクロ 41 3.5
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【仕上について】

1. 目地処理

無鉛パテはX線遮へい専用のパテです。無鉛パテを目地に充てんした後は
下表の材料を使用し、石膏ボードと同様に処理して下さい。

※ペイント仕上げの際は、中塗り・上塗りにジョイントセメントをご使用下さい。

2. クロス仕上げ

下地調整シーラーを塗布処理後、クロス貼りを行って下さい。
下表のシーラーで処理して下さい。

※スーパータックRは水で薄めず、そのまま塗布して下さい。
※クロスを貼る糊は、合成樹脂入りの糊材の使用をお奨めします。
※クロス及び糊材の種類が多数ございますので、使用の際は予め接着性等の確認をして下さい。
※その他製品については、試験施工し問題ない事を確認して上で仕上げて下さい。

3. 塗装仕上げ

下地調整シーラーを塗布処理後、塗装を行って下さい。
下表のシーラーまたは同等のシーラーで処理して下さい。

※塗装仕上げ材は水性エマルションペイントを対象にしております。
※シーラーの塗布方法については、各メーカーの仕様に従って下さい。また、この場合
　 試験施工し、問題ない事を確認した上で仕上げて下さい。

白 ㈱トウペ

タイガーFライト、SPライト、タイガーライト
Fトップパテ、SPパテ、タイガーパテ

補強テープ 下塗りパテ

アクリル樹脂エマルション

日本ペイント㈱

EPシーラー 白・淡彩色 関西ペイント㈱

水性ホワイトシーラー 白

中塗りパテ

ジョイントセメント

スーパータックR 水性（アクリルエマルション）

商品名 種別 タイプ

ジョイントセメント

商品名 タイプ

タイガージョイントテープ

タイガーUライト、UPパ
テ、GLパテ

上塗りパテ

吉野石膏㈱

メーカー

ジョイントセメント

メーカー

タイガーGファイバーテープ

パーメイトシーラー
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（室内の壁面及び天井面）

※核医学検査(放射性同位元素(ＲＩ：ラジオアイソトープ)を使用)で
用いられる画像診断装置(PET装置・SPECT装置等)、ガンマ線を用いた
治療装置及びＭＲＩ装置(磁気)等の防護には適しません。

・ 天然重晶石を精製した、人に優しい“バリウム”が放射線防護の主成分。

・ 有害な鉛を一切使っておりません。

・ リサイクル建材の優等生“石膏”を原材料に使用。

・ 従来の石膏ボードと比べ、格段の“柔剛性” “粘り強さ”を持つせっこう板。

・ 重ね貼り工法を採用のため、目地用の鉛テープも不要。

・ 鉛付石膏ボードと比べて一枚が軽量なため施工スピードＵＰ！

・ 不燃材料なので、幅広く内装制限に対応が可能。

・ 厚みは石膏ボードと同じ、だから鉛付石膏ボードのように不陸が生じない。

・ 無害だから解体・廃材処理も一般建築廃材と同様にできます。
（一般の石膏ボードと同様に、吉野石膏のリサイクルルートに載せることが
可能です。）

用　途

特　長

エックス線管電圧150kVまでの医用X線画像診断装置を使用する部屋の防護。

2 用途・特長
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滑らかに加工されていて、黄色い 表面に比べ少しざらついていて、以下の
文字で【X線遮蔽せっこう板】と印 文字が印刷されています。
刷されています。

表面：

3

鉛当量 　０．７５ｍｍ(１２．５ｍｍ) / １．０ｍｍ(１５．０ｍｍ) ※公表値

面　材

　ガラス繊維不織布入/硫酸バリウム混入石膏板

重　量

製品色

材料名

　約３０ｋｇ(１２．５ｍｍ) / 約４０ｋｇ(１５．０ｍｍ)

不燃材料
NM-3472

硫酸バリウム混入せっこう板

　白色　(天然重晶石を原料としているため、生産ロットごとに色彩が微妙に異なります。)

※表示例

端部の形状

　１２．５ｍｍ / １５．０ｍｍ

　スクエアエッジ

大きさ 　９１０ｍｍ×１，８２０ｍｍ

材料形状・寸法

厚　さ

性　能

裏面：

Ｘ線遮蔽せっこう板

Ｘ線遮蔽せっこう板

表　面 裏　面
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結露水が発生しやすい場所、湿気の高い床や壁に直に接する置き方は避けて下さい。
平らな場所に敷板・パレット等を用いてきちんと平置きして下さい。
在庫の際、積層段数が多いと荷崩れの危険があるため注意して下さい。

運搬の際は折れないように、また角が損傷しないように注意して下さい。
車両で運搬する場合は平積みとし、立掛けないようにして下さい。
石膏ボードと同様に、雨や湿気等、水に濡れないように注意してください。

搬入通路を確保して下さい。
搬入する前に、加工場所の床をブルーシート等で養生して下さい。
（下地合板の木目に粉塵が入ってしまうと、床仕上げの長尺シート等の接着効果が
弱くなってしまうおそれがあります。）
手袋と安全靴を使用し、角が損傷しないように注意して下さい。

・ 敷板・パレット等を敷いて直接地面に触れないようにして下さい。

・ 角材（通称：バタ角）等を使用して長期保管した場合、無鉛ボードXPに捩れや反りが
生じることがありますので注意して下さい。

・ 雨や湿気等、水に濡れないように保管して下さい。

・ 荷崩れの危険があるため、あまり高く積まないようにして下さい。『最大５０枚まで』

・ 保管場所の床 耐荷重を確認し、1山の枚数を制限して下さい。

保管：

運搬：

搬入：

保管・運搬・搬入4

【注意事項】

保管方法
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・ 軽鉄下地（ＬＧＳ）及び木下地にて施工が可能です。

・ 無鉛ボードXPは㋐１２．５（９１０×１８２０）１枚の質量が約３０ｋｇ、㋐１５．０(９１０×１８２０)
１枚の質量が４０ｋｇあります。
鉛当量１．５ｍｍの場合 約６０ｋｇ、鉛当量２．０ｍｍの場合 約８０ｋｇ(２層貼)となります。
質量に耐えられるよう、下地の間隔及び補強を充分に確認願います。

・ 天井下地は全てＷバー＠３０３ｍｍでお願い致します。

・ 壁下地は＠３０３ｍｍでお願い致します。

・ コーナ部分の下地は両側に入れて下さい。

5 下地組立
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・ 電気設備器具等を取付ける為に、無鉛ボードXPに開口部を設ける際には、開口部の
裏側に必要な防護を施して下さい。

6 無鉛ボードXP 開口部防護（設備防護等）
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床防護参考図
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・ 無鉛ボードXPを施工する際の切断、サンディング等の作業で発生する粉塵に対しては、
長袖のシャツ・手袋・眼鏡を着用して下さい。

・ ガラス繊維は吸い込んだとしても、体外に排出されやすい性質がありますが、
肺疾患予防の為にマスクを着用して下さい。

・ 無鉛ボードXPは重量物のため、必ず安全靴を着用し作業して下さい。

・ 無鉛ボードXPを施工する際の切断、サンディング等の作業で発生する粉塵によって
床が汚れてしまうことがあるので、ブルーシート等で床の養生を行って下さい。
（下地合板の木目に粉塵が入ってしまうと、床仕上げの長尺シート等の接着効果が
弱くなってしまうおそれがあります。）

・ 改修工事等、既存の部屋で施工を行う際には、石膏ボードと同様に、医療機器等に粉塵の
飛ぶおそれのある範囲を十分に養生してから作業を行って下さい。

・ 無鉛ボードXPの切断には電動丸鋸を用いてください。
（カッターを使用した切断では、切断面が粗くなり目地部に隙間が出来てしまうため、
使用しないで下さい。）

・ 電動丸鋸による切断時には、粉塵が放出される為、電動丸鋸に集塵用アタッチメントを
装着し、集塵機又は掃除機等を使用して下さい。

・ 無鉛ボードXPの穴あけ加工には、ドリル及び廻し引きが使用できます。
（但し、無鉛ボードXPの穴あけ加工を行う際には、開口部の裏側を必ず防護処理して
下さい。）

加工前準備

無鉛ボードXPの切断・加工8

7

電動丸鋸切断時 カッター切断時
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・ 無鉛ボードXPを下地に貼付けるビスは、リブ付ビス(コンパネビス等)を使用して下さい。
（石膏ボードビスを用いる場合は、あらかじめ無鉛ボードXPに座掘を行い、ビスが無鉛
ボードXPより出ないようにして下さい。）

無鉛ボードXPを下地に密着させビスにより貼付けて下さい。
天井面の１層目・２層目は共にビス留めとします。
１層目の貼り方は、隙間が生じないよう片側から順にビス留めして下さい。
２層目を貼る際には、１層目と２層目の無鉛ボードXPの目地部をずらし、ＬＧＳ下地
又は木下地にビス留めして下さい。

無鉛ボードXPを下地に密着させビスにより貼付けて下さい。
ＧＬボンド貼り工法はできません。
１層目の貼り方は、隙間が生じないよう片側から順にビス留めして下さい。
２層目を貼る際には、１層目と２層目の無鉛ボードXPの目地部をずらし、ＬＧＳ下地
又は木下地にビス留めして下さい。
２層目の無鉛ボードXPに限り、接着剤併用のタッカー留めも可能です。

ビスピッチに関しては　　 壁：周辺部２００ｍｍ程度、中間部３００ｍｍ程度とする。
天井：周辺部１５０ｍｍ程度、中間部２００ｍｍ程度とする。

入隅部・出隅部又は、目地部に隙間が生じた場合は、無鉛パテを隙間部分に
充填して下さい。

天井：

壁：

9 無鉛ボードXPの貼付け

共通：

壁 天井
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■ 部分詳細図　（良い例）　　①１層目と２層目の無鉛ボードXPの目地がずれている。
②隙間が生じている部分に、無鉛パテ処理がされている。
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■ 部分詳細図　（悪い例）　 ①１層目と２層目の無鉛ボードXPの目地がずれていない。
②隙間が生じている部分に、無鉛パテ処理がされていない。

15
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・

・ 入隅部・出隅部又は、目地部に隙間が生じた場合は、無鉛パテを隙間部分に
充填して下さい。

・ 入隅部など無鉛パテが充填しづらい箇所は、無鉛パテのキャップを外し先端部分を
カッター等で切り取り、チューブを押し出すように使用してください。

・ 無鉛パテはＸ線遮へい専用パテです。仕上げを行う前に、充填部分をペーパー
ヤスリ等により平滑にしてから、通常の石膏ボードと同様に
目地部のパテ処理を行って下さい。

・ 無鉛パテは記載されている製造日より６ヶ月以内の物を使用して下さい。

10 無鉛ボードXPと建具枠との取り合い

11 無鉛パテ処理

建具枠廻りの漏えいを防ぐ為、枠廻りの鉛と無鉛ボードXPが重なるように施工して下さい。

無
鉛
パ
テ
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・ 無鉛ボードXP上にはクロス貼り・塗装仕上げが可能です。
無鉛パテは遮へい専用のため、無鉛パテ充てん後は必ず通常の石膏ボードと
同様に目地部のパテ処理をし、シーラー処理を行ってから仕上げて下さい。

・ 残材処理・廃材処理は、一般の石膏ボードと同様に、吉野石膏のリサイクルルートに
載せることが可能です。

・ 集塵機や掃除機を使用していても、広範囲に無鉛ボードXPの粉塵が飛ぶおそれが
ありますので、十分に清掃を行って下さい。

・ 作業終了後は、手洗い、うがいを十分に行って下さい。
（皮膚の過敏な人、アレルギー体質の人については、炎症等を起こす可能性があります。）

目に入った場合 ： 粉塵が目に入った場合は、速やかに清水で十分洗浄し、異常が
あれば医師の診断を受けて下さい。

皮膚に付着した場合 ： 皮膚が過敏な人やアレルギー体質の人は、炎症等を起こす可能性
がありますので、清水で十分洗浄し、異常があれば医師の診断を
受けて下さい。

吸入した場合 ： 粉塵を大量に吸入した場合は、新鮮な空気の場所に移し、水又は
温水で十分うがいを行い、異常があれば医師の診断を受けて下さい。

飲み込んだ場合 ： 粉塵を大量に飲み込んだ場合は、大量の水を飲ませ吐かせた後、
異常があれば、医師の診断を受けて下さい。

放射線量の測定 ： 無鉛ボードXPを使用した医療用Ｘ線室は管理区域の放射線漏えい
測定を必ず行って下さい。
その後は医療法施行規則に則し、定期的に放射線漏えい線量測定
を行って下さい。

14 作業終了後

15 応急処置

16 注意事項

13 残材処理

12 仕上げ
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お問合せ先： 医建エンジニアリング株式会社
ホーシャット営業部
TEL　 03-3634-7301
MAIL　sales2@iken-eng.co.jp

Ver. 5.0　　平成30年10月 現在


