
  

C.準耐火構造（75 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。 

防耐⽕時間

a. 耐⼒壁
[防⽕被覆]
[燃えしろ設計]

令和元年国⼟交通省告⽰第193号第1第2項第⼀号

b. ⾮耐⼒壁
[防⽕被覆]
[燃えしろ設計]

令和元年国⼟交通省告⽰第193号第1第2項第⼀号

a. 耐⼒壁
[防⽕被覆]
[燃えしろ設計]

令和元年国⼟交通省告⽰第193号第1第2項第⼀号

b. ⾮耐⼒壁
[防⽕被覆]
[燃えしろ設計]

令和元年国⼟交通省告⽰第193号第1第2項第⼀号

3
[防⽕被覆]
[燃えしろ設計]

令和元年国⼟交通省告⽰第193号第1第2項第三号

4
[防⽕被覆]
[燃えしろ設計]

令和元年国⼟交通省告⽰第193号第1第2項第四号

5
[防⽕被覆]
[燃えしろ設計]

令和元年国⼟交通省告⽰第193号第1第2項第五号

6
[防⽕被覆]
[燃えしろ設計]

令和元年国⼟交通省告⽰第193号第1第2項第六号

告⽰

75分

部位

1 間仕切壁

2 外壁

柱

床

はり

軒裏
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C-1a：間仕切り壁（耐力壁） 

 

 

 

 

  

注）被覆材の取り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

□強化せっこうボード※を2枚以上張り、
   その厚さの合計を42mm以上とする。

防火被覆する場合（被覆材を両面にそれぞれ張る）

75

分

被覆材

被覆材

構造材：木材

【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：65mm
 　   ※集成材・直交集成板の場合は、ラミナ厚を12mm以上とする。

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

燃えしろ設計する場合

75

分

※強化せっこうボードは、せっこうの含有率が95％以上、ガラス繊維の含有率が0.4％以上、ひる石の含有率が2.5％以上のものに限る（GB-F(V)）。

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)

【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

【残存断面】
　□残存断面の厚さが200mm以上であること

　□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)：85mm
　　※集成材・直交集成板の場合は、ラミナ厚を21mm以上とする。
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C-1b：間仕切り壁（非耐力壁） 

 

 

 

                                                                                                                     

【木材の厚さ（燃えしろ寸法＋残存断面】
　□接着剤がフェノール樹脂、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
　　：95mm以上（燃えしろ65mm＋残存30mm以上）
　　※集成材の場合は、ラミナ厚を12mm以上とする。
　　※直交集成板の場合は、ラミナ厚を12mm以上かつ加熱面から65mm燃えた際に接着された
　　　平行層と直交層が残存する。

燃えしろ設計する場合（木材の最低厚さ規定する場合）

75

分

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)

［CLTの場合］

燃えしろ

注）燃えしろ寸法は、間仕切壁（耐力壁）と同じ

30mm以上

30mm以上
（直交集成板は接着した平行層と直交層が残存すること）

□強化せっこうボード※を2枚以上張り、
   その厚さの合計を42mm以上とする。

防火被覆する場合（被覆材を両面にそれぞれ張る）

75

分

被覆材

被覆材

構造材：木材

注）被覆材の取り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)
　　：115mm以上（燃えしろ85mm＋残存30mm以上）
　　※集成材の場合は、ラミナ厚を21mm以上とする。
　　※直交集成板の場合は、ラミナ厚を21mm以上かつ加熱面から85mm燃えた際に接着された
　　　平行層と直交層が残存する。

※強化せっこうボードは、せっこうの含有率が95％以上、ガラス繊維の含有率が0.4％以上、ひる石の含有率が2.5％以上のものに限る（GB-F(V)）。
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 C-2a：外壁（耐力壁） 

 

【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：65mm
    ※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

75

分

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)

□強化せっこうボード※を2枚以上張り、
   その厚さの合計を42mm以上とした上に
   金属板、軽量気泡コンクリートパネル、
   窯業系サイディング、モルタル塗りまたは
   しっくい塗り

屋外側被覆材（外壁）

75

分

防火被覆する場合

屋外側被覆材
（外壁）

構造材：木材

屋内側被覆材
（内壁）

□強化せっこうボード※を2枚以上張り、
   その厚さの合計を42mm以上

屋内側被覆材（内壁）

注）被覆材の取り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)：85mm
　※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

※強化せっこうボードは、せっこうの含有率が95％以上、ガラス繊維の含有率が0.4％以上、ひる石の含有率が2.5％以上のものに限る（GB-F(V)）。
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C-2b：外壁（非耐力壁） 

【木材厚さ（燃えしろ寸法＋残存断面）】
　□接着剤がフェノール樹脂、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
　　：75mm以上(燃えしろ45mm＋残存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）

75

分
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
（直交集成板は接着した平行層と直交層が残存すること）

［CLTの場合］

燃えしろ

注）燃えしろ寸法は、間仕切壁（耐力壁）と同じ

30mm以上

注）被覆材の取り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

□強化せっこうボード※を2枚以上張り、
   その厚さの合計を42mm以上とした上に
   金属板、軽量気泡コンクリートパネル、
   窯業系サイディング、モルタル塗りまたは
   しっくい塗り

屋外側被覆材（外壁）

75

分

防火被覆する場合

屋外側被覆材
（外壁）

構造材：木材

屋内側被覆材
（内壁）

□強化せっこうボード※を2枚以上張り、
    その厚さの合計を42mm以上

屋内側被覆材（内壁）

注）被覆材の取り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)
　　：90mm以上(燃えしろ60mm＋残存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

※強化せっこうボードは、せっこうの含有率が95％以上、ガラス繊維の含有率が0.4％以上、ひる石の含有率が2.5％以上のものに限る（GB-F(V)）。
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C-3：柱 

 

防火被覆する場合 燃えしろ設計する場合
□強化せっこうボード※を2枚以上張り、
    その厚さの合計を46mm以上とする。

【材料】
　構造用修正材または構造用単板積層材

75

分

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

注）取り合い等の部分が
　　火侵入防止構造で
       あること

注）取り合い等の部分が
　　火侵入防止構造で
       あること

【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
   ：65mm
   ※集成材の場合は、ラミナ厚を12mm以上と
     する。
 □上記以外の場合：85mm
     (例えば、水性高分子イソシアネート系など)
　 ※集成材の場合は、ラミナ厚を21mm以上と
     する。

【残存断面】
　□残存断面の厚さが200mm以上であること

※強化せっこうボードは、せっこうの含有率が95％以上、ガラス繊維の含有率が0.4％以上、ひる石の含有率が2.5％以上のものに限る（GB-F(V)）。
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C-4：床 

 

□強化せっこうボード※を2枚以上張り、
    その厚さの合計を42mm以上とする

75

分

防火被覆する場合

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。

床上被覆材 床下被覆材

□強化せっこうボード※を2枚以上張り、
   その厚さの合計が46mm以上とする

床下被覆材

床上被覆材

構造材：木材

【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：65mm
　　※集成材・直交集成板の場合は、ラミナ厚を12mm以上とする。
　□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)：85mm
　　※集成材・直交集成板の場合は、ラミナ厚を21mm以上とする。

75

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)

注）取り合い等の部分が
　　火侵入防止構造で
       あること

【残存断面】
　□残存断面の厚さが200mm以上であること

【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

※強化せっこうボードは、せっこうの含有率が95％以上、ガラス繊維の含有率が0.4％以上、ひる石の含有率が2.5％以上のものに限る（GB-F(V)）。
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 C-5：はり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□強化せっこうボード※を2枚以上張り、
   その厚さの合計を46mm以上とする

【材料】
　構造用修正材または構造用単板積層材

防火被覆する場合 燃えしろ設計する場合

被覆材

構造材：木材

床：準耐火構造

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）

燃えしろ

床：準耐火構造

注）梁上部に準耐火構造の床がある場合は、
　　三面を防火被覆し、梁上部に床がない
　　場合は四面を防火被覆する

75

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
      ：65mm以上
　　※集成材の場合は、ラミナ厚を12mm以上と
　　　する。
　□上記以外の場合：85mm以上
       (例えば、水性高分子イソシアネート系など)
　　※集成材の場合は、ラミナ厚を21mm以上と
　　　する。

【残存断面】
　□残存断面の厚さが200mm以上であること

※強化せっこうボードは、せっこうの含有率が95％以上、ガラス繊維の含有率が0.4％以上、ひる石の含有率が2.5％以上のものに限る（GB-F(V)）。
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C-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

75

分

□強化せっこうボード※を2枚以上張り、
    その厚さの合計を46mm以上とする。

【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
       ：95mm以上
　　　(燃えしろ65mm＋残存厚さ30mm以上）
　　※集成材の場合は、ラミナ厚を12mm以上と
　　　する。
　　※直交集成板の場合は、ラミナ厚を12mm以
　　　上かつ加熱面から65mm燃えた際に接着さ
　　　れた平行層と直交層が残存する。

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。

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

軒桁：準耐火構造

外壁：準耐火構造

垂木

面戸板野地板

注）野地板及びたるきと軒桁との取り合い等の部分を
       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。

　□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)
       ：115mm以上
　　   (燃えしろ85mm＋残存厚さ30mm以上）
　　※集成材の場合は、ラミナ厚を21mm以上と
　　　する。
　　※直交集成板の場合は、ラミナ厚を21mm以
　　　上かつ加熱面から85mm燃えた際に接着さ
　　　れた平行層と直交層が残存する。

※強化せっこうボードは、せっこうの含有率が95％以上、ガラス繊維の含有率が0.4％以上、ひる石の含有率が2.5％以上のものに限る（GB-F(V)）。
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