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調査の目的・内容・実施体制
• 防火に関する大臣認定において、認定の取得実績が多く、普及している仕

様を一般的な基準(告示)として定めるために必要な調査・実験を行う。

• 大臣認定の実績の多い仕様を選定し、次の検討を行い、告示に位置づけ
る仕様に関する基準案を提案する。

（イ）余裕度の検証、（ロ）施工性の検証、（ハ）耐火試験の実施

• 平成27年度は、耐火構造の柱、はり、床、屋根等で認定された構造方法を
対象とした。 なお、平成26 年度は、平成25年度迄に認定された構造方法
を対象とし、耐火構造の壁（外壁及び間仕切壁）並びに準耐火構造及び防
火構造の外壁等について検討した。

• 本調査は(一社)建築性能基準推進協会と(国研)建築研究所の共同研究と
して行った。実施にあたっては、「防火に関する大臣認定仕様の告示化の
検討委員会（委員長：東京理科大学・河野守教授）、WG（主査：建築研究所
・成瀬友宏上席研究員）」を設置し、検討対象とする仕様の選定に関する検
討を行った。 2



防火材料・防耐火構造の大臣認定制度の経緯
昭和34年4月
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昭和40年12月

平成10年4月

平成12年4月

平成14年5月

・建設省住宅局内で審議し、建設省認定品として公示

→ 通商産業省、農林省へ通知

・建築基準法の改正(12月23日施行)耐火構造、耐火建築物、

不燃材料の規定や特殊建築物の内装制限等の規定

(財)日本建築センター

防火性能審査会

※1971(昭46)年4月より、防火性能評定委員会

建

設

省

申請 申請者／

官報・特定行政庁

建築基準法の改正により、建築確認の民間開放、

性能規定化の導入（平成12年6月施行）

⇒指定性能評価機関による審査

大臣認定の

移行手続き

平成19年 軒裏等の不正受験（耐火偽装）

平成21年 アルミサッシの不正受験、仕様違い

⇒ 防耐火関係の試験体製作の厳格化

現在に至る



耐火構造・耐火建築物等の規制の経緯

1919年（大正8年）

1950年（昭和25年）

1959年（昭和34年）

1961年（昭和36年）

1963年（昭和38年）

市街地建築物法制定

1920年 施行規制 耐火構造要求－軒高50尺以上、防火地区

1923年 特殊建築物の耐火構造規則

建築基準法施行

法2条 耐火構造：鉄筋コンクリート造、れんが造等の構造と規定

令107条 耐火構造：階数、部位について耐火時間を規定（間仕切壁以外は現行と同じ）

1950・JIS A 1302 RC,SRC,SCコンクリート造の防火被覆試験方法の制定

（後にJIS A 1302不燃構造の試験方法、JIS A 1304耐火構造試験方法に分かれる）

鋼材温度450℃制限、耐火45分、1.5時間、3時間

建築基準法の一部改正（第2次）

耐火建築物、簡易耐火建築物、不燃材料、特殊建築物の内装制限など規定

1959・JIS A 1304 建築物の耐火構造部分の耐火試験方法の改定

鋼材温度450℃制限，耐火1、2、3時間，載荷加熱試験の導入（設計荷重の1/2）

川越邦雄（建築研究所）英国より帰国

CIB WI4 耐火構造研究資料等を入手、英国、独国、仏国との資料交換ルートの開拓

日本で本格的耐火構造の研究が進む。

（1965年 斎藤光 建築研究所 CIB WI4主要加盟国13火災研究機関訪問）

建築基準法の一部改正（第4次）

建築物の高さ制限の廃止（これまでは高さ65尺、軒下60尺）、容積率の導入

1964・施行令第107条 要求耐火性能の規定

建設省告示1675号（昭和39年）「耐火構造の指定」－一般指定といわれた－交付

1965・JIS A 1304 建築構造部分の耐火試験方法の改正

建設省告示第1193号（昭和40年）鋼材強度350℃の制限の導入
4
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1969年（昭和44年）

1984年（昭和59年）

1993年（平成5年）

1994年（平成6年）

1998年（平成10年）

建設省告示第2999号「耐火構造の指定」の公布（昭和40年建設省告示第1193号廃止）

・一般指定 : 建設省告示第1675号に指定されたもの

・個別指定 : １）通則指定（業界，団体等が申請）

２）個別指定（企業が申請）

・特別認定 : 現行指定には無い新材料・新工法の認定（法第38条に基づく特別認定）

建設省総合技術開発プロジェクト（３ヶ年）

「建築物の総合防火設計法の開発」

（耐火設計法，避難安全設計法の確立）

簡易耐火建築物を準耐火建築物とする改正

木造３階建共同住宅を含む、準耐火建築物の規定

準耐火構造を指定する件（建設省告示第1453号）の施行

（準耐火６０分、４５分、屋根・階段３０分）

建設省総合技術開発プロジェクト（３ヶ年）

「防・耐火性能評価技術の開発」

（試験方法の国際調和と性能規定化の確立）

性能規定化、指定性能評価機関の民間開放、品確法などの導入

耐火性能検証法、防火区画検証法、避難安全検証法の制定

準耐火構造の整備

（建設省告示第1358号準耐火構造の構造方法を定める件、1380号）の施行

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の制定

耐火構造（建設省告示第1399号）一時間の外壁・間仕切壁に木造下地追加

特定避難時間倒壊防止構造（国土交通省告示第253号、第255号）の施行

1992年（平成4年）

2000年（平成12年）

2015年（平成27年）

2010年（平成22年）



世界各国で認定された耐火被覆材（ロックウール-セメント無機質系）の厚さの比較
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国名 アメリカ イギリス スペイン フランス ドイツ 韓国 日本
規格 ASTM E-119 BS-476 PNE 23.820 ISO R 834 DIN 4120 KS F2257 JISA1304
認定時の鉄骨 柱 538℃ 550℃ 500℃ 550℃ 500℃ 350℃ 平均350℃
温度の上昇値 梁 593℃ 最高450℃
柱の認定被覆厚(㎜)

1時間耐火 17 12 _ _ 14 20 20 25
2時間耐火 33 19 27 35 40 35 50
3時間耐火 49 45 49 47 55 45 65

梁の認定被覆厚(㎜)
1時間耐火 12 13 _ _ 16 20 20 30
2時間耐火 25 30 30 38 40 35 55
3時間耐火 35 47 53 49 55 45 65

出典：建設省建築研究所平成10年秋季講演会資料「構造耐火性能とその評価」遊佐秀逸 一部修正追記



調査のフロー

1.既大臣認定の仕様の類型化
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2.関係団体等へのアンケート調査

試験結果の分析

仕様の類型化

例示仕様候補の選定

試験体の製作

試験の実施

基準案の提案

3.関係団体等へのヒアリング実施
業界現況の施工要領書・技術資料・品質管理等の資料収集

※関係団体立ち会い

※建築研究所にて実施



試験体候補の選定(1)
１ 認定実績の分析
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※「総件数」は、移行認定を含めた認定件数、

「移行認定後」は、平成12年法改正以降、新たに認定された件数

移行認定後
60分 FP060CN 457 153
120分 FP120CN 335 182
180分 FP180CN 252 134
60分 FP060FL 115 41
120分 FP120FL 151 89
60分 FP060BM 344 133
120分 FP120BM 272 169
180分 FP180BM 145 108

屋根 30分 FP030RF 2485 332
階段 30分 FP030ST 12 0

45分 QF045CN 26 26
60分 QF060CN 11 2
45分 QF045FL 55 23
60分 QF060FL 22 12
45分 QF045BM 4 1
60分 QF060BM 3 1

屋根 30分 QF030RF 105 5
階段 30分 QF030ST 3 2

30分 QF030RS 110 5
45分 QF045RS 199 115
60分 QF060RS 75 22

防火構造 軒裏 30分 PC030RS 3 3

柱

床

はり

軒裏

耐火構造

準耐火構造

認定番号
総件数※

構造種別 部位 時間

柱

床

はり

平成27年3月現在



試験体候補の選定(2)
防火被覆材/構造用面材/内装材の分類
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分類名 材料名称 分類名 材料名称
ALCパネル セメントけい酸カルシウム板
軽量気泡コンクリートパネル 繊維混入けい酸カルシウム板
リブ付中型コンクリートパネル けい酸カルシウム板
コンクリート板 繊維混入スラグせっこう板
強化せっこうボード 繊維混入パーライトスラグせっこう板
せっこうボード スラグセメントパーライト板
せっこう板 スラグせっこう板
繊維混入せっこう板 火山性ガラス質複層板 火山性ガラス質複層板
ガラス繊維布張せっこう板 押出成型セメント板
薬剤処理ボード用原紙張せっこう板 GRC板
水酸化アルミニウム混入軽量セメントモルタル塗 繊維混入パーライトセメント板 繊維混入パーライトセメント板
軽量セメントモルタル塗 木毛セメント板
軽量セメントモルタル 硬質木片セメント板
ガラス繊維ネット張セメントモルタル板 パルプセメント板
セメントモルタル塗 複合金属サイディング
セメントモルタル 構造用合板
しっくい 構造用パネル
窯業系サイディング 合板
繊維補強セメントけい酸カルシウム板 木質接着複合パネル
木繊維混入セメントけい酸カルシウム板 木質系パネル
繊維混入セメントけい酸カルシウム板 パーティクルボード
繊維強化セメント板 木質系ボード 木質系ボード
繊維補強セメント板 ファイバーボード
繊維混入セメント板 繊維板
スレート板 きずり きずり
繊維強化セメント板系パネル 木板 木板
スレート 下地材 下地材

金属板
鋼板

吹付けロックウール 吹付けロックウール

鋼板・金属板

セメント板

ALC板系

コンクリート板系

せっこうボード製品
スラグせっこう板系

軽量セメントモルタル

セメントモルタル

窯業系サイディング

繊維強化セメント板

けい酸カルシウム板系

木質系セメント板系

合板・構造用合板等

繊維板


表5.1 (ﾊﾟﾜﾎﾟ) (0416_製作製作のみ)

		耐火６０分 タイカ フン

		種類 シュルイ		間柱及び下地 マ ハシラ オヨ シタジ		仕様 シヨウ		備考 ビコウ

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ		木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		屋外側：強化せっこうボード(GB-F(V))(21mm＋15mm)＋けい酸カルシウム板8mm(タイプ3)
断熱材：GW ( RW、なし包含)
屋内側：例示（強化せっこうボード(GB-F(V))21+21mm） サン		(FW-8)





		準耐火60分 ジュン タイ カ フン

		種類 シュルイ		間柱及び下地 マ ハシラ オヨ シタジ		仕様 シヨウ		備考 ビコウ

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ		不燃材料以外 フネン ザイリョウ イガイ		屋外側：硬質木片セメント板＋軽量モルタル　総厚22mm
断熱材：なし(GW,RW包含)
屋内側：告示（せっこうボード12.5+12.5） オクガイ ガワ コウシツ モクヘン バン ケイリョウ ソウ アツシ オクナイ ガワ コクジ		(QFW60-2)

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ		不燃材料以外 フネン ザイリョウ イガイ		屋外側：軽量セメントモルタル20mm
下地：　小幅板(75mm12mm 隙間30mm)釘打ち 
断熱材：なし(GW,RW包含)
屋内側：告示（せっこうボード12.5+12.5） オクガイ ガワ ケイリョウ シタジ オクナイ ガワ コクジ		(QFW60-5)



		準耐火４５分 ジュン タイ カ フン

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ		不燃材料以外 フネン ザイリョウ イガイ		屋外側：硬質木片セメント板15mm
断熱材：なし(GW,RW包含)
屋内側：告示（せっこうボード15mm） オクガイ ガワ コウシツ モクヘン バン オクナイ ガワ コクジ		(QFW45-2)

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ		不燃材料以外 フネン ザイリョウ イガイ		屋外側：軽量セメントモルタル20mm
断熱材：なし(GW,RW包含)
屋内側：告示（せっこうボード15mm） オクガイ ガワ ケイリョウ オクナイ ガワ コクジ		(kQFW60-5で性能を確認) セイノウ カクニン



		防火３０分 ボウカ フン

		種類 シュルイ		間柱及び下地 マ ハシラ オヨ シタジ		仕様 シヨウ		備考 ビコウ

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ		木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		屋外側：硬質木片セメント板12mm
断熱材：なし(GW,RW包含)
屋内側：告示（せっこうボード9.5mm） オクガイ ガワ コウシツ モクヘン バン オクナイ ガワ コクジ		(PW30-2)

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ		木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		屋外側：軽量セメントモルタル20mm
断熱材：なし(GW,RW包含)
屋内側：告示（せっこうボード9.5mm） オクガイ ガワ ケイリョウ オクナイ ガワ コクジ		(kFW60-5で性能を確認) セイノウ カクニン

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ		木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		屋外側：窯業系サイティング15mm
断熱材：なし(GW,RW包含)
屋内側：告示（せっこうボード9.5） オクガイ ガワ ヨウギョウ ケイ ホウガン オクナイ ガワ コクジ		(PW30-3)



		（参考）法改正 防耐火構造(耐火90分) サンコウ ホウカイセイ ボウタイカ コウゾウ タイカ フン

		特定防火設備(遮熱) トクテイ ボウカ セツビ シャネツ				鋼製扉
両面：けい酸カルシウム板24mm+6mm (タイプ2)
両面：けい酸カルシウム板30mm (タイプ3) コウセイ トビラ サン バン		(FWSD90-1)

		特定防火設備(遮熱) トクテイ ボウカ セツビ シャネツ				鋼板1.5mm
両面：けい酸カルシウム板24mm+6mm (タイプ2)
両面：けい酸カルシウム板30mm (タイプ3) コウハン サン バン		(FWSD90-2)

		特定防火設備(遮熱) トクテイ ボウカ セツビ シャネツ				鋼製下地：鋼板
両面：けい酸カルシウム板30mm コウセイ シタジ コウバン リョウメン サン イタ		(FWSD90-3)



		（参考）法改正 防耐火構造(耐火60分) サンコウ ホウカイセイ ボウタイカ コウゾウ タイカ フン

		特定防火設備(遮熱) トクテイ ボウカ セツビ シャネツ				鋼製扉
両面：けい酸カルシウム板12mmx2 (タイプ2)
両面：けい酸カルシウム板24mm (タイプ3) コウセイ トビラ サン バン		(FWSD90-1)

		特定防火設備(遮熱) トクテイ ボウカ セツビ シャネツ				鋼板1.5mm
両面：けい酸カルシウム板12mmx2 (タイプ2)
両面：けい酸カルシウム板24mm (タイプ3) コウハン サン バン		(FWSD90-2)

		特定防火設備(遮熱) トクテイ ボウカ セツビ シャネツ				鋼製下地：鋼板
両面：けい酸カルシウム板24mm コウセイ シタジ コウハン		(FWSD90-3)















表5.1 (ﾊﾟﾜﾎﾟ) (0416試験済み)

		耐火６０分 タイカ フン

		種類 シュルイ		間柱及び下地 マ ハシラ オヨ シタジ		仕様 シヨウ		試験結果 シケン ケッカ		備考 ビコウ

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ		木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		屋外側：強化せっこうボード(GB-F(V))15mm+ALC50mm
断熱材：GW ( RW、なし包含)
屋内側：例示（強化せっこうボード(GB-F(V))21+21mm） オクガイ ガワ		○		(FW-7)





		準耐火60分 ジュン タイ カ フン

		種類 シュルイ		間柱及び下地 マ ハシラ オヨ シタジ		仕様 シヨウ		試験結果 シケン ケッカ		備考 ビコウ

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ		不燃材料以外 フネン ザイリョウ イガイ		屋外側：ALC35mmのみ
断熱材：なし(GW,RW包含)
屋内側：告示（せっこうボード12.5+12.5） オクガイ ガワ オクナイ ガワ コクジ		○		(QFW60-1)



		準耐火４５分 ジュン タイ カ フン

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ		不燃材料以外 フネン ザイリョウ イガイ		屋外側：ALC35mmのみ
断熱材：なし(GW,RW包含)
屋内側：告示（せっこうボード15） オクガイ ガワ オクナイ ガワ コクジ		○		(QFW45-1)



		防火３０分 ボウカ フン

		種類 シュルイ		間柱及び下地 マ ハシラ オヨ シタジ		仕様 シヨウ		試験結果 シケン ケッカ		備考 ビコウ

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ		不燃材料以外 フネンザイリョウイガイ		屋外側：ALC35mmのみ
断熱材：なし(GW,RW包含)
屋内側：告示（せっこうボード9.5mm） オクガイ ガワ オクナイ ガワ コクジ		○		(PW30-1)



		（参考）法改正 防耐火構造(90分) サンコウ ホウカイセイ ボウタイカ コウゾウ フン



		種類 シュルイ		間柱及び下地 マ ハシラ オヨ シタジ		仕様 シヨウ		試験結果 シケン ケッカ		備考 ビコウ

		耐力・外壁
耐力・間仕切壁 タイリョク ガイヘキ タイリョク マジキリカベ		木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		両面：強化せっこうボード(GB-F(V))(21mm＋21mm+21mm)
構造用合板：無し
断熱材：GW ( RW、なし包含)		△		目地部の処理に注意が必要
(FW90-1) メジ ブ ショリ チュウイ ヒツヨウ

						両面：強化せっこうボード(GB-F(V))(21mm＋21mm+21mm)、馬目地
構造用合板：なし
断熱材：GW ( RW、なし包含) ウマ メジ

						両面：強化せっこうボード(GB-F(V))(21mm＋21mm+21mm)、馬目地
構造用合板：あり
断熱材：GW, RW

						両面：けい酸カルシウム板12mm×２ 軽量鉄骨下地 サン バン

						両面：けい酸カルシウム板12mm×２　+　6ｍｍ　 軽量鉄骨下地 サン バン

						２分割
両面：けい酸カルシウム板12mm×２　と　12mm×２+6ｍｍ　 軽量鉄骨下地 ブンカツ サン バン

		耐力・外壁
耐力・間仕切壁 タイリョク ガイヘキ タイリョク マジキリカベ		木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		両面：強化せっこうボード(GB-F(V))(21mm＋21mm+21mm)
構造用合板：無し
断熱材：GW ( RW、なし包含)				目地部が弱点になるため、施工管理が必要
目地部の確認試験が必要 メジ ブ ジャクテン セコウ カンリ ヒツヨウ メジ ブ カクニン シケン ヒツヨウ

		耐力・外壁
耐力・間仕切壁 タイリョク ガイヘキ タイリョク マジキリカベ		木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		両面：強化せっこうボード(GB-F(V))(21mm＋21mm+21mm)
構造用合板：無し
断熱材：GW ( RW、なし包含)

		非耐力・間仕切壁 ヒ タイリョク マジキリカベ		鉄材 テツザイ		両面：けい酸カルシウム板12mmx2 +　6mm 軽量鉄骨下地 サン バン		△		亀裂、脱落が弱点になるため、施工管理等に注意が必要
(FW90-2) キレツ ダツラク ジャクテン セコウ カンリ トウ チュウイ ヒツヨウ













表5.1 (ﾊﾟﾜﾎﾟ)

		耐火６０分 タイカ フン

		種類 シュルイ		間柱及び下地 マ ハシラ オヨ シタジ		屋外側被覆又は屋内側被覆の片側 オクガイ ガワ ヒフク マタ オクナイ ガワ ヒフク カタガワ		充てん等 ジュウ ナド		屋内側被覆 ヤ ナイ ガワ ヒフク		試験結果 シケン ケッカ		備考 ビコウ













		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ		木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		屋内側の仕様の防火被覆が設けられた構造（防火被覆の上に金属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは窯業系サイディングを張ったもの又はモルタル若しくはしっくいを塗ったものに限る）としたもの オクナイ ガワ シヨウ ボウカ ヒフク モウ コウゾウ ボウカ ヒフク ウエ キンゾクバン ケイリョウ キホウ モ ヨウギョウ ケイ ハ マタ モ ヌ カギ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		強化せっこうボードを２枚以上張ったもので、その厚さの合計が36mm以上のものの上に厚さ8mm以上の繊維強化セメント板（平滑なものに限る）を張ったもの キョウカ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ ウエ アツ イジョウ センイ キョウカ イタ ヘイカツ カギ ハ		○		◎基準案
(FW-5)

		耐力・間仕切壁 タイリョク マジキ カベ		木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		強化せっこうボードを２枚以上張ったもので、その厚さの合計が36mm以上のものの上に厚さ8mm以上の繊維強化セメント板（フレキシブル板）を張ったもの キョウカ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ ウエ アツ イジョウ センイ キョウカ イタ イタ ハ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		片側に同じ カタガワ オナ		×		(FW-6)

		耐力・間仕切壁 タイリョク マジキ カベ		木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		強化せっこうボードを２枚以上張ったもので、その厚さの合計が36mm以上のものの上に厚さ8mm以上の繊維強化セメント板（スラグせっこう板）を張ったもの キョウカ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ ウエ アツ イジョウ センイ キョウカ イタ バン ハ		同上 ドウジョウ		片側に同じ カタガワ オナ		×

		耐力・間仕切壁 タイリョク マジキ カベ		木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		強化せっこうボードを２枚以上張ったもので、その厚さの合計が36mm以上のものの上に厚さ8mm以上の繊維強化セメント板（けい酸カルシウム板）を張ったもの サン		同上 ドウジョウ		片側に同じ カタガワ オナ		製作のみ セイサク		試験結果による シケン ケッカ

		耐力・間仕切壁 タイリョク マジキ カベ		木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		強化せっこうボードを２枚以上張ったもので、その厚さの合計が36mm以上のものの上に厚さ12mm以上の繊維強化セメント板（けい酸カルシウム板タイプ３）を張ったもの キョウカ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ ウエ アツ イジョウ センイ キョウカ イタ サン イタ ハ		同上 ドウジョウ		片側に同じ カタガワ オナ		製作のみ セイサク		○基準素案
試験結果による
(FW-8) シケン ケッカ

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ		木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート製パネルで厚さが5㎝以上のもの上に厚さ15mm以上の強化せっこうボードを張ったもの（金属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは窯業系サイディングを張ったもの又はモルタル若しくはしっくいを塗ったものに限る） ウエ アツ イジョウ キョウカ ハ カギ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート製パネルで厚さが5㎝以上のもの上に厚さ15mm以上の強化せっこうボードを張ったもの ウエ アツ イジョウ キョウカ ハ		○		(FW-7)





		準耐火60分 ジュン タイ カ フン

		種類 シュルイ		間柱及び下地 マ ハシラ オヨ シタジ		屋外側被覆又は屋内側被覆の片側 オクガイ ガワ ヒフク マタ オクナイ ガワ ヒフク カタガワ		充てん等 ジュウ ナド		屋内側被覆 ヤ ナイ ガワ ヒフク		試験結果 シケン ケッカ		備考 ビコウ

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ		不燃材料以外 フネン ザイリョウ イガイ		高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート製パネルで厚さが35mm以上のもの		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		60分準耐火の告示仕様 フン ジュン タイカ コクジ シヨウ		○		◎基準案
(QFW60-1)

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ		不燃材料以外 フネン ザイリョウ イガイ		厚さ12mm以上の硬質木片セメント板の上に軽量セメントモルタル塗り（有機量が8%以下に限る）で塗り厚さ10mm以上の防火被覆が設けられた構造 アツ イジョウ コウシツ モクヘン イタ ウエ ケイリョウ ヌ ヌ アツ イジョウ ボウカ ヒフク モウ コウゾウ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		60分準耐火の告示仕様 フン ジュン タイカ コクジ シヨウ		製作のみ セイサク		○基準素案
試験結果による
(QFW60-2) シケン ケッカ

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ												○基準素案
試験結果による シケン ケッカ

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ												○基準素案
試験結果による シケン ケッカ

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ		不燃材料以外 フネン ザイリョウ イガイ		軽量セメントモルタル塗り（有機量が8%以下に限る）で塗厚さが20mm以上の防火被覆が設けられた構造 ケイリョウ ヌ ヌリ アツ イジョウ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		60分準耐火の告示仕様		製作のみ セイサク		○基準素案
試験結果による
(QFW60-5) シケン ケッカ



		準耐火４５分 ジュン タイ カ フン

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ		不燃材料以外 フネン ザイリョウ イガイ		厚さが35mm以上高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート製パネルの防火被覆が設けられた構造 ボウカ ヒフク モウ コウゾウ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		45分準耐火の告示仕様 フン ジュン タイカ コクジ シヨウ		○		◎基準案
(QFW45-1)

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ		不燃材料以外 フネン ザイリョウ イガイ		厚さ15mm以上の硬質木片セメント板の防火被覆が設けられた構造 アツ イジョウ コウシツ モクヘン イタ ボウカ ヒフク モウ コウゾウ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		45分準耐火の告示仕様 フン ジュン タイカ コクジ シヨウ		製作のみ セイサク		○基準素案
試験結果による
(QFW45-2) シケン ケッカ

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ												○基準素案
試験結果による シケン ケッカ

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ		不燃材料以外 フネンザイリョウイガイ		軽量セメントモルタル塗り（有機量が8%以下に限る）で塗厚さが20mm以上の防火被覆が設けられた構造 ケイリョウ ヌ ヌリ アツ イジョウ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		45分準耐火の告示仕様 フン ジュン タイカ コクジ シヨウ		他の試験結果待ち タ シケン ケッカ マ		○基準素案
試験結果による
(kQFW60-5で実施) シケン ケッカ



		防火３０分 ボウカ フン

		種類 シュルイ		間柱及び下地 マ ハシラ オヨ シタジ		屋外側被覆又は屋内側被覆の片側 オクガイ ガワ ヒフク マタ オクナイ ガワ ヒフク カタガワ		充てん等 ジュウ ナド		屋内側被覆 ヤ ナイ ガワ ヒフク		試験結果 シケン ケッカ		備考 ビコウ

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ		不燃材料以外 フネンザイリョウイガイ		厚さが35mm以上高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート製パネルの防火被覆が設けられた構造 ボウカ ヒフク モウ コウゾウ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		防火の告示仕様 ボウカ コクジ シヨウ		○		◎基準案
(PW30-1)

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ		木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		厚さ12mm以上の硬質木片セメント板の防火被覆が設けられた構造 アツ イジョウ コウシツ モクヘン イタ ボウカ ヒフク モウ コウゾウ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		防火の告示仕様 ボウカ コクジ シヨウ		製作のみ セイサク		○基準素案
試験結果による
(PW30-1) シケン ケッカ

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ		木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		軽量セメントモルタル塗り（有機量が8%以下に限る）で塗厚さが20mm以上の防火被覆が設けられた構造 ケイリョウ ヌ ユウキ リョウ イカ カギ ヌリ アツ イジョウ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		防火の告示仕様 ボウカ コクジ シヨウ		他の結果待ち タ ケッカ マ		○基準素案
他の試験結果により判定(kQFW60-5で実施) ホカ シケン ケッカ ハンテイ

		耐力・
外壁 タイリョク ガイヘキ		木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		厚さ15mm以上の窯業系サイディング＊の防火被覆が設けられた構造
 アツ イジョウ ヨウギョウ ケイ ボウカ ヒフク モウ コウゾウ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		防火の告示仕様 ボウカ コクジ シヨウ		試験なし シケン		○基準素案
＊配合組成、凹凸の化粧のあるもの及び中空品の扱い等を要検討
(PW30-3) ハイゴウ ソセイ オウトツ ケショウ ナド



		（参考）法改正 防耐火構造(90分) サンコウ ホウカイセイ ボウタイカ コウゾウ フン



		種類 シュルイ		間柱及び下地 マ ハシラ オヨ シタジ		屋外側被覆又は屋内側被覆の片側 オクガイ ガワ ヒフク マタ オクナイ ガワ ヒフク カタガワ		充てん等 ジュウ ナド		屋内側被覆 ヤ ナイ ガワ ヒフク		試験結果 シケン ケッカ		備考 ビコウ

		耐力・外壁
耐力・間仕切壁 タイリョク ガイヘキ タイリョク マジキリカベ		木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		強化せっこうボードを３枚以上張ったもので、その厚さの合計が63mm以上のもの（外壁の場合は、金属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは窯業系サイディングを張ったもの又はモルタル若しくはしっくいを塗ったものに限る） キョウカ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ ガイヘキ バアイ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		強化せっこうボードを３枚以上張ったもので、その厚さの合計が63mm以上のもの キョウカ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ		△		目地部が弱点になるため、施工管理が必要
目地部の確認試験が必要
(FW90-1) メジ ブ ジャクテン セコウ カンリ ヒツヨウ メジ ブ カクニン シケン ヒツヨウ











		耐力・外壁
耐力・間仕切壁 タイリョク ガイヘキ タイリョク マジキリカベ		木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		強化せっこうボードを３枚以上張ったもので、その厚さの合計が63mm以上のもの（外壁の場合は、金属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは窯業系サイディングを張ったもの又はモルタル若しくはしっくいを塗ったものに限る） キョウカ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ ガイヘキ バアイ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		強化せっこうボードを３枚以上張ったもので、その厚さの合計が63mm以上のもの キョウカ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ				目地部が弱点になるため、施工管理が必要
目地部の確認試験が必要 メジ ブ ジャクテン セコウ カンリ ヒツヨウ メジ ブ カクニン シケン ヒツヨウ

		耐力・外壁
耐力・間仕切壁 タイリョク ガイヘキ タイリョク マジキリカベ		木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		強化せっこうボードを３枚以上張ったもので、その厚さの合計が63mm以上のもの（外壁の場合は、金属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは窯業系サイディングを張ったもの又はモルタル若しくはしっくいを塗ったものに限る） キョウカ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ ガイヘキ バアイ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		強化せっこうボードを３枚以上張ったもので、その厚さの合計が63mm以上のもの
通し目地、十字目地を生じないもの キョウカ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ トオ メジ ジュウジ メジ ショウ

		非耐力・間仕切壁 ヒ タイリョク マジキリカベ		鉄材 テツザイ		ケイ酸カルシウム板を３枚以上張ったもので、その厚さの合計が30mm以上のもの サン イタ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ				ケイ酸カルシウム板を３枚以上張ったもので、その厚さの合計が30mm以上のもの サン イタ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ		△		亀裂、脱落が弱点になるため、施工管理が必要
(FW90-2) キレツ ダツラク ジャクテン セコウ カンリ ヒツヨウ



		（参考）法改正 防耐火構造(耐火60分, 90分) サンコウ ホウカイセイ ボウタイカ コウゾウ タイカ フン フン

		特定防火設備(遮熱) トクテイ ボウカ セツビ シャネツ				ケイ酸カルシウム板を３枚以上張ったもので、その厚さの合計が30mm以上のもの				ケイ酸カルシウム板を３枚以上張ったもので、その厚さの合計が30mm以上のもの サン イタ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ		製作のみ セイサク		(FWSD90-1)
(FWSD90-2)
(FWSD90-3)

		特定防火設備(遮熱) トクテイ ボウカ セツビ シャネツ				ケイ酸カルシウム板を３枚以上張ったもので、その厚さの合計が24mm以上のもの				ケイ酸カルシウム板を2枚以上張ったもので、その厚さの合計が24mm以上のもの サン イタ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ		製作のみ セイサク		(FWSD60-1)
(FWSD60-2)
(FWSD60-3)















表5.1

		表5.1 ヒョウ		製作試験体と告示化案の一覧 セイサク シケン タイ コクジ カ アン イチラン

		試験体 シケン タイ																		告示案仕様 コクジ アン シヨウ

		耐火性能 タイカ セイノウ		番号 バンゴウ		試験体 シケンタイ		下地 シタジ		試験体仕様 シケン タイ シヨウ		加熱 カネツ		載荷 サイカ		試験体作成 シケンタイ サクセイ		試験実施 シケン ジッシ		種類 シュルイ		軸組 ジク グ		間柱及び下地 マ ハシラ オヨ シタジ		屋外側被覆又は屋内側被覆の片側 オクガイ ガワ ヒフク マタ オクナイ ガワ ヒフク カタガワ		充てん等 ジュウ ナド		屋内側被覆 ヤ ナイ ガワ ヒフク		要領書作成 ヨウリョウショ サクセイ		試験結果 シケン ケッカ		基準案◎
基準素案○ キジュン アン キジュン ソアン		コメント

		耐火６０分 タイカ フン

		耐火６０分 タイカ フン		FW-1		非耐力・外壁 ヒ タイリョク ガイヘキ		不燃 フネン		屋外側：ALC50mmのみ
屋内側：なし オクガイ ガワ オクナイ ガワ		屋外 オクガイ		非載荷 ヒサイカ		×		―														×

		耐火６０分 タイカ フン		FW-2		耐力・間仕切壁 タイリョク マジキ カベ		不燃 フネン		両面：ALC50mm リョウメン		屋内 オクナイ		載荷 サイカ		×		―														×

		耐火６０分 タイカ フン		FW-3		非耐力・間仕切壁 ヒ タイリョク マジキ カベ		不燃 フネン		両面：ALC50mm(載荷試験で包含) リョウメン サイカ シケン ホウガン		屋内 オクナイ		非載荷 ヒ サイカ		×		―														×

		耐火６０分 タイカ フン		kFW-4		壁		木・不燃		ALC＋窯業系サイディングの要素実験 ヨウギョウ ケイ ヨウソ ジッケン		水平 スイヘイ		非載荷 ヒ サイカ		×		―														―

		耐火６０分 タイカ フン		FW-4		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木・不燃 モク フネン		屋外側：ALC50mm＋窯業系サイディング15mm
断熱材：GW ( RW、なし包含)
屋内側：例示（強化せっこうボード(GB-F(V))21+21mm） オクガイ ガワ ヨウギョウ ケイ ダンネツザイ ホウガン オクナイガワ レイジ		屋外 オクガイ		載荷 サイカ		×		―														×

		耐火６０分 タイカ フン		kFW-5		壁 カベ		木・不燃		強化せっこうボード(GB-F(V))(21mm＋15mm)＋繊維強化セメント板8mm各種 センイ キョウカ バン カクシュ		水平 スイヘイ		非載荷 ヒ サイカ		×		―														―

		耐火６０分 タイカ フン		FW-5		耐力・外壁		木・不燃		屋外側：強化せっこうボード(GB-F(V))(21mm＋15mm)＋フレキシブル板8mm
木胴縁
断熱材：GW ( RW、なし包含)
屋内側：例示（強化せっこうボード(GB-F(V))21+21mm） キ ドウブチ		屋外		非載荷 ヒ サイカ		○		○		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ				木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		屋内側の仕様の防火被覆が設けられた構造（防火被覆の上に金属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは窯業系サイディングを張ったもの又はモルタル若しくはしっくいを塗ったものに限る）としたもの オクナイ ガワ シヨウ ボウカ ヒフク モウ コウゾウ ボウカ ヒフク ウエ キンゾクバン ケイリョウ キホウ モ ヨウギョウ ケイ ハ マタ モ ヌ カギ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		強化せっこうボードを２枚以上張ったもので、その厚さの合計が36mm以上のものの上に厚さ8mm以上の繊維強化セメント板（平滑なものに限る）を張ったもの キョウカ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ ウエ アツ イジョウ センイ キョウカ イタ ヘイカツ カギ ハ		○		○		◎

		耐火６０分 タイカ フン		FW-6		
耐力・間仕切壁 マジキ カベ		木・不燃 モク フネン		屋内側：強化せっこうボード(GB-F(V))(21mm＋15mm)＋フレキシブル板8mm
断熱材：GW ( RW、なし包含)
屋内側：例示（強化せっこうボード(GB-F(V))21+21mm） ナイ バン		屋内		載荷		○		○		耐力・間仕切壁 タイリョク マジキ カベ				木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		強化せっこうボードを２枚以上張ったもので、その厚さの合計が36mm以上のものの上に厚さ8mm以上の繊維強化セメント板（フレキシブル板）を張ったもの キョウカ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ ウエ アツ イジョウ センイ キョウカ イタ イタ ハ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		片側に同じ カタガワ オナ		○		×

										屋内側：強化せっこうボード(GB-F(V))(21mm＋15mm)＋1.0スラグせっこう板8mm
断熱材：GW ( RW、なし包含)
屋内側：例示（強化せっこうボード(GB-F(V))21+21mm） オクナイ ガワ バン										耐力・間仕切壁 タイリョク マジキ カベ				木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		強化せっこうボードを２枚以上張ったもので、その厚さの合計が36mm以上のものの上に厚さ8mm以上の繊維強化セメント板（スラグせっこう板）を張ったもの キョウカ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ ウエ アツ イジョウ センイ キョウカ イタ バン ハ		同上 ドウジョウ		片側に同じ カタガワ オナ		○		×

										屋内側：強化せっこうボード(GB-F(V))(21mm＋15mm)＋構造用合板9mm+0.5TKけい酸カルシウム板8mm
断熱材：GW ( RW、なし包含)
屋内側：例示（強化せっこうボード(GB-F(V))21+21mm） オクナイ ガワ コウゾウ ヨウ ゴウハン サン バン										耐力・間仕切壁 タイリョク マジキ カベ				木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		強化せっこうボードを２枚以上張ったもので、その厚さの合計が36mm以上のものの上に厚さ8mm以上の繊維強化セメント板（けい酸カルシウム板）を張ったもの サン		同上 ドウジョウ		片側に同じ カタガワ オナ				製作のみ セイサク				試験結果による シケン ケッカ

		耐火６０分 タイカ フン		FW-8		
耐力・間仕切壁 マジキ カベ		木・不燃 モク フネン		屋外側：強化せっこうボード(GB-F(V))(21mm＋15mm)＋けい酸カルシウム板8mm(タイプ3)
断熱材：GW ( RW、なし包含)
屋内側：例示（強化せっこうボード(GB-F(V))21+21mm） サン						○		△		耐力・間仕切壁 タイリョク マジキ カベ				木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		強化せっこうボードを２枚以上張ったもので、その厚さの合計が36mm以上のものの上に厚さ12mm以上の繊維強化セメント板（けい酸カルシウム板タイプ３）を張ったもの キョウカ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ ウエ アツ イジョウ センイ キョウカ イタ サン イタ ハ		同上 ドウジョウ		片側に同じ カタガワ オナ		○		製作のみ セイサク		○		試験結果による シケン ケッカ

		耐火６０分 タイカ フン		FW-7		耐力・外壁		木・不燃 モク フネン		屋外側：強化せっこうボード(GB-F(V))15mm+ALC50mm
断熱材：GW ( RW、なし包含)
屋内側：例示（強化せっこうボード(GB-F(V))21+21mm） オクガイ ガワ		屋外
屋内 オクナイ		非載荷 ヒ サイカ		○		○		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ				木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート製パネルで厚さが5㎝以上のもの上に厚さ15mm以上の強化せっこうボードを張ったもの（金属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは窯業系サイディングを張ったもの又はモルタル若しくはしっくいを塗ったものに限る） ウエ アツ イジョウ キョウカ ハ カギ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート製パネルで厚さが5㎝以上のもの上に厚さ15mm以上の強化せっこうボードを張ったもの ウエ アツ イジョウ キョウカ ハ		○		○		◎





		準耐火60分 ジュン タイ カ フン

		準耐火６０分 ジュン タイカ フン		QFW60-1		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：ALC35mmのみ
断熱材：なし(GW,RW包含)
屋内側：告示（せっこうボード12.5+12.5） オクガイ ガワ オクナイ ガワ コクジ		屋外 オクガイ		載荷 ミツル ニ		×（拡張） カクチョウ		―		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ				不燃材料以外 フネン ザイリョウ イガイ		高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート製パネルで厚さが35mm以上のもの		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		60分準耐火の告示仕様 フン ジュン タイカ コクジ シヨウ		○		○		◎

		準耐火６０分 ジュン タイカ フン		QFW60-2		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：硬質木片セメント板＋軽量モルタル　総厚22mm
断熱材：なし(GW,RW包含)
屋内側：告示（せっこうボード12.5+12.5） オクガイ ガワ コウシツ モクヘン バン ケイリョウ ソウ アツシ オクナイ ガワ コクジ		屋外 オクガイ		載荷 ミツル ニ		○		×		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ				不燃材料以外 フネン ザイリョウ イガイ		厚さ12mm以上の硬質木片セメント板の上に軽量セメントモルタル塗り（有機量が8%以下に限る）で塗り厚さ10mm以上の防火被覆が設けられた構造 アツ イジョウ コウシツ モクヘン イタ ウエ ケイリョウ ヌ ヌ アツ イジョウ ボウカ ヒフク モウ コウゾウ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		60分準耐火の告示仕様 フン ジュン タイカ コクジ シヨウ		○		製作のみ セイサク		○		試験結果による シケン ケッカ

		準耐火６０分 ジュン タイカ フン		QFW60-4		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木・不燃 モク フネン		屋外側：合板＋窯業系サイティング15mm
断熱材：なし(GW,RW包含)
屋内側：告示（せっこうボード12.5+12.5） オクガイ ガワ ゴウハン ヨウギョウ ケイ オクナイ ガワ コクジ		屋外 オクガイ		載荷 ミツル ニ		×		―														×

		準耐火６０分 ジュン タイカ フン		kQFW60-5		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		・軽量モルタルの比較試験(仕様43 ,試験用有機量 8% 厚さ20mm)
・60、45分、30分仕様と内部温度、裏面温度の関係
　有機量8%モルタルで屋内側の仕様を準耐60,45、防火30で比較
・軸組,2x4の比較 シヨウ ナイブ オンド ジクグミ ヒカク				非載荷
水平加熱 ヒサイカ スイヘイ カネツ		○		×														―

		準耐火６０分 ジュン タイカ フン		QFW60-5		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：軽量セメントモルタル20mm
下地：　小幅板(75mm12mm 隙間30mm)釘打ち 
断熱材：なし(GW,RW包含)
屋内側：告示（せっこうボード12.5+12.5） オクガイ ガワ ケイリョウ シタジ オクナイ ガワ コクジ		屋外 オクガイ		載荷		○		×		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ				不燃材料以外 フネン ザイリョウ イガイ		軽量セメントモルタル塗り（有機量が8%以下に限る）で塗厚さが20mm以上の防火被覆が設けられた構造 ケイリョウ ヌ ヌリ アツ イジョウ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		60分準耐火の告示仕様		○		製作のみ セイサク		○		試験結果による シケン ケッカ



		準耐火４５分 ジュン タイ カ フン

		準耐火45分 ジュン タイカ		QFW45-1		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：ALC35mmのみ
断熱材：なし(GW,RW包含)
屋内側：告示（せっこうボード15） オクガイ ガワ オクナイ ガワ コクジ		屋外 オクガイ		載荷 ミツル ニ		×（拡張） カクチョウ		―		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ				不燃材料以外 フネン ザイリョウ イガイ		厚さが35mm以上高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート製パネルの防火被覆が設けられた構造 ボウカ ヒフク モウ コウゾウ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		45分準耐火の告示仕様 フン ジュン タイカ コクジ シヨウ		○		○		◎

		準耐火45分 ジュン タイカ		QFW45-2		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：硬質木片セメント板15mm
断熱材：なし(GW,RW包含)
屋内側：告示（せっこうボード15mm） オクガイ ガワ コウシツ モクヘン バン オクナイ ガワ コクジ		屋外 オクガイ		載荷 ミツル ニ		○		△		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ				不燃材料以外 フネン ザイリョウ イガイ		厚さ15mm以上の硬質木片セメント板の防火被覆が設けられた構造 アツ イジョウ コウシツ モクヘン イタ ボウカ ヒフク モウ コウゾウ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		45分準耐火の告示仕様 フン ジュン タイカ コクジ シヨウ		○		製作のみ セイサク		○		試験結果による シケン ケッカ

		準耐火45分 ジュン タイカ		QFW45-3		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木・不燃 モク フネン		屋外側：窯業系サイティング15mm
断熱材：なし(GW,RW包含)
屋内側：告示（せっこうボード15mm） オクガイ ガワ ヨウギョウ ケイ オクナイ ガワ コクジ		屋外 オクガイ		載荷 ミツル ニ		×		―														×						試験結果による シケン ケッカ

		準耐火45分 ジュン タイカ		kQFW60-5で実施 ジッシ		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：軽量セメントモルタル20mm
断熱材：なし(GW,RW包含)
屋内側：告示（せっこうボード15mm） オクガイ ガワ ケイリョウ オクナイ ガワ コクジ		屋外 オクガイ		載荷 ミツル ニ		×（別途試験と一体） ベット シケン イッタイ		―		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ				不燃材料以外 フネンザイリョウイガイ		軽量セメントモルタル塗り（有機量が8%以下に限る）で塗厚さが20mm以上の防火被覆が設けられた構造 ケイリョウ ヌ ヌリ アツ イジョウ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		45分準耐火の告示仕様 フン ジュン タイカ コクジ シヨウ		○		他の試験結果待ち タ シケン ケッカ マ		○		試験結果による シケン ケッカ



		防火３０分 ボウカ フン

		防火３０分 ボウカ フン		PW30-1		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：ALC35mmのみ
断熱材：なし(GW,RW包含)
屋内側：告示（せっこうボード9.5mm） オクガイ ガワ オクナイ ガワ コクジ		屋外 オクガイ		載荷 ミツル ニ		○		○		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ				不燃材料以外 フネンザイリョウイガイ		厚さが35mm以上高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート製パネルの防火被覆が設けられた構造 ボウカ ヒフク モウ コウゾウ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		防火の告示仕様 ボウカ コクジ シヨウ		○		○		◎

		防火３０分 ボウカ フン		PW30-2		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木・不燃 モク フネン		屋外側：硬質木片セメント板12mm
断熱材：なし(GW,RW包含)
屋内側：告示（せっこうボード9.5mm） オクガイ ガワ コウシツ モクヘン バン オクナイ ガワ コクジ		屋外 オクガイ		載荷 ミツル ニ		○		△		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ				木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		厚さ12mm以上の硬質木片セメント板の防火被覆が設けられた構造 アツ イジョウ コウシツ モクヘン イタ ボウカ ヒフク モウ コウゾウ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		防火の告示仕様 ボウカ コクジ シヨウ		○		製作のみ セイサク		○		試験結果による シケン ケッカ

		防火３０分 ボウカ フン		kQFW60-5で実施 ジッシ		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木・不燃 モク フネン		屋外側：軽量セメントモルタル20mm
断熱材：なし(GW,RW包含)
屋内側：告示（せっこうボード9.5mm） オクガイ ガワ ケイリョウ オクナイ ガワ コクジ		屋外 オクガイ		載荷 ミツル ニ		×（別途試験と一体） ベット シケン イッタイ		―		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ				木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		軽量セメントモルタル塗り（有機量が8%以下に限る）で塗厚さが20mm以上の防火被覆が設けられた構造 ケイリョウ ヌ ユウキ リョウ イカ カギ ヌリ アツ イジョウ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		防火の告示仕様 ボウカ コクジ シヨウ		○		他の試験結果待ち タ シケン ケッカ マ		○		試験結果による シケン ケッカ

		防火３０分 ボウカ フン		PW30-3		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木・不燃 モク フネン		屋外側：窯業系サイティング15mm
断熱材：なし(GW,RW包含)
屋内側：告示（せっこうボード9.5） オクガイ ガワ ヨウギョウ ケイ ホウガン オクナイ ガワ コクジ		屋外 オクガイ		載荷 ミツル ニ		×		―		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ				木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		厚さ15mm以上の窯業系サイディング＊の防火被覆が設けられた構造
 アツ イジョウ ヨウギョウ ケイ ボウカ ヒフク モウ コウゾウ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		防火の告示仕様 ボウカ コクジ シヨウ		○		試験なし シケン		○		＊配合組成、凹凸の化粧のあるもの及び中空品の扱い等を要検討 ハイゴウ ソセイ オウトツ ケショウ ナド



		（参考）法改正 防耐火構造(耐火60分, 90分) サンコウ ホウカイセイ ボウタイカ コウゾウ タイカ フン フン

		耐火9０分 タイカ フン		kFW90-1		耐力・外壁
耐力・間仕切壁 タイリョク ガイヘキ タイリョク マジキ カベ		木・不燃 モク フネン		両面：強化せっこうボード(GB-F(V))(21mm＋21mm+15 　と　+21mm)
構造用合板：有り無し
断熱材：GW ( RW、なし包含) リョウメン コウゾウ ヨウゴウハン ア ナ		屋外
屋内 オクガイ オクナイ		非載荷 ヒ サイカ		○		○														―

		耐火9０分 タイカ フン		FW90-1		耐力・外壁
耐力・間仕切壁 タイリョク ガイヘキ タイリョク マジキ カベ		木・不燃 モク フネン		両面：強化せっこうボード(GB-F(V))(21mm＋21mm+21mm)
構造用合板：無し
断熱材：GW ( RW、なし包含)				載荷		○		○		耐力・外壁
耐力・間仕切壁 タイリョク ガイヘキ タイリョク マジキリカベ				木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		強化せっこうボードを３枚以上張ったもので、その厚さの合計が63mm以上のもの（外壁の場合は、金属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは窯業系サイディングを張ったもの又はモルタル若しくはしっくいを塗ったものに限る） キョウカ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ ガイヘキ バアイ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		強化せっこうボードを３枚以上張ったもので、その厚さの合計が63mm以上のもの キョウカ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ		○		△				目地部が弱点になるため、施工管理が必要
目地部の確認試験が必要 メジ ブ ジャクテン セコウ カンリ ヒツヨウ メジ ブ カクニン シケン ヒツヨウ

		耐火9０分 タイカ フン		FW90-1'		耐力・外壁
耐力・間仕切壁 タイリョク ガイヘキ タイリョク マジキ カベ		木・不燃 モク フネン		両面：強化せっこうボード(GB-F(V))(21mm＋21mm+21mm)、馬目地
構造用合板：なし
断熱材：GW ( RW、なし包含) ウマ メジ				載荷		○		△

		耐火9０分 タイカ フン		FW90-1''
		耐力・外壁
耐力・間仕切壁 タイリョク ガイヘキ タイリョク マジキ カベ		木・不燃 モク フネン		両面：強化せっこうボード(GB-F(V))(21mm＋21mm+21mm)、馬目地
構造用合板：あり
断熱材：GW, RW				載荷		○		△

		耐火9０分 タイカ フン		kFW90-2		非耐力・間仕切壁 ヒ タイリョク マジキ カベ		不燃		両面：けい酸カルシウム板12mm×２ 軽量鉄骨下地 サン バン				水平加熱 スイヘイ カネツ		○		○														―

		耐火9０分 タイカ フン		kFW90-2’		非耐力・間仕切壁 ヒ タイリョク マジキ カベ		不燃		両面：けい酸カルシウム板12mm×２　+　6ｍｍ　 軽量鉄骨下地 サン バン				水平加熱 スイヘイ カネツ		○		○														―

		耐火9０分 タイカ フン		(追加） ツイカ		非耐力・間仕切壁 ヒ タイリョク マジキ カベ		不燃		２分割
両面：けい酸カルシウム板12mm×２　と　12mm×２+6ｍｍ　 軽量鉄骨下地 ブンカツ サン バン				非載荷 ヒ サイカ		○		△														―

		耐火9０分 タイカ フン		FW90-1		耐力・外壁
耐力・間仕切壁 タイリョク ガイヘキ タイリョク マジキ カベ		木・不燃 モク フネン		両面：強化せっこうボード(GB-F(V))(21mm＋21mm+21mm)
構造用合板：無し
断熱材：GW ( RW、なし包含)				載荷		○		○		耐力・外壁
耐力・間仕切壁 タイリョク ガイヘキ タイリョク マジキリカベ				木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		強化せっこうボードを３枚以上張ったもので、その厚さの合計が63mm以上のもの（外壁の場合は、金属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは窯業系サイディングを張ったもの又はモルタル若しくはしっくいを塗ったものに限る） キョウカ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ ガイヘキ バアイ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		強化せっこうボードを３枚以上張ったもので、その厚さの合計が63mm以上のもの キョウカ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ		○						目地部が弱点になるため、施工管理が必要
目地部の確認試験が必要 メジ ブ ジャクテン セコウ カンリ ヒツヨウ メジ ブ カクニン シケン ヒツヨウ

		耐火9０分 タイカ フン		FW90-1		耐力・外壁
耐力・間仕切壁 タイリョク ガイヘキ タイリョク マジキ カベ		木・不燃 モク フネン		両面：強化せっこうボード(GB-F(V))(21mm＋21mm+21mm)
構造用合板：無し
断熱材：GW ( RW、なし包含)				載荷		○		○		耐力・外壁
耐力・間仕切壁 タイリョク ガイヘキ タイリョク マジキリカベ				木材又は鉄材 モクザイ マタ テツザイ		強化せっこうボードを３枚以上張ったもので、その厚さの合計が63mm以上のもの（外壁の場合は、金属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは窯業系サイディングを張ったもの又はモルタル若しくはしっくいを塗ったものに限る） キョウカ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ ガイヘキ バアイ		不燃材料の断熱材は充てん可能 フネン ザイリョウ ダンネツザイ ジュウ カノウ		強化せっこうボードを３枚以上張ったもので、その厚さの合計が63mm以上のもの
通し目地、十字目地を生じないもの キョウカ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ トオ メジ ジュウジ メジ ショウ		○

		耐火9０分 タイカ フン		FW90-2		非耐力・間仕切壁 ヒ タイリョク マジキ カベ		不燃		両面：けい酸カルシウム板12mmx2 +　6mm 軽量鉄骨下地 サン バン				非載荷 ヒサイカ		○		△		非耐力・間仕切壁 ヒ タイリョク マジキリカベ				鉄材 テツザイ		ケイ酸カルシウム板を３枚以上張ったもので、その厚さの合計が30mm以上のもの サン イタ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ				ケイ酸カルシウム板を３枚以上張ったもので、その厚さの合計が30mm以上のもの サン イタ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ		○		△				亀裂、脱落が弱点になるため、施工管理が必要 キレツ ダツラク ジャクテン セコウ カンリ ヒツヨウ

		耐火9０分 タイカ フン		FWSD90-1		特定防火設備
(遮熱) トクテイ ボウカ セツビ シャネツ		鋼製 コウセイ		鋼製扉
両面：けい酸カルシウム板24mm+6mm (タイプ2)
両面：けい酸カルシウム板30mm (タイプ3) コウセイ トビラ										特定防火設備
(遮熱) トクテイ ボウカ セツビ シャネツ						ケイ酸カルシウム板を３枚以上張ったもので、その厚さの合計が30mm以上のもの				ケイ酸カルシウム板を３枚以上張ったもので、その厚さの合計が30mm以上のもの サン イタ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ

		耐火9０分 タイカ フン		FWSD90-2		特定防火設備
(遮熱) トクテイ ボウカ セツビ シャネツ		鋼製 コウセイ		鋼板1.5mm
両面：けい酸カルシウム板24mm+6mm (タイプ2)
両面：けい酸カルシウム板30mm (タイプ3) コウハン										特定防火設備
(遮熱) トクテイ ボウカ セツビ シャネツ						ケイ酸カルシウム板を３枚以上張ったもので、その厚さの合計が30mm以上のもの				ケイ酸カルシウム板を３枚以上張ったもので、その厚さの合計が30mm以上のもの サン イタ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ

		耐火9０分 タイカ フン		FWSD90-3		特定防火設備
(遮熱) トクテイ ボウカ セツビ シャネツ		鋼製 コウセイ		鋼製下地;鋼板
両面：けい酸カルシウム板30mm コウセイ シタジ コウバン リョウメン サン イタ										特定防火設備
(遮熱) トクテイ ボウカ セツビ シャネツ						ケイ酸カルシウム板を３枚以上張ったもので、その厚さの合計が30mm以上のもの				ケイ酸カルシウム板を３枚以上張ったもので、その厚さの合計が30mm以上のもの サン イタ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ

		耐火6０分 タイカ フン		FWSD90-1		特定防火設備
(遮熱) トクテイ ボウカ セツビ シャネツ		鋼製 コウセイ		鋼製扉
両面：けい酸カルシウム板12mmx2 (タイプ2)
両面：けい酸カルシウム板24mm (タイプ3) コウセイ トビラ サン バン										特定防火設備
(遮熱) トクテイ ボウカ セツビ シャネツ						ケイ酸カルシウム板を３枚以上張ったもので、その厚さの合計が24mm以上のもの				ケイ酸カルシウム板を2枚以上張ったもので、その厚さの合計が24mm以上のもの サン イタ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ

		耐火6０分 タイカ フン		FWSD90-2		特定防火設備
(遮熱) トクテイ ボウカ セツビ シャネツ		鋼製 コウセイ		鋼板1.5mm
両面：けい酸カルシウム板12mmx2 (タイプ2)
両面：けい酸カルシウム板24mm (タイプ3) コウハン										特定防火設備
(遮熱) トクテイ ボウカ セツビ シャネツ						ケイ酸カルシウム板を３枚以上張ったもので、その厚さの合計が24mm以上のもの				ケイ酸カルシウム板を2枚以上張ったもので、その厚さの合計が24mm以上のもの サン イタ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ

		耐火6０分 タイカ フン		FWSD90-3		特定防火設備
(遮熱) トクテイ ボウカ セツビ シャネツ		鋼製 コウセイ		鋼製下地;鋼板
両面：けい酸カルシウム板24mm コウセイ シタジ コウハン リョウメン サン イタ										特定防火設備
(遮熱) トクテイ ボウカ セツビ シャネツ						ケイ酸カルシウム板を３枚以上張ったもので、その厚さの合計が24mm以上のもの				ケイ酸カルシウム板を2枚以上張ったもので、その厚さの合計が24mm以上のもの サン イタ マイイジョウ ハ アツ ゴウケイ イジョウ















施工要領書リスト (パワポ) (0416版)

				耐火被覆材施工要領書等（既存） タイカ ヒフク ザイ セコウ ヨウリョウ ショ ナド キゾン

																																		△→●				△		△→●

				被覆材 ヒフク ザイ		団体名 ダンタイ メイ		施工要領書等 セコウ ヨウリョウショ ナド		発行時期 ハッコウ ジキ		発行者 ハッコウシャ		備考 ビコウ		試験体図あり シケンタイ ズ		試験体図未了 シケンタイ ズ ミリョウ		FW-5		FW-6		FW-7		FW90-1		FW90-2		QWF60-2		QFW60-5		QFW45-2		PW30-1		PW30-2		PW30-3

				ALCパネル		ALC協会		ALCパネル構造設計指針・同解説 コウゾウ セッケイ シシン ドウ カイセツ		平成２５年１２月 ヘイセイ ネン ガツ		ALC協会 キョウカイ		監修　独法建築研究所 カンシュウ ドッポウ ケンチクケンキュウジョ		FW-7,PW30-1								○												○

								ALCパネル取付構法標準・同解説 トリツケ コウホウ ヒョウジュン ドウ カイセツ				ALC協会 キョウカイ		上記冊子に参考資料として添付 ジョウキ サッシ サンコウ シリョウ テンプ

								ALC薄型パネル設計施工指針・同解説
(外壁および間仕切壁編） ウスガタ セッケイ セコウ シシン ドウカイセツ ガイヘキ マジキリ カベ ヘン		平成１４年１０月 ヘイセイ ネン ガツ		ALC協会 キョウカイ

								JASS２１　2005　ALCパネルパネル工事 コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ		ALC厚形パネルの建築工事標準仕様書 アツ ガタ ケンチク コウジ ヒョウジュン シヨウショ

								JASS27　2011　乾式外壁工事 カンシキ ガイヘキ コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ		ALC薄形パネルの建築工事標準仕様書 ウス ガタ ケンチク コウジ ヒョウジュン シヨウショ

				せっこうボード		石膏ボード工業会		石膏ボードハンドブック（平成２４年版） セッコウ ヘイセイ ネンバン		平成２４年４月 ヘイセイ ネン ガツ		石膏ボード工業会 セッコウ コウギョウカイ		第３編施工編、
第４編施工材料・機具工具編 ダイ ヘン セコウ ヘン ダイ ヘン セコウ ザイリョウ キグ コウグ ヘン		FW90-1										○

				軽量セメントモルタル ケイリョウ		日本建築仕上材工業会		ラス下地既調合軽量セメントモルタル塗り工法施工要領書（案）第1.0版 シタジ キ チョウゴウ ケイリョウ ヌ コウホウ セコウ ヨウリョウショ アン ダイ ハン		平成２５年６月 ヘイセイ ネン ガツ		日本建築仕上材工業会軽量セメントモルタル部会技術委員会 ニホン ケンチク シアゲ ザイ コウギョウカイ ケイリョウ ブカイ ギジュツ イインカイ						QFW60-2、QFW60-5												◎		○

								JASS15　左官工事 サカン コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ

				窯業系サイディング ヨウギョウケイ		日本窯業外装材協会		窯業系サイディングと標準施工　第2版 ヨウギョウ ケイ ヒョウジュン セコウ ダイ ハン		平成２３年４月 ヘイセイ ネン ガツ		日本窯業外装材協会 ニホン ヨウギョウ ガイソウザイ キョウカイ		監修　NPO法人住宅外装テクニカルセンター カンシュウ ホウジン ジュウタク ガイソウ				PW30-3																						○

								窯業系サイディング技術資料Vol.6
準耐火構造・防火構造の設計と施工 ヨウギョウ ケイ ギジュツ シリョウ ジュン タイ カ コウゾウ ボウカ コウゾウ セッケイ セコウ		平成１４年１１月 ヘイセイ ネン ガツ		日本窯業外装材協会 ニホン ヨウギョウ ガイソウザイ キョウカイ		監修　NPO法人住宅外装テクニカルセンター カンシュウ ホウジン ジュウタク ガイソウ

				スレート		せんい強化セメント板協会										FW-5、FW-6				○		○

				ケイ酸カルシウム板 サン バン				技術資料　けい酸カルシウム板タイプ２ ギジュツ シリョウ サン バン		平成２６年１月 ヘイセイ ネン ガツ		せんい強化セメント板協会 キョウカ イタ キョウカイ				FW90-2												○

				木毛セメント板 モクモウ イタ		全国木質セメント板工業会		木毛セメント板 モクモウ イタ				全国木質セメント板工業会		パンフレット（簡単な施工方法紹介） カンタン セコウ ホウホウ ショウカイ

				硬質木片セメント板				木質セメント板ガイドブック モクシツ イタ		平成２３年３月 ヘイセイ ネン ガツ		全国木質セメント板工業会		冊子（ディテールを紹介） サッシ ショウカイ		PW30-2		QFW60-2、QFW45-2												◎				○				○

				スラグせっこう板				設計・施工図 セッケイ セコウ ズ				エヌビーエル株式会社 カブシキガイシャ		HPで施工方法、施工要領を公表 セコウ ホウホウ セコウ ヨウリョウ コウヒョウ		FW-6						○





施工要領書リスト (パワポ)

				耐火被覆材施工要領書等（既存） タイカ ヒフク ザイ セコウ ヨウリョウ ショ ナド キゾン

																																		△→●				△		△→●

				団体名 ダンタイ メイ		関連材料 カンレン ザイリョウ		施工要領書等 セコウ ヨウリョウショ ナド		発行時期 ハッコウ ジキ		発行者 ハッコウシャ		備考 ビコウ		試験体図あり シケンタイ ズ		試験体図未了 シケンタイ ズ ミリョウ		FW-5		FW-6		FW-7		FW90-1		FW90-2		QWF60-2		QFW60-5		QFW45-2		PW30-1		PW30-2		PW30-3

				ALC協会		ALCパネル		ALCパネル構造設計指針・同解説 コウゾウ セッケイ シシン ドウ カイセツ		平成２５年１２月 ヘイセイ ネン ガツ		ALC協会 キョウカイ		監修　独法建築研究所 カンシュウ ドッポウ ケンチクケンキュウジョ		FW-7,PW30-1								○												○

								ALCパネル取付構法標準・同解説 トリツケ コウホウ ヒョウジュン ドウ カイセツ				ALC協会 キョウカイ		上記冊子に参考資料として添付 ジョウキ サッシ サンコウ シリョウ テンプ

								ALC薄型パネル設計施工指針・同解説
(外壁および間仕切壁編） ウスガタ セッケイ セコウ シシン ドウカイセツ ガイヘキ マジキリ カベ ヘン		平成１４年１０月 ヘイセイ ネン ガツ		ALC協会 キョウカイ

								JASS２１　2005　ALCパネルパネル工事 コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ		ALC厚形パネルの建築工事標準仕様書 アツ ガタ ケンチク コウジ ヒョウジュン シヨウショ

								JASS27　2011　乾式外壁工事 カンシキ ガイヘキ コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ		ALC薄形パネルの建築工事標準仕様書 ウス ガタ ケンチク コウジ ヒョウジュン シヨウショ

				石膏ボード工業会		せっこうボード		石膏ボードハンドブック（平成２４年版） セッコウ ヘイセイ ネンバン		平成２４年４月 ヘイセイ ネン ガツ		石膏ボード工業会 セッコウ コウギョウカイ		第３編施工編、
第４編施工材料・機具工具編 ダイ ヘン セコウ ヘン ダイ ヘン セコウ ザイリョウ キグ コウグ ヘン		FW90-1										○

				日本建築仕上材工業会		軽量セメントモルタル ケイリョウ		ラス下地既調合軽量セメントモルタル塗り工法施工要領書（案）第1.0版 シタジ キ チョウゴウ ケイリョウ ヌ コウホウ セコウ ヨウリョウショ アン ダイ ハン		平成２５年６月 ヘイセイ ネン ガツ		日本建築仕上材工業会軽量セメントモルタル部会技術委員会 ニホン ケンチク シアゲ ザイ コウギョウカイ ケイリョウ ブカイ ギジュツ イインカイ						QFW60-2、QFW60-5												◎		○

								JASS15　左官工事 サカン コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ

				日本窯業外装材協会		窯業系サイディング ヨウギョウケイ		窯業系サイディングと標準施工　第2版 ヨウギョウ ケイ ヒョウジュン セコウ ダイ ハン		平成２３年４月 ヘイセイ ネン ガツ		日本窯業外装材協会 ニホン ヨウギョウ ガイソウザイ キョウカイ		監修　NPO法人住宅外装テクニカルセンター カンシュウ ホウジン ジュウタク ガイソウ				PW30-3																						○

								窯業系サイディング技術資料Vol.6
準耐火構造・防火構造の設計と施工 ヨウギョウ ケイ ギジュツ シリョウ ジュン タイ カ コウゾウ ボウカ コウゾウ セッケイ セコウ		平成１４年１１月 ヘイセイ ネン ガツ		日本窯業外装材協会 ニホン ヨウギョウ ガイソウザイ キョウカイ		監修　NPO法人住宅外装テクニカルセンター カンシュウ ホウジン ジュウタク ガイソウ

				せんい強化セメント板協会		スレート										FW-5、FW-6				○		○

						ケイ酸カルシウム板 サン バン		技術資料　けい酸カルシウム板タイプ２ ギジュツ シリョウ サン バン		平成２６年１月 ヘイセイ ネン ガツ		せんい強化セメント板協会 キョウカ イタ キョウカイ				FW90-2												○

				全国木質セメント板工業会		木毛セメント板 モクモウ イタ		木毛セメント板 モクモウ イタ				全国木質セメント板工業会		パンフレット（簡単な施工方法紹介） カンタン セコウ ホウホウ ショウカイ

						硬質木片セメント板		木質セメント板ガイドブック モクシツ イタ		平成２３年３月 ヘイセイ ネン ガツ		全国木質セメント板工業会		冊子（ディテールを紹介） サッシ ショウカイ		PW30-2		QFW60-2、QFW45-2												◎				○				○

						スラグせっこう板		設計・施工図 セッケイ セコウ ズ				エヌビーエル株式会社 カブシキガイシャ		HPで施工方法、施工要領を公表 セコウ ホウホウ セコウ ヨウリョウ コウヒョウ		FW-6						○





施工要領書リスト

				耐火被覆材施工要領書等（既存） タイカ ヒフク ザイ セコウ ヨウリョウ ショ ナド キゾン

																																		△→●				△		△→●

				対象団体 タイショウ ダンタイ		関連材料 カンレン ザイリョウ		施工要領書等 セコウ ヨウリョウショ ナド		発行時期 ハッコウ ジキ		発行者 ハッコウシャ		備考 ビコウ		試験体図あり シケンタイ ズ		試験体図未了 シケンタイ ズ ミリョウ		FW-5		FW-6		FW-7		FW90-1		FW90-2		QWF60-2		QFW60-5		QFW45-2		PW30-1		PW30-2		PW30-3

				　ALC協会		ALCパネル		ALCパネル構造設計指針・同解説 コウゾウ セッケイ シシン ドウ カイセツ		平成２５年１２月 ヘイセイ ネン ガツ		ALC協会 キョウカイ		監修　独法建築研究所 カンシュウ ドッポウ ケンチクケンキュウジョ		FW-7,PW30-1								○												○

								ALCパネル取付構法標準・同解説 トリツケ コウホウ ヒョウジュン ドウ カイセツ				ALC協会 キョウカイ		上記冊子に参考資料として添付 ジョウキ サッシ サンコウ シリョウ テンプ

								ALC薄型パネル設計施工指針・同解説
(外壁および間仕切壁編） ウスガタ セッケイ セコウ シシン ドウカイセツ ガイヘキ マジキリ カベ ヘン		平成１４年１０月 ヘイセイ ネン ガツ		ALC協会 キョウカイ

								JASS２１　2005　ALCパネルパネル工事 コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ		ALC厚形パネルの建築工事標準仕様書 アツ ガタ ケンチク コウジ ヒョウジュン シヨウショ

								JASS27　2011　乾式外壁工事 カンシキ ガイヘキ コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ		ALC薄形パネルの建築工事標準仕様書 ウス ガタ ケンチク コウジ ヒョウジュン シヨウショ

				　石膏ボード工業会		せっこうボード		石膏ボードハンドブック（平成２４年版） セッコウ ヘイセイ ネンバン		平成２４年４月 ヘイセイ ネン ガツ		一般社団法人　石膏ボード工業会 イッパン シャダン ホウジン セッコウ コウギョウカイ		第３編施工編、
第４編施工材料・機具工具編 ダイ ヘン セコウ ヘン ダイ ヘン セコウ ザイリョウ キグ コウグ ヘン		FW90-1										○

				　日本建築仕上材工業会		軽量セメントモルタル ケイリョウ		ラス下地既調合軽量セメントモルタル塗り工法施工要領書（案）第1.0版 シタジ キ チョウゴウ ケイリョウ ヌ コウホウ セコウ ヨウリョウショ アン ダイ ハン		reserved-41446x1F		日本建築仕上材工業会軽量セメントモルタル部会技術委員会 ニホン ケンチク シアゲ ザイ コウギョウカイ ケイリョウ ブカイ ギジュツ イインカイ						QFW60-2、QFW60-5												◎		○

								JASS15　左官工事 サカン コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ

				　日本窯業外装材協会		窯業系サイディング ヨウギョウケイ		窯業系サイディングと標準施工　第2版 ヨウギョウ ケイ ヒョウジュン セコウ ダイ ハン		40634		日本窯業外装材協会 ニホン ヨウギョウ ガイソウザイ キョウカイ		監修　NPO法人住宅外装テクニカルセンター カンシュウ ホウジン ジュウタク ガイソウ				PW30-3																						○

								窯業系サイディング技術資料Vol.6
準耐火構造・防火構造の設計と施工 ヨウギョウ ケイ ギジュツ シリョウ ジュン タイ カ コウゾウ ボウカ コウゾウ セッケイ セコウ		reserved-37575x1F		日本窯業外装材協会 ニホン ヨウギョウ ガイソウザイ キョウカイ		監修　NPO法人住宅外装テクニカルセンター カンシュウ ホウジン ジュウタク ガイソウ

				せんい強化セメント板協会		スレート										FW-5、FW-6				○		○

						ケイ酸カルシウム板 サン バン		技術資料　けい酸カルシウム板タイプ２ ギジュツ シリョウ サン バン		41640		せんい強化セメント板協会 キョウカ イタ キョウカイ				FW90-2												○

				（一社）全国木質セメント板工業会		木毛セメント板 モクモウ イタ		木毛セメント板 モクモウ イタ				（一社）全国木質セメント板工業会		パンフレット（簡単な施工方法紹介） カンタン セコウ ホウホウ ショウカイ

						硬質木片セメント板		木質セメント板ガイドブック モクシツ イタ		40603		（一社）全国木質セメント板工業会		冊子（ディテールを紹介） サッシ ショウカイ		PW30-2		QFW60-2、QFW45-2												◎				○				○

						スラグせっこう板		設計・施工図 セッケイ セコウ ズ				エヌビーエル株式会社 カブシキガイシャ		HPで施工方法、施工要領を公表 セコウ ホウホウ セコウ ヨウリョウ コウヒョウ		FW-6						○





余裕度(ﾊﾟﾜﾎﾟ) (0416版)

		◆ALCパネル（35mm）の60分準耐火性能試験結果例 フン ジュン タイカ セイノウ シケン ケッカ レイ

		試験体 シケン タイ		規定上昇温度 キテイ ジョウショウ オンド				60分経過時
上昇温度 フン ケイカ ジ ジョウショウ オンド		余裕度
（参考） ヨユウ ド サンコウ		加熱側被覆 カネツ ガワ ヒフク		その他構成 タ コウセイ

		A		裏面最高温度 ウラメン サイコウ オンド		180℃		64℃		0.64		ALCパネル35ｍｍ		強化せっこうボード15mm キョウカ

				裏面平均温度 リメン ヘイキン オンド		140℃		57℃		0.59

		B		裏面最高温度 ウラメン サイコウ オンド		180℃		69℃		0.61

				裏面平均温度 リメン ヘイキン オンド		140℃		58℃		0.59

						余裕度＝（規定温度－計測温度）/規定温度 ヨユウ ド キテイ オンド ケイソク オンド テイジカン キテイ オンド



		◆軽量セメントモルタル（有機質量10％）の45分準耐火性能試験結果例 ケイリョウ ユウキ シツリョウ フン ジュン タイカ セイノウ シケン ケッカ レイ

		試験体 シケン タイ		規定上昇温度 キテイ ジョウショウ オンド				45分経過時
上昇温度 フン ケイカ ジ ジョウショウ オンド		余裕度
（参考） ヨユウ ド サンコウ		加熱側被覆 カネツ ガワ ヒフク		その他構成 タ コウセイ

		A		裏面最高温度 ウラメン サイコウ オンド		180℃		42℃		0.77		軽量セメントモルタル15mm+構造用合板9mm ケイリョウ コウゾウヨウ ゴウハン		グラスウール50mm充てん/せっこうボード9.5ｍｍ+12.5ｍｍ重ね張り ジュウ カサ バ

				裏面平均温度 リメン ヘイキン オンド		140℃		21℃		0.85

		B		裏面最高温度 ウラメン サイコウ オンド		180℃		39℃		0.78

				裏面平均温度 リメン ヘイキン オンド		140℃		23℃		0.83

						余裕度＝（規定温度－計測温度）/規定温度 ヨユウ ド キテイ オンド ケイソク オンド テイジカン キテイ オンド



		◆窯業系サイディングの準耐火性能試験結果例 ヨウギョウケイ ジュン タイ カ セイノウ シケン ケッカ レイ

		試験体 シケン タイ		要求時間 ヨウキュウ ジカン		制限値超過時間 セイゲン チ チョウカ ジカン				余裕度
（参考） ヨユウ ド サンコウ		加熱側被覆 カネツ ガワ ヒフク

		A		60分 フン		71.5分 フン		裏面最高温度 ウラメン サイコウ オンド		0.19		窯業系サイディング18mm(中空) ヨウギョウ ケイ チュウクウ

		B		60分 フン		63分 フン		裏面最高温度 ウラメン サイコウ オンド		0.05		窯業系サイディング15mm(中実) ヨウギョウ ケイ ジツ

		C		45分 フン		71分 フン		荷重支持能力 カジュウ シジ ノウリョク		0.58		窯業系サイディング15mm(中空)+構造用合板9mm ヨウギョウ ケイ コウゾウヨウ ゴウハン

		D		45分 フン		60分 フン		裏面最高温度 ウラメン サイコウ オンド		0.33		窯業系サイディング12mm(中実)+構造用合板9mm ヨウギョウ ケイ ジツ コウゾウヨウ ゴウハン

						余裕度＝（制限値時間－設定時間）/設定時間 ヨユウ ド セイゲン チ ジカン セッテイ ジカン セッテイ ジカン







余裕度(ﾊﾟﾜﾎﾟ)

		◆ALCパネル（35mm）の準耐火性能試験結果例 ジュン タイカ セイノウ シケン ケッカ レイ

		試験体 シケン タイ		規定上昇温度 キテイ ジョウショウ オンド				60分経過時
上昇温度 フン ケイカ ジ ジョウショウ オンド		余裕度
（参考） ヨユウ ド サンコウ		加熱側被覆 カネツ ガワ ヒフク		その他構成 タ コウセイ

		A		裏面最高温度 ウラメン サイコウ オンド		180℃		64℃		0.64		ALCパネル35ｍｍ		強化せっこうボード15mm キョウカ

				裏面平均温度 リメン ヘイキン オンド		140℃		57℃		0.59

		B		裏面最高温度 ウラメン サイコウ オンド		180℃		69℃		0.61

				裏面平均温度 リメン ヘイキン オンド		140℃		58℃		0.59



						余裕度＝（規定温度－計測温度）/規定温度 ヨユウ ド キテイ オンド ケイソク オンド テイジカン キテイ オンド



		◆窯業系サイディングの準耐火性能試験結果例 ヨウギョウケイ ジュン タイ カ セイノウ シケン ケッカ レイ

		種別 シュベツ		設定時間 セッテイ ジカン		制限値超過時間 セイゲン チ チョウカ ジカン				余裕度
（参考） ヨユウ ド サンコウ		加熱側被覆 カネツ ガワ ヒフク

		18mm中空 チュウクウ		60分 フン		71.5分 フン		裏面最高温度 ウラメン サイコウ オンド		0.19		窯業系サイディング18mm ヨウギョウ ケイ

		15mm中実 チュウジツ		60分 フン		63分 フン		裏面最高温度 ウラメン サイコウ オンド		0.05		窯業系サイディング15mm ヨウギョウ ケイ

		15mm中空 チュウクウ		45分 フン		71分 フン		荷重支持能力 カジュウ シジ ノウリョク		0.58		窯業系サイディング15mm+構造用合板9mm ヨウギョウ ケイ コウゾウヨウ ゴウハン

		12mm中実 チュウジツ		45分 フン		60分 フン		裏面最高温度 ウラメン サイコウ オンド		0.33		窯業系サイディング12mm+構造用合板9mm ヨウギョウ ケイ コウゾウヨウ ゴウハン

						余裕度＝（制限値時間－設定時間）/設定時間 ヨユウ ド セイゲン チ ジカン セッテイ ジカン セッテイ ジカン



		◆軽量セメントモルタル（有機質量10％）の準耐火性能試験結果例 ケイリョウ ユウキ シツリョウ ジュン タイカ セイノウ シケン ケッカ レイ

		試験体 シケン タイ		規定上昇温度 キテイ ジョウショウ オンド				45分経過時
上昇温度 フン ケイカ ジ ジョウショウ オンド		余裕度
（参考） ヨユウ ド サンコウ		加熱側被覆 カネツ ガワ ヒフク		その他構成 タ コウセイ

		A		裏面最高温度 ウラメン サイコウ オンド		180℃		42℃		0.77		軽量セメントモルタル15mm+構造用合板9mm ケイリョウ コウゾウヨウ ゴウハン		グラスウール50mm充てん/せっこうボード9.5ｍｍ+12.5ｍｍ重ね張り ジュウ カサ バ

				裏面平均温度 リメン ヘイキン オンド		140℃		21℃		0.85

		B		裏面最高温度 ウラメン サイコウ オンド		180℃		39℃		0.78

				裏面平均温度 リメン ヘイキン オンド		140℃		23℃		0.83

						余裕度＝（規定温度－計測温度）/規定温度 ヨユウ ド キテイ オンド ケイソク オンド テイジカン キテイ オンド









余裕度

				表3.1.1　ALCパネル（35mm）の準耐火性能試験結果例 ヒョウ ジュン タイカ セイノウ シケン ケッカ レイ																表3.1.2　窯業系サイディングの準耐火性能試験結果例 ヒョウ ヨウギョウケイ ジュン タイ カ セイノウ シケン ケッカ レイ														表3.1.3　軽量セメントモルタル（有機質量10％）の準耐火性能試験結果例 ヒョウ ケイリョウ ユウキ シツリョウ ジュン タイカ セイノウ シケン ケッカ レイ

		試験体 シケン タイ		規定上昇温度 キテイ ジョウショウ オンド				60分経過時
上昇温度 フン ケイカ ジ ジョウショウ オンド		余裕度
（参考） ヨユウ ド サンコウ		加熱側被覆 カネツ ガワ ヒフク		その他構成 タ コウセイ				種別 シュベツ		設定時間 セッテイ ジカン		制限値超過時間 セイゲン チ チョウカ ジカン				余裕度
（参考） ヨユウ ド サンコウ		加熱側被覆 カネツ ガワ ヒフク				試験体 シケン タイ		規定上昇温度 キテイ ジョウショウ オンド				45分経過時
上昇温度 フン ケイカ ジ ジョウショウ オンド		余裕度
（参考） ヨユウ ド サンコウ		加熱側被覆 カネツ ガワ ヒフク		その他構成 タ コウセイ

		A		裏面最高温度 ウラメン サイコウ オンド		180℃		64℃		0.64		ALCパネル35ｍｍ		強化せっこうボード15mm キョウカ				18mm中空 チュウクウ		60分 フン		71.5分 フン		裏面最高温度 ウラメン サイコウ オンド		0.19		窯業系サイディング18mm ヨウギョウ ケイ				A		裏面最高温度 ウラメン サイコウ オンド		180℃		42℃		0.77		軽量セメントモルタル15mm+構造用合板9mm ケイリョウ コウゾウヨウ ゴウハン		グラスウール50mm充てん/せっこうボード9.5ｍｍ+12.5ｍｍ重ね張り ジュウ カサ バ

				裏面平均温度 リメン ヘイキン オンド		140℃		57℃		0.59								15mm中実 チュウジツ		60分 フン		63分 フン		裏面最高温度 ウラメン サイコウ オンド		0.05		窯業系サイディング15mm ヨウギョウ ケイ						裏面平均温度 リメン ヘイキン オンド		140℃		21℃		0.85

		B		裏面最高温度 ウラメン サイコウ オンド		180℃		69℃		0.61								15mm中空 チュウクウ		45分 フン		71分 フン		荷重支持能力 カジュウ シジ ノウリョク		0.58		窯業系サイディング15mm+構造用合板9mm ヨウギョウ ケイ コウゾウヨウ ゴウハン				B		裏面最高温度 ウラメン サイコウ オンド		180℃		39℃		0.78

				裏面平均温度 リメン ヘイキン オンド		140℃		58℃		0.59								12mm中実 チュウジツ		45分 フン		60分 フン		裏面最高温度 ウラメン サイコウ オンド		0.33		窯業系サイディング12mm+構造用合板9mm ヨウギョウ ケイ コウゾウヨウ ゴウハン						裏面平均温度 リメン ヘイキン オンド		140℃		23℃		0.83



										余裕度＝（規定温度－計測温度）/規定温度 ヨユウ ド キテイ オンド ケイソク オンド テイジカン キテイ オンド																余裕度＝（制限値時間－設定時間）/設定時間 ヨユウ ド セイゲン チ ジカン セッテイ ジカン セッテイ ジカン														余裕度＝（規定温度－計測温度）/規定温度 ヨユウ ド キテイ オンド ケイソク オンド テイジカン キテイ オンド











		17						18																								20						19

		197		180				198		180										60		71.5				0.1916666667						200		180				199		180

		81		64				87		69										60		63				0.05						62		42				58		39

				116		0.6444444444				111		0.6166666667								45		71				0.5777777778								138		0.7666666667				141		0.7833333333

																				45		60				0.3333333333

		157		140				158		140																						160		140				159		140

		74		57				76		58																						41		21				42		23

				83		0.5928571429				82		0.5857142857																						119		0.85				117		0.8357142857





表2.8試験体 (パワポ) (0417)



		仕様 シヨウ								試験体 シケン タイ		備考 ビコウ

				構造区分 コウゾウ クブン		下地 シタジ		被覆 ヒフク		試験体番号 シケン タイ バンゴウ		備考 ビコウ

		耐火60分		耐力・間仕切壁 マジキ カベ		木・不燃 モク フネン		屋外側：強化せっこうボード(21mm＋15mm)＋繊維強化セメント板（各種）8mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ センイ キョウカ バン カクシュ コクジ シヨウ		FW-6,FW-8		フレキシブル板、スラグせっこう板、けい酸カルシウム板タイプ３で試験を行う イタ イタ サン イタ シケン オコナ

				耐力・外壁		木・不燃 モク フネン		屋外側：強化せっこうボード15mm+ALC50mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ コクジ シヨウ		FW-7

		準耐火60分		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：ALC35mmのみ
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ オクナイ ガワ コクジ シヨウ		QFW60-1

				耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：硬質木片セメント板12mm＋軽量モルタル10mm　計22mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ コウシツ モクヘン バン ケイリョウ ケイ オクナイ ガワ コクジ シヨウ		QFW60-2

				耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：軽量セメントモルタル20mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ ケイリョウ オクナイ ガワ コクジ シヨウ		kQFW60-5,
QFW60-5		有機量による性能の違いを予備実験で確認する ユウキ リョウ セイノウ チガ ヨビ ジッケン カクニン

		準耐
45 タイ		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：硬質木片セメント板15mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ コウシツ モクヘン バン オクナイ ガワ コクジ シヨウ		QFW45-2		15mmの製品は生産されていないが、特注する セイヒン セイサン トクチュウ

		防火構造 ボウ ヒ カマエ ゾウ		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：ALC35mmのみ
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ オクナイ ガワ コクジ シヨウ		PW30-1		加熱時間を延長し、試験結果から準耐火構造へ拡張する カネツ ジカン エンチョウ シケン ケッカ ジュン タイ カ コウゾウ カクチョウ

				耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：硬質木片セメント板12mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ コウシツ モクヘン バン オクナイ ガワ コクジ シヨウ		PW30-2		試験データから性能的には問題がないと思われる シケン セイノウテキ モンダイ オモ

				耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：硬質木片セメント板15mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ コウシツ モクヘン バン オクナイ ガワ コクジ シヨウ		PW30-3		配合組成、凹凸の化粧のあるもの及び中空品の扱いに注意が必要 ハイゴウ ソセイ オウトツ ケショウ オヨ チュウクウ ヒン アツカ チュウイ ヒツヨウ







































		耐火90分 タイ ヒ フン		耐力・外壁
耐力・間仕切壁 タイリョク ガイヘキ タイリョク マジキリ カベ		木・不燃 モク フネン		両面：強化せっこうボード リョウメン キョウカ		kFW90-1,
FW90-1		せっこうボードの厚さは予備実験で決める アツ ヨビ ジッケン キ

				非耐力・間仕切壁 ヒ タイリョク マジキリ カベ		不燃 フネン		両面：けい酸カルシウム板 リョウメン サン イタ		kFW90-2,
FW90-2		けい酸カルシウム板の製造会社による違いを確認する。厚さは予備実験で決める サン イタ セイゾウ カイシャ チガ カクニン アツ ヨビ ジッケン キ





表2.8試験体 (パワポ)



				構造区分 コウゾウ クブン		下地 シタジ		被覆 ヒフク		試験体番号 シケン タイ バンゴウ		備考 ビコウ

		耐火60分		耐力・間仕切壁 マジキ カベ		木・不燃 モク フネン		屋外側：強化せっこうボード(21mm＋15mm)＋繊維強化セメント板（各種）8mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ センイ キョウカ バン カクシュ コクジ シヨウ		FW-6,FW-8		フレキシブル板、スラグせっこう板、けい酸カルシウム板タイプ３で試験を行う イタ イタ サン イタ シケン オコナ

				耐力・外壁		木・不燃 モク フネン		屋外側：強化せっこうボード15mm+ALC50mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ コクジ シヨウ		FW-7

		準耐火60分		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：ALC35mmのみ
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ オクナイ ガワ コクジ シヨウ		QFW60-1

				耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：硬質木片セメント板12mm＋軽量モルタル10mm　計22mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ コウシツ モクヘン バン ケイリョウ ケイ オクナイ ガワ コクジ シヨウ		QFW60-2

				耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：軽量セメントモルタル20mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ ケイリョウ オクナイ ガワ コクジ シヨウ		kQFW60-5,
QFW60-5		有機量による性能の違いを予備実験で確認する ユウキ リョウ セイノウ チガ ヨビ ジッケン カクニン

		準耐
45 タイ		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：硬質木片セメント板15mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ コウシツ モクヘン バン オクナイ ガワ コクジ シヨウ		QFW45-2		15mmの製品は生産されていないが、特注する セイヒン セイサン トクチュウ

		防火構造 ボウ ヒ カマエ ゾウ		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：ALC35mmのみ
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ オクナイ ガワ コクジ シヨウ		PW30-1		加熱時間を延長し、試験結果から準耐火構造へ拡張する カネツ ジカン エンチョウ シケン ケッカ ジュン タイ カ コウゾウ カクチョウ

				耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：硬質木片セメント板12mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ コウシツ モクヘン バン オクナイ ガワ コクジ シヨウ		PW30-2		試験データから性能的には問題がないと思われる シケン セイノウテキ モンダイ オモ

				耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：硬質木片セメント板15mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ コウシツ モクヘン バン オクナイ ガワ コクジ シヨウ		PW30-3		配合組成、凹凸の化粧のあるもの及び中空品の扱いに注意が必要 ハイゴウ ソセイ オウトツ ケショウ オヨ チュウクウ ヒン アツカ チュウイ ヒツヨウ







































		耐火90分 タイ ヒ フン		耐力・外壁
耐力・間仕切壁 タイリョク ガイヘキ タイリョク マジキリ カベ		木・不燃 モク フネン		両面：強化せっこうボード リョウメン キョウカ		kFW90-1,
FW90-1		せっこうボードの厚さは予備実験で決める アツ ヨビ ジッケン キ

				非耐力・間仕切壁 ヒ タイリョク マジキリ カベ		不燃 フネン		両面：けい酸カルシウム板 リョウメン サン イタ		kFW90-2,
FW90-2		けい酸カルシウム板の製造会社による違いを確認する。厚さは予備実験で決める サン イタ セイゾウ カイシャ チガ カクニン アツ ヨビ ジッケン キ







表2.8試験体



				構造区分 コウゾウ クブン		下地 シタジ		被覆 ヒフク		検討結果 ケントウ ケッカ		試験体番号
（第３章参照） シケン タイ バンゴウ ダイ ショウ サンショウ

		耐火60分 タイ ヒ フン		非耐力・外壁 ヒ タイリョク ガイヘキ		不燃 フネン		屋外側：ALC50mmのみ
屋内側：なし オクガイ ガワ オクナイ ガワ		既存試験結果から耐火性能確保が不確実なため除外する キゾン シケン ケッカ タイカ セイノウ カクホ フカクジツ ジョガイ

				耐力・非耐力・間仕切壁 タイリョク ヒ タイリョク マジキ カベ		不燃 フネン		両面：ALC35mm リョウメン		ニーズが少ない可能性があり除外する スク カノウセイ ジョガイ

				耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木・不燃 モク フネン		屋外側：ALC50mm＋窯業系サイディング15mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ ヨウギョウ ケイ オクナイガワ コクジ シヨウ		耐火性能確保が不確実なため保留する タイカ セイノウ カクホ フカクジツ ホリュウ

				耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木・不燃 モク フネン		屋外側：強化せっこうボード(21mm＋15mm)＋繊維強化セメント板（各種）8mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ センイ キョウカ バン カクシュ コクジ シヨウ		フレキシブル板で試験を行う イタ シケン オコナ		FW-5

				
耐力・間仕切壁 マジキ カベ		木・不燃 モク フネン		屋外側：強化せっこうボード(21mm＋15mm)＋繊維強化セメント板（各種）8mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ センイ キョウカ バン カクシュ コクジ シヨウ		フレキシブル板、スラグせっこう板、けい酸カルシウム板タイプ３で試験を行う イタ イタ サン イタ シケン オコナ		FW-6,FW-8

				耐力・外壁		木・不燃 モク フネン		屋外側：強化せっこうボード15mm+ALC50mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ コクジ シヨウ		関係団体の意向が高い カンケイ ダンタイ イコウ タカ		FW-7

				耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木・不燃 モク フネン		屋外側：強化せっこうボード(21mm＋21mm)＋金属サイディング(芯材ロックウール)
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ キンゾク シン ザイ コクジ シヨウ		金属製サイディングとしてパネル化されているものが多いので除外する キンゾク セイ カ オオ ジョガイ

		準耐火60分 ジュン タイ ヒ フン		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：ALC35mmのみ
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ オクナイ ガワ コクジ シヨウ		防火構造の試験結果から拡張する ボウカ コウゾウ シケン ケッカ カクチョウ

				耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：硬質木片セメント板＋（最薄）軽量モルタル　計20mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ コウシツ モクヘン バン ケイリョウ ケイ オクナイ ガワ コクジ シヨウ		硬質木片セメント板の最薄は12mm、軽量モルタルの施工上の最薄は10mmのため、両者最薄の仕様とする コウシツ モクヘン イタ サイウス ケイリョウ セコウ ジョウ サイウス リョウシャ サイウス シヨウ		QFW60-2

				耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：（最薄）硬質木片セメント板＋軽量モルタル　計20mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ コウシツ モクヘン バン ケイリョウ ケイ オクナイ ガワ コクジ シヨウ

				耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：合板＋窯業系サイティング15mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ ゴウハン ヨウギョウ ケイ オクナイ ガワ コクジ シヨウ		高度な管理が必要との関係団体の意向から除外する コウド カンリ ヒツヨウ カンケイ ダンタイ イコウ ジョガイ

				耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：軽量セメントモルタル20mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ ケイリョウ オクナイ ガワ コクジ シヨウ		有機量による性能の違いを予備実験で確認する ユウキ リョウ セイノウ チガ ヨビ ジッケン カクニン		kQFW60-5,QFW60-5

		準耐火45分 ジュン タイ ヒ フン		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：ALC35mmのみ
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ オクナイ ガワ コクジ シヨウ		防火構造の試験結果から拡張する ボウカ コウゾウ シケン ケッカ カクチョウ

				耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：硬質木片セメント板15mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ コウシツ モクヘン バン オクナイ ガワ コクジ シヨウ		15mmの製品は生産されていないが、特注する セイヒン セイサン トクチュウ		QFW45-2

				耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：窯業系サイティング15mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ ヨウギョウ ケイ オクナイ ガワ コクジ シヨウ		関係団体の意向が高くないので除外する カンケイ ダンタイ イコウ タカ ジョガイ

				耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：軽量セメントモルタル20mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ ケイリョウ オクナイ ガワ コクジ シヨウ		準耐火60分の予備実験の結果で判断する ジュン タイ カ フン ヨビ ジッケン ケッカ ハンダン

		防火構造 ボウ ヒ カマエ ゾウ		耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：ALC35mmのみ
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ オクナイ ガワ コクジ シヨウ		加熱時間を延長し、試験結果から準耐火構造へ拡張する カネツ ジカン エンチョウ シケン ケッカ ジュン タイ カ コウゾウ カクチョウ		PW30-1

				耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：硬質木片セメント板12mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ コウシツ モクヘン バン オクナイ ガワ コクジ シヨウ		試験データから性能的には問題がないと思われる シケン セイノウテキ モンダイ オモ		PW30-2

				耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：軽量セメントモルタル20mm
屋内側：告示 オクガイ ガワ ケイリョウ オクナイ ガワ コクジ		準耐火60分の予備実験の結果で判断する ジュン タイ カ フン ヨビ ジッケン ケッカ ハンダン

				耐力・外壁 タイリョク ガイヘキ		木 モク		屋外側：窯業系サイティング15mm
屋内側：告示仕様 オクガイ ガワ ヨウギョウ ケイ オクナイ ガワ コクジ シヨウ		性能評価の試験成績書で判断が可能であるため、試験は行わない。 セイノウ ヒョウカ シケン セイセキショ ハンダン カノウ シケン オコナ		加熱試験は行わないが、告示化の検討対象とする カネツ シケン オコナ コクジ カ ケントウ タイショウ



		法改正対応 ホウカイセイ タイオウ







































		耐火90分 タイ ヒ フン		耐力・外壁
耐力・間仕切壁 タイリョク ガイヘキ タイリョク マジキリ カベ		木・不燃 モク フネン		両面：強化せっこうボード リョウメン キョウカ		せっこうボードの厚さは予備実験で決める アツ ヨビ ジッケン キ		kFW90-1,FW90-1

				非耐力・間仕切壁 ヒ タイリョク マジキリ カベ		不燃 フネン		両面：けい酸カルシウム板 リョウメン サン イタ		けい酸カルシウム板の製造会社による違いを確認する。厚さは予備実験で決める。 サン イタ セイゾウ カイシャ チガ カクニン アツ ヨビ ジッケン キ		kFW90-2,FW90-2







認定件数

				構造種別		部位		耐力/非耐力 タイリョク ヒ タイリョク		時間		認定番号		総件数 ソウ		移行認定後(*)

				耐火構造		外壁		耐力		60分		FP060BE		206		129

										120分		FP120BE		78		11

								非耐力		30分		FP030NE		121		50

										60分		FP060NE		401		145

						間仕切壁		耐力		60分		FP060BP		65		54

										120分		FP120BP		5		0

								非耐力		60分		FP060NP		746		368

				準耐火構造		外壁		耐力		45分		QF045BE		1296		1135

										60分		QF060BE		219		169

								非耐力		30分		QF030NE		8		1

										45分		QF045NE		48		33

										60分		QF060NE		6		5

						間仕切壁		耐力		45分		QF045BP		135		88

										60分		QF060BP		68		42

								非耐力		45分		QF045NP		76		19

										60分		QF060NP		37		37

				防火構造		外壁		耐力		30分		PC030BE		3646		3090

								非耐力		30分		PC030NE		348		189





被覆材分類 (ﾊﾟﾜﾎﾟ)

				分類名		材料名称						分類名		材料名称

				ALC板系		ALCパネル						けい酸カルシウム板系		セメントけい酸カルシウム板

						軽量気泡コンクリートパネル								繊維混入けい酸カルシウム板

				コンクリート板系		リブ付中型コンクリートパネル								けい酸カルシウム板

						コンクリート板						スラグせっこう板系		繊維混入スラグせっこう板

				せっこうボード製品		強化せっこうボード								繊維混入パーライトスラグせっこう板

						せっこうボード								スラグセメントパーライト板

						せっこう板								スラグせっこう板

						繊維混入せっこう板						火山性ガラス質複層板		火山性ガラス質複層板

						ガラス繊維布張せっこう板						セメント板		押出成型セメント板 オシダシ セイケイ

						薬剤処理ボード用原紙張せっこう板								GRC板

				軽量セメントモルタル		水酸化アルミニウム混入軽量セメントモルタル塗						繊維混入パーライトセメント板		繊維混入パーライトセメント板

						軽量セメントモルタル塗						木質系セメント板系		木毛セメント板

						軽量セメントモルタル								硬質木片セメント板

				セメントモルタル		ガラス繊維ネット張セメントモルタル板								パルプセメント板

						セメントモルタル塗								複合金属サイディング

						セメントモルタル						合板・構造用合板等		構造用合板

						しっくい								構造用パネル

				窯業系サイディング		窯業系サイディング								合板

						繊維補強セメントけい酸カルシウム板								木質接着複合パネル

						木繊維混入セメントけい酸カルシウム板								木質系パネル

						繊維混入セメントけい酸カルシウム板								パーティクルボード

				繊維強化セメント板		繊維強化セメント板						木質系ボード		木質系ボード

						繊維補強セメント板						繊維板		ファイバーボード

						繊維混入セメント板								繊維板

						スレート板						きずり		きずり

						繊維強化セメント板系パネル						木板		木板

						スレート						下地材		下地材

												鋼板・金属板		金属板

														鋼板

												吹付けロックウール		吹付けロックウール







被覆材分類

				分類名		材料名称						分類名		材料名称

				ALC板系		ALCパネル						けい酸カルシウム板系		石綿セメントけい酸カルシウム板

						軽量気泡コンクリートパネル								石綿けい酸カルシウム板

				コンクリート板系		リブ付中型コンクリートパネル								繊維混入けい酸カルシウム板

						コンクリート板								けい酸カルシウム板

				せっこうボード製品		強化せっこうボード						スラグせっこう板系		繊維混入スラグせっこう板

						せっこうボード								繊維混入パーライトスラグせっこう板

						せっこう板								スラグセメントパーライト板

						繊維混入せっこう板								スラグせっこう板

						ガラス繊維布張せっこう板						火山性ガラス質複層板		火山性ガラス質複層板

						薬剤処理ボード用原紙張せっこう板						セメント板		セメント板

				軽量セメントモルタル		水酸化アルミニウム混入軽量セメントモルタル塗						繊維混入パーライトセメント板		繊維混入パーライトセメント板

						軽量セメントモルタル塗						木質系セメント板系		木毛セメント板

						軽量セメントモルタル								硬質木片セメント板

				セメントモルタル		ガラス繊維ネット張セメントモルタル板								パルプセメント板

						セメントモルタル塗								複合金属サイディング

						セメントモルタル						合板・構造用合板等		構造用合板

						しっくい								構造用パネル

				窯業系サイディング		窯業系サイディング								合板

						繊維補強セメントけい酸カルシウム板								木質接着複合パネル

						木繊維混入セメントけい酸カルシウム板								木質系パネル

						繊維混入セメントけい酸カルシウム板								パーティクルボード

				繊維強化セメント板		繊維強化セメント板						木質系ボード		木質系ボード

						繊維補強セメント板						繊維板		ファイバーボード

						繊維混入セメント板								繊維板

						石綿セメント板						きずり		きずり

						石綿スレート板						木板		木板

						繊維強化セメント板系パネル						下地材		下地材

						スレート						鋼板・金属板		金属板

														鋼板

												吹付けロックウール		吹付けロックウール







試験体候補の選定(3)

10

耐火
時間

試験体番号
構造
区分

下地
荷重支持部材

被覆材とその仕様 製作
載荷

非載荷 備考

FP060-CN1 柱
鉄骨
□200×200

ＡＬＣ板(ﾒﾀﾙﾗｽ) 35mm　　留付ピッチ@600

下地鋼材　[ 60×30×10×t1.6
● 非載荷

FP060-CN2 柱
鉄骨
□300×300

ＡＬＣ板(ﾒﾀﾙﾗｽ) 35mm　　留付ピッチ@600

下地鋼材　[ 60×30×10×t1.6
● 非載荷

FP060-CN3 柱
鉄骨
□200×200

ＡＬＣ板(ﾒﾀﾙﾗｽ) 35mm　　留付ピッチ@300

下地鋼材　[ 60×30×10×t1.6
● 非載荷

FP060-CN4 柱
鉄骨
□300×300

ＡＬＣ板(ﾒﾀﾙﾗｽ) 35mm　　留付ピッチ@300

下地鋼材　[ 60×30×10×t1.6
● 非載荷

FP060-CN5 柱
鉄骨
□200×200

強化せっこうボードGB-F(V)15mm+15mm

下地鋼材[45×45×ｔ0.5
● 非載荷

裏あて材：鋼板

目地処理なし

FP060-CN6 柱
鉄骨
□300×300

強化せっこうボードGB-F(V)12.5mm+12.5mm

下地鋼材[45×45×ｔ0.5
● 非載荷

裏あて材：鋼板

目地処理なし

FP060-CN7 柱
鉄骨
□200×200

強化せっこうボードGB-F(V)25mm

下地鋼材[45×45×ｔ0.5
● 非載荷

裏あて材：鋼板

目地処理なし

FP060-CN8 柱
鉄骨
□300×300

強化せっこうボードGB-F(V)25mm

下地鋼材[50×45×ｔ0.8
● 非載荷

裏あて材：GB-

F(Ｖ)、目地処理

あり

FP060-CN9 柱 － 繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　20mm
既存試験デー

タから決定

FP060-CN10 柱 － 繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK　25mm
今回のはり60分の試

験結果や既存試験を

参照

FP060-CN11 柱 － 吹付ロックウール 30mm旧通則認定G1211
既存試験デー

タから決定

FP060-BM1 はり
鉄骨
H400×200

強化せっこうボードGB-F(V)21mm

下地鋼材[45×45×ｔ0.5
● 非載荷

裏あて材：鋼板

目地処理なし

FP060-BM2 はり
鉄骨
H400×200

強化せっこうボードGB-F(V)25mm

下地鋼材[50×45×ｔ0.8
● 非載荷

裏あて材：GB-

F(Ｖ)、目地処理

あり

FP060-BM3 はり
(小梁)

鉄骨
H200×100

繊維混入けい酸カルシウム板　0.2TK　40mm
直下張り、スペーサーけいカル板、留付ピッチ@200

● 非載荷

留付け釘L65

(セメントコート

連結釘)

FP060-BM4 はり
鉄骨
H400×200

繊維混入けい酸カルシウム板　0.2TK　25mm
直下張り、スペーサーけいカル板、留付ピッチ@200

● 非載荷

留付け釘L90

(セメントコート

連結釘)

FP060-BM5 はり － 繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　20mm
既存試験デー

タから判定

FP060-BM6 はり － 吹付ロックウール 30mm旧通則認定G1211
既存試験デー

タから判定

FP060-FL1 床 －
合成スラブ　デッキプレート高さ50mm、コンク
リート厚さ80mm【(通)F1001連続支持、(通)F1002単純

既存試験デー

タから決定

FP060-FL2 床 －
合成スラブ　デッキプレート高さ75mm、コンク
リート厚さ80mm【(通)F1001連続支持、(通)F1002単純

既存試験デー

タから決定

耐
火

6
0
分


告示候補

																				耐火60分

																				種類 シュルイ		下地等 シタジ トウ		仕様 シヨウ		留意事項 リュウイ ジコウ		備考 ビコウ

						FP060-CN4		柱 ハシラ		鉄骨
□300×300 テッコツ		ＡＬＣ板(ﾒﾀﾙﾗｽ) 35mm　　留付ピッチ@300
下地鋼材　[ 60×30×10×t1.6 バン ト ツ シタジ コウザイ		●		○		○		柱 ハシラ		鉄骨 テッコツ		ＡＬＣ板(ﾒﾀﾙﾗｽ) 35mm		留付ピッチ@300、小断面不可 ショウダンメン フカ		FP060-CN4				354.6		340.9

						FP060-CN8		柱 ハシラ		鉄骨
□300×300 テッコツ		強化せっこうボードGB-F(V)25mm
下地鋼材[50×45×ｔ0.8 キョウカ シタジ コウザイ		●		○		○		柱 ハシラ		鉄骨 テッコツ		強化せっこうボード
GB-F(V)25mm		目地処理あり、下地鋼材[50×45×ｔ0.8 メジ ショリ		FP060-CN8		裏あて材：GB-F(Ｖ)目地処理あり ウラ ザイ メジ ショリ		342.5		327.3

						FP060-CN9		柱 ハシラ		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　20mm				－		○		柱 ハシラ		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　20mm		－		既存データ、耐火性能検証法		既存データ、耐火性能検証法

						FP060-CN10		柱 ハシラ		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK　25mm				－		○		柱 ハシラ		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK　25mm		比重0.3以上,箱張りに限る ヒジュウ イジョウ		既存データ、FP060-BM3の結果等		既存データ、FP060-BM3の結果等 キゾン ケッカナド

						FP060-CN11		柱 ハシラ		鉄骨 テッコツ		吹付ロックウール 30mm【(通)C1211】 ツウ				－		○		柱 ハシラ		鉄骨 テッコツ		吹付ロックウール 30mm		比重0.3以上,ロックウールはセメントの1.5倍以上 ヒジュウ イジョウ バイイジョウ		既存データ、耐火性能検証法		既存データ、耐火性能検証法

						FP060-BM2		はり		鉄骨
H400×200 テッコツ		強化せっこうボードGB-F(V)25mm
下地鋼材[50×45×ｔ0.8 キョウカ シタジ コウザイ		●		○		○		はり		鉄骨 テッコツ		強化せっこうボードGB-F(V)25mm キョウカ		目地処理あり、下地鋼材[50×45×ｔ0.8 メジ ショリ		FP060-BM2		裏あて材：GB-F(Ｖ)目地処理あり ウラ ザイ メジ ショリ		301.2		292.3

						FP060-BM3		はり
(小はり) コ		鉄骨
H200×100 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板　0.2TK　40mm
直下張り、スペーサーけいカル板、留付ピッチ@200 チョッカ バ イタ ト ツ		●		○		○		はり
(小はり) コ		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板　0.2TK　40mm		小断面用の仕様 ショウダンメン ヨウ シヨウ		FP060-BM3		留付け釘L90
(セメントコート連結釘) ト ツ クギ レンケツ クギ		293.1		283.1

						FP060-BM4		はり		鉄骨
H400×200 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板　0.2TK　25mm
直下張り、スペーサーけいカル板、留付ピッチ@200 チョッカ バ イタ ト ツ		●		○		○		はり		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板　0.2TK　25mm				FP060-BM4		留付け釘L65
(セメントコート連結釘) ト ツ クギ レンケツ クギ		296		284

						FP060-BM5		はり		鉄骨		繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　20mm				－		○		はり		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　20mm				既存データ、耐火性能検証法		既存データ、耐火性能検証法

						FP060-BM6		はり		鉄骨		吹付ロックウール 30mm【(通)G1211】				－		○		はり		鉄骨 テッコツ		吹付ロックウール 30mm		比重0.3以上,ロックウールはセメントの1.5倍以上 ヒジュウ イジョウ バイイジョウ		既存データ、耐火性能検証法		既存データ、耐火性能検証法

						FP060-FL1		床 ユカ		鉄骨		合成スラブ　デッキプレート高さ50mm、コンクリート厚さ80mm【(通)F1001連続支持、(通)F1002連続支持】 ゴウセイ タカ アツ ツウ レンゾク シジ ツウ レンゾク シジ				－		○		床 ユカ		鉄骨 テッコツ		合成スラブ　デッキプレート高さ50mm、コンクリート厚さ80mm		スパン制限あり セイゲン		既存データ、耐火性能検証法		既存データ、耐火性能検証法

						FP060-FL2		床 ユカ		鉄骨		合成スラブ　デッキプレート高さ75mm、コンクリート厚さ80mm【(通)F1001連続支持、(通)F1002連続支持】 ゴウセイ タカ アツ				－		○		床 ユカ		鉄骨 テッコツ		合成スラブ　デッキプレート高さ75mm、コンクリート厚さ80mm		スパン制限あり セイゲン		既存データ、耐火性能検証法		既存データ、耐火性能検証法



																				耐火120分

																				種類 シュルイ		下地等 シタジ トウ		仕様 シヨウ		留意事項 リュウイ ジコウ		備考 ビコウ

						FP120-CN4		柱 ハシラ		鉄骨
□300×300 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　35mm				－		○		柱 ハシラ		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　35mm				既存データ、耐火性能検証法		既存データ、耐火性能検証法

						FP120-CN5		柱 ハシラ		鉄骨		繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK　40mm				－		○		柱 ハシラ		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK　40mm				既存データ、FP060-BM3の結果等		既存データ、FP060-BM3の結果等 キゾン ケッカナド

						FP120-BM2		はり		鉄骨		繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　35mm				－		○		はり		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　35mm				既存データ、耐火性能検証法		既存データ、耐火性能検証法

						FP120-BM3		はり		鉄骨		繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK　40mm				－		○		はり		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK　40mm				既存データ、FP060-BM3の結果等		既存データ、FP060-BM3の結果等 キゾン ケッカナド



																				耐火30分

																				種類 シュルイ		下地等 シタジ トウ		仕様 シヨウ		留意事項 リュウイ ジコウ		備考 ビコウ

				耐火30分 タイカ フン		FP030-RF1		屋根 ヤネ		金属板屋根 キンゾクバン ヤネ		無機質断熱材裏張/金属板屋根　【旧通則仕様】 キュウ ツウソク シヨウ				－		○		屋根 ヤネ		金属板屋根 キンゾクバン ヤネ		無機質断熱材裏張				既存データ、耐火性能検証法		既存データ、耐火性能検証法



																				準耐火60分 ジュン タイカ

																				種類 シュルイ		下地等 シタジ トウ		仕様 シヨウ		留意事項 リュウイ ジコウ		備考 ビコウ

				準耐火60分		QF060-FL1		床 ユカ		木 モク		ＡＬＣ板100mm（メッシュ鉄筋）　支点間2,000
ＡＬＣ目地部：マルカン、目地鉄筋、モルタル充填 バン シテン アイダ メジ ブ メジ テッキン ジュウテン		●		○		○		床 ユカ		木 キ		ＡＬＣ板100mm（メッシュ鉄筋）		支点間距離2,000mm キョリ		QF060-FL1		はり集成材準耐火60分の燃えしろ設計 シュウセイザイ ジュン タイカ ブン モ セッケイ		44.4mm		2.8mm/分 フン		92.2℃		56.6℃



																				準耐火30分 ジュン

																				種類 シュルイ		下地等 シタジ トウ		仕様 シヨウ		留意事項 リュウイ ジコウ		備考 ビコウ

				準耐火30分 ジュン タイカ フン		QF030-RF　A1		屋根 ヤネ		木 モク		加熱側：せっこうボード12.5mm+ロックウール吸音板9mm
非加熱側：構造用合板9.0mm+強化せっこうボードGB-F(V)12.5mm カネツ ガワ キュウオンバン イタ ヒ カネツ ガワ コウゾウヨウ ゴウハン キョウカ		●		○		○		屋根 ヤネ		木 キ		加熱側：せっこうボード12.5mm+ロックウール吸音板9mm
非加熱側：構造用合板9.0mm+強化せっこうボードGB-F(V)12.5mm カネツ ガワ キュウオンバン イタ ヒ カネツ ガワ コウゾウヨウ ゴウハン キョウカ				QF030-RF　A1		1)非加熱側は全て構造用合板9mm
＋強化せっこうボードGB-F(V)12.5mm
2)母屋：105×105
垂木：45×60
野地：40×30
は全て同じ ヒ カネツ ガワ スベ コウゾウヨウ ゴウハン キョウカ オモヤ タルキ ノジ スベ オナ		40.5分 フン		36.5分 フン		50.5分 フン		49.8分 フン		57.8分 フン		55.8分 フン

						QF030-RF　A2		屋根 ヤネ		木 モク		加熱側：グラスウール24k　50mm+強化せっこうボードGB-F(V)12.5mm		●		○		○		屋根 ヤネ		木 キ		加熱側：グラスウール24k　50mm+強化せっこうボードGB-F(V)12.5mm				QF030-RF　A2				17.3分 フン		17分 フン		34.3分 フン		33.5分 フン		43.8分 フン		41.3分 フン

						QF030-RF　B1		屋根 ヤネ		木 モク		加熱側：強化せっこうボードGB-F(V)15mm キョウカ		●		○		○		屋根 ヤネ		木 キ		加熱側：強化せっこうボードGB-F(V)15mm　 キョウカ				QF030-RF　B1				26.3分 フン		24.3分 フン		33.8分 フン		33.5分 フン		45分まで実施（260℃到達前に消火） フン ジッシ トウタツ マエ ショウカ		44分 フン



																				準耐火45分 ジュン

																				種類 シュルイ		下地等 シタジ トウ		仕様 シヨウ		留意事項 リュウイ ジコウ		備考 ビコウ

				準耐火45分		QF045-RS1		軒裏 ノキウラ		木 モク		野地板仕様硬質木片セメント板12mm+軽量セメントモルタル10mm ノジイタ シヨウ コウシツ モクヘン イタ ケイリョウ		●		○		○		軒裏 ノキウラ		木・鉄 キ テツ		野地板仕様硬質木片セメント板12mm+軽量セメントモルタル10mm ノジイタ シヨウ コウシツ モクヘン イタ ケイリョウ				QF045-RS1		1)軽量セメントモルタル
有機質量8％以下
2)平ラス、アスファルトフェルトあり ケイリョウ ユウ キ シツリョウ イカ タイ		64.5分 フン		70分 フン

						QF045-RS2		軒裏 ノキウラ		木 モク		小幅板仕様：厚さ12mm，幅75mm（アキ30mm）軽量セメントモルタル20mm コハバ イタ シヨウ アツ ハバ ケイリョウ		●		○		○		軒裏 ノキウラ		木・鉄 キ テツ		小幅板仕様：厚さ12mm，幅75mm（アキ30mm）軽量セメントモルタル20mm コハバ イタ シヨウ アツ ハバ ケイリョウ				QF045-RS2				67分 フン		70.8分 フン

						QF045-RS3		軒裏 ノキウラ		木 モク		小幅板仕様：厚さ12mm，幅75mm（アキ30mm）軽量セメントモルタル30mm コハバ イタ シヨウ アツ ハバ ケイリョウ		●		○		○		軒裏 ノキウラ		木・鉄 キ テツ		小幅板仕様：厚さ12mm，幅75mm（アキ30mm）軽量セメントモルタル30mm コハバ イタ シヨウ アツ ハバ ケイリョウ				QF045-RS3				94.8分 フン		97.5分 フン









mailto:留付ピッチ@300、小断面不可
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				耐火被覆材施工要領書等（既存） タイカ ヒフク ザイ セコウ ヨウリョウ ショ ナド キゾン

																																		△→●				△		△→●

				被覆材 ヒフク ザイ		団体名 ダンタイ メイ		施工要領書等 セコウ ヨウリョウショ ナド		発行時期 ハッコウ ジキ		発行者 ハッコウシャ		備考 ビコウ		試験体図あり シケンタイ ズ		試験体図未了 シケンタイ ズ ミリョウ		FW-5		FW-6		FW-7		FW90-1		FW90-2		QWF60-2		QFW60-5		QFW45-2		PW30-1		PW30-2		PW30-3

				ALCパネル		ALC協会		ALCパネル構造設計指針・同解説 コウゾウ セッケイ シシン ドウ カイセツ		平成２５年１２月 ヘイセイ ネン ガツ		ALC協会 キョウカイ		監修　独法建築研究所 カンシュウ ドッポウ ケンチクケンキュウジョ		FW-7,PW30-1								○												○

								ALCパネル取付け構法標準・同解説 トリツケ コウホウ ヒョウジュン ドウ カイセツ		平成２５年１２月 ヘイセイ ネン ガツ		ALC協会 キョウカイ		上記冊子に参考資料として添付 ジョウキ サッシ サンコウ シリョウ テンプ

								ALC薄型パネル設計施工指針・同解説
(外壁および間仕切壁編） ウスガタ セッケイ セコウ シシン ドウカイセツ ガイヘキ マジキリ カベ ヘン		平成１４年１０月 ヘイセイ ネン ガツ		ALC協会 キョウカイ

								JASS２１　2005　ALCパネルパネル工事 コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ		ALC厚形パネルの建築工事標準仕様書 アツ ガタ ケンチク コウジ ヒョウジュン シヨウショ

								JASS27　2011　乾式外壁工事 カンシキ ガイヘキ コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ		ALC薄形パネルの建築工事標準仕様書 ウス ガタ ケンチク コウジ ヒョウジュン シヨウショ

				せっこうボード		石膏ボード工業会		石膏ボードハンドブック（平成２４年版） セッコウ ヘイセイ ネンバン		平成２４年４月 ヘイセイ ネン ガツ		石膏ボード工業会 セッコウ コウギョウカイ		第３編施工編、
第４編施工材料・機具工具編 ダイ ヘン セコウ ヘン ダイ ヘン セコウ ザイリョウ キグ コウグ ヘン		FW90-1										○

				軽量セメントモルタル ケイリョウ		日本建築仕上材工業会		ラス下地既調合軽量セメントモルタル塗り工法施工要領書（案）第1.0版 シタジ キ チョウゴウ ケイリョウ ヌ コウホウ セコウ ヨウリョウショ アン ダイ ハン		平成２５年６月 ヘイセイ ネン ガツ		日本建築仕上材工業会軽量セメントモルタル部会技術委員会 ニホン ケンチク シアゲ ザイ コウギョウカイ ケイリョウ ブカイ ギジュツ イインカイ						QFW60-2、QFW60-5												◎		○

								JASS15　左官工事 サカン コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ

				窯業系サイディング ヨウギョウケイ		日本窯業外装材協会		窯業系サイディングと標準施工　第2版　第2刷 ヨウギョウ ケイ ヒョウジュン セコウ ダイ ハン ス		平成２３年４月 ヘイセイ ネン ガツ		日本窯業外装材協会 ニホン ヨウギョウ ガイソウザイ キョウカイ		監修　NPO法人住宅外装テクニカルセンター カンシュウ ホウジン ジュウタク ガイソウ				PW30-3																						○

								窯業系サイディング技術資料Vol.6
準耐火構造・防火構造の設計と施工 ヨウギョウ ケイ ギジュツ シリョウ ジュン タイ カ コウゾウ ボウカ コウゾウ セッケイ セコウ		平成１４年１１月 ヘイセイ ネン ガツ		日本窯業外装材協会 ニホン ヨウギョウ ガイソウザイ キョウカイ		監修　NPO法人住宅外装テクニカルセンター カンシュウ ホウジン ジュウタク ガイソウ

				スレート		せんい強化セメント板協会										FW-5、FW-6				○		○

				ケイ酸カルシウム板 サン バン				技術資料　けい酸カルシウム板タイプ２ ギジュツ シリョウ サン バン		平成２６年１月 ヘイセイ ネン ガツ		せんい強化セメント板協会 キョウカ イタ キョウカイ				FW90-2												○

				木毛セメント板 モクモウ イタ		全国木質セメント板工業会		木毛セメント板 モクモウ イタ				全国木質セメント板工業会		パンフレット（簡単な施工方法紹介） カンタン セコウ ホウホウ ショウカイ

				硬質木片セメント板				木質セメント板ガイドブック モクシツ イタ		平成２３年３月 ヘイセイ ネン ガツ		全国木質セメント板工業会		冊子（ディテールを紹介） サッシ ショウカイ		PW30-2		QFW60-2、QFW45-2												◎				○				○

				スラグせっこう板				設計・施工図 セッケイ セコウ ズ				エヌビーエル株式会社 カブシキガイシャ		HPで施工方法、施工要領を公表 セコウ ホウホウ セコウ ヨウリョウ コウヒョウ		FW-6						○





施工要領書リスト (パワポ)

				耐火被覆材施工要領書等（既存） タイカ ヒフク ザイ セコウ ヨウリョウ ショ ナド キゾン

																																		△→●				△		△→●

				団体名 ダンタイ メイ		関連材料 カンレン ザイリョウ		施工要領書等 セコウ ヨウリョウショ ナド		発行時期 ハッコウ ジキ		発行者 ハッコウシャ		備考 ビコウ		試験体図あり シケンタイ ズ		試験体図未了 シケンタイ ズ ミリョウ		FW-5		FW-6		FW-7		FW90-1		FW90-2		QWF60-2		QFW60-5		QFW45-2		PW30-1		PW30-2		PW30-3

				ALC協会		ALCパネル		ALCパネル構造設計指針・同解説 コウゾウ セッケイ シシン ドウ カイセツ		平成２５年１２月 ヘイセイ ネン ガツ		ALC協会 キョウカイ		監修　独法建築研究所 カンシュウ ドッポウ ケンチクケンキュウジョ		FW-7,PW30-1								○												○

								ALCパネル取付構法標準・同解説 トリツケ コウホウ ヒョウジュン ドウ カイセツ				ALC協会 キョウカイ		上記冊子に参考資料として添付 ジョウキ サッシ サンコウ シリョウ テンプ

								ALC薄型パネル設計施工指針・同解説
(外壁および間仕切壁編） ウスガタ セッケイ セコウ シシン ドウカイセツ ガイヘキ マジキリ カベ ヘン		平成１４年１０月 ヘイセイ ネン ガツ		ALC協会 キョウカイ

								JASS２１　2005　ALCパネルパネル工事 コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ		ALC厚形パネルの建築工事標準仕様書 アツ ガタ ケンチク コウジ ヒョウジュン シヨウショ

								JASS27　2011　乾式外壁工事 カンシキ ガイヘキ コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ		ALC薄形パネルの建築工事標準仕様書 ウス ガタ ケンチク コウジ ヒョウジュン シヨウショ

				石膏ボード工業会		せっこうボード		石膏ボードハンドブック（平成２４年版） セッコウ ヘイセイ ネンバン		平成２４年４月 ヘイセイ ネン ガツ		石膏ボード工業会 セッコウ コウギョウカイ		第３編施工編、
第４編施工材料・機具工具編 ダイ ヘン セコウ ヘン ダイ ヘン セコウ ザイリョウ キグ コウグ ヘン		FW90-1										○

				日本建築仕上材工業会		軽量セメントモルタル ケイリョウ		ラス下地既調合軽量セメントモルタル塗り工法施工要領書（案）第1.0版 シタジ キ チョウゴウ ケイリョウ ヌ コウホウ セコウ ヨウリョウショ アン ダイ ハン		平成２５年６月 ヘイセイ ネン ガツ		日本建築仕上材工業会軽量セメントモルタル部会技術委員会 ニホン ケンチク シアゲ ザイ コウギョウカイ ケイリョウ ブカイ ギジュツ イインカイ						QFW60-2、QFW60-5												◎		○

								JASS15　左官工事 サカン コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ

				日本窯業外装材協会		窯業系サイディング ヨウギョウケイ		窯業系サイディングと標準施工　第2版 ヨウギョウ ケイ ヒョウジュン セコウ ダイ ハン		平成２３年４月 ヘイセイ ネン ガツ		日本窯業外装材協会 ニホン ヨウギョウ ガイソウザイ キョウカイ		監修　NPO法人住宅外装テクニカルセンター カンシュウ ホウジン ジュウタク ガイソウ				PW30-3																						○

								窯業系サイディング技術資料Vol.6
準耐火構造・防火構造の設計と施工 ヨウギョウ ケイ ギジュツ シリョウ ジュン タイ カ コウゾウ ボウカ コウゾウ セッケイ セコウ		平成１４年１１月 ヘイセイ ネン ガツ		日本窯業外装材協会 ニホン ヨウギョウ ガイソウザイ キョウカイ		監修　NPO法人住宅外装テクニカルセンター カンシュウ ホウジン ジュウタク ガイソウ

				せんい強化セメント板協会		スレート										FW-5、FW-6				○		○

						ケイ酸カルシウム板 サン バン		技術資料　けい酸カルシウム板タイプ２ ギジュツ シリョウ サン バン		平成２６年１月 ヘイセイ ネン ガツ		せんい強化セメント板協会 キョウカ イタ キョウカイ				FW90-2												○

				全国木質セメント板工業会		木毛セメント板 モクモウ イタ		木毛セメント板 モクモウ イタ				全国木質セメント板工業会		パンフレット（簡単な施工方法紹介） カンタン セコウ ホウホウ ショウカイ

						硬質木片セメント板		木質セメント板ガイドブック モクシツ イタ		平成２３年３月 ヘイセイ ネン ガツ		全国木質セメント板工業会		冊子（ディテールを紹介） サッシ ショウカイ		PW30-2		QFW60-2、QFW45-2												◎				○				○

						スラグせっこう板		設計・施工図 セッケイ セコウ ズ				エヌビーエル株式会社 カブシキガイシャ		HPで施工方法、施工要領を公表 セコウ ホウホウ セコウ ヨウリョウ コウヒョウ		FW-6						○





施工要領書リスト

				耐火被覆材施工要領書等（既存） タイカ ヒフク ザイ セコウ ヨウリョウ ショ ナド キゾン

																																		△→●				△		△→●

				対象団体 タイショウ ダンタイ		関連材料 カンレン ザイリョウ		施工要領書等 セコウ ヨウリョウショ ナド		発行時期 ハッコウ ジキ		発行者 ハッコウシャ		備考 ビコウ		試験体図あり シケンタイ ズ		試験体図未了 シケンタイ ズ ミリョウ		FW-5		FW-6		FW-7		FW90-1		FW90-2		QWF60-2		QFW60-5		QFW45-2		PW30-1		PW30-2		PW30-3

				　ALC協会		ALCパネル		ALCパネル構造設計指針・同解説 コウゾウ セッケイ シシン ドウ カイセツ		平成２５年１２月 ヘイセイ ネン ガツ		ALC協会 キョウカイ		監修　独法建築研究所 カンシュウ ドッポウ ケンチクケンキュウジョ		FW-7,PW30-1								○												○

								ALCパネル取付構法標準・同解説 トリツケ コウホウ ヒョウジュン ドウ カイセツ				ALC協会 キョウカイ		上記冊子に参考資料として添付 ジョウキ サッシ サンコウ シリョウ テンプ

								ALC薄型パネル設計施工指針・同解説
(外壁および間仕切壁編） ウスガタ セッケイ セコウ シシン ドウカイセツ ガイヘキ マジキリ カベ ヘン		平成１４年１０月 ヘイセイ ネン ガツ		ALC協会 キョウカイ

								JASS２１　2005　ALCパネルパネル工事 コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ		ALC厚形パネルの建築工事標準仕様書 アツ ガタ ケンチク コウジ ヒョウジュン シヨウショ

								JASS27　2011　乾式外壁工事 カンシキ ガイヘキ コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ		ALC薄形パネルの建築工事標準仕様書 ウス ガタ ケンチク コウジ ヒョウジュン シヨウショ

				　石膏ボード工業会		せっこうボード		石膏ボードハンドブック（平成２４年版） セッコウ ヘイセイ ネンバン		平成２４年４月 ヘイセイ ネン ガツ		一般社団法人　石膏ボード工業会 イッパン シャダン ホウジン セッコウ コウギョウカイ		第３編施工編、
第４編施工材料・機具工具編 ダイ ヘン セコウ ヘン ダイ ヘン セコウ ザイリョウ キグ コウグ ヘン		FW90-1										○

				　日本建築仕上材工業会		軽量セメントモルタル ケイリョウ		ラス下地既調合軽量セメントモルタル塗り工法施工要領書（案）第1.0版 シタジ キ チョウゴウ ケイリョウ ヌ コウホウ セコウ ヨウリョウショ アン ダイ ハン		reserved-41446x1F		日本建築仕上材工業会軽量セメントモルタル部会技術委員会 ニホン ケンチク シアゲ ザイ コウギョウカイ ケイリョウ ブカイ ギジュツ イインカイ						QFW60-2、QFW60-5												◎		○

								JASS15　左官工事 サカン コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ

				　日本窯業外装材協会		窯業系サイディング ヨウギョウケイ		窯業系サイディングと標準施工　第2版 ヨウギョウ ケイ ヒョウジュン セコウ ダイ ハン		40634		日本窯業外装材協会 ニホン ヨウギョウ ガイソウザイ キョウカイ		監修　NPO法人住宅外装テクニカルセンター カンシュウ ホウジン ジュウタク ガイソウ				PW30-3																						○

								窯業系サイディング技術資料Vol.6
準耐火構造・防火構造の設計と施工 ヨウギョウ ケイ ギジュツ シリョウ ジュン タイ カ コウゾウ ボウカ コウゾウ セッケイ セコウ		reserved-37575x1F		日本窯業外装材協会 ニホン ヨウギョウ ガイソウザイ キョウカイ		監修　NPO法人住宅外装テクニカルセンター カンシュウ ホウジン ジュウタク ガイソウ

				せんい強化セメント板協会		スレート										FW-5、FW-6				○		○

						ケイ酸カルシウム板 サン バン		技術資料　けい酸カルシウム板タイプ２ ギジュツ シリョウ サン バン		41640		せんい強化セメント板協会 キョウカ イタ キョウカイ				FW90-2												○

				（一社）全国木質セメント板工業会		木毛セメント板 モクモウ イタ		木毛セメント板 モクモウ イタ				（一社）全国木質セメント板工業会		パンフレット（簡単な施工方法紹介） カンタン セコウ ホウホウ ショウカイ

						硬質木片セメント板		木質セメント板ガイドブック モクシツ イタ		40603		（一社）全国木質セメント板工業会		冊子（ディテールを紹介） サッシ ショウカイ		PW30-2		QFW60-2、QFW45-2												◎				○				○

						スラグせっこう板		設計・施工図 セッケイ セコウ ズ				エヌビーエル株式会社 カブシキガイシャ		HPで施工方法、施工要領を公表 セコウ ホウホウ セコウ ヨウリョウ コウヒョウ		FW-6						○





仕様の候補



				耐火時間 タイカ ジカン		試験体番号 シケンタイ バンゴウ		構造区分 コウゾウ クブン		下地
荷重支持部材 シタジ カジュウ シジ ブザイ		被覆材とその仕様 ヒフク ザイ シヨウ		製作 セイサク		載荷
非載荷 サイカ ヒ サイカ		備考 ビコウ

				耐火60分 タイカ フン		FP060-CN1		柱 ハシラ		鉄骨
□200×200 テッコツ		ＡＬＣ板(ﾒﾀﾙﾗｽ) 35mm　　留付ピッチ@600
下地鋼材　[ 60×30×10×t1.6 バン ト ツ シタジ コウザイ		●		非載荷 ヒ サイカ

						FP060-CN2		柱 ハシラ		鉄骨
□300×300 テッコツ		ＡＬＣ板(ﾒﾀﾙﾗｽ) 35mm　　留付ピッチ@600
下地鋼材　[ 60×30×10×t1.6 バン ト ツ シタジ コウザイ		●		非載荷 ヒ サイカ

						FP060-CN3		柱 ハシラ		鉄骨
□200×200 テッコツ		ＡＬＣ板(ﾒﾀﾙﾗｽ) 35mm　　留付ピッチ@300
下地鋼材　[ 60×30×10×t1.6 バン ト ツ シタジ コウザイ		●		非載荷 ヒ サイカ

						FP060-CN4		柱 ハシラ		鉄骨
□300×300 テッコツ		ＡＬＣ板(ﾒﾀﾙﾗｽ) 35mm　　留付ピッチ@300
下地鋼材　[ 60×30×10×t1.6 バン ト ツ シタジ コウザイ		●		非載荷 ヒ サイカ

						FP060-CN5		柱 ハシラ		鉄骨
□200×200 テッコツ		強化せっこうボードGB-F(V)15mm+15mm
下地鋼材[45×45×ｔ0.5 キョウカ シタジ コウザイ		●		非載荷 ヒ サイカ		裏あて材：鋼板目地処理なし ウラ ザイ コウハン メジ ショリ

						FP060-CN6		柱 ハシラ		鉄骨
□300×300 テッコツ		強化せっこうボードGB-F(V)12.5mm+12.5mm
下地鋼材[45×45×ｔ0.5 キョウカ シタジ コウザイ		●		非載荷 ヒ サイカ		裏あて材：鋼板目地処理なし ウラ ザイ コウハン メジ ショリ

						FP060-CN7		柱 ハシラ		鉄骨
□200×200 テッコツ		強化せっこうボードGB-F(V)25mm
下地鋼材[45×45×ｔ0.5 キョウカ シタジ コウザイ		●		非載荷 ヒ サイカ		裏あて材：鋼板目地処理なし ウラ ザイ コウハン メジ ショリ

						FP060-CN8		柱 ハシラ		鉄骨
□300×300 テッコツ		強化せっこうボードGB-F(V)25mm
下地鋼材[50×45×ｔ0.8 キョウカ シタジ コウザイ		●		非載荷 ヒ サイカ		裏あて材：GB-F(Ｖ)、目地処理あり ウラ ザイ メジ ショリ

						FP060-CN9		柱 ハシラ		－		繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　20mm						既存試験データから決定 キソン シケン ケッテイ

						FP060-CN10		柱 ハシラ		－		繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK　25mm						今回のはり60分の試験結果や既存試験を参照 コンカイ フン シケン ケッカ キゾン シケン サンショウ

						FP060-CN11		柱 ハシラ		－		吹付ロックウール 30mm旧通則認定G1211 キュウ ツウソク ニンテイ						既存試験データから決定 キソン シケン ケッテイ

						FP060-BM1		はり		鉄骨
H400×200 テッコツ		強化せっこうボードGB-F(V)21mm
下地鋼材[45×45×ｔ0.5 キョウカ シタジ コウザイ		●		非載荷 ヒ サイカ		裏あて材：鋼板目地処理なし ウラ ザイ コウハン メジ ショリ

						FP060-BM2		はり		鉄骨
H400×200 テッコツ		強化せっこうボードGB-F(V)25mm
下地鋼材[50×45×ｔ0.8 キョウカ シタジ コウザイ		●		非載荷 ヒ サイカ		裏あて材：GB-F(Ｖ)、目地処理あり ウラ ザイ メジ ショリ

						FP060-BM3		はり
(小梁) コ ハリ		鉄骨
H200×100 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板　0.2TK　40mm
直下張り、スペーサーけいカル板、留付ピッチ@200		●		非載荷 ヒ サイカ		留付け釘L65
(セメントコート連結釘)

						FP060-BM4		はり		鉄骨
H400×200 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板　0.2TK　25mm
直下張り、スペーサーけいカル板、留付ピッチ@200		●		非載荷 ヒ サイカ		留付け釘L90
(セメントコート連結釘)

						FP060-BM5		はり		－		繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　20mm						既存試験データから判定 キソン シケン ハンテイ

						FP060-BM6		はり		－		吹付ロックウール 30mm旧通則認定G1211 キュウ ツウソク ニンテイ						既存試験データから判定 キソン シケン ハンテイ

						FP060-FL1		床 ユカ		－		合成スラブ　デッキプレート高さ50mm、コンクリート厚さ80mm【(通)F1001連続支持、(通)F1002単純支持】 ゴウセイ タカ アツ ツウ レンゾク シジ ツウ タンジュン シジ						既存試験データから決定 キソン シケン ケッテイ

						FP060-FL2		床 ユカ		－		合成スラブ　デッキプレート高さ75mm、コンクリート厚さ80mm【(通)F1001連続支持、(通)F1002単純支持】 ゴウセイ タカ アツ						既存試験データから決定 キソン シケン ケッテイ





				耐火時間 タイカ ジカン		試験体番号 シケンタイ バンゴウ		構造区分 コウゾウ クブン		下地
荷重支持部材 シタジ カジュウ シジ ブザイ		被覆材とその仕様 ヒフク ザイ シヨウ		製作 セイサク		載荷
非載荷 サイカ ヒ サイカ		備考 ビコウ

				耐火120分 タイカ フン		FP120-CN1		柱 ハシラ		鉄骨
H300×300 テッコツ		ＡＬＣ板50mm （メッシュ鉄筋）
下地鋼材[60×30×10×ｔ1.6　留付ピッチ@500 バン シタジ コウザイ トメ ツ		●		非載荷 ヒ サイカ

						FP120-CN2		柱 ハシラ		鉄骨
□300×300 テッコツ		ＡＬＣ板 50mm（メッシュ鉄筋）
下地鋼材[60×30×10×ｔ1.6　留付ピッチ@500 バン テッキン シタジ コウザイ トメ ツ		●		非載荷 ヒ サイカ

						FP120-CN3		柱 ハシラ		鉄骨
□300×300 テッコツ		強化せっこうボードGB-F(V)21mm+21mm
下地鋼材[45×45×ｔ0.5 キョウカ シタジ コウザイ		●		非載荷 ヒ サイカ		裏あて材：鋼板目地処理なし ウラ ザイ コウハン メジ ショリ

						FP120-CN4		柱 ハシラ		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　35mm						既存試験データから決定 キソン シケン ケッテイ

						FP120-CN5		柱 ハシラ		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK　40mm						今回のはり60分の試験結果や既存試験を参照 コンカイ フン シケン ケッカ キゾン シケン サンショウ

						FP120-BM1		はり		鉄骨
H400×200 テッコツ		ＡＬＣ板 50mm（メッシュ鉄筋）
下地鋼材[60×30×10×ｔ1.6　留付ピッチ@500,750 バン テッキン シタジ コウザイ トメ ツ		●		非載荷 ヒ サイカ

						FP120-BM2		はり		－		繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　35mm						既存試験データから決定 キソン シケン ケッテイ

						FP120-BM3		はり		－		繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK　40mm						今回のはり60分の試験結果や既存試験を参照 コンカイ フン シケン ケッカ キゾン シケン サンショウ

				耐火30分 タイカ フン		FP030-RF1		屋根 ヤネ		金属板屋根 キンゾクバン ヤネ		無機質断熱材裏張/金属板屋根　【旧通則仕様】 キュウ ツウソク シヨウ						既存試験データから決定 キソン シケン ケッテイ





				耐火時間 タイカ ジカン		試験体番号 シケンタイ バンゴウ		構造区分 コウゾウ クブン		下地
荷重支持部材 シタジ カジュウ シジ ブザイ		被覆材とその仕様 ヒフク ザイ シヨウ		製作 セイサク		載荷
非載荷 サイカ ヒ サイカ		備考 ビコウ

				準耐火60分		QF060-FL1		床 ユカ		木 モク		ＡＬＣ板100mm（メッシュ鉄筋）　支点間2,000
ＡＬＣ目地部：マルカン、目地鉄筋、モルタル充填 バン シテン アイダ メジ ブ メジ テッキン ジュウテン		●		載荷 サイカ		はり集成材準耐火60分の燃えしろ設計 シュウセイザイ ジュン タイカ ブン モ セッケイ

				準耐火30分 ジュン タイカ フン		QF030-RF　A1		屋根 ヤネ		木 モク		加熱側：せっこうボード12.5mm+ロックウール吸着板9mm
非加熱側：構造用合板9.0mm+強化せっこうボードGB-F(V)12.5mm カネツ ガワ キュウチャク イタ ヒ カネツ ガワ コウゾウヨウ ゴウハン キョウカ		●		載荷 サイカ		1)非加熱側は全て構造用合板9mm
＋強化せっこうボードGB-F(V)12.5mm

2)母屋：105×105
垂木：45×60
野地：40×30
は全て同じ ヒ カネツ ガワ スベ コウゾウヨウ ゴウハン キョウカ オモヤ タルキ ノジ スベ オナ

						QF030-RF　A2		屋根 ヤネ		木 モク		加熱側：グラスウール24k　50mm+強化せっこうボードGB-F(V)12.5mm		●		載荷 サイカ

						QF030-RF　B1		屋根 ヤネ		木 モク		加熱側：強化せっこうボード15mm　　GB-F(V) キョウカ		●		載荷 サイカ

						QF030-RF　B2		屋根 ヤネ		木 モク		加熱側：せっこうボード9mm+せっこうボード12.5mm		●		載荷 サイカ

				準耐火45分		QF045-RS1		軒裏 ノキウラ		木 モク		野地板仕様硬質木片セメント板12mm+軽量セメントモルタル10mm ノジイタ シヨウ コウシツ モクヘン イタ ケイリョウ		●		非載荷 ヒ サイカ		1)軽量セメントモルタル
有材質量8％以下
2)平ラス、アスファルトフェルトあり ケイリョウ ユウ ザイ シツリョウ イカ タイ

						QF045-RS2		軒裏 ノキウラ		木 モク		小幅板仕様：厚さ12mm，幅75mm（アキ30mm）軽量セメントモルタル20mm コハバ イタ シヨウ アツ ハバ ケイリョウ		●		非載荷 ヒ サイカ

						QF045-RS3		軒裏 ノキウラ		木 モク		小幅板仕様：厚さ12mm，幅75mm（アキ30mm）軽量セメントモルタル30mm コハバ イタ シヨウ アツ ハバ ケイリョウ		●		非載荷 ヒ サイカ





認定件数

				構造種別		部位		時間		認定番号		総件数※ ソウ

														移行認定後

				耐火構造		柱		60分		FP060CN		457		153

								120分		FP120CN		335		182

								180分		FP180CN		252		134

						床		60分		FP060FL		115		41

								120分		FP120FL		151		89

						はり		60分		FP060BM		344		133

								120分		FP120BM		272		169

								180分		FP180BM		145		108

						屋根		30分		FP030RF		2485		332

						階段		30分		FP030ST		12		0

				準耐火構造		柱		45分		QF045CN		26		26

								60分		QF060CN		11		2

						床		45分		QF045FL		55		23

								60分		QF060FL		22		12

						はり		45分		QF045BM		4		1

								60分		QF060BM		3		1

						屋根		30分		QF030RF		105		5

						階段		30分		QF030ST		3		2

						軒裏		30分		QF030RS		110		5

								45分		QF045RS		199		115

								60分		QF060RS		75		22

				防火構造		軒裏		30分		PC030RS		3		3





被覆材分類 (ﾊﾟﾜﾎﾟ)

				分類名		材料名称						分類名		材料名称

				ALC板系		ALCパネル						けい酸カルシウム板系		セメントけい酸カルシウム板

						軽量気泡コンクリートパネル								繊維混入けい酸カルシウム板

				コンクリート板系		リブ付中型コンクリートパネル								けい酸カルシウム板

						コンクリート板						スラグせっこう板系		繊維混入スラグせっこう板

				せっこうボード製品		強化せっこうボード								繊維混入パーライトスラグせっこう板

						せっこうボード								スラグセメントパーライト板

						せっこう板								スラグせっこう板

						繊維混入せっこう板						火山性ガラス質複層板		火山性ガラス質複層板

						ガラス繊維布張せっこう板						セメント板		セメント板

						薬剤処理ボード用原紙張せっこう板						繊維混入パーライトセメント板		繊維混入パーライトセメント板

				軽量セメントモルタル		水酸化アルミニウム混入軽量セメントモルタル塗						木質系セメント板系		木毛セメント板

						軽量セメントモルタル塗								硬質木片セメント板

						軽量セメントモルタル								パルプセメント板

				セメントモルタル		ガラス繊維ネット張セメントモルタル板								複合金属サイディング

						セメントモルタル塗						合板・構造用合板等		構造用合板

						セメントモルタル								構造用パネル

						しっくい								合板

				窯業系サイディング		窯業系サイディング								木質接着複合パネル

						繊維補強セメントけい酸カルシウム板								木質系パネル

						木繊維混入セメントけい酸カルシウム板								パーティクルボード

						繊維混入セメントけい酸カルシウム板						木質系ボード		木質系ボード

				繊維強化セメント板		繊維強化セメント板						繊維板		ファイバーボード

						繊維補強セメント板								繊維板

						繊維混入セメント板						きずり		きずり

						スレート板						木板		木板

						繊維強化セメント板系パネル						下地材		下地材

						スレート						鋼板・金属板		金属板

														鋼板

												吹付けロックウール		吹付けロックウール









試験体候補の選定(4)

11

耐火
時間

試験体番号
構造
区分

下地
荷重支持部材

被覆材とその仕様 製作
載荷

非載荷 備考

FP120-CN1 柱
鉄骨
H300×300

ＡＬＣ板50mm （メッシュ鉄筋）

下地鋼材[60×30×10×ｔ1.6　留付ピッチ@500
● 非載荷

FP120-CN2 柱
鉄骨
□300×300

ＡＬＣ板 50mm（メッシュ鉄筋）

下地鋼材[60×30×10×ｔ1.6　留付ピッチ@500
● 非載荷

FP120-CN3 柱
鉄骨
□300×300

強化せっこうボードGB-F(V)21mm+21mm

下地鋼材[45×45×ｔ0.5
● 非載荷

裏あて材：鋼板

目地処理なし

FP120-CN4 柱 鉄骨 繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　35mm
既存試験デー

タから決定

FP120-CN5 柱 鉄骨 繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK　40mm
今回のはり60分の試

験結果や既存試験を

参照

FP120-BM1 はり
鉄骨
H400×200

ＡＬＣ板 50mm（メッシュ鉄筋）

下地鋼材[60×30×10×
ｔ
1.6　留付ピッチ@500,750

● 非載荷

FP120-BM2 はり － 繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　35mm
既存試験デー

タから決定

FP120-BM3 はり － 繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK　40mm
今回のはり60分の試

験結果や既存試験を

参照

耐火

30分
FP030-RF1 屋根 金属板屋根 無機質断熱材裏張/金属板屋根　【旧通則仕様】

既存試験デー

タから決定

準耐

火60

分
QF060-FL1 床 木

ＡＬＣ板100mm（メッシュ鉄筋）　支点間2,000
ＡＬＣ目地部：マルカン、目地鉄筋、モルタル充
填

● 載荷
はり集成材準

耐火60分の燃

えしろ設計

QF030-RF
A1

屋根 木

加熱側：せっこうボード12.5mm+ロックウール
吸着板9mm
非加熱側：構造用合板9.0mm+強化せっこう
ボードGB-F(V)12.5mm

● 載荷

QF030-RF
A2

屋根 木
加熱側：グラスウール24k　50mm+強化せっこ
うボードGB-F(V)12.5mm

● 載荷

QF030-RF
B1

屋根 木 加熱側：強化せっこうボード15mm　　GB-F(V) ● 載荷

QF030-RF
B2

屋根 木
加熱側：せっこうボード9mm+せっこうボード
12.5mm

● 載荷

QF045-RS1 軒裏 木
野地板仕様硬質木片セメント板12mm+軽量セ
メントモルタル10mm

● 非載荷

QF045-RS2 軒裏 木
小幅板仕様：厚さ12mm，幅75mm（アキ
30mm）軽量セメントモルタル20mm

● 非載荷

QF045-RS3 軒裏 木
小幅板仕様：厚さ12mm，幅75mm（アキ
30mm）軽量セメントモルタル30mm

● 非載荷

耐
火

1
2
0
分

準
耐

火
3
0
分

1)非加熱側は

全て構造用合

板9mm

＋強化せっこ

うボードGB-

F(V)12.5mm

2)母屋：105×

105

垂木：45×60

野地：40×30

は全て同じ

準
耐

火
4
5
分

1)軽量セメント

モルタル

有材質量8％

以下

2)平ラス、アス

ファルトフェル

トあり


告示候補

																				耐火60分

																				種類 シュルイ		下地等 シタジ トウ		仕様 シヨウ		留意事項 リュウイ ジコウ		備考 ビコウ

						FP060-CN4		柱 ハシラ		鉄骨
□300×300 テッコツ		ＡＬＣ板(ﾒﾀﾙﾗｽ) 35mm　　留付ピッチ@300
下地鋼材　[ 60×30×10×t1.6 バン ト ツ シタジ コウザイ		●		○		○		柱 ハシラ		鉄骨 テッコツ		ＡＬＣ板(ﾒﾀﾙﾗｽ) 35mm		留付ピッチ@300、小断面不可 ショウダンメン フカ		FP060-CN4				354.6		340.9

						FP060-CN8		柱 ハシラ		鉄骨
□300×300 テッコツ		強化せっこうボードGB-F(V)25mm
下地鋼材[50×45×ｔ0.8 キョウカ シタジ コウザイ		●		○		○		柱 ハシラ		鉄骨 テッコツ		強化せっこうボード
GB-F(V)25mm		目地処理あり、下地鋼材[50×45×ｔ0.8 メジ ショリ		FP060-CN8		裏あて材：GB-F(Ｖ)目地処理あり ウラ ザイ メジ ショリ		342.5		327.3

						FP060-CN9		柱 ハシラ		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　20mm				－		○		柱 ハシラ		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　20mm		－		既存データ、耐火性能検証法		既存データ、耐火性能検証法

						FP060-CN10		柱 ハシラ		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK　25mm				－		○		柱 ハシラ		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK　25mm		比重0.3以上,箱張りに限る ヒジュウ イジョウ		既存データ、FP060-BM3の結果等		既存データ、FP060-BM3の結果等 キゾン ケッカナド

						FP060-CN11		柱 ハシラ		鉄骨 テッコツ		吹付ロックウール 30mm【(通)C1211】 ツウ				－		○		柱 ハシラ		鉄骨 テッコツ		吹付ロックウール 30mm		比重0.3以上,ロックウールはセメントの1.5倍以上 ヒジュウ イジョウ バイイジョウ		既存データ、耐火性能検証法		既存データ、耐火性能検証法

						FP060-BM2		はり		鉄骨
H400×200 テッコツ		強化せっこうボードGB-F(V)25mm
下地鋼材[50×45×ｔ0.8 キョウカ シタジ コウザイ		●		○		○		はり		鉄骨 テッコツ		強化せっこうボードGB-F(V)25mm キョウカ		目地処理あり、下地鋼材[50×45×ｔ0.8 メジ ショリ		FP060-BM2		裏あて材：GB-F(Ｖ)目地処理あり ウラ ザイ メジ ショリ		301.2		292.3

						FP060-BM3		はり
(小はり) コ		鉄骨
H200×100 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板　0.2TK　40mm
直下張り、スペーサーけいカル板、留付ピッチ@200 チョッカ バ イタ ト ツ		●		○		○		はり
(小はり) コ		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板　0.2TK　40mm		小断面用の仕様 ショウダンメン ヨウ シヨウ		FP060-BM3		留付け釘L90
(セメントコート連結釘) ト ツ クギ レンケツ クギ		293.1		283.1

						FP060-BM4		はり		鉄骨
H400×200 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板　0.2TK　25mm
直下張り、スペーサーけいカル板、留付ピッチ@200 チョッカ バ イタ ト ツ		●		○		○		はり		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板　0.2TK　25mm				FP060-BM4		留付け釘L65
(セメントコート連結釘) ト ツ クギ レンケツ クギ		296		284

						FP060-BM5		はり		鉄骨		繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　20mm				－		○		はり		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　20mm				既存データ、耐火性能検証法		既存データ、耐火性能検証法

						FP060-BM6		はり		鉄骨		吹付ロックウール 30mm【(通)G1211】				－		○		はり		鉄骨 テッコツ		吹付ロックウール 30mm		比重0.3以上,ロックウールはセメントの1.5倍以上 ヒジュウ イジョウ バイイジョウ		既存データ、耐火性能検証法		既存データ、耐火性能検証法

						FP060-FL1		床 ユカ		鉄骨		合成スラブ　デッキプレート高さ50mm、コンクリート厚さ80mm【(通)F1001連続支持、(通)F1002連続支持】 ゴウセイ タカ アツ ツウ レンゾク シジ ツウ レンゾク シジ				－		○		床 ユカ		鉄骨 テッコツ		合成スラブ　デッキプレート高さ50mm、コンクリート厚さ80mm		スパン制限あり セイゲン		既存データ、耐火性能検証法		既存データ、耐火性能検証法

						FP060-FL2		床 ユカ		鉄骨		合成スラブ　デッキプレート高さ75mm、コンクリート厚さ80mm【(通)F1001連続支持、(通)F1002連続支持】 ゴウセイ タカ アツ				－		○		床 ユカ		鉄骨 テッコツ		合成スラブ　デッキプレート高さ75mm、コンクリート厚さ80mm		スパン制限あり セイゲン		既存データ、耐火性能検証法		既存データ、耐火性能検証法



																				耐火120分

																				種類 シュルイ		下地等 シタジ トウ		仕様 シヨウ		留意事項 リュウイ ジコウ		備考 ビコウ

						FP120-CN4		柱 ハシラ		鉄骨
□300×300 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　35mm				－		○		柱 ハシラ		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　35mm				既存データ、耐火性能検証法		既存データ、耐火性能検証法

						FP120-CN5		柱 ハシラ		鉄骨		繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK　40mm				－		○		柱 ハシラ		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK　40mm				既存データ、FP060-BM3の結果等		既存データ、FP060-BM3の結果等 キゾン ケッカナド

						FP120-BM2		はり		鉄骨		繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　35mm				－		○		はり		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　35mm				既存データ、耐火性能検証法		既存データ、耐火性能検証法

						FP120-BM3		はり		鉄骨		繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK　40mm				－		○		はり		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK　40mm				既存データ、FP060-BM3の結果等		既存データ、FP060-BM3の結果等 キゾン ケッカナド



																				耐火30分

																				種類 シュルイ		下地等 シタジ トウ		仕様 シヨウ		留意事項 リュウイ ジコウ		備考 ビコウ

				耐火30分 タイカ フン		FP030-RF1		屋根 ヤネ		金属板屋根 キンゾクバン ヤネ		無機質断熱材裏張/金属板屋根　【旧通則仕様】 キュウ ツウソク シヨウ				－		○		屋根 ヤネ		金属板屋根 キンゾクバン ヤネ		無機質断熱材裏張				既存データ、耐火性能検証法		既存データ、耐火性能検証法



																				準耐火60分 ジュン タイカ

																				種類 シュルイ		下地等 シタジ トウ		仕様 シヨウ		留意事項 リュウイ ジコウ		備考 ビコウ

				準耐火60分		QF060-FL1		床 ユカ		木 モク		ＡＬＣ板100mm（メッシュ鉄筋）　支点間2,000
ＡＬＣ目地部：マルカン、目地鉄筋、モルタル充填 バン シテン アイダ メジ ブ メジ テッキン ジュウテン		●		○		○		床 ユカ		木 キ		ＡＬＣ板100mm（メッシュ鉄筋）		支点間距離2,000mm キョリ		QF060-FL1		はり集成材準耐火60分の燃えしろ設計 シュウセイザイ ジュン タイカ ブン モ セッケイ		44.4mm		2.8mm/分 フン		92.2℃		56.6℃



																				準耐火30分 ジュン

																				種類 シュルイ		下地等 シタジ トウ		仕様 シヨウ		留意事項 リュウイ ジコウ		備考 ビコウ

				準耐火30分 ジュン タイカ フン		QF030-RF　A1		屋根 ヤネ		木 モク		加熱側：せっこうボード12.5mm+ロックウール吸音板9mm
非加熱側：構造用合板9.0mm+強化せっこうボードGB-F(V)12.5mm カネツ ガワ キュウオンバン イタ ヒ カネツ ガワ コウゾウヨウ ゴウハン キョウカ		●		○		○		屋根 ヤネ		木 キ		加熱側：せっこうボード12.5mm+ロックウール吸音板9mm
非加熱側：構造用合板9.0mm+強化せっこうボードGB-F(V)12.5mm カネツ ガワ キュウオンバン イタ ヒ カネツ ガワ コウゾウヨウ ゴウハン キョウカ				QF030-RF　A1		1)非加熱側は全て構造用合板9mm
＋強化せっこうボードGB-F(V)12.5mm
2)母屋：105×105
垂木：45×60
野地：40×30
は全て同じ ヒ カネツ ガワ スベ コウゾウヨウ ゴウハン キョウカ オモヤ タルキ ノジ スベ オナ		40.5分 フン		36.5分 フン		50.5分 フン		49.8分 フン		57.8分 フン		55.8分 フン

						QF030-RF　A2		屋根 ヤネ		木 モク		加熱側：グラスウール24k　50mm+強化せっこうボードGB-F(V)12.5mm		●		○		○		屋根 ヤネ		木 キ		加熱側：グラスウール24k　50mm+強化せっこうボードGB-F(V)12.5mm				QF030-RF　A2				17.3分 フン		17分 フン		34.3分 フン		33.5分 フン		43.8分 フン		41.3分 フン

						QF030-RF　B1		屋根 ヤネ		木 モク		加熱側：強化せっこうボードGB-F(V)15mm キョウカ		●		○		○		屋根 ヤネ		木 キ		加熱側：強化せっこうボードGB-F(V)15mm　 キョウカ				QF030-RF　B1				26.3分 フン		24.3分 フン		33.8分 フン		33.5分 フン		45分まで実施（260℃到達前に消火） フン ジッシ トウタツ マエ ショウカ		44分 フン



																				準耐火45分 ジュン

																				種類 シュルイ		下地等 シタジ トウ		仕様 シヨウ		留意事項 リュウイ ジコウ		備考 ビコウ

				準耐火45分		QF045-RS1		軒裏 ノキウラ		木 モク		野地板仕様硬質木片セメント板12mm+軽量セメントモルタル10mm ノジイタ シヨウ コウシツ モクヘン イタ ケイリョウ		●		○		○		軒裏 ノキウラ		木・鉄 キ テツ		野地板仕様硬質木片セメント板12mm+軽量セメントモルタル10mm ノジイタ シヨウ コウシツ モクヘン イタ ケイリョウ				QF045-RS1		1)軽量セメントモルタル
有機質量8％以下
2)平ラス、アスファルトフェルトあり ケイリョウ ユウ キ シツリョウ イカ タイ		64.5分 フン		70分 フン

						QF045-RS2		軒裏 ノキウラ		木 モク		小幅板仕様：厚さ12mm，幅75mm（アキ30mm）軽量セメントモルタル20mm コハバ イタ シヨウ アツ ハバ ケイリョウ		●		○		○		軒裏 ノキウラ		木・鉄 キ テツ		小幅板仕様：厚さ12mm，幅75mm（アキ30mm）軽量セメントモルタル20mm コハバ イタ シヨウ アツ ハバ ケイリョウ				QF045-RS2				67分 フン		70.8分 フン

						QF045-RS3		軒裏 ノキウラ		木 モク		小幅板仕様：厚さ12mm，幅75mm（アキ30mm）軽量セメントモルタル30mm コハバ イタ シヨウ アツ ハバ ケイリョウ		●		○		○		軒裏 ノキウラ		木・鉄 キ テツ		小幅板仕様：厚さ12mm，幅75mm（アキ30mm）軽量セメントモルタル30mm コハバ イタ シヨウ アツ ハバ ケイリョウ				QF045-RS3				94.8分 フン		97.5分 フン









mailto:留付ピッチ@300、小断面不可

施工要領書リスト (パワポ) (0416版)

				耐火被覆材施工要領書等（既存） タイカ ヒフク ザイ セコウ ヨウリョウ ショ ナド キゾン

																																		△→●				△		△→●

				被覆材 ヒフク ザイ		団体名 ダンタイ メイ		施工要領書等 セコウ ヨウリョウショ ナド		発行時期 ハッコウ ジキ		発行者 ハッコウシャ		備考 ビコウ		試験体図あり シケンタイ ズ		試験体図未了 シケンタイ ズ ミリョウ		FW-5		FW-6		FW-7		FW90-1		FW90-2		QWF60-2		QFW60-5		QFW45-2		PW30-1		PW30-2		PW30-3

				ALCパネル		ALC協会		ALCパネル構造設計指針・同解説 コウゾウ セッケイ シシン ドウ カイセツ		平成２５年１２月 ヘイセイ ネン ガツ		ALC協会 キョウカイ		監修　独法建築研究所 カンシュウ ドッポウ ケンチクケンキュウジョ		FW-7,PW30-1								○												○

								ALCパネル取付け構法標準・同解説 トリツケ コウホウ ヒョウジュン ドウ カイセツ		平成２５年１２月 ヘイセイ ネン ガツ		ALC協会 キョウカイ		上記冊子に参考資料として添付 ジョウキ サッシ サンコウ シリョウ テンプ

								ALC薄型パネル設計施工指針・同解説
(外壁および間仕切壁編） ウスガタ セッケイ セコウ シシン ドウカイセツ ガイヘキ マジキリ カベ ヘン		平成１４年１０月 ヘイセイ ネン ガツ		ALC協会 キョウカイ

								JASS２１　2005　ALCパネルパネル工事 コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ		ALC厚形パネルの建築工事標準仕様書 アツ ガタ ケンチク コウジ ヒョウジュン シヨウショ

								JASS27　2011　乾式外壁工事 カンシキ ガイヘキ コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ		ALC薄形パネルの建築工事標準仕様書 ウス ガタ ケンチク コウジ ヒョウジュン シヨウショ

				せっこうボード		石膏ボード工業会		石膏ボードハンドブック（平成２４年版） セッコウ ヘイセイ ネンバン		平成２４年４月 ヘイセイ ネン ガツ		石膏ボード工業会 セッコウ コウギョウカイ		第３編施工編、
第４編施工材料・機具工具編 ダイ ヘン セコウ ヘン ダイ ヘン セコウ ザイリョウ キグ コウグ ヘン		FW90-1										○

				軽量セメントモルタル ケイリョウ		日本建築仕上材工業会		ラス下地既調合軽量セメントモルタル塗り工法施工要領書（案）第1.0版 シタジ キ チョウゴウ ケイリョウ ヌ コウホウ セコウ ヨウリョウショ アン ダイ ハン		平成２５年６月 ヘイセイ ネン ガツ		日本建築仕上材工業会軽量セメントモルタル部会技術委員会 ニホン ケンチク シアゲ ザイ コウギョウカイ ケイリョウ ブカイ ギジュツ イインカイ						QFW60-2、QFW60-5												◎		○

								JASS15　左官工事 サカン コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ

				窯業系サイディング ヨウギョウケイ		日本窯業外装材協会		窯業系サイディングと標準施工　第2版　第2刷 ヨウギョウ ケイ ヒョウジュン セコウ ダイ ハン ス		平成２３年４月 ヘイセイ ネン ガツ		日本窯業外装材協会 ニホン ヨウギョウ ガイソウザイ キョウカイ		監修　NPO法人住宅外装テクニカルセンター カンシュウ ホウジン ジュウタク ガイソウ				PW30-3																						○

								窯業系サイディング技術資料Vol.6
準耐火構造・防火構造の設計と施工 ヨウギョウ ケイ ギジュツ シリョウ ジュン タイ カ コウゾウ ボウカ コウゾウ セッケイ セコウ		平成１４年１１月 ヘイセイ ネン ガツ		日本窯業外装材協会 ニホン ヨウギョウ ガイソウザイ キョウカイ		監修　NPO法人住宅外装テクニカルセンター カンシュウ ホウジン ジュウタク ガイソウ

				スレート		せんい強化セメント板協会										FW-5、FW-6				○		○

				ケイ酸カルシウム板 サン バン				技術資料　けい酸カルシウム板タイプ２ ギジュツ シリョウ サン バン		平成２６年１月 ヘイセイ ネン ガツ		せんい強化セメント板協会 キョウカ イタ キョウカイ				FW90-2												○

				木毛セメント板 モクモウ イタ		全国木質セメント板工業会		木毛セメント板 モクモウ イタ				全国木質セメント板工業会		パンフレット（簡単な施工方法紹介） カンタン セコウ ホウホウ ショウカイ

				硬質木片セメント板				木質セメント板ガイドブック モクシツ イタ		平成２３年３月 ヘイセイ ネン ガツ		全国木質セメント板工業会		冊子（ディテールを紹介） サッシ ショウカイ		PW30-2		QFW60-2、QFW45-2												◎				○				○

				スラグせっこう板				設計・施工図 セッケイ セコウ ズ				エヌビーエル株式会社 カブシキガイシャ		HPで施工方法、施工要領を公表 セコウ ホウホウ セコウ ヨウリョウ コウヒョウ		FW-6						○





施工要領書リスト (パワポ)

				耐火被覆材施工要領書等（既存） タイカ ヒフク ザイ セコウ ヨウリョウ ショ ナド キゾン

																																		△→●				△		△→●

				団体名 ダンタイ メイ		関連材料 カンレン ザイリョウ		施工要領書等 セコウ ヨウリョウショ ナド		発行時期 ハッコウ ジキ		発行者 ハッコウシャ		備考 ビコウ		試験体図あり シケンタイ ズ		試験体図未了 シケンタイ ズ ミリョウ		FW-5		FW-6		FW-7		FW90-1		FW90-2		QWF60-2		QFW60-5		QFW45-2		PW30-1		PW30-2		PW30-3

				ALC協会		ALCパネル		ALCパネル構造設計指針・同解説 コウゾウ セッケイ シシン ドウ カイセツ		平成２５年１２月 ヘイセイ ネン ガツ		ALC協会 キョウカイ		監修　独法建築研究所 カンシュウ ドッポウ ケンチクケンキュウジョ		FW-7,PW30-1								○												○

								ALCパネル取付構法標準・同解説 トリツケ コウホウ ヒョウジュン ドウ カイセツ				ALC協会 キョウカイ		上記冊子に参考資料として添付 ジョウキ サッシ サンコウ シリョウ テンプ

								ALC薄型パネル設計施工指針・同解説
(外壁および間仕切壁編） ウスガタ セッケイ セコウ シシン ドウカイセツ ガイヘキ マジキリ カベ ヘン		平成１４年１０月 ヘイセイ ネン ガツ		ALC協会 キョウカイ

								JASS２１　2005　ALCパネルパネル工事 コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ		ALC厚形パネルの建築工事標準仕様書 アツ ガタ ケンチク コウジ ヒョウジュン シヨウショ

								JASS27　2011　乾式外壁工事 カンシキ ガイヘキ コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ		ALC薄形パネルの建築工事標準仕様書 ウス ガタ ケンチク コウジ ヒョウジュン シヨウショ

				石膏ボード工業会		せっこうボード		石膏ボードハンドブック（平成２４年版） セッコウ ヘイセイ ネンバン		平成２４年４月 ヘイセイ ネン ガツ		石膏ボード工業会 セッコウ コウギョウカイ		第３編施工編、
第４編施工材料・機具工具編 ダイ ヘン セコウ ヘン ダイ ヘン セコウ ザイリョウ キグ コウグ ヘン		FW90-1										○

				日本建築仕上材工業会		軽量セメントモルタル ケイリョウ		ラス下地既調合軽量セメントモルタル塗り工法施工要領書（案）第1.0版 シタジ キ チョウゴウ ケイリョウ ヌ コウホウ セコウ ヨウリョウショ アン ダイ ハン		平成２５年６月 ヘイセイ ネン ガツ		日本建築仕上材工業会軽量セメントモルタル部会技術委員会 ニホン ケンチク シアゲ ザイ コウギョウカイ ケイリョウ ブカイ ギジュツ イインカイ						QFW60-2、QFW60-5												◎		○

								JASS15　左官工事 サカン コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ

				日本窯業外装材協会		窯業系サイディング ヨウギョウケイ		窯業系サイディングと標準施工　第2版 ヨウギョウ ケイ ヒョウジュン セコウ ダイ ハン		平成２３年４月 ヘイセイ ネン ガツ		日本窯業外装材協会 ニホン ヨウギョウ ガイソウザイ キョウカイ		監修　NPO法人住宅外装テクニカルセンター カンシュウ ホウジン ジュウタク ガイソウ				PW30-3																						○

								窯業系サイディング技術資料Vol.6
準耐火構造・防火構造の設計と施工 ヨウギョウ ケイ ギジュツ シリョウ ジュン タイ カ コウゾウ ボウカ コウゾウ セッケイ セコウ		平成１４年１１月 ヘイセイ ネン ガツ		日本窯業外装材協会 ニホン ヨウギョウ ガイソウザイ キョウカイ		監修　NPO法人住宅外装テクニカルセンター カンシュウ ホウジン ジュウタク ガイソウ

				せんい強化セメント板協会		スレート										FW-5、FW-6				○		○

						ケイ酸カルシウム板 サン バン		技術資料　けい酸カルシウム板タイプ２ ギジュツ シリョウ サン バン		平成２６年１月 ヘイセイ ネン ガツ		せんい強化セメント板協会 キョウカ イタ キョウカイ				FW90-2												○

				全国木質セメント板工業会		木毛セメント板 モクモウ イタ		木毛セメント板 モクモウ イタ				全国木質セメント板工業会		パンフレット（簡単な施工方法紹介） カンタン セコウ ホウホウ ショウカイ

						硬質木片セメント板		木質セメント板ガイドブック モクシツ イタ		平成２３年３月 ヘイセイ ネン ガツ		全国木質セメント板工業会		冊子（ディテールを紹介） サッシ ショウカイ		PW30-2		QFW60-2、QFW45-2												◎				○				○

						スラグせっこう板		設計・施工図 セッケイ セコウ ズ				エヌビーエル株式会社 カブシキガイシャ		HPで施工方法、施工要領を公表 セコウ ホウホウ セコウ ヨウリョウ コウヒョウ		FW-6						○





施工要領書リスト

				耐火被覆材施工要領書等（既存） タイカ ヒフク ザイ セコウ ヨウリョウ ショ ナド キゾン

																																		△→●				△		△→●

				対象団体 タイショウ ダンタイ		関連材料 カンレン ザイリョウ		施工要領書等 セコウ ヨウリョウショ ナド		発行時期 ハッコウ ジキ		発行者 ハッコウシャ		備考 ビコウ		試験体図あり シケンタイ ズ		試験体図未了 シケンタイ ズ ミリョウ		FW-5		FW-6		FW-7		FW90-1		FW90-2		QWF60-2		QFW60-5		QFW45-2		PW30-1		PW30-2		PW30-3

				　ALC協会		ALCパネル		ALCパネル構造設計指針・同解説 コウゾウ セッケイ シシン ドウ カイセツ		平成２５年１２月 ヘイセイ ネン ガツ		ALC協会 キョウカイ		監修　独法建築研究所 カンシュウ ドッポウ ケンチクケンキュウジョ		FW-7,PW30-1								○												○

								ALCパネル取付構法標準・同解説 トリツケ コウホウ ヒョウジュン ドウ カイセツ				ALC協会 キョウカイ		上記冊子に参考資料として添付 ジョウキ サッシ サンコウ シリョウ テンプ

								ALC薄型パネル設計施工指針・同解説
(外壁および間仕切壁編） ウスガタ セッケイ セコウ シシン ドウカイセツ ガイヘキ マジキリ カベ ヘン		平成１４年１０月 ヘイセイ ネン ガツ		ALC協会 キョウカイ

								JASS２１　2005　ALCパネルパネル工事 コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ		ALC厚形パネルの建築工事標準仕様書 アツ ガタ ケンチク コウジ ヒョウジュン シヨウショ

								JASS27　2011　乾式外壁工事 カンシキ ガイヘキ コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ		ALC薄形パネルの建築工事標準仕様書 ウス ガタ ケンチク コウジ ヒョウジュン シヨウショ

				　石膏ボード工業会		せっこうボード		石膏ボードハンドブック（平成２４年版） セッコウ ヘイセイ ネンバン		平成２４年４月 ヘイセイ ネン ガツ		一般社団法人　石膏ボード工業会 イッパン シャダン ホウジン セッコウ コウギョウカイ		第３編施工編、
第４編施工材料・機具工具編 ダイ ヘン セコウ ヘン ダイ ヘン セコウ ザイリョウ キグ コウグ ヘン		FW90-1										○

				　日本建築仕上材工業会		軽量セメントモルタル ケイリョウ		ラス下地既調合軽量セメントモルタル塗り工法施工要領書（案）第1.0版 シタジ キ チョウゴウ ケイリョウ ヌ コウホウ セコウ ヨウリョウショ アン ダイ ハン		reserved-41446x1F		日本建築仕上材工業会軽量セメントモルタル部会技術委員会 ニホン ケンチク シアゲ ザイ コウギョウカイ ケイリョウ ブカイ ギジュツ イインカイ						QFW60-2、QFW60-5												◎		○

								JASS15　左官工事 サカン コウジ				日本建築学会 ニホン ケンチク ガッカイ

				　日本窯業外装材協会		窯業系サイディング ヨウギョウケイ		窯業系サイディングと標準施工　第2版 ヨウギョウ ケイ ヒョウジュン セコウ ダイ ハン		40634		日本窯業外装材協会 ニホン ヨウギョウ ガイソウザイ キョウカイ		監修　NPO法人住宅外装テクニカルセンター カンシュウ ホウジン ジュウタク ガイソウ				PW30-3																						○

								窯業系サイディング技術資料Vol.6
準耐火構造・防火構造の設計と施工 ヨウギョウ ケイ ギジュツ シリョウ ジュン タイ カ コウゾウ ボウカ コウゾウ セッケイ セコウ		reserved-37575x1F		日本窯業外装材協会 ニホン ヨウギョウ ガイソウザイ キョウカイ		監修　NPO法人住宅外装テクニカルセンター カンシュウ ホウジン ジュウタク ガイソウ

				せんい強化セメント板協会		スレート										FW-5、FW-6				○		○

						ケイ酸カルシウム板 サン バン		技術資料　けい酸カルシウム板タイプ２ ギジュツ シリョウ サン バン		41640		せんい強化セメント板協会 キョウカ イタ キョウカイ				FW90-2												○

				（一社）全国木質セメント板工業会		木毛セメント板 モクモウ イタ		木毛セメント板 モクモウ イタ				（一社）全国木質セメント板工業会		パンフレット（簡単な施工方法紹介） カンタン セコウ ホウホウ ショウカイ

						硬質木片セメント板		木質セメント板ガイドブック モクシツ イタ		40603		（一社）全国木質セメント板工業会		冊子（ディテールを紹介） サッシ ショウカイ		PW30-2		QFW60-2、QFW45-2												◎				○				○

						スラグせっこう板		設計・施工図 セッケイ セコウ ズ				エヌビーエル株式会社 カブシキガイシャ		HPで施工方法、施工要領を公表 セコウ ホウホウ セコウ ヨウリョウ コウヒョウ		FW-6						○





仕様の候補



				耐火時間 タイカ ジカン		試験体番号 シケンタイ バンゴウ		構造区分 コウゾウ クブン		下地
荷重支持部材 シタジ カジュウ シジ ブザイ		被覆材とその仕様 ヒフク ザイ シヨウ		製作 セイサク		載荷
非載荷 サイカ ヒ サイカ		備考 ビコウ

				耐火60分 タイカ フン		FP060-CN1		柱 ハシラ		鉄骨
□200×200 テッコツ		ＡＬＣ板(ﾒﾀﾙﾗｽ) 35mm　　留付ピッチ@600
下地鋼材　[ 60×30×10×t1.6 バン ト ツ シタジ コウザイ		●		非載荷 ヒ サイカ

						FP060-CN2		柱 ハシラ		鉄骨
□300×300 テッコツ		ＡＬＣ板(ﾒﾀﾙﾗｽ) 35mm　　留付ピッチ@600
下地鋼材　[ 60×30×10×t1.6 バン ト ツ シタジ コウザイ		●		非載荷 ヒ サイカ

						FP060-CN3		柱 ハシラ		鉄骨
□200×200 テッコツ		ＡＬＣ板(ﾒﾀﾙﾗｽ) 35mm　　留付ピッチ@300
下地鋼材　[ 60×30×10×t1.6 バン ト ツ シタジ コウザイ		●		非載荷 ヒ サイカ

						FP060-CN4		柱 ハシラ		鉄骨
□300×300 テッコツ		ＡＬＣ板(ﾒﾀﾙﾗｽ) 35mm　　留付ピッチ@300
下地鋼材　[ 60×30×10×t1.6 バン ト ツ シタジ コウザイ		●		非載荷 ヒ サイカ

						FP060-CN5		柱 ハシラ		鉄骨
□200×200 テッコツ		強化せっこうボードGB-F(V)15mm+15mm
下地鋼材[45×45×ｔ0.5 キョウカ シタジ コウザイ		●		非載荷 ヒ サイカ		裏あて材：鋼板目地処理なし ウラ ザイ コウハン メジ ショリ

						FP060-CN6		柱 ハシラ		鉄骨
□300×300 テッコツ		強化せっこうボードGB-F(V)12.5mm+12.5mm
下地鋼材[45×45×ｔ0.5 キョウカ シタジ コウザイ		●		非載荷 ヒ サイカ		裏あて材：鋼板目地処理なし ウラ ザイ コウハン メジ ショリ

						FP060-CN7		柱 ハシラ		鉄骨
□200×200 テッコツ		強化せっこうボードGB-F(V)25mm
下地鋼材[45×45×ｔ0.5 キョウカ シタジ コウザイ		●		非載荷 ヒ サイカ		裏あて材：鋼板目地処理なし ウラ ザイ コウハン メジ ショリ

						FP060-CN8		柱 ハシラ		鉄骨
□300×300 テッコツ		強化せっこうボードGB-F(V)25mm
下地鋼材[50×45×ｔ0.8 キョウカ シタジ コウザイ		●		非載荷 ヒ サイカ		裏あて材：GB-F(Ｖ)、目地処理あり ウラ ザイ メジ ショリ

						FP060-CN9		柱 ハシラ		－		繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　20mm						既存試験データから決定 キソン シケン ケッテイ

						FP060-CN10		柱 ハシラ		－		繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK　25mm						今回のはり60分の試験結果や既存試験を参照 コンカイ フン シケン ケッカ キゾン シケン サンショウ

						FP060-CN11		柱 ハシラ		－		吹付ロックウール 30mm旧通則認定G1211 キュウ ツウソク ニンテイ						既存試験データから決定 キソン シケン ケッテイ

						FP060-BM1		はり		鉄骨
H400×200 テッコツ		強化せっこうボードGB-F(V)21mm
下地鋼材[45×45×ｔ0.5 キョウカ シタジ コウザイ		●		非載荷 ヒ サイカ		裏あて材：鋼板目地処理なし ウラ ザイ コウハン メジ ショリ

						FP060-BM2		はり		鉄骨
H400×200 テッコツ		強化せっこうボードGB-F(V)25mm
下地鋼材[50×45×ｔ0.8 キョウカ シタジ コウザイ		●		非載荷 ヒ サイカ		裏あて材：GB-F(Ｖ)、目地処理あり ウラ ザイ メジ ショリ

						FP060-BM3		はり
(小梁) コ ハリ		鉄骨
H200×100 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板　0.2TK　25mm
直下張り、スペーサーけいカル板、留付ピッチ@200		●		非載荷 ヒ サイカ		留付け釘L65
(セメントコート連結釘)

						FP060-BM4		はり		鉄骨
H400×200 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板　0.2TK　40mm
直下張り、スペーサーけいカル板、留付ピッチ@200		●		非載荷 ヒ サイカ		留付け釘L90
(セメントコート連結釘)

						FP060-BM5		はり		－		繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　20mm						既存試験データから判定 キソン シケン ハンテイ

						FP060-BM6		はり		－		吹付ロックウール 30mm旧通則認定G1211 キュウ ツウソク ニンテイ						既存試験データから判定 キソン シケン ハンテイ

						FP060-FL1		床 ユカ		－		合成スラブ　デッキプレート高さ50mm、コンクリート厚さ80mm【(通)F1001連続支持、(通)F1002単純支持】 ゴウセイ タカ アツ ツウ レンゾク シジ ツウ タンジュン シジ						既存試験データから決定 キソン シケン ケッテイ

						FP060-FL2		床 ユカ		－		合成スラブ　デッキプレート高さ75mm、コンクリート厚さ80mm【(通)F1001連続支持、(通)F1002単純支持】 ゴウセイ タカ アツ						既存試験データから決定 キソン シケン ケッテイ





				耐火時間 タイカ ジカン		試験体番号 シケンタイ バンゴウ		構造区分 コウゾウ クブン		下地
荷重支持部材 シタジ カジュウ シジ ブザイ		被覆材とその仕様 ヒフク ザイ シヨウ		製作 セイサク		載荷
非載荷 サイカ ヒ サイカ		備考 ビコウ

				耐火120分 タイカ フン		FP120-CN1		柱 ハシラ		鉄骨
H300×300 テッコツ		ＡＬＣ板50mm （メッシュ鉄筋）
下地鋼材[60×30×10×ｔ1.6　留付ピッチ@500 バン シタジ コウザイ トメ ツ		●		非載荷 ヒ サイカ

						FP120-CN2		柱 ハシラ		鉄骨
□300×300 テッコツ		ＡＬＣ板 50mm（メッシュ鉄筋）
下地鋼材[60×30×10×ｔ1.6　留付ピッチ@500 バン テッキン シタジ コウザイ トメ ツ		●		非載荷 ヒ サイカ

						FP120-CN3		柱 ハシラ		鉄骨
□300×300 テッコツ		強化せっこうボードGB-F(V)21mm+21mm
下地鋼材[45×45×ｔ0.5 キョウカ シタジ コウザイ		●		非載荷 ヒ サイカ		裏あて材：鋼板目地処理なし ウラ ザイ コウハン メジ ショリ

						FP120-CN4		柱 ハシラ		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　35mm						既存試験データから決定 キソン シケン ケッテイ

						FP120-CN5		柱 ハシラ		鉄骨 テッコツ		繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK　40mm						今回のはり60分の試験結果や既存試験を参照 コンカイ フン シケン ケッカ キゾン シケン サンショウ

						FP120-BM1		はり		鉄骨
H400×200 テッコツ		ＡＬＣ板 50mm（メッシュ鉄筋）
下地鋼材[60×30×10×ｔ1.6　留付ピッチ@500,750 バン テッキン シタジ コウザイ トメ ツ		●		非載荷 ヒ サイカ

						FP120-BM2		はり		－		繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　35mm						既存試験データから決定 キソン シケン ケッテイ

						FP120-BM3		はり		－		繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK　40mm						今回のはり60分の試験結果や既存試験を参照 コンカイ フン シケン ケッカ キゾン シケン サンショウ

				耐火30分 タイカ フン		FP030-RF1		屋根 ヤネ		金属板屋根 キンゾクバン ヤネ		無機質断熱材裏張/金属板屋根　【旧通則仕様】 キュウ ツウソク シヨウ						既存試験データから決定 キソン シケン ケッテイ

				準耐火60分		QF060-FL1		床 ユカ		木 モク		ＡＬＣ板100mm（メッシュ鉄筋）　支点間2,000
ＡＬＣ目地部：マルカン、目地鉄筋、モルタル充填 バン シテン アイダ メジ ブ メジ テッキン ジュウテン		●		載荷 サイカ		はり集成材準耐火60分の燃えしろ設計 シュウセイザイ ジュン タイカ ブン モ セッケイ

				準耐火30分 ジュン タイカ フン		QF030-RF　A1		屋根 ヤネ		木 モク		加熱側：せっこうボード12.5mm+ロックウール吸着板9mm
非加熱側：構造用合板9.0mm+強化せっこうボードGB-F(V)12.5mm カネツ ガワ キュウチャク イタ ヒ カネツ ガワ コウゾウヨウ ゴウハン キョウカ		●		載荷 サイカ		1)非加熱側は全て構造用合板9mm
＋強化せっこうボードGB-F(V)12.5mm

2)母屋：105×105
垂木：45×60
野地：40×30
は全て同じ ヒ カネツ ガワ スベ コウゾウヨウ ゴウハン キョウカ オモヤ タルキ ノジ スベ オナ

						QF030-RF　A2		屋根 ヤネ		木 モク		加熱側：グラスウール24k　50mm+強化せっこうボードGB-F(V)12.5mm		●		載荷 サイカ

						QF030-RF　B1		屋根 ヤネ		木 モク		加熱側：強化せっこうボード15mm　　GB-F(V) キョウカ		●		載荷 サイカ

						QF030-RF　B2		屋根 ヤネ		木 モク		加熱側：せっこうボード9mm+せっこうボード12.5mm		●		載荷 サイカ

				準耐火45分		QF045-RS1		軒裏 ノキウラ		木 モク		野地板仕様硬質木片セメント板12mm+軽量セメントモルタル10mm ノジイタ シヨウ コウシツ モクヘン イタ ケイリョウ		●		非載荷 ヒ サイカ		1)軽量セメントモルタル
有材質量8％以下
2)平ラス、アスファルトフェルトあり ケイリョウ ユウ ザイ シツリョウ イカ タイ

						QF045-RS2		軒裏 ノキウラ		木 モク		小幅板仕様：厚さ12mm，幅75mm（アキ30mm）軽量セメントモルタル20mm コハバ イタ シヨウ アツ ハバ ケイリョウ		●		非載荷 ヒ サイカ

						QF045-RS3		軒裏 ノキウラ		木 モク		小幅板仕様：厚さ12mm，幅75mm（アキ30mm）軽量セメントモルタル30mm コハバ イタ シヨウ アツ ハバ ケイリョウ		●		非載荷 ヒ サイカ





認定件数

				構造種別		部位		時間		認定番号		総件数※ ソウ

														移行認定後

				耐火構造		柱		60分		FP060CN		457		153

								120分		FP120CN		335		182

								180分		FP180CN		252		134

						床		60分		FP060FL		115		41

								120分		FP120FL		151		89

						はり		60分		FP060BM		344		133

								120分		FP120BM		272		169

								180分		FP180BM		145		108

						屋根		30分		FP030RF		2485		332

						階段		30分		FP030ST		12		0

				準耐火構造		柱		45分		QF045CN		26		26

								60分		QF060CN		11		2

						床		45分		QF045FL		55		23

								60分		QF060FL		22		12

						はり		45分		QF045BM		4		1

								60分		QF060BM		3		1

						屋根		30分		QF030RF		105		5

						階段		30分		QF030ST		3		2

						軒裏		30分		QF030RS		110		5

								45分		QF045RS		199		115

								60分		QF060RS		75		22

				防火構造		軒裏		30分		PC030RS		3		3





被覆材分類 (ﾊﾟﾜﾎﾟ)

				分類名		材料名称						分類名		材料名称

				ALC板系		ALCパネル						けい酸カルシウム板系		セメントけい酸カルシウム板

						軽量気泡コンクリートパネル								繊維混入けい酸カルシウム板

				コンクリート板系		リブ付中型コンクリートパネル								けい酸カルシウム板

						コンクリート板						スラグせっこう板系		繊維混入スラグせっこう板

				せっこうボード製品		強化せっこうボード								繊維混入パーライトスラグせっこう板

						せっこうボード								スラグセメントパーライト板

						せっこう板								スラグせっこう板

						繊維混入せっこう板						火山性ガラス質複層板		火山性ガラス質複層板

						ガラス繊維布張せっこう板						セメント板		セメント板

						薬剤処理ボード用原紙張せっこう板						繊維混入パーライトセメント板		繊維混入パーライトセメント板

				軽量セメントモルタル		水酸化アルミニウム混入軽量セメントモルタル塗						木質系セメント板系		木毛セメント板

						軽量セメントモルタル塗								硬質木片セメント板

						軽量セメントモルタル								パルプセメント板

				セメントモルタル		ガラス繊維ネット張セメントモルタル板								複合金属サイディング

						セメントモルタル塗						合板・構造用合板等		構造用合板

						セメントモルタル								構造用パネル

						しっくい								合板

				窯業系サイディング		窯業系サイディング								木質接着複合パネル

						繊維補強セメントけい酸カルシウム板								木質系パネル

						木繊維混入セメントけい酸カルシウム板								パーティクルボード

						繊維混入セメントけい酸カルシウム板						木質系ボード		木質系ボード

				繊維強化セメント板		繊維強化セメント板						繊維板		ファイバーボード

						繊維補強セメント板								繊維板

						繊維混入セメント板						きずり		きずり

						スレート板						木板		木板

						繊維強化セメント板系パネル						下地材		下地材

						スレート						鋼板・金属板		金属板

														鋼板

												吹付けロックウール		吹付けロックウール









(ハ)耐火試験の実施

部位
下
地

耐火60分【FP060-CN4】

柱 鉄
ＡＬＣ板(ﾒﾀﾙﾗｽ) 35mm 留付ピッチ@300
下地鋼材 ‐ 60×30×10×t1.6

主な判定基準（鋼材）
①平均温度が350K以下
②最高温度が450K以下
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柱表面T1‐1 柱表面T1‐2

柱表面T1‐3 柱表面T1‐4

柱表面T1‐5 柱表面T1‐6

柱表面T1‐7 柱表面T1‐8

柱表面T1‐9 柱表面T1‐10

柱表面T1‐11 柱表面T1‐12

柱表面T1‐13 柱表面T1‐14

柱表面T1‐15 柱表面T1‐16

柱表面T1‐17 柱表面T1‐18

柱表面T1‐19 柱表面T1‐20

柱表面T1‐21 柱表面T1‐22

柱表面T1‐23 柱表面T1‐24

ALC裏面T1‐25 ALC裏面T1‐26

ALC裏面T1‐27 ALC裏面T1‐28

中空層T1‐29 中空層T1‐30

中空層T1‐31 中空層T1‐32

柱表面平均

最高温度 354.6℃
平均温度 340.9℃

⊏



(ハ)耐火試験の実施
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部位 下地 耐火60分【FP060-CN8】

柱 鉄
強化せっこうボードGB‐F(V)25mm
下地鋼材 ‐ 50×45×ｔ0.8
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柱表面T1‐4
柱表面T1‐5
柱表面T1‐6
柱表面T1‐7
柱表面T1‐8
柱表面T1‐9
柱表面T1‐10
柱表面T1‐11
柱表面T1‐12
柱表面T1‐13
柱表面T1‐14
柱表面T1‐15
柱表面T1‐16
柱表面T1‐17
柱表面T1‐18
柱表面T1‐19
柱表面T1‐20
柱表面T1‐21
柱表面T1‐22
柱表面T1‐23
柱表面T1‐24
ボード裏面T1‐25
ボード裏面T1‐26
ボード裏面T1‐27
ボード裏面T1‐28
中空層T1‐29
中空層T1‐30
中空層T1‐31
中空層T1‐32
柱表面平均

最高温度 342.5℃
平均温度 327.3℃

主な判定基準（鋼材）
①平均温度が450K以下
②最高温度が350K以下

(横目地／縦目地開き幅
約16mm／14mm)

⊏



(ハ)耐火試験の実施
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部位 下地 耐火60分【FP060-BM2】

はり 鉄
強化せっこうボードGB‐F(V)25mm
下地鋼材 ‐ 50×45×ｔ0.8

0

100

200

300

400

500

600

700

0 30 60 90 120 150 180 210

Te
m

pe
ra

tu
re

 (°
C)

Time (min)

梁表面T1‐1
梁表面T1‐2
梁表面T1‐3
梁表面T1‐4
梁表面T1‐5
梁表面T1‐6
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梁表面T1‐9
梁表面T1‐10
梁表面T1‐11
梁表面T1‐12
梁表面T1‐13
梁表面T1‐14
梁表面T1‐15
梁表面T1‐16
梁表面T1‐17
梁表面T1‐18
梁表面T1‐19
梁表面T1‐20
梁表面T1‐21
ボード裏面T1‐22
ボード裏面T1‐23
ボード裏面T1‐24
中空層T1‐25
梁表面平均

最高温度 301.2℃
平均温度 292.3℃

⊏

試験後

目地の開き 約14～18mm

試験前



(ハ)耐火試験の実施
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部位 下地 耐火60分【FP060-BM4】

はり 鉄
繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK 25mm
直下張り、スペーサーけいカル板、
留付ピッチ@200
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梁表面T1‐1 梁表面T1‐2

梁表面T1‐3 梁表面T1‐4

梁表面T1‐5 梁表面T1‐6

梁表面T1‐7 梁表面T1‐8

梁表面T1‐9 梁表面T1‐10

梁表面T1‐11 梁表面T1‐12

梁表面T1‐13 梁表面T1‐14

梁表面T1‐15 梁表面T1‐16

梁表面T1‐17 梁表面T1‐18

梁表面T1‐19 梁表面T1‐20

梁表面T1‐21 梁表面平均

最高温度 293.1℃
平均温度 283.1℃

(鉛直目地／水平目地開き幅
約8mm／5mm)



(ハ)耐火試験の実施
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部位 下地 準耐火30分【QF030-RFB1】

屋根 木 加熱側：強化せっこうボードGB‐F(V)15mm

判定：木材着火温度260℃、遮熱制限温度140k
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軸組内部‐5 軸組内部‐6

軸組内部‐7 軸組内部‐8

合板表面‐9 合板表面‐10

合板表面‐11 合板表面‐12

母屋下面‐17 母屋下面‐18

母屋側面‐19 母屋側面‐20

合板裏面‐45 合板裏面‐46

合板裏面‐47 合板裏面‐48

判定：非加熱側に
火炎のないこと
(260℃到達時間)

加熱前

加熱後



(ハ)耐火試験の実施
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部位 下地 準耐火45分【QF045-RS2、QF045-RS3】

軒裏 木

RS2：小幅板仕様：厚さ12mm，幅75mm（ア
キ30mm）軽量セメントモルタル20mm
RS3：小幅板仕様：厚さ12mm，幅75mm（ア
キ30mm）軽量セメントモルタル30mm
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b1‐②:ﾓﾙﾀﾙ・ﾗｽ表面

b2‐①:ﾓﾙﾀﾙ・ﾗｽ表面

b2‐②:ﾓﾙﾀﾙ・ﾗｽ表面

b3‐①:ﾓﾙﾀﾙ・ﾗｽ表面

b3‐②:ﾓﾙﾀﾙ・ﾗｽ表面

C1‐①:野縁表面

C1‐②:野縁表面

C2‐①:野縁表面

C2‐②:野縁表面

C3‐②:野縁表面

d‐1:軒裏雰囲気

d‐2:軒裏雰囲気

d‐3:軒裏雰囲気

標準板裏面‐1

標準板裏面‐2

標準板裏面‐3
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b1‐②:ﾓﾙﾀﾙ・ﾗｽ表面

b2‐①:ﾓﾙﾀﾙ・ﾗｽ表面

b2‐②:ﾓﾙﾀﾙ・ﾗｽ表面

b3‐①:ﾓﾙﾀﾙ・ﾗｽ表面

b3‐②:ﾓﾙﾀﾙ・ﾗｽ表面

C1‐①:野縁表面

C1‐②:野縁表面

C2‐①:野縁表面

C2‐②:野縁表面

C3‐②:野縁表面

d‐1:軒裏雰囲気

d‐2:軒裏雰囲気

d‐3:軒裏雰囲気

標準板裏面‐1

標準板裏面‐2

標準板裏面‐3

ﾓﾙﾀﾙ30

QF045-RS2 QF045-RS3

判定：標準板の裏面温度最高180K 、平均140K以下
（可燃物燃焼温度最高200℃、平均160℃）



告示に位置付ける仕様の提案
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耐火60分

種類 下地等 仕様 留意事項 備考

柱 鉄骨 ＡＬＣ板(ﾒﾀﾙﾗｽ) 35mm 留付ピッチ@300、小断面不可 FP060-CN4

柱 鉄骨
強化せっこうボード
GB-F(V)25mm

目地処理あり、下地鋼材[50×
45×ｔ0.8

FP060-CN8

柱 鉄骨 繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　20mm － 既存データ、耐火性能検証法

柱 鉄骨 繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK　25mm 比重0.3以上,箱張りに限る 既存データ、FP060-BM3の結果等

柱 鉄骨 吹付ロックウール 30mm
比重0.3以上,ロックウールは
セメントの1.5倍以上

既存データ、耐火性能検証法

はり 鉄骨 強化せっこうボードGB-F(V)25mm
目地処理あり、下地鋼材[50×
45×ｔ0.8

FP060-BM2

はり
(小はり)

鉄骨 繊維混入けい酸カルシウム板　0.2TK　40mm 小断面用の仕様 FP060-BM3

はり 鉄骨 繊維混入けい酸カルシウム板　0.2TK　25mm FP060-BM4

はり 鉄骨 繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　20mm 既存データ、耐火性能検証法

はり 鉄骨 吹付ロックウール 30mm
比重0.3以上,ロックウールは
セメントの1.5倍以上

既存データ、耐火性能検証法

床 鉄骨 合成スラブ　デッキプレート高さ50mm、コンクリート厚さ80mm スパン制限あり 既存データ、耐火性能検証法

床 鉄骨 合成スラブ　デッキプレート高さ75mm、コンクリート厚さ80mm スパン制限あり 既存データ、耐火性能検証法

耐火120分
種類 下地等 仕様 留意事項 備考

柱 鉄骨 繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　35mm 既存データ、耐火性能検証法

柱 鉄骨 繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK　40mm 既存データ、FP060-BM3の結果等

はり 鉄骨 繊維混入けい酸カルシウム板 0.5TK　35mm 既存データ、耐火性能検証法

はり 鉄骨 繊維混入けい酸カルシウム板 0.2TK　40mm 既存データ、FP060-BM3の結果等

耐火30分
種類 下地等 仕様 留意事項 備考

屋根 金属板屋根 無機質断熱材裏張 既存データ
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準耐火60分
種類 下地等 仕様 留意事項 備考

床 木 ＡＬＣ板100mm（メッシュ鉄筋） 支点間距離2,000mm QF060-FL1

準耐火30分
種類 下地等 仕様 留意事項 備考

屋根 木
加熱側：せっこうボード12.5mm+ロックウール吸音板9mm
非加熱側：構造用合板9.0mm+強化せっこうボードGB-F(V)12.5mm QF030-RF　A1

屋根 木 加熱側：グラスウール24k　50mm+強化せっこうボードGB-F(V)12.5mm QF030-RF　A2

屋根 木 加熱側：強化せっこうボードGB-F(V)15mm QF030-RF　B1

準耐火45分
種類 下地等 仕様 留意事項 備考

軒裏 木・鉄 野地板仕様硬質木片セメント板12mm+軽量セメントモルタル10mm QF045-RS1

軒裏 木・鉄 小幅板仕様：厚さ12mm，幅75mm（アキ30mm）軽量セメントモルタル20mm QF045-RS2

軒裏 木・鉄 小幅板仕様：厚さ12mm，幅75mm（アキ30mm）軽量セメントモルタル30mm QF045-RS3
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昨年度の壁に続き、類似の仕様が多い柱、はり等の大臣認定の構造方法
について、一般的な基準として定めるために必要な調査・実験等を行った。

 （イ）余裕度の検証 既往の大臣認定時の試験結果等を基に、防火被覆材の耐火性能
を考慮し、被覆材の厚さ等を検討した。

 （ロ）施工性の検証 工業会等で作成した壁等の施工要領書案等を参考に、
被覆材の留め付け方法や目地部の処理方法を確認した。

 （ハ）耐火試験の実施 選定した仕様について一定の安全性が確実に確保されていること
を確認するための耐火試験を実施し、データを収集した。

告示に位置付ける仕様の提案 合計２４仕様

仕様 耐火30分 準耐火60分 準耐火30分 準耐火45分

種類 柱 はり 床 柱 はり 屋根 床 屋根 軒裏

ALC 1 1

強化せっこうボード 1 1

けい酸カルシウム板 2 3 2 2

吹付ロックウール 1 1

合成スラブ 2

金属板 1

強化せっこうボード等 3

軽量セメントモルタル等 3

耐火60分 耐火120分
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