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免震装置の特長と作品例

会社案内

掲載商品は、２０20年10月１日現在のものです。それ以降に発売の商品
については、個別商品カタログをご参照ください。また、掲載商品につ
いても、改良のため予告なく仕様を変更する場合がありますので、予め
ご了承ください。
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鉛ダンパー

免震装置
錫プラグ入り積層ゴムアイソレータ 球面すべり支承

品質・環境方針
住友金属鉱山シポレックス株式会社は、耐火性、耐熱性、施工性に優れた

建築材料である軽量気泡コンクリート“シポレックス”及び、建築物の地震に
対する安全性を高める“免制震材料”の設計、製造、販売を行っております。
　当社の経営理念は、日本の建築業界で欠かせない建材メーカーで有り
続けることです。
そこで、お客様に満足していただける品質を全員参加で作り込み、常に

顧客満足度の向上を図るため、品質方針を定め、製造から施工まで、
シポレックス及び免制震材料の品質向上を目指すことを宣言致します。
また近年、地球環境への負荷低減が求められており、建築業界では
高機能、耐久性を求められております。建築業界に材料を供給する当社
も例外ではなく、特に再利用・リサイクル等の強化が必要となっております。 
そこで当社は、地球環境の保全が人類共通の重要課題である事を認識し、
美しく住みやすい地球を次世代に残すため、環境方針を定め、環境保全
活動に自主的かつ継続的に取り組むことを宣言致します。



鉛ダンパー

免震装置
錫プラグ入り積層ゴムアイソレータ 球面すべり支承

品質・環境方針



シポレックスの標準構法であるSDR中層
ロッキング構法は、独自の取付ファスナー
により層間変形角1/75rad(面内変形追従
性能試験)でも、パネルに脱落・ひび割れ等
の被害を生じないことが確認されています。
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◆サンオーバンⅡ（GRC庇）

“てっぺんピン”は主にSDR低層ロッキン
グ構法の出隅部分などで使用する取付ア
ンカーで、シポレックスパネルの短辺小
口に差し込んでパネルを取付けます。てっ
ぺんピンによる取付けは、工場穿孔され
たタテ孔に差し込むだけの、ボルトを使
わない取付けの為、作業性の向上、加工粉
の抑制効果があります。

◆SSSパネル（平滑パネル）

SDR パネルには、取付アンカーの使用により、現場挿入タイプ
（標準のタテ孔（タテパイプ・てっぺんピン）とヨコ孔）及び工場埋
込タイプがあります。
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●特殊パネル

◆SSSパネル（平滑パネル）※1



■SDR中層
　ロッキング構法

低層ロッキング構法
シポレックスの外壁構法は以下の体系図の通りです。
建物高さや風圧力によって、採用できる構法は異なりま
すので、計画時にご確認ください。

■SDR低層
　ロッキング構法

中層ロッキング構法
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間仕切ロッキング構法（PRバー仕様）

間仕切ロッキング構法は、パネル上下を変形追従性能を
有する金物で固定した、ロッキング方式の取付構法です。
※間仕切ロッキング構法のパネル下部納まりは、他に
「テーブルボルト仕様」「Rスペーサー14仕様」がありま
す。詳細は「シポレックス設計資料」をご覧ください。

SDP構法は、パネル下部を固定、上部を面内方向に可動と
したスライド方式の取付構法です。
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ビル（外壁）

病院（外壁・SSS）

倉庫（外壁・SSS）

宿泊施設（外壁）
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※静は45分、60分準耐火構造に対応します。
※北海道地区においてはシポレックス50を使用します。
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①安定したエネルギー吸収性能
●小変形から大変形まで 安定してエネルギーを吸収します。

②環境にやさしい錫を使用
●錫は食器や鉛フリーハンダの材料などにも利用されている、環境にやさしい金
属です。

③減衰性能の高さでコストセーブに貢献
●従来型の鉛プラグ入りに比べて約１.８倍の減衰性能があり、免震層のコストセー
ブに貢献します。

④錫が持つ優れた特性
●SnRBは連続加振試験を実施し、一定時間経過後に性能が回復することを確認
しています。

①オールインワンの免震装置
●中摩擦タイプ、低摩擦タイプの２種を用意。支承機能、復元機能、減衰機能を兼ね
備え、SSBのみで免震層を構成できます。

②固有周期が建物重量に影響されない
●軽量建物や、倉庫のように積載重量が変わる建物の免震化に有利です。

③免震層の偏心率はほぼゼロ *1
●免震層における建物重心と剛心が一致しているため、ねじれがほどんど生じま
せん。

④免震層のコンパクト化が可能
●製品高さが低いため、免震層のコンパクト化が可能です。

*1 中摩擦と低摩擦を混在させない場合

すべり支承

振り子の原理を用いた
免震装置

⑤積層ゴムとの一体化が可能
●別置型のほか、積層ゴムと一体化した製品もございます。

免震装置：鉛ダンパー

免震装置
免震装置

●建築構造用圧延鋼材の利用と、細部に至るまでの最適設計で、優れたコストパ
フォーマンスを実現しました。

①高性能
●地震時に塑性変形することで地震のエネルギーを吸収し建物の揺れを抑えます。
●温度、周波数に対する依存性が低く、様々な条件下で安定した性能を発揮します。
●360度すべての方向の揺れに対し、ほぼ同等の効果があります。

②優れたメンテナンス性
●構造が単純ですので、外観検査で点検が可能です。

③数十年後の地震でも安心です
●鉛の特性は経年変化の心配がありませんので、設置してから長期間後の地震時
でも所定の性能を発揮できます。

（エネルギー吸収すると性能は変化します）

④リサイクル可能な材料です
●万一の地震後に取り替えが可能です。

免震装置
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認定名称

ALCパネル床

認定名称

ALCパネル張/鉄骨柱

ALCパネル/ALCパネル合成被覆
/鋼管柱

※１

ALCパネル/ALCパネル合成被覆
/鉄骨柱

ALCパネル/ALC耐火被覆板合成被覆
/鉄骨梁

ALCパネル張/鉄骨梁

※２

※

※

※１.角形鋼管柱の鋼材品種にご
注意ください。
詳細は構造認定書をご参照
ください。

※２.H形鋼柱の鋼材品種にご注
意ください。
詳細は構造認定書をご参照
ください。

※「SIPOREX50」カタログをご参照ください。
※角材鋼管柱の鋼材品種にご注意ください。詳細は構造認定書をご参照ください。

FP060FL-9119

FP060CN-9405

例示仕様　告示1399号

5.3dm2K/W以上
d: パネル厚さ（mm）/1,000（mm）

9999[m･h･Pa/g]（湿度80%時）

37 0.5 仕上塗剤塗ALCパネル張／木製軸組造外壁
（直張工法、内装制限なし）

仕上塗剤塗ALCパネル張／木製軸組造外壁
（通気工法、内装制限なし　
ALCパネル張／木造外壁

（通気・直張工法、内装制限あり）

PC030BE-018１

PC030BE-0182

PC030BE-9１89

0.5

0.5

37

37

外　壁

部　位 構　　　法

SDR低層ロッキング構法

SDR中層ロッキング構法

SDR横壁構法

厚　さ

100mm

100mm以上

100mm以上

層間変位追従性能

層間変位角1/75

層間変位角1/75

層間変位角1/75

試験機関

（一財）建材試験センター

（一財）日本建築総合試験所

住友金属鉱山シポレックス㈱
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北海道営業所

東北支店

関東支店

中部支店

関西支店

九州支店

ホームビルダー営業部

企画部

総務部

技術部

安全環境品質保証室

営業本部

栃木工場

三重工場

免制震材料部

取締役会

監査役

社長

JIS A 5416 : 2016 / TC0408009

平成20年（2008）4月 錫プラグ入り積層ゴムアイソレータ販売開始

SSS（スリーエス：平滑）パネル販売開始

SDR低層ロッキング構法販売開始

平成26年（2014）4月

平成29年（2017）12月

球面すべり支承販売開始令和2年（2020）6月

SDR中層ロッキング構法運用開始令和2年（2020）12月

（令和2年6月1日現在）
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