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揺るぎない信頼の歴史　　

仕様改訂の主旨

１．従来の仕様をシンプル化し、仕様選定を容易に

２．信頼の複層防水と、改質アスファルトだから可能な単層防水
を明快に区分

３．「煙と臭い」のイメージある熱工法⇒改質アスファルトの環境
対応型熱工法に進化

≪ LR ≫　Load　[ 負担 ]　＆　Reduction　[ 低減 ]

ユナイトクリーン LR は、天然アスファルトに樹脂
やゴムなどの副資材を添加して、耐候性と耐久性に
富む品質に改良した信頼と実績の改質アスファルト
シートをベースに、ユナイトコンパウンドを使用し
た冷熱複合タイプの環境配慮型改質アスファルト防
水熱工法としてバージョンアップいたしました。
ユナイト防水工法は《環境との調和・共生》を目指し、
更に前進を続けます。

はじめに

旧約聖書の創世記に登場する古代バビロニア帝国の
<天空の城 >バベルの塔は、煉瓦とアスファルトでで
きていたとされています。そして現代に至る悠久の
歴史の中で、アスファルトは優れた接着性能と防水
性能で、建築・土木の分野に大いに貢献をしてきま
した。
日本石油（現 JX日鉱日石エネルギー㈱）の技術陣が
開発したユナイト防水材は、アスファルトと化学の
融合の産物です。ユナイト防水工法は、日本石油か
らユナイト株式会社とリレーされ今日に至っていま
す。熱工法は高い信頼性を維持しつつも、時代の要
請に応えて、より安全で環境に優しい商品へと変化
を遂げてきました。
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■ 防水仕様選定基準

建築物の設計に際し、その建物の防水仕様を選定する場合、検討すべき課題があります。

１．予算（付属部材や保護層を含む）
２．建築物のつくりやデザインとの適合性（構造・勾配・重量／意匠）
３．信頼性や実耐用年数
４．地域性と気象や施工時期の諸問題
５．保護層や仕上材の色彩や質感
６．維持管理の難易度

特に防水は下地の種類によって、留意しなければならない諸問題が発生します。軽量素材や長大スパン建築物は「たわみ、振動、振幅」
が大きく「ムーブメントの大きな防水下地材」となり防水設計上の考慮が必要となります。また、改修工事に際しては上記項目の他、
既存防水層との相性や取り合い、施工環境の保全などの近隣対策などに、対応する必要があります。
住宅の居住性を向上させるため防水層に断熱材を複合するケースが近年さかんに採用されるようになっています。耐久性に優れたユナ
イトクリーン LRはこれらの諸問題を解決いたします。

下記にユナイトクリーン LRの防水仕様一覧を示します。

― 5つの特長 ―

仕　　様
単層防水 複層防水

密　　着 絶　　縁 密　　着 絶　　縁

露出仕様 N-601 NZ-601 N-501 NZ-501……NJ-501
NJ-502

露出断熱仕様 NA-501U…NA-701U NAJ-501U……NAJ-502U
NAJ-701U……NAJ-702U

押え仕様 W-601 WZ-601 W-501 WJ-501……WJ-502
押え断熱仕様 WA-601S WAZ-601S WA-501S WAJ-501S……WAJ-502S

ALC仕様 NL-601 NL-501
駐車場仕様 WP-601 WPZ-601

軽歩行成型板 LB-601 LB-501 LBJ-501
室内・地下仕様 WG-501

改修仕様 N-601PR……N-601MR NZ-601PR……NZ-601MR

■ 仕様記号の見方

① 工法種別 ② 防水積層数他
N＊＊ 露出仕様 5 複層
W＊＊ 押え仕様 6 単層
＊Z＊ 絶縁仕様（あなあきルーフィング） 7 防湿層有
＊J＊ 絶縁仕様（ストライプ粘着層） ③ 上層シートの種類
＊A＊ 断熱仕様 01 改質アスファルトルーフィング
＊AZ 断熱絶縁仕様（あなあきルーフィング） 02 ストレッチルーフィング
＊AJ 断熱絶縁仕様（ストライプ粘着層） ④ 断熱材種類他
＊L＊ ALC仕様 U＊ ポリウレタンフォーム
＊P＊ 駐車場仕様 S＊ ポリスチレンフォーム
＊＊Z 駐車場絶縁仕様（あなあきルーフィング） PR 改修（押えコンクリート下地）
LB＊ 軽歩行成型板仕様 MR 改修（砂付ルーフィング下地）
＊＊J 軽歩行成型板絶縁仕様（ストライプ粘着層）
＊G＊ 室内・地下仕様

1. ユナイトコンパウンドは環境に優しい低煙・低
臭タイプです

ユナイトコンパウンドは従来の防水工事用アスファルトに比
べ、煙や臭いの発生を大幅に減らした環境対応型の防水工事
用改質アスファルトです。

2. 多機能型シートとの複合で、ふくれを防ぎます

下張りに使用する「ストライプ AD」はストライプ状の自己
粘着層を持つ部分接着型のシートで、絶縁機能と防水性を兼
ね備えた防水シートです。張り付け作業も容易で防水層のふ
くれを抑えるとともに、下地からの亀裂応力を分散します。

3. 少層仕様が可能で工期の短縮化が図れます

アスファルト防水の高い防水性能を保持しながら、耐久性に優
れたユナイトシート（単層または複層）とユナイトコンパウン
ドを組み合わせることで防水層の少層化が可能となります。
すなわち省力化工法によって工期の短縮が図れます。

4. 耐候性と感温性に優れ丈夫で長持ちします

耐紫外線性、耐オゾン性に優れ、長期間老化せず安定した防
水性能を維持します。高い軟化点を有しているため、高温で
も「だれ」を生じません。また、低温下においても柔軟性を
保つので、冬季の作業性も優れています。

5. 自己修復性、下地亀裂抵抗性に優れています

凝集力が強く自己修復性があるため、外傷、衝撃に対し高い
抵抗性があります。また、改質アスファルト層が防水下地の
亀裂や挙動を吸収し応力を分散緩和するので防水層が破断を
起こしません。
シート裏面フィルムのエンボス加工により、下地に対して強
い接着力を発揮します。

溶融アスファルトを使用する熱工法も
脱溶剤化、臭いや発生煙の低減、CO2
発生量の抑制、防水層の少層化など環
境負担を低減した工法が要求されてい
ます。
「ユナイトシート」は高強力なポリエス
テル長繊維不織布を芯材に使用し、ア
スファルトと特殊処理した合成ゴム、
特殊有機充てん剤よりなる高品質な改
質アスファルトを、所定の厚みに成形
した防水シートです。
従来の防水工事用アスファルトを更に
高性能に改良した「ユナイトコンパウ
ンド」との組み合わせによるユナイト
防水工法は信頼性の高い防水層をつく
り上げます。
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■ ユナイトコンパウンドの性能

ユナイトコンパウンドの物性
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■ ユナイトシートの性能

ユナイトシートの代表性状 改質アスファルトシートの JIS 規格

UT-35 ストライプAD エミールーフUE

引張強さ
N/cm

長手 145 122 171
幅 112 95 141

伸び率
％

長手 52 43 52
幅 62 54 61

引裂強さ
N

長手 45 45 58
幅 48 44 63

折り曲げ性能 −15 −15 −15
耐熱性能80℃

垂れ下がり5mm以下 合格 合格 合格

接合性能　N/cm 88 60 85

用途による区分 厚さ（mm） 製品名
露出単層防水用 3.0以上 UT-35・30
露出複層防水用 2.0以上 UT-30
非露出単層防水用 2.5以上 UT-30

非露出複層防水用 1.5以上 ストライプAD
エミールーフUE

試験方法 JIS A 6013 による

ユナイトシートの下地亀裂抵抗性

防水層に必要な性能として変位に対する追従性、すなわち下地
の亀裂に対して破断しない抵抗性が必要です。熱アスファルト
防水に比べユナイト防水は高い亀裂抵抗性を保持しています。

ユナイトシートの温度特性

ユナイト防水層と熱アスファルト防水層の引張特性は、低温下において顕著な差が現れます。ユナイト防水層は低温下でも破断し
にくく、確実に防水機能を維持します。

項目単位
防水工事用アスファルト ユナイトコンパウンド
標準 加熱劣化 標準 加熱劣化

軟化点　℃ 108 99 145 130
針入度　1/10mm・25℃ 28 25 36 45

針入度指数 6.0 4.9 9.2 8.8
低温折曲げ　℃ 0 5 −12.5 −10

だれ長さ
mm

70℃×5hr 3 6 0 0
90℃×5hr 6 30 0 0

防水工事用アスファルト　ユナイトコンパウンド

だれ長さ比較試験　（90℃×5hr）

立上りや架台周り等で高温時に発生する「だれ」や「ずり落ち」など
は張付け用のコンパウンドに影響されます。現場溶融時の加熱劣化特
性（300℃× 1hr）もユナイトコンパウンドが優位にあることがわか
ります（写真）。

試験方法 JIS K 2207 による（加熱劣化：300℃× 1hr）

ユナイトコンパウンドの特長
ユナイトコンパウンドは改質剤を混合することによって性能が向上していますが、それだけでなく溶融時に発生する煙や臭いを抑えた
低煙・低臭タイプの環境対応型の製品です。

溶融時の発煙状況 臭気レベルと溶融温度の関係

溶融時の発煙状況（at290℃）

ユナイトコンパウンドは従来の防水工事用アスファルトに比べて溶融時の
発煙量は抑えられています。

ニオイセンサー（新コスモス電機製 XP-329 Ⅲ R）に
よる臭気レベル測定値は、臭いの強弱を相対的に数値
化したものです。
この結果は社内試験によるものです。

ユナイトコンパウンドの臭気レベルは 3 種コンパウンドの 1/2 程度で臭いは低減されています。

ユナイトコンパウンド

防水工事用アスファルト

改質アスファルトシートの規格は JIS A 6013 で定められて
います。
ユナイトシートは材料構成による区分では補強材を複合したＲ
種、温度特性による区分ではⅡ類に相当する防水シートです。
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■ 防水層の構造比較

ユナイト仕様 国交省仕様

NJ-501 NJ-502 D-1 D-2
第1工程 ユナイトプライマー ユナイトプライマー プライマー プライマー
第2工程 ストライプAD ストライプAD 砂付穴あきルーフ 砂付穴あきルーフ

第3工程
ユナイトコンパウンド ユナイトコンパウンド 3種コンパウンド 3種コンパウンド

UT-30 サンドSD ストレッチルーフ ストレッチルーフ

第4工程

− −

3種コンパウンド 3種コンパウンド
ストレッチルーフ アスファルトルーフ

第5工程
3種コンパウンド 3種コンパウンド
アスファルトルーフ 砂付ストレッチルーフ

第6工程
3種コンパウンド

−
砂付ストレッチルーフ

工事工程数 3 3 6 5

ユナイト仕様は工事工程数が少ない省力化工法です。

ユナイト仕様 国交省仕様
NJ-501 NJ-502 D-1 D-2

40℃
引張強度　N/cm 278 289 376 355
伸び率　　% 49 45 31 30

抗張積　　N/%・cm 13622 13005 11656 10650

25℃
引張強度　N/cm 282 312 433 412
伸び率　　% 48 43 30 32

抗張積　　N/%・cm 13536 13416 12990 13184

0℃
引張強度　N/cm 387 400 741 612
伸び率　　% 35 32 12 14

抗張積　　N/%・cm 13545 12800 8892 8568

接着性能＊1

N/cm

40℃ 7.8 − 6.9 −
25℃ 12.8 − 13.8 −
0℃ 25.5 − 44.1 −

ユナイト仕様は積層数が多い国交省仕様と比べて抗張積が大きいことから、下地の動きに対する追従性に優れています。また低温
下でも性能の低下が少なく、感温性が高いことを証明しています。

経過時間 直後 30min 2hr 24hr 72hr
国交省 C-2 4 7 10 9 10

ユナイト N-501 600 1200 1400 2200 3200

8

■ ストライプAD（下張り絶縁シート）の通気性

通気圧 ストライプAD 備考
10mmAq 260 JASS8-1986

170以上（参考）20mmAq 680

500mm（幅）× 1000mm（長手）のストライプ AD をテーブルに置き 3 辺をシールする。
通気孔から水柱 10､ 20mm のエアーを送り、道中 1000mm を通過するエアー量（cc/min）を測定する。

■ 防水層の自己修復性

アスファルトの持つ特徴のひとつに自己修復性があります。これは小さな瑕疵が防水層に生じた場合、時間の経過とともにアスファル
トがコールドフロー（塑性変形）を起こして傷が塞がる現象です。
これを確認するための実験を参考までに示します。
国交省仕様C-2（ストレッチルーフィング等3層で構成）とユナイト仕様N-501（ユナイトシート2層で構成）の試験体にカッター
ナイフで貫通する十文字（1辺 10mm）のスリットを入れ、水中13mmの圧力で 100cc のエアーが通過するに要する時間を計った
ものです。

■防水層の物性比較

（コンパウンド溶融温度 230℃で試験体作成。　サンプル幅 25mm　標線間 50mm　引張速度 100mm/min）
＊1　接着性能：引張速度 0.5mm/min　抗張積＝引張強度×伸び率

ユナイト仕様の改質アスファルトは自己修復性があることを証明しています。

10mmAq の微圧で通気量があるため、ふくれに対して効果があります。

100ccのエアーが通過に要する時間（秒）

試験結果 （cc/min）

ストライプADの通気性能試験方法
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■ 住宅の省エネルギー基準

1997年に採択された京都議定書において温室効果ガス排出量の削減目標が定められたことにより、さらに効果を高めるため、従来の
基準（新省エネ基準）から、新たな省エネルギー基準（1999年次世代省エネ基準）が告示されました。

断熱性能の地域区分
「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針」における地域の区分
（平成11年3月30日建設省告示第998号）

■ ユナイト仕様と国交省仕様の二酸化炭素（CO2）排出量

試算条件
施工面積：平場300㎡　アスファルト比熱：0.92kj/kg/℃　灯油発熱量：36700kj/kg　灯油比重：0.8
施工温度：防水工事用アスファルト3種　240℃　
… ユナイトコンパウンド… 270℃　溶解釜熱効率5%

防水構造 張り付けアスファルト
kg/㎡

溶解熱量
kj

灯油量
L

CO2
kg

国交省仕様
C-2 3層 3種コンパウンド　3.0 198720 135.37 338.92
D-2 4層 3種コンパウンド　3.2 211968 144.39 361.44

ユナイト仕様
N-601 1層 ユナイトコンパウンド　1.2 89424 60.92 152.41

NJ-501 2層 ユナイトコンパウンド　1.25 91659 62.44 156.22

＊溶解は灯油を熱源とした溶解釜とし防水工事用アスファルト、ユナイトコンパウンドが施工温度に達するに要した熱量をベースに算出しています。
＊ユナイトコンパウンドは軟化点が高い分、粘度が上がるため施工温度を高く設定しています。
＊施工中の釜の温度保持、放熱は考慮していないため熱効率を暫定の 5％に設定しています。
＊灯油量と燃焼に必要な理論空気量との化学反応式から計算しました。

地域の区分 都　道　府　県　名
Ⅰ 北海道
Ⅱ 青森県　岩手県　秋田県
Ⅲ 宮城県　山形県　福島県　栃木県　新潟県　長野県

Ⅳ
茨城県　群馬県　埼玉県　千葉県　東京都　神奈川県　富山県　石川県　福井県　山梨県　岐阜県　静岡県　愛知県
三重県　滋賀県　京都府　大阪府　兵庫県　奈良県　和歌山県　鳥取県　島根県　岡山県　広島県　山口県　徳島県
香川県　愛媛県　高知県　福岡県　佐賀県　長崎県　熊本県　大分県

Ⅴ 宮崎県　鹿児島県
Ⅵ 沖縄県

＊市町村によって他の地域に区分されることがあります。
＊赤字の県は新省エネルギー基準においてⅢの区分に該当します。

住宅の省エネルギー基準に基づく断熱材の厚さ
鉄筋コンクリート造等の住宅（屋根）

断熱材の厚さ（mm）
1999年　次世代省エネ基準（外断熱工法） 1992年　新省エネ基準

地域の区分 Ⅰ Ⅱ Ⅲ～Ⅵ Ⅰ Ⅱ Ⅲ～Ⅵ
断熱材の熱抵抗値（R値）㎡･K/W 3.0 2.2 2.0 2.9 1.6 1.1

硬質ウレタンフォーム 70 55 50 70 40 30
押出法ポリスチレンフォーム 85 65 60 85 50 35

熱抵抗値（Ｒ値）とは熱の伝わりにくさを表す値。熱抵抗値は次の式で求められます。

Ｒ [ ㎡・K/W] = 
d（材料の厚さ）[ｍ]

λ （熱伝導率）    [W/m・K]

ユナイト防水仕様では、断熱材の厚さを硬質ウレタンフォームが30mm、押出法ポリスチレンフォームを35mmとしていますが、官
公庁物件等ではそれぞれの地域、建築物の種類、目的により異なりますので、断熱材の種類、厚さは設計図書に従って下さい。

断熱材性能及び特長（硬質ウレタンフォームと押出法ポリスチレンフォームの代表性状）

材質 硬質ウレンタンフォーム（PU） 押出法ポリスチレンフォーム（PS）
用途 露出断熱工法用 押え（USD）断熱工法用

性能
熱伝導率　W/m・K 0.024以下 0.028以下
曲げ強さ　N/㎠ 15以上 25以上
圧縮強さ　N/㎠ 8以上 20以上

特長
熱伝導率が小さく耐熱性に優れ、独立気泡
のため、水や水蒸気の侵入に対する抵抗性
が大きい。

圧縮強度が大きく、圧縮クリープ性に優れ、
また透湿性、吸水性が小さいため安定した
断熱性を維持する。

適用JIS（JIS…A…9511） A種保温板2種2号 A種保温板3種b
製品名 アキレスボードGF ミラフォームM2RS
規格・寸法 605mm×910mm（25mm～50mm） 910mm×910mm（25mm～50mm）

ユナイト防水仕様の CO2 排出量は、国交省仕様に比べて 1/2 以下に低減されています。



国交省仕様
D-1相当

国交省仕様
D-2相当

＊脱気筒の設置は 80～100㎡程度に1箇所とします。
＊国交省仕様に相当するユナイト仕様は、当社の試験結果による改質アスファルトの性能から判断したものです。

＊NＺ-601、NJ-501、NJ-502仕様の立上り入隅はテープA（330mm幅）で増張りします。
＊ストライプADの短辺は突き付けとし、テープA（330mm幅）で増張りします。
＊ストライプADは立上り切り付けから500ｍｍ程度離し、エミールーフUEに張り掛けます。

絶縁仕様

施工例　NJ-501施工例　N-601

仕様記号 部位 厚さmm 重さkg/㎡ 1 2 3

NＺ-501
平　場 8.9 9.6

ユナイトプライマー
0.2kg

インサールーフUI ユナイトコンパウンド
1.7kg

立上り 7.4 7.9 ユナイトコンパウンド
1.2kg エミールーフUE

NＺ-601
平　場 6.4 6.8

ユナイトプライマー
0.2kg

インサールーフUI ユナイトコンパウンド
1.7kg

立上り 4.9 5.1 ユナイトコンパウンド
1.2kg

ユナイトシート
UT-35

NJ-501
平　場 5.9 6.4

ユナイトプライマー
0.2kg

ストライプAD ユナイトコンパウンド
1.2kg

立上り 7.4 7.9 ユナイトコンパウンド
1.2kg エミールーフUE

NJ-502
平　場 4.9 6.9

ユナイトプライマー
0.2kg

ストライプAD ユナイトコンパウンド
1.2kg

立上り 6.4 8.4 ユナイトコンパウンド
1.2kg エミールーフUE

ユナイトシートUT-30

ユナイトコンパウンド

テープA

ストライプAD

仕上塗料（別途）

ユナイトシートUT-35

ユナイトコンパウンド

露出標準仕様

11 12

＊下地がALCの場合はユナイトプライマーS（0.5kg/㎡）を塗布して下さい。又、ALC 短辺目地はテープA（200mm幅）
で増張りして下さい。仕様記号はNL-501・NL-601に変わります。

＊N-601、NL-601仕様の立上り入隅はユナイトテープA（330mm幅）で増張りして下さい。
＊国交省仕様に相当するユナイト仕様は、当社の試験結果による改質アスファルトの性能から判断したものです。

密着仕様

国交省仕様
C-2相当

国交省仕様
C-1相当

4 5 6

ユナイトコンパウンド
1.0kg

ユナイトシート
UT-30 仕上塗料（別途）

仕上塗料（別途）

仕様記号 部位 厚さmm 重さkg/㎡ 1 2 3

N-501 平　場
7.4 7.9 ユナイトプライマー

0.2kg
ユナイトコンパウンド

1.2kg エミールーフUE
立上り

N-601 平　場
4.9 5.1 ユナイトプライマー

0.2kg
ユナイトコンパウンド

1.2kg
ユナイトシート
UT-35立上り

テープA

ユナイトプライマー

エミールーフUE

テープA

ユナイトプライマー

4 5 6 7

エミールーフUE ユナイトコンパウンド
1.0kg

ユナイトシート
UT-30

仕上塗料
（別途）

ユナイトコンパウンド
1.0kg

ユナイトシート
UT-30

仕上塗料
（別途）

ユナイトシート
UT-35

仕上塗料
（別途）

仕上塗料
（別途）

ユナイトシート
UT-30

仕上塗料
（別途）

ユナイトコンパウンド
1.0kg

ユナイトシート
UT-30

仕上塗料
（別途）

サンドSD 仕上塗料
（別途）

ユナイトコンパウンド
1.0kg サンドSD 仕上塗料

（別途）

仕上塗料（別途）



絶縁仕様

密着仕様
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＊同等仕様としてDI-1・2に対応する場合は、ユナイトコンパウンドとエミールーフUEを3 種コンパウンドとUH-15（粘着層付）に変更して下さい。
その際入隅部の増張りはテープ VAを使用して下さい。密着仕様の場合は、ストライプADの代わりにUH-15を使用して下さい。
＊国交省仕様に相当するユナイト仕様は、当社の試験結果による改質アスファルトの性能から判断したものです。

＊断熱材張り付け後コーナーキャントを設置して、入隅部にテープＡ（330mm幅）で増張りをして下さい。
＊防湿層のノーマルUNは立上り部に100mm程度張り上げとします。

施工例　NAJ-701U

国交省仕様
ＤI-1相当

国交省仕様
ＤI-2相当

＊防湿層のノーマルUNは立上り部に100mm程度張り上げとします。
＊断熱材張り付け後コーナーキャントを設置して、入隅部にテープＡ（330mm幅）で増張りをして下さい。

4 5 6 7 8 9

ストライプAD ユナイトコンパウンド
1.2kg

ユナイトシート
UT-35

仕上塗料
（別途）

ユナイトコンパウンド
1.0kg

ユナイトシート
UT-35

仕上塗料
（別途）

ストライプAD ユナイトコンパウンド
1.2kg サンドSD 仕上塗料

（別途）

ユナイトコンパウンド
1.0kg サンドSD 仕上塗料

（別途）

ユナイトコンパウンド
1.5kg

PU断熱材
30mm ストライプAD ユナイトコンパウンド

1.2kg
ユナイトシート
UT-35

仕上塗料
（別途）

ユナイトコンパウンド
1.0kg

ユナイトシート
UT-35

仕上塗料
（別途）

ユナイトコンパウンド
1.5kg

PU断熱材
30mm ストライプAD ユナイトコンパウンド

1.2kg サンドSD 仕上塗料
（別途）

ユナイトコンパウンド
1.0kg サンドSD 仕上塗料

（別途）

4 5 6 7 8 9 10

ユナイトコンパウンド
1.2kg エミールーフUE ユナイトコンパウンド

1.0kg
ユナイトシート
　UT-30

仕上塗料
（別途）

ユナイトコンパウンド
1.0kg

ユナイトシート
　UT-30

仕上塗料
（別途）

ユナイトコンパウンド
1.5kg

PU断熱材
30mm

ユナイトコンパウンド
1.2kg エミールーフUE ユナイトコンパウンド

1.0kg
ユナイトシート
　UT-30

仕上塗料
（別途）

ユナイトコンパウンド
1.0kg

ユナイトシート
　UT-30

仕上塗料
（別途）

仕様記号 部位 厚さmm 重さkg/㎡ 1 2 3

NAJ-501U
平　場 37.7 9.4

ユナイトプライマー
0.2kg

ユナイトコンパウンド
1.5kg

PU断熱材
30mm

立上り 7.9 8.4 ユナイトコンパウンド
1.2kg エミールーフUE

NAJ-502U
平　場 36.2 9.4

ユナイトプライマー
0.2kg

ユナイトコンパウンド
1.5kg

PU断熱材
30mm

立上り 6.4 8.4 ユナイトコンパウンド
1.2kg エミールーフUE

NAJ-701U
平　場 40.3 12.5

ユナイトプライマー
0.2kg

ユナイトコンパウンド
1.2kg ノーマルUN

立上り 7.9 8.4 ユナイトコンパウンド
1.2kg エミールーフUE

NAJ-702U
平　場 38.8 12.5

ユナイトプライマー
0.2kg

ユナイトコンパウンド
1.2kg ノーマルUN

立上り 6.4 8.4 ユナイトコンパウンド
1.2kg エミールーフUE

仕様記号 部位 厚さmm 重さkg/㎡ 1 2 3

NA-501U
平　場 39.3 11.0

ユナイトプライマー
0.2kg

ユナイトコンパウンド
1.5kg

PU断熱材
30mm

立上り 7.8 8.3 ユナイトコンパウンド
1.2kg エミールーフUE

NA-701U
平　場 41.7 13.9

ユナイトプライマー
0.2kg

ユナイトコンパウンド
1.2kg ノーマルUN

立上り 7.8 8.3 ユナイトコンパウンド
1.2kg エミールーフUE

施工例　NA-701U

露出断熱標準仕様

ユナイトシートUT-35

テープA

ストライプAD

PU断熱材

仕上塗料（別途）

エミールーフUE

テープA

ユナイトプライマー

ノーマルUNユナイトシートUT-30

エミールーフUE

ユナイトコンパウンド

PU断熱材

仕上塗料（別途）

テープA

ユナイトプライマー

ノーマルUN
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ユナイトコンパウンド

絶縁シート

エミールーフUE

テープA

ストライプAD

ユナイトコンパウンド

絶縁シート

絶縁仕様

＊WZ-601、WJ-501、WJ-502、LBJ-501の立上り入隅はテープA（330mm幅）で増張りして下さい。
＊ストライプADの短辺は突き付けとし、テープA（330mm幅）で増張りします。
＊ストライプADは立上り切り付けから500mm程度離し、エミールーフUEに張り掛けます。
＊国交省仕様に相当するユナイト仕様は、当社の試験結果による改質アスファルトの性能から判断したものです。

＊駐車場仕様の場合はWZ-601のインサールーフUIをスポットUZに変更し、押え層をアスコン押えとして下さい。平場
UT-30 のラップ部はユナイトコンパウンド（0.1kg/㎡）で上掛けして下さい。仕様記号はWPZ-601に代わります。
＊軽歩行仕様の場合はWJ-501の押え層をステップボードに、立上りは二層目のエミールーフUEをUT-30 にして下さい。
仕様記号は LBJ-501に代わります。

国交省仕様
Ｂ-1相当

国交省仕様
Ｂ-2相当

4 5 6 7

ユナイトシート
UT-30

ユナイトコンパウンド
1.5kg 絶縁シート 押え層（別途）

ユナイトコンパウンド
1.5kg 押え層（別途）

エミールーフUE ユナイトコンパウンド
1.5kg 絶縁シート

押え層（別途）
ユナイトコンパウンド

1.0kg エミールーフUE ユナイトコンパウンド
1.5kg

ハーディHD ユナイトコンパウンド
1.5kg 絶縁シート

押え層（別途）
ユナイトコンパウンド

1.0kg ハーディHD ユナイトコンパウンド
1.5kg

仕様記号 部位 厚さmm 重さkg/㎡ 1 2 3

WＺ-601
平　場 7.6 7.9

ユナイトプライマー
0.2kg

インサールーフUI ユナイトコンパウンド
1.7kg

立上り 5.9 6.1 ユナイトコンパウンド
1.2kg

ユナイトシート
UT-30

WJ-501
平　場 6.6 7.1

ユナイトプライマー
0.2kg

ストライプAD ユナイトコンパウンド
1.2kg

立上り 7.9 8.5 ユナイトコンパウンド
1.2kg エミールーフUE

WJ-502
平　場 6.1 6.5

ユナイトプライマー
0.2kg

ストライプAD ユナイトコンパウンド
1.2kg

立上り 6.9 7.3 ユナイトコンパウンド
1.2kg ハーディHD

＊W-601、WP-601、LB-601の立上り入隅はテープA（330mm幅）で増張りして下さい。
＊国交省仕様に相当するユナイト仕様は、当社の試験結果による改質アスファルトの性能から判断したものです。

＊駐車場仕様の場合はW-601の押え層をアスコン押えとして下さい。UT-30 のラップ部はユナイトコンパウンド（0.1kg/㎡）
で上掛けして下さい。仕様記号はWP-601に代わります。
＊軽歩行仕様の場合は押え層をステップボードにして下さい。立上りにはUT-30 を使用します。仕様記号は LB-501、
LB-601に代わります。

＊国交省仕様に相当するユナイト仕様は、当社の試験結果による改質アスファルトの性能から判断したものです。

密着仕様

室内・地下標準仕様

4 5 6 7 8

ユナイトコンパウンド
1.0kg エミールーフUE ユナイトコンパウンド

1.5kg
絶縁シート 押え層（別途）
押え層（別途）

ユナイトコンパウンド
1.5kg

絶縁シート 押え層（別途）
押え層（別途）

4 5 6
ユナイトコンパウンド

1.0kg エミールーフUE ユナイトコンパウンド
1.5kg

国交省仕様
A-1相当

国交省仕様
A-2相当

国交省仕様
E-1･2相当

仕様記号 部位 厚さmm 重さkg/㎡ 1 2 3

W-501 平　場 8.1 8.6 ユナイトプライマー
0.2kg

ユナイトコンパウンド
1.2kg エミールーフUE

立上り 7.9 8.5

W-601 平　場 6.1 6.2 ユナイトプライマー
0.2kg

ユナイトコンパウンド
1.2kg

ユナイトシート
UT-30立上り 5.9 6.1

仕様記号 部位 厚さmm 重さkg/㎡ 1 2 3

WG-501 平　場
7.9 8.5 ユナイトプライマー

0.2kg
ユナイトコンパウンド

1.2kg エミールーフUE
立上り

施工例　WJ-501施工例　W-501

押え標準仕様

テープA

ユナイトプライマー

エミールーフUE

ユナイトプライマー
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ユナイトコンパウンド

絶縁クロス

PS断熱材

 テープA

 ストライプAD

絶縁クロス

PS断熱材

＊ストライプADは立上り切り付けから500mm程度離し、エミールーフUEに張り掛けます。
＊国交省仕様に相当するユナイト仕様は、当社の試験結果による改質アスファルトの性能から判断したものです。

＊WAZ-601S、WAJ-501S、WAJ-502Sの立上り入隅はテープA（330mm幅）で増張りして下さい。
＊ストライプADの短辺は突き付けとし、テープA（330mm幅）で増張りします。

4 5 6 7 8

ユナイトシート
UT-30

ユナイトコンパウンド
1.5kg PS断熱材35mm 絶縁クロス 押え層（別途）

ユナイトコンパウンド
1.5kg 押え層（別途）

エミールーフUE ユナイトコンパウンド
1.5kg PS断熱材35mm 絶縁クロス 押え層（別途）

ユナイトコンパウンド
1.0kg エミールーフUE ユナイトコンパウンド

1.5kg 押え層（別途）

ハーディHD ユナイトコンパウンド
1.5kg PS断熱材35mm 絶縁クロス 押え層（別途）

ユナイトコンパウンド
1.0kg ハーディHD ユナイトコンパウンド

1.5kg 押え層（別途）

仕様記号 部位 厚さmm 重さkg/㎡ 1 2 3

WAZ-601S
平　場 42.6 9.2

ユナイトプライマー
0.2kg

インサールーフUI ユナイトコンパウンド
1.7kg

立上り 5.9 6.1 ユナイトコンパウンド
1.2kg

ユナイトシート
UT-30

WAJ-501S
平　場 41.6 8.4

ユナイトプライマー
0.2kg

ストライプAD ユナイトコンパウンド
1.2kg

立上り 7.9 8.5 ユナイトコンパウンド
1.2kg エミールーフUE

WAJ-502S
平　場 41.1 7.8

ユナイトプライマー
0.2kg

ストライプAD ユナイトコンパウンド
1.2kg

立上り 6.9 7.3 ユナイトコンパウンド
1.2kg ハーディHD

国交省仕様
BI-1相当

国交省仕様
BI-2相当

＊WA-601Sの立上り入隅はテープA（330mm幅）で増張りして下さい。
＊国交省仕様に相当するユナイト仕様は、当社の試験結果による改質アスファルトの性能から判断したものです。

国交省仕様
AI-1相当

国交省仕様
AI-2相当

4 5 6 7 8 9

ユナイトコンパウンド
1.0kg エミールーフUE ユナイトコンパウンド

1.5kg

PS断熱材35mm 絶縁クロス 押え層（別途）

押え層（別途）

ユナイトコンパウンド
1.5kg

PS断熱材35mm 絶縁クロス 押え層（別途）

押え層（別途）

仕様記号 部位 厚さmm 重さkg/㎡ 1 2 3

WA-501S
平　場 43.1 9.9

ユナイトプライマー
0.2kg

ユナイトコンパウンド
1.2kg エミールーフUE

立上り 7.9 8.5

WA-601S
平　場 41.1 7.5

ユナイトプライマー
0.2kg

ユナイトコンパウンド
1.2kg

ユナイトシート
UT-30

立上り 5.9 6.1

絶縁USD仕様

密着USD仕様

施工例　WAJ-501S施工例　WA-501S

押え断熱標準仕様

エミールーフUE

ユナイトプライマー

テープA

ユナイトコンパウンド

エミールーフUE

ユナイトプライマー
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4 5 下地調整・清掃

仕上塗料
（別途）

＊ルーフドレン端部から500mm程度の押え層を撤去します。
＊立上りの押え層は原則として撤去します。
＊伸縮目地の突出や異物は除去し、欠損部はモルタルやシーリング材を充填し修復して下さい。
＊既存押え層の表面が劣化している場合は樹脂モルタル等で補修して下さい。浮き部は撤去を原則とし、
軽度な場合はエポキシ注入を行って下さい。
＊勾配不良は樹脂モルタル等で補修して下さい。
＊必要により高圧水洗し、十分に乾燥させて下さい。

ユナイトシート
UT-30

仕上塗料
（別途）

仕上塗料
（別途）

4 5 下地調整・清掃

仕上塗料
（別途）

＊ルーフドレン端部から300mm程度の防水層を撤去します。状況により改修用絶縁ドレンを使用して
下さい。
＊立上り部や排水溝部の防水層は原則として撤去し劣化度が低い場合は樹脂モルタルや下地活性材（ユ
ナイトベースコート）を塗布します。
＊「ふくれ」は切開し乾燥させトーチバーナーや溶融コンパウンドで修復します。「剥離」箇所も同様に修
復します。
＊勾配不良は樹脂モルタルや溶融コンパウンドで補修します。
＊表層の脱落砂は除去し、必要に応じ高圧水洗を行い、十分に乾燥させて下さい。

ユナイトシート
UT-30

仕上塗料
（別途）

ユナイトシート
UT-30

仕上塗料
（別途）

＊N-601PR、NZ-601PRの立上り入隅はテープA（330mm幅）で増張りして下さい。
＊NZ-601PRの脱気筒の位値、個数は特記によります。

＊N-601MR、NZ-601MRの立上り入隅はテープA（330mm幅）で増張りして下さい。
＊NZ-601MRの脱気筒の位値、個数は特記によります。
注）ユナイトコンパウンドまたはベースコートを使用して下さい。

既存下地 仕様記号 部位 厚さmm 重さkg/㎡ 1 2 3

押えコンクリート

N-601PR
（密着）

平　場
4.4 4.6 ユナイトプライマー

0.2kg
ユナイトコンパウンド

1.2kg
ユナイトシート
UT-30

立上り

NZ-601PR
（絶縁）

平　場 5.9 6.3
ユナイトプライマー

0.2kg

インサールーフUI ユナイトコンパウンド1.7kg

立上り 4.4 4.6 ユナイトコンパウンド
1.2kg

ユナイトシート
UT-30

既存下地 仕様記号 部位 厚さmm 重さkg/㎡ 1 2 3

砂付ルーフィング

N-601MR
（密着）

平　場 5.2 5.4 下地調整
注） ユナイトコンパウンド

1.2kg
ユナイトシート
UT-30

立上り 4.4 4.6 防水層撤去
清掃

ユナイトプライマー
0.2kg

ユナイトコンパウンド
1.2kg

NZ-601MR
（絶縁）

平　場 6.7 7.1 下地調整
注）

インサールーフUI ユナイトコンパウンド1.7kg

立上り 4.4 4.6 防水層撤去
清掃

ユナイトプライマー
0.2kg

ユナイトコンパウンド
1.2kg

露出防水塗装仕上げ

改修防水標準仕様

既存防水層が合成高分子系シートやウレタン塗膜の場合は、別途ご相談下さい。

合成高分子系シート
ウレタン塗膜防水

＊立上部と排水溝部の防水層は原則として撤去。劣化度が低い場合は樹脂モルタル等で塗布し接着
に支障のない下地調整をして下さい。

＊「ふくれ」や接合部の口開きは既存防水層に適合した接着剤で補修します。勾配不良は樹脂モルタ
ル等で補修します。
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防水材料ガイド
ユナイトシート　UT-35

ユナイトシート　UT-30 スポットUZ

ハーディHD

エミールーフUE インサールーフUI

ノーマルUN

ハイタックシート　UH-15 ユナイトメッシュUG

サンドSDストライプＡＤ

3.5mm×1m×8m（30kg/本）

高強力な合成繊維不織布の基材に良質な改質アスファルトを積層。
表層に砕石を固着させた露出用改質アスファルトシートです。
長期間の暴露に耐え、耐久性のある防水層を形成します。

（改質アスファルトルーフィングシート JIS A 6013 適合品）

3.0mm×1m×8m（25kg/本）

UT-35 と同様、良質な改質アスファル
トを積層。長期間の暴露に耐え、耐久性
のある防水層を形成します。ユナイト
シートは低温下でも弾性やしなやかさを
失いません。

（改質アスファルトルーフィングシート 
JIS A 6013 適合品）

1m×8m（22kg/本）

寸法安定性に優れた無機質の基材を用い
た絶縁工法用のあなあきルーフィングで
す。砂粒面を下面にして敷き並べ開孔部
で下地と部分接着させます。

（あなあき砂付ルーフィング
JIS A 6023 適合品）

1m×16m（27kg/本）

合成繊維の原反にアスファルトを含浸、
被覆して両面に鉱物質粉末を散布した中
層用のルーフィングです。

（ストレッチルーフィング
JIS A 6022 適合品）

2.0mm×1m×16m（37kg/本）

合成繊維不織布を基材に改質アスファル
トを浸透、塗布し両面に細砂を散布、固
着させた複合防水用のシートです。

（改質アスファルトルーフィングシート 
JIS A 6013 適合品）

1m×16m（19kg/本）

ガラス繊維不織布の基材にアスファルト
を含浸。ガラス繊維のため長期間にわたり
腐食する事もなく絶縁性能を維持します。

（あなあきルーフィング
JIS A 6023 適合品）

1m×16m（27kg/本）

有機質繊維のフェルト状シートにアス
ファルトを含浸、被覆して両面に鉱物質
粉末を散布した下張り用のルーフィング
です。

（アスファルトルーフィング
JIS A 6005 適合品）

1.5mm×1m×15m（30kg/本）

立上部の下張りや、断熱材の上の密着型
防水シートとして用います。片面粘着層
付で、工事の省力化、省燃費化がはかれ
ます。

（改質アスファルトルーフィングシート 
JIS A 6013 適合品）

1m×33m（6.5kg/本）
330mm×33m（2.2kg/本）
合成繊維にアスファルトを含浸させた網
状のルーフィングです。立上り防水層の
張り仕舞いや貫通配管回り等の増張りに
使用します。

（網状アスファルトルーフィング
JIS A 6012 適合品）

1m×8m（29kg/本）

砂付ストレッチルーフィングで露出防水
の最上層に用います。
表面にはラップ部を除き砂粒を固着して
います。

（砂付ストレッチルーフィング
JIS A 6022 適合品）

1.5mm×1m×16m（29kg/本）

シート裏面にストライプ状の粘着層を設けた下張り絶縁用シートで
す。表層には細砂が散布してあるため、溶融アスファルトにより上張
りシートとよく一体化し、水密性の高い複層の防水層を形成します。

（改質アスファルトルーフィングシート JIS A 6013 適合品）
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種別 製品名称 規格・荷姿・重量
厚さ（mm）…幅（m）…長さ（m） 用途

改質アスファルト
ルーフィング

ユナイトシート　UT-35 3.5mm×1m×8m 30kg/本 露出防水用

ユナイトシート　UT-30 3.0mm×1m×8m 25kg/本 露出・非露出防水用

ユナイトエミールーフUE 2.0mm×1m×16m 37kg/本 非露出複層防水用

ユナイトストライプAD 1.5mm×1m×16m 29kg/本 絶縁工法複層防水用（部分粘着層付）

ユナイトハイタックシートUH-15 1.5mm×1m×15m 30kg/本 非露出複層防水用（粘着層付）

絶縁用あなあき
ルーフィング

ユナイトスポットUZ 1m×8m 22kg/本 絶縁工法用（砂付）

ユナイトインサールーフUI 1m×16m 19kg/本 絶縁工法用

アスファルト
ルーフィング

ユナイトノーマルUN 1m×16m
27kg/本

防湿層用

ユナイトハーディHD 1m×16m 非露出複層防水用

ユナイトサンドSD 1m×8m 29kg/本 露出防水用

網状ルーフィング ユナイトメッシュUG
1m×33m 6.5kg/本

補強用
330mm×33m 2.2kg/本

補強用テープ

ユナイトテープA（330W） 1.6mm×330mm×16m 8.6kg/巻 増張用

ユナイトテープA（200W） 1.6mm×200mm×16m 5.2kg/巻 ALC短辺目地補強用

ユナイトテープVA（250W） 1.5mm×250mm×10m 4.0kg/巻 増張用

アスファルト系
プライマー

ユナイトプライマー

角缶入り
16kg/缶

アスファルトプライマー

ユナイトプライマーS ゴムアスファルトプライマー

ユナイトプライマーE 17kg/缶 ゴムアスファルトプライマー（水性）

溶融型
コンパウンド

ユナイトコンパウンド
紙袋入り 25kg/袋

改質アスファルトコンパウンド

アスファルトコンパウンド 3種コンパウンド

ユナイトメルトベース
3.0mm×250mm×10m 7.5kg/巻

溶融型成型シート
1.5mm×150mm×20m 4.5kg/巻

仕上塗料（水性）

ユナイトコートシルバー

角缶入り

15･16kg/缶
仕上塗装用

ユナイトコート
フラットカラー　4色

仕上塗装用（グレー・シルバーグレー・グ
リーン・レッド）

ユナイトコート
ノンスリップカラー　4色 18･20kg/缶 仕上塗装用（珪砂入）

ユナイトファインクール　3色 20kg/缶 太陽熱反射塗料
（ホワイト・グレー・グリーン）

絶縁クロス ユナイト絶縁クロス
（フラットヤーン） 1m×100m 8kg/本 押え断熱USD工法用

絶縁シート
ユナイト絶縁フィルム 0.15m×1m×100m 13kg/本 コンクリート押え層保護シート

ユナイトフェルトUF 1m×42m 20kg/本 アスコン押え層保護シート

断熱材
硬質ウレタンフォーム（PU） 605mm×910mm

25mm～50mm
露出断熱用

ポリスチレンフォーム（PS） 910mm×910（1820）mm 押え断熱用（USD工法）
軽歩行用
保護成型板 ステップボード 6mm×500mm×500mm 2.5kg/枚 アスファルト保護成型板

（ライトグレー・グリーン・ブラウン）

ゴムアス系
コーチング材

ユナイトコーチング 角缶入り 16kg/缶 防水端末処理材

カートリッジタイプ 330ml×30本入り 10kg/箱 防水端末処理材（ブチルゴム系）

下地調整材
ユナイトベースコート 角缶入り 23kg/缶 アスファルト系下地活性材（一液型）

ユナイトASレベラー 主剤17kg・硬化材25kg 42kg/セット ゴムアスファルト系下地調整材（混合型）

脱気用器材
ユナイトベントSS 底部外径φ190×191H 平場部脱気装置（ステンレス製）

ユナイトベントSS（コア付） 底部外径φ190×191H 断熱用脱気装置（ステンレス製）

改修用ドレン

ユナイトLドレン（縦型） φ40mm～φ100mm 5mm間隔 鉛製（400角）

ユナイトLSドレン（横型） φ40mm～φ100mm 10mm間隔 鉛製（400角）ジャバラ付

ドレンキャップ（縦型・横型） 鋳鉄製

ユナイトコンパウンド

ユナイトASレベラー

ユナイトメルトベース

ステップボード

プライマー

コーチング

断熱材

ユナイトベント

ユナイトベースコート

ユナイトテープ

ユナイトコート

ユナイトドレン

25kg袋入り

厳選したアスファルトに特殊樹脂等を添
加し性能を向上させた改質アスファルト
コンパウンドです。溶融時の臭いと煙の
発生が少ない環境配慮型のコンパウンド
です。

主剤　　　　　　　　　　　17kg/缶
硬化剤（粉体）　　　　　　　25kg/袋
ASレベラーはゴムアスファルトエマル
ションと無機水硬性粉体を混ぜ合わせて
使用する混合型の仮防水機能を兼ね備え
た下地調整材です。

3.0mm×250mm×10m
1.5mm×150mm×20m
特殊コンパウンドを板状に成形したもの
で、容易に溶かすことができ、複雑な部位
等に必要な分だけ使用する事ができます。

6mm×500mm×500mm

特殊アスファルトの両面を強力なグラス
ファイバーマットで補強し、表層にはセ
ラミックグラニュールやフレーク状砂粒
を固着させた軽歩行用仕上材です。

ユナイトプライマー 16kg
ユナイトプライマーS 16kg
防水下地との密着を確かなものにする浸
透性に優れた下地処理材です。
ユナイトプライマーＥ（水性）　　17kg
施工条件に応じて溶剤系プライマーに代
えて使用することができます。

ユナイトコーチング　　16kg/缶
カートリッジ　　　　　330ml×30本
ユナイトコーチングはゴムアスファルト
系のシール材で端末処理等に使用しま
す。作業性にも優れ、弾性を保持し防水
層の水密性を高めます。

硬質ウレタンフォーム
ポリスチレンフォーム
硬質ウレタンフォームは両面に面材を有して
おり、防水層の下に設置して使用します。ポ
リスチレンフォームは押え層直下の防水層上
に設置して使用します。

ユナイトベントSS
ユナイトベントSSコア付
耐久性に優れたステンレス製です。下地
からの湿気を外部に抜く脱気効果を発揮
します。
断熱防水仕様にはコア付を使用します。

23kg/缶

ベースコートは砂付防水層に塗布する下
地活性材です。既存アスファルト防水層
を活性化し、新規防水層との接着性を高
めます。

テープA　  1.6mm×330mm×16m
テープVA   1.5mm×250mm×10m
出入隅補強、役物回り補強張りに使用し
ます。
テープVAは片面粘着層付。

フラット（シルバー・カラー） 15･16kg/缶
ノンスリップ（カラー） 18･20kg/缶
ファインクール 20kg/缶
耐候性に優れたアクリル系エマルション
塗料です。軽歩行用は珪砂入りです。ファ
インクールは太陽熱反射塗料です。

ユナイトLドレン（縦型）
ユナイトLSドレン（横型）
ユナイトドレンは改修工事用の鉛製ドレ
ンで既存ドレンの上に設置して使用。鉛
製のため、柔軟で下地になじみ施工が容
易です。

防水材料製品一覧
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防水施工
■施工手順

標準的な施工手順を下図に示します。施工条件、施工部位などにより設計者、元請と協議のうえ、より完成度の高い防水施工を行って
下さい。

1  施工準備
溶融釜の設置は、スラブへの熱影響を考慮して、遮熱板を敷き
動かないように固定し、消火器を常備しておく。納入材料は種類、
数量を確認する。
シート類は一段積みとしパネル等の上に敷き並べ、養生シートで
覆い風で飛散しないようにロープ等で固定する。

3  プライマー塗布
ユナイトプライマー 0.2kg/㎡（標準塗布量）をローラー刷毛、
毛刷毛等で均一に塗布する。ALC板の場合はゴムアスファルト
系プライマー0.5kg/㎡（ユナイトプライマーS）を塗布する。

7  平場部シートの施工
水下より水上にドレン振分けとして順次
位置合わせをし割付ける。シートの重ね
は長手、幅方向とも 100mmとし空隙、
気泡、しわ、破れなどが生じないよう立
上り切り付けまで張り付け、はみ出した
コンパウンドは直ちに刷毛返しをする。

6  防湿シートの施工
防湿シートは立上り部に 100mm立上
げ施工する。

6  立上り部シートの施工

7  平場部シートの施工

4  コンパウンドの溶融
ユナイトコンパウンドの溶融温度は、280℃を上限とする。局
部加熱が生じないよう均一にかく拌する。

6  立上り部シートの施工
単層防水の立上り入隅は防水シートの施
工に先立ち、ユナイトテープA（330mm
幅）で補強張りをする。防水シートは立
上り高さに応じ必要枚数を裁断し、コー
ナー端より平場へ 200mm程度張りか
ける。アゴ下止めの場合、シート端末は
アルミ金物（L型）で押える。

7  断熱材（硬質ウレタンフォーム系）
の張り付け

断熱材 PU（605 × 910mm 両面コー
トつき）は、下地と浮きが生じないよう
に十分に転圧する。断熱材の配列は、目
地が一直線にならないように互い違いに
敷き並べる。ドレン周りの断熱材は、上
層の防水シートの傾斜がゆるやかになる
よう断面を斜めにカットする。パラペッ
ト立上りの断熱材は突き付けとし、キヤ
ント材で立上り入隅の面取りを行いユナ
イトテープAで補強張りをする。

8  断熱材（ポリスチレンフォーム系）
の張り付け

断熱材 PS（910 × 910mm 両面スキ
ン層付）は突き付けで張り付け圧着する。
下地と浮きが生じる場合はボードに背割
り線をカッターで入れ下地へよく圧着さ
せる。

2  下地の点検・調整
下地の乾燥、平滑度、勾配（1/100 ～ 1/20）、目地段差、清
掃等を確認し不都合な場合は調整する。改修工事の場合は状況
に応じてレベラー等で下地処理を行う。立上り入隅は70mm程
度のモルタルによる三角の面取りとする。
ドレン周囲より50mm程度低く、堅固に設置する。

5  ドレン、役物まわりの補強張り
ドレン周囲は網状ルーフィング、またはストレッチルーフィン
グ等で切り張りし、溶融コンパウンドを刷毛で目つぶししてお
く。出隅、入隅部やパイプ貫通部周囲も状況に応じ同様に処理
する。パイプ立上り部の防水シートは銅線またはステンレス線
で固定する。

8  仕上塗装
防水シートの表面が乾燥していることを
確認する。ユナイトコートは開缶後に塗
料のかく拌を十分におこない標準塗布量
を均一に2回塗布する。

9  平場シートの施工
上層の防水シートの張り付けは下層の
シートに準じるが、下層のシートと重ね
部が一致しないように割付けを行う。

9  伸縮目地、押え層の設置（別途）
押え層の種類は特記による。必要に応じ
養生シートを使用する。押え層の施工中
は防水層や断熱材を損傷しないように注
意する。
特に押え断熱仕様（USD工法）の場合
はコンクリートの蓄熱により膨張、収縮
が大きく伸縮目地の設置に留意する。

8  立上り部シートの施工

10  仕上塗装




