
  

E.準耐火構造（45 分/30 分）告示  

 
 

＜注記＞ 

・本資料の内容は、2022 年 12 月時点の告示の内容に基づき記載する。 
・より高い防耐火性能の告示仕様に置き換えてもよい（壁、床は片側だけでもよい）。 
・複数の告示仕様がある場合には、中大規模木造建築にて一般的に施工されている仕様をマーカー 
（    ）にて示す。 

 
 

防耐⽕時間

a. 耐⼒壁
[防⽕被覆]
[燃えしろ設計]

平成12年建設省告⽰第1358号第1第⼀号

b. ⾮耐⼒壁
[防⽕被覆]
[燃えしろ設計]

平成12年建設省告⽰第1358号第1第⼆号

a. 耐⼒壁
[防⽕被覆]
[燃えしろ設計]

平成12年建設省告⽰第1358号第1第三号

b. ⾮耐⼒壁
[防⽕被覆]
[燃えしろ設計]

平成12年建設省告⽰第1358号第1第四号・第五号

3
[防⽕被覆]
[燃えしろ設計]

平成12年建設省告⽰第1358号第2

4
[防⽕被覆]
[燃えしろ設計]

平成12年建設省告⽰第1358号第3

5
[防⽕被覆]
[燃えしろ設計]

平成12年建設省告⽰第1358号第4

6
[防⽕被覆]
[燃えしろ設計]

平成12年建設省告⽰第1358号第5第⼆号

7
[防⽕被覆]
[燃えしろ設計]

平成12年建設省告⽰第1358号第5第⼀号

8
[防⽕被覆]
[燃えしろ設計]

平成12年建設省告⽰第1358号第6階段

告⽰

30分

45分

間仕切壁1

2 外壁

床

はり

軒裏

屋根

柱

部位
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 E-1a：間仕切り壁（耐力壁） 

 

□厚さ15mm以上のせっこうボード張り
  （強化せっこうボードを含む、以下同じ）

防火被覆する場合（被覆材を両面それぞれ張るまたは塗る）

45

分

[いずれかを選択する]

45

分

【燃えしろ寸法】
□フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂、レゾルシノール・フェノール樹脂の場合：35mm
   ※集成材・直交集成板の場合は、ラミナ厚を12mm以上とする。

燃えしろ設計する場合

被覆材

被覆材

構造材：木材

□厚さ12mm以上のせっこうボードの上に
    厚さ9mm以上のせっこうボードまたは難燃合板張り
□厚さ9mm以上のせっこうボードまたは厚さ9mm以上の難燃合板の上に
    厚さ12mm以上のせっこうボード張り
□厚さ7mm以上のせっこうラスボードの上に厚さ8mm以上
   のせっこうプラスター塗り

□木毛セメント板張またはせっこうボード張の上に
　厚さ15mm以上のモルタルまたはしっくい塗り

□厚さ20mm以上の鉄網モルタル塗または木ずりしっくい塗

□セメント板または瓦の上にモルタルを塗ったもので総厚さ25mm以上
□モルタルの上にタイルを張ったもので総厚さ25mm以上

□土塗真壁造で裏返し塗りをしたもの
□土蔵造

□厚さ25mm以上のロックウール保温板の上に金属板張り
□厚さ12mm以上のせっこうボードの上に金属板張り

注）火災による加熱が両側から同時に加えられるおそれが
  　  ある場合は、燃えしろを両側から差し引く

燃えしろ木材の厚板
日本農林規格に規定する
使用環境A又はBの表示を
してある集成材、構造用
単板積層材(LVL)又は直交
集成板(CLT)

□上記以外の場合(例えば、水性高分子イソシアネート系など)：45mm
   ※集成材・直交集成板の場合は、ラミナ厚を21mm以上とする。

【接合部】
■ボルト等が、防火上有効に被覆されていること
■接合部に用いる鋼材の添え板等が、埋め込まれるか、挟み込まれているか、防火上有効
　に被覆されていること
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 E-1b：間仕切り壁（非耐力壁） 

 

□厚さ20mm以上の鉄網モルタル塗または木ずりしっくい塗

【木材厚さ】
□フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂、レゾルシノール・フェノール樹脂の場合
   ：65mm以上(燃えしろ35mm＋残存厚さ30mm以上）

45

分

燃えしろ設計する場合（木材の最低厚さ規定する場合）

被覆材

被覆材

構造材：木材

□厚さ15mm以上のせっこうボード張り
  （強化せっこうボードを含む、以下同じ）

防火被覆する場合（被覆材を両面それぞれ張るまたは塗る）

45

分

[いずれかを選択する]

□厚さ12mm以上のせっこうボードの上に
    厚さ9mm以上のせっこうボードまたは難燃合板張り
□厚さ9mm以上のせっこうボードまたは厚さ9mm以上の難燃合板の上に
    厚さ12mm以上のせっこうボード張り
□厚さ7mm以上のせっこうラスボードの上に厚さ8mm以上
   のせっこうプラスター塗り

□木毛セメント板張またはせっこうボード張の上に
　厚さ15mm以上のモルタルまたはしっくい塗り

□セメント板または瓦の上にモルタルを塗ったもので総厚さ25mm以上
□モルタルの上にタイルを張ったもので総厚さ25mm以上

□土塗真壁造で裏返し塗りをしたもの
□土蔵造

□厚さ25mm以上のロックウール保温板の上に亜鉛鉄板張り
□厚さ12mm以上のせっこうボードの上に亜鉛鉄板張り

【取合い部】
取合い等の部分の裏面に当て木が設けられているなど、建築内部への炎の侵入を有効に
防止すること

□上記以外の場合(例えば、水性高分子イソシアネート系など)
   ：75mm以上(燃えしろ45mm＋残存厚さ30mm以上）
    ※直交集成板の場合は、残存断面が直交する複数層のラミナで構成されているものに限る

燃えしろ木材の厚板
日本農林規格に規定する
使用環境A又はBの表示を
してある集成材、構造用
単板積層材(LVL)又は直交
集成板(CLT)

30mm以上
（CLTは直交する複数層が残存し、かつこの厚さを確保する）

［CLTの場合］

燃えしろ
30mm以上

注）燃えしろ寸法は間仕切壁（耐力壁）と同じ
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 E-2a：外壁（耐力壁） 

 

□モルタルの上にタイルを張ったもので総厚さ
    25mm以上

□厚さ12mm以上のせっこうボードの上に金属板張り

□厚さ25mm以上のロックウール保温板の上に
    金属板張り

【燃えしろ寸法】
　□フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂、レゾルシノール・フェノール樹脂の場合：35mm
　　※集成材・直交集成板の場合は、ラミナ厚を12mm以上とする。

燃えしろ設計する場合

注）火災による加熱が両側から同時に
　　加えられるおそれがある場合は、
　　燃えしろを両側から差し引く

燃えしろ木材の厚板
日本農林規格に規定する
使用環境A又はBの表示を
してある集成材、構造用
単板積層材(LVL)又は直交
集成板(CLT)

屋外側被覆材（外壁） 屋内側被覆材（内壁）
□厚さ15mm以上のせっこうボード張り
  （強化せっこうボード含む、以下同じ）

[いずれかを選択] [いずれかを選択]

防火被覆する場合

屋内側被覆材

屋外側被覆材
（外壁）

（内壁）

構造材：木材

□木毛セメント板の上に厚さ15mm以上のモルタル
　またはしっくい塗り
□せっこうボードの上に厚さ15mm以上のモルタル
    またはしっくい塗り

□セメント板または瓦の上にモルタルを塗ったもので
    総厚さ25mm以上

□厚さ7mm以上のせっこうラスボードの上に
    厚さ8mm以上のせっこうプラスター塗り

□厚さ12mm以上のせっこうボードの上に
    厚さ9mm以上のせっこうボード張り
□厚さ12mm以上のせっこうボードの上に
    厚さ9mm以上難燃合板張り
□厚さ9mm以上のせっこうボードまたは
    厚さ9mm以上の難燃合板の上に
    厚さ12mm以上のせっこうボード張り

　□上記以外の場合(例えば、水性高分子イソシアネート系など)：45mm
　　※集成材・直交集成板の場合は、ラミナ厚を21mm以上とする。
【接合部】
　■ボルト等が、防火上有効に被覆されていること
　■接合部に用いる鋼材の添え板等が、埋め込まれるか、挟み込まれているか、防火上有効に
　　被覆されていること

45

分

45

分
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 E-2b：外壁（非耐力壁） 

 

延焼のおそれのある部分以外
□厚さ8mm以上のスラグせっこう系セメント板

【木材厚さ（燃えしろ寸法＋30mm）】
□フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂、レゾルシノール・フェノール樹脂の場合
   ：65mm以上(燃えしろ35mm＋残存厚さ30mm以上）

燃えしろ設計する場合（木材の最低厚さ規定する場合）

屋内側被覆材

屋外側被覆材
（外壁）

（内壁）

構造材：木材

燃えしろ木材の厚板
日本農林規格に規定する
使用環境A又はBの表示を
してある集成材、構造用
単板積層材(LVL)又は直交
集成板(CLT)

30mm以上
（CLTは直交する複数層が残存し、かつこの厚さを確保する）

［CLTの場合］

燃えしろ
30mm以上

注）燃えしろ寸法は間仕切壁（耐力壁）と同じ

□上記以外の場合(例えば、水性高分子イソシアネート系など)
   ：75mm以上(燃えしろ45mm＋残存厚さ30mm以上）
   ※直交集成板の場合は、残存断面が直交する複数層のラミナで構成されているものに限る
【取合い部】
   取合い等の部分の裏面に当て木が設けられているなど、建築内部への炎の侵入を有効に防止
   すること

□モルタルの上にタイルを張ったもので総厚さ
    25mm以上

□厚さ12mm以上のせっこうボードの上に金属板張り

□厚さ25mm以上のロックウール保温板の上に
    金属板張り

屋外側被覆材（外壁） 屋内側被覆材（内壁）
□厚さ15mm以上のせっこうボード張り
  （強化せっこうボード含む、以下同じ）

[いずれかを選択] [いずれかを選択]

防火被覆する場合

□木毛セメント板の上に厚さ15mm以上のモルタル
　またはしっくい塗り
□せっこうボードの上に厚さ15mm以上のモルタル
    またはしっくい塗り

□セメント板または瓦の上にモルタルを塗ったもので
    総厚さ25mm以上

□厚さ7mm以上のせっこうラスボードの上に
    厚さ8mm以上のせっこうプラスター塗り

□厚さ12mm以上のせっこうボードの上に
    厚さ9mm以上のせっこうボード張り
□厚さ12mm以上のせっこうボードの上に
    厚さ9mm以上難燃合板張り
□厚さ9mm以上のせっこうボードまたは
    厚さ9mm以上の難燃合板の上に
    厚さ12mm以上のせっこうボード張り

45

分

□厚さ12mm以上のせっこうボード

45

分
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 E-3：柱 

 

 

 

防火被覆する場合 燃えしろ設計する場合

□厚さ15mm以上のせっこうボード張り
  （強化せっこう　ボードを含む、以下同じ）

【燃えしろ寸法】
　□構造用製材：45mm

[いずれかを選択する]

構造材：木材
（燃えしろを四面から除いた
    断面で構造安全性を確かめる）

燃えしろ
被覆材

構造材：木材

□厚さ12mm以上のせっこうボードの上に
　厚さ9mm以上のせっこうボードまたは
　難燃合板張り

　□構造用集成材・構造用単板積層材(LVL)
　　：35mm
【継手または仕口】
　■燃えしろ寸法を除いた部分で有効に存在
　　応力を伝える
　■ボルト・ドリフトピン・ねじ・釘等を
　　用いる場合は木材等で防火上有効に
　　被覆する

□厚さ9mm以上のせっこうボードまたは
    厚さ9mm以上の難燃合板の上に
    厚さ12mm以上のせっこうボード張り
□厚さ7mm以上のせっこうラスボードの上に
    厚さ8mm以上のせっこうプラスター塗り

45

分
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 E-4：床 

 

□厚さ15mm厚以上の強化せっこうボード張り

床下被覆材

床上被覆材

構造材：木材

床上被覆材 床下被覆材

□厚さ12mm以上の構造用合板・構造用パネル・
　パーティクルボード・デッキプレート・
   その他類するもの（以下、「合板等」）の上に
　厚さ9mm以上のせっこうボード・
　軽量気泡コンクリートパネルまたは　
　厚さ8mm以上の硬質木片セメント板張り

[いずれかを選択する] [いずれかを選択する]

防火被覆する場合

【燃えしろ寸法】
□フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂、レゾルシノール・フェノール樹脂の場合：35mm
   ※集成材・直交集成板の場合は、ラミナ厚を12mm以上とする。

燃えしろ設計する場合

＊防火被覆の取合い等の部は、
　裏面に当て木を設ける等、
　内部への炎の侵入を有効に
　防止する。

□厚さ12mm以上の合板等の上に厚さ9mm以上
   のモルタル・コンクリート・せっこう塗り

□畳(ポリスチレンフォームの畳床は除く）
□厚さ30mm以上の木材

□厚さ12mm厚以上の強化せっこうボード
（裏側に厚さ50mm以上のロックウールまたは
   グラスウール(かさ比重0.024以上)を設ける）

燃えしろ

木材の厚板
日本農林規格に規定する
使用環境A又はBの表示を
してある集成材、構造用
単板積層材(LVL)又は
直交集成板(CLT)

□上記以外の場合(例えば、水性高分子イソシアネート系など)：45mm
　※集成材・直交集成板の場合は、ラミナ厚を21mm以上とする。
【接合部】
■ボルト等が、防火上有効に被覆されていること
■接合部に用いる鋼材の添え板等が、埋め込まれるか、挟み込まれているか、防火上有効に
   被覆されていること

45

分

45

分
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 E-5：はり 

 

 

 

  

【燃えしろ寸法】
　□構造用製材：45mm

防火被覆する場合 燃えしろ設計する場合[いずれかを選択する]

被覆材

構造材：木材

床：準耐火構造

注）梁上部に準耐火構造の床がある場合は、面を防火被覆し、
　　梁上部に床がない場合は四面を防火被覆する

構造材：木材
（燃えしろを三面から除いた
　断面で構造安全性を確かめる）

燃え代

床：準耐火構造

□厚さ15mm厚以上の強化せっこうボード張り

　□構造用集成材・構造用単板積層材(LVL)
　　：35mm
【継手または仕口】
　■燃え代寸法を除いた部分で有効に存在
　　応力を伝える
　■ボルト・ドリフトピン・ねじ・釘等を
　　用いる場合は木材等で防火上有効に
　　被覆する45

分

□厚さ12mm以上の強化せっこうボードの上部に
　厚さ50mm以上のロックウールまたは
    グラスウール(かさ比重0.024以上)を設ける）
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E-6：軒裏 

 

垂木・野地板等を防火被覆する場合 垂木・野地板等を木材現しとする場合

□厚さ12mm以上の強化せっこうボードの上に
　金属板張り

【野地板】
　■厚さ30mm以上の木材
【垂木】
　■木材

[いずれかを選択する]

軒桁：準耐火構造

外壁：準耐火構造

垂木

面戸板野地板

注）防火被覆の取合い等の部は、裏面に当て木を設け等、
   内部への炎の侵入を有効に防止する。

軒裏被覆材
外壁：準耐火構造

鼻隠し：30mm以上の木材でつくり不燃材料で
　　　　覆うまたは葺くか、不燃材料でつくる

構造材：木材

□木毛セメント板の上に厚さ15mm以上の
   モルタルまたはしっくい塗り

□モルタルの上にタイルを張ったもので
　総厚さ25mm以上

□厚さ12mm以上の硬質木片セメント板張り

□せっこうボードの上に厚さ15mm以上の
   モルタルまたはしっくい塗り

□セメント板または瓦の上にモルタルを
　塗ったもので総厚さ25mm以上

【面戸板及び被覆材】
　■厚さ45mm以上の木材
【部材の取り合い部】
　■野地板及びたるきと軒桁との取合い等の
　　部分を垂木欠きを設ける等、建物内部への
　　炎の侵入を有効に防止する

□厚さ25mm以上のロックウール保温板
　の上に金属板張り

45

分
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 E-7：屋根 

 
つづく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■不燃材料で葺くまたはつくる。
  （瓦・金属板・平板スレート等）

屋内側の防火被覆屋外側の葺き材・仕上げ材

□厚さ12mm以上の強化せっこうボード張り

30

分

[いずれかを選択する]

防火被覆する場合

準耐火構造による規定なし
（防火地域指定、法22条区域指定による）

□厚さ15mm以上の強化せっこうボード張り

注）防火被覆の取合い等の部は、裏面に当て木を
       設ける等、内部への炎の侵入を有効に防止
       する。

屋根：不燃材料

屋内側防火被覆材

□厚さ12mm以上のせっこうボード
  （裏側に厚さ50mm以上のロックウールまたは
　グラスウール(かさ比重0.024以上)を設ける）

□厚さ9mm以上のせっこうボードの上に
　厚さ9mm以上のせっこうボード張り

□厚さ12mm以上の硬質木片セメント板張り
□厚さ12mm以上のせっこうボードの上に金属板張り
□木毛セメント板の上に
    厚さ15mm以上のモルタルまたはしっくい塗り
□せっこうボードの上に
    モルタルまたはしっくい15mm厚以上塗り
□モルタルの上にタイルを張ったもので
    総厚さ25mm以上
□セメント板の上にモルタルを塗ったもので
    総厚さ25mm以上
□瓦の上にモルタルを塗ったもので総厚さ25mm以上
□厚さ25mm以上のロックウール保温板の上に金属板張り

□繊維混入ケイ酸カルシウム板を２枚以上張ったもの
   で総厚さ16mm以上

□厚さ20mm以上の鉄網モルタル塗り

□厚さ12mm以上の強化せっこうボード張り
   （裏側に厚さ50mm以上のロックウールまたは
    グラスウール（かさ比重0.024以上）を設ける）

□厚さが12mm以上のせっこうボードの上に
　厚さが9mm以上のロックウール吸音板張り

□せっこうボードを2枚以上張ったもので
　総厚さが21mm以上

□厚さ12mm以上の強化せっこうボード張り
   （野地板に厚さ9mm以上構造用合板・構造用パネル・
　パーティクルボード・硬質木片セメント板を用いる）
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E-7：屋根（つづき） 

 

 【燃えしろ寸法】
□フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂、レゾルシノール・フェノール樹脂の場合：25mm
    ※集成材・直交集成板の場合は、ラミナ厚を12mm以上とする。

30

分

燃えしろ設計する場合

燃えしろ

木材の厚板
日本農林規格に規定する
使用環境A又はBの表示を
してある集成材、構造用
単板積層材(LVL)又は
直交集成板(CLT)

□上記以外の場合：30mm
　※集成材・直交集成板の場合は、ラミナ厚を21mm以上とする。
【接合部】
■ボルト等が、防火上有効に被覆されていること
■接合部に用いる鋼材の添え板等が、埋め込まれるか、挟み込まれているか、防火上有効に
    被覆されていること
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 E-8：階段 

 

 

 

 

【段板】
　■厚さ60mm以上の木材

【段板を支える桁】
　■厚さ60mm以上の木材

階段を防火被覆する場合木材のみで構成する場合

①段板及び段板を支える桁：厚さ35mm以上の木材
【段板裏面の防火被覆】
　□厚さ12mm以上の強化せっこうボード張り

②段板及び段板を支える桁：厚さ35mm未満の木材
【段板裏面の防火被覆】
　□厚さ15mm以上の強化せっこうボード張り

30

分

[いずれかを選択する]

[いずれかを選択する]

段板
段板を支える桁

段板裏面防火被覆

段板を支える桁

段板

段板及び段板を支える
桁の防火被覆

　□厚さ9mm以上のせっこうボードを2枚以上張る
　□厚さ12mm以上のせっこうボードの上部に
       厚さ50mm以上のロックウールまたはグラスウール
       (かさ比重0.024以上)
　□厚さ12mm厚以上の硬質木片セメント板張り

【桁の外側の防火被覆】
　□厚さ12mm以上のせっこうボード
　□厚さ8mm以上のスラグせっこう系セメント板
　□準耐火構造の壁に取り付く場合
    ※桁が屋外に面する場合は準耐火構造外壁屋外側被覆材の
        いずれかとする 

[いずれかを選択する]

【桁の外側の防火被覆】
　□厚さ15mm以上のせっこうボード張り
     （強化せっこうボード含む、以下同じ）

　□厚さ12mm以上の強化せっこうボードの上部に
       厚さ50mm以上のロックウールまたはグラスウール
       (かさ比重0.024以上)

　□厚さ9mm以上のせっこうボードまたは厚さ9mm以上の
       難燃合板の上に厚さ12mm以上のせっこうボード張り

　□厚さ12mm以上のせっこうボードの上に
       厚さ9mm以上のせっこうボードまたは難燃合板張り

　□せっこうラスボード7mm以上の上に
       せっこうプラスター8mm厚以上塗り
　□準耐火構造の壁に取り付く場合
    ※桁が屋外に面する場合は準耐火構造外壁屋外側被覆材の
       いずれかとする

[いずれかを選択する]
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