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石膏ボードは、大正10（1921）年に国産化されて以来、建設産業の進展とともに普及してきて

まいりましたが、防火性、遮音性、寸法安定性や施工容易性等の優れた性能を有することから、

今日では全国で年間5億�を超える製品が、主として建築物の内装材に活用されております。

近年、住宅の基本政策が、少子高齢化傾向やストック型社会の形成要請等により、「量の確保」

から「質の向上」へと転換していく中、建物の防耐火性能への信頼性向上を求める社会的要請に

対応すべく、平成26（2014）年12月弊工業会もＪＩＳ規格を5年ぶりに大幅改正いたしました。

また、木材の活用を図るべく、平成26（2014）年6月に大型木造建築物の規制緩和が法施行さ

れましたが、これに伴う諸施策に関する技術情報も種々蓄積されてまいりました。

このような状況を踏まえ、お客様に最新の情報を提供すべく、この度、4年振りに石膏ハンド

ブックの改訂版を刊行することにいたしました。

特に今回の改訂版では、「材料編」でJIS A 6901改正に伴う各種石膏ボード製品の諸物性の紹

介、「性能編」で大型木造建築に関する国土交通省の告示に伴う技術情報、「環境編」で廃石膏ボ

ード排出量推計値の見直し等を掲載しております。

石膏ボードは、安全・安心・快適な住生活を提供する「なくてはならない建材」として今後ま

すます活用されていただけるものと思っておりますが、石膏ボードの優れた性能を活かしていた

だくために、このハンドブックがお役にたつものと期待しております。

弊工業会は、昭和52（1977）年4月設立以来39年を経過しましたが、今日までの長年にわたる

関係各位のご理解、ご協力に心より感謝申し上げるとともに、今後とも、倍旧のご支援、ご指導

のほどよろしくお願い申し上げます。

刊行にあたって
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