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防火構造

45分準耐火構造

構　　造　　の　　名　　称認　定　番　号部　位

外壁（耐力）

間仕切壁
（耐力）

柱

軒　裏

QF045BE － 9226

QF045BP － 9070

QF045CN － 9032

QF045RS － 9122

両面窯業系サイディング張 / 木造・鉄骨造外壁

両面窯業系サイディング張 / 木造・鉄骨造間仕切壁

窯業系サイディング張 / 木造・鉄骨造柱

窯業系サイディング張 / 木造・鉄骨造 軒裏

1 時間準耐火構造

構　　造　　の　　名　　称認　定　番　号部　位

外壁（耐力）

間仕切壁
（耐力）

柱

軒　裏

QF060BE － 9225

QF060BP － 9069

QF060CN － 9031

QF060RS － 9121

両面窯業系サイディング張 / 木造・鉄骨造外壁

両面窯業系サイディング張 / 木造・鉄骨造間仕切壁

窯業系サイディング張 / 木造・鉄骨造柱

窯業系サイディング張 / 木造・鉄骨造 軒裏

注　軒裏については、45分準耐火構造QF045RS－ 9122 の認定を使用する

部　位 認　定　番　号 構　　造　　の　　名　　称

外壁（耐力）
木造下地 PC030BE － 9201 窯業系サイディング表張 / せっこうボード裏張 / 木

造外壁

外壁（耐力）
鉄骨下地 PC030BE － 9202 窯業系サイディング表張 / せっこうボード裏張 / 鉄

骨造外壁

6.1防火構造・準耐火構造

6．巻末資料

6.1.1 窯業系サイディングの防 ･耐火構造認定

　JTCは、以下の認定を取得しており、この使用を協会各社に許諾しております。なお、外張り断熱工法等
は認定外ですので、外張り断熱工法については各断熱材の団体又はメーカーにお問い合わせ下さい。
　なお、下記の各認定内容の詳細については、JTC のホームページ（www.jtc.or.jp）にある「防火・準耐
火構造認定書に係わるQ&A」をご参照いただくと共に、各認定書の別添図書をご確認ください。
　また、認定の使用に当たっては、協会各社にご確認ください。
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施工仕様等 防火構造 45分準耐火構造 1時間準耐火構造

適用下地 木造軸組、木造枠組（2×4）、鉄骨 同左 同左

サイディングの
施工方法

横張り、縦張り、重ね張り（直張り工法、
胴縁工法、通気構法にて施工可能） 同左 同左

下地ピッチ

木造下地：606mm以下
鉄骨下地：
 サイディング厚さ15mm未満→ 
 　606mm以下
 サイディング厚さ15mm以上→
 　1,000mm以下

同左 木造下地：606mm以下
鉄骨下地：606mm以下

鉄骨下地の厚さ 鉛直荷重のかかる鉄骨の厚さは
2.3mm以上とする。 同左 同左

通気構法の
留意点

窯業系サイディングの裏面に通気が
できるよう下地を構成する。（通気役
物は使用しなくても良い）

同左

高さ3m毎に通気役物（直径8øの
孔を40mmピッチにあけた鋼板、
木材など）または横胴縁（通気構
法の場合は通気ができるよう開口
率3.5～7％に切り欠いたもの）
を取り付ける。

防水紙

●材料
　透湿防水シート
シージングボード（通気構法用A級
インシュレーションボードを含む）
●取付方法
＜透湿防水シート＞
　重ね代 縦：90mm以上
 横：150mm以上
＜シージングボード＞
突き付け部分は防水テープまたは、ガ
スケット等で防水処理を行う。

同左 同左

サイディングの
取付け

●取付け材料
①くぎ 2.0ø×32mm以上
②タッピンねじ 3.0ø×25mm以上

同左
①くぎ 2.4ø × 40mm以上
②タッピンねじ
 4.0ø × 40mm以上

③金具
ステンレス鋼板製、溶融亜鉛メッキ鋼
板製、アルミニウム板製または、同等
以上の耐久性を有する鋼板製
鋼板製は、
 厚さ 0.8m　m以上
 幅 40mm以上
 高さ 30mm以上
アルミニウム板製は、
 厚さ 1.0mm以上
 幅 40mm以上
 高さ 35mm以上

③ 金具
　ステンレス鋼板、溶融
　亜鉛メッキ鋼板製
　（アルミニウム製は不可）
　厚さ 0.8mm以上
　幅 40mm以上
　高さ 30mm以上 同左

●金具取付け材料
①くぎ 2.3ø×38mm以上
②タッピンねじ 3.5ø×13mm以上

同左
①くぎ 2.3ø×38mm以上
②タッピンねじ
 3.5ø × 13mm以上

6.1.2 認定における外壁の施工仕様の概要

　JTCの防火構造及び準耐火構造の認定における外壁の標準施工仕様の概要を下表に示す。
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施工仕様等 防火構造 45分準耐火構造 1時間準耐火構造

サイディングの
取付け

●取付け方法
①くぎまたはタッピンねじの場合
　間隔303mm以下

同左 同左

②金具の場合
　間隔：サイディング厚さ
　15m 以上　606mm以下

間隔455mm以下に
留め付ける。ただし、金
具での留め付けは厚さ
15mm以上のサイディ
ングに限る。

同左

軒天井 窯業系サイディングQF045RS-9122
該当品を取り付ける。 同左

延焼の恐れのある部分は窯業系
サイディングQF060RS-912 
を取り付ける。

破風・鼻隠し 不燃材料 同左 同左

出隅、入隅、
水切り等役物

塩ビ鋼板、アルミニウム板、ステンレ
ス鋼板、防錆処理鋼板、窯業系サイ
ディングおよび硬質塩ビ板（土台水切
のみ）

同左 同左

目地の処理

●突きつけ目地：
　必ず受け材があること 同左 同左

●合いじゃくり及び本ざね目地
・  目地部のサイディング相互の重ね
代は6mm以上とすること。

・ 垂直方向のはこ目地の幅は7mm
以下とすること。

同左

合いじゃくり及び本ざね目地
重ね代：9mm以上

●水切り目地
・ 目地部には柱、間柱、胴縁、合板、鋼
板等の受け材があること。

・ 目地部においてサイディングは受け
材にくぎ、タッピンねじ等で直接ま
たは間接に留め付けること。

・  目地の幅は10mm以下とするこ
と。
・  水切りは鋼板製とし、受け材にくぎ、
タッピンねじ等で留め付けること。

・  サイディングと水切りとは20mm 
以上の重ね代をとること。 同左

●水切り目地
①水平水切り目地
・ 目地部の裏側には間柱、胴縁、合
板等の受け材があること。

・ 目地部においてサイディングは受
け材にくぎ、タッピンねじ等で留
め付けること。

・ 目地の幅は10mm 以下とするこ
と。
・ 水切りは鋼板製（亜鉛鋼板製、ス
テンレス鋼板を含む）とし、受け材
にくぎ、タッピンねじ等で留め付
けること。

・ サイディングと水切りとは20mm
以上の重ね代をとること。
②垂直水切目地
・ 目地部分のサイディング相互の
重ね代は9mm以上とする。

・ 目地部分の幅は3mm以下とする
こと。

水切

受け材

20mm以上

20mm以上
10mm以下

9mm以上

3mm以下
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施工仕様等 防火構造 45分準耐火構造 1時間準耐火構造

目地の処理

●シーリング目地
① 材料：変成シリコーン系、ウレタン
系、ポリサルファイド系シーリング
材または、これと同等以上の性能
を有するシーリング材、または合成
樹脂系、合成ゴム系、金属製及びそ
れらの組み合わせ等の定型シール
材または、それらシーリング材と定
型シール材の組み合わせ。
②施工方法
・ 目地部には柱、間柱、胴縁、合板、鋼
板等の受け材または、充てん材があ
ること。
・ 目地部においてはサイディングは
受け材にくぎ、タッピンねじまたはリ
ベット等で直接または間接に留め付
ける。
・ 目地部には必要に応じてバックアッ
プ材等を入れて、シール材を充てん
する。
・ 目地幅は8～18mmとする

同左

●シーリング目地
① 材料：変成シリコーン系、ウレタ
ン系、ポリサルファイド系シーリ
ング材または、これと同等以上の
性能を有するシーリング材、また
は合成樹脂系、合成ゴム系、金属
製及びこれらの組み合わせ等の
定型シール材。
②施工方法
・ 目・目地部の裏側には間柱、胴縁、
合板等の受け材があること。
・ 受け材に鋼板（亜鉛鋼板製、ステ
ンレス鋼板を含む）のハット型ジョ
イナー等のジョイナーを留め付
け、シール材を充てんする。
・ サイディングとジョイナー等は
20mm以上の重ね代をとること。
・ 目地幅は10mm以下とする。（た
だし、開口部廻りで不燃材の裏打
材がある場合は目地幅は18mm
まで広げることができる）

●重なり目地
サイディングの重ね代は、20mm以
上とする。

同左 同左

8～18mm 8～18mm
シーリング材 定型シール材

ハット形ジョイナー シーリング材

20mm以上 20mm以上
10mm以下

20mm以上
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次のいずれかとする。

①せっこうボード（9.5mm以上）
②グラスウール（75mm以上）を充填した上に合板（4mm以上）を張ったもの
③グラスウール（75mm以上）を充填した上に構造用パネル（4mm以上）を張ったもの
④グラスウール（75mm以上）を充填した上にパーティクルボード（4mm以上）を張ったもの
⑤グラスウール（75mm以上）を充填した上に木材（4mm以上）を張ったもの
⑥ロックウール（75mm以上）を充填した上に合板（4mm以上）を張ったもの
⑦ロックウール（75mm以上）を充填した上に構造用パネル（4mm以上）を張ったもの
⑧ロックウール（75mm以上）を充填した上にパーティクルボード（4mm以上）を張ったもの
⑨ロックウール（75mm以上）を充填した上に木材（4mm以上）を張ったもの

屋内側被覆は、大壁の他に真壁とすることができる。真壁とする場合は以下の構造とする。

次のいずれかとする。

①せっこうボード（9.5mm以上）
②グラスウール（75mm以上）を充填した上に合板（4mm以上）を張ったもの
③グラスウール（75mm以上）を充填した上に構造用パネル（4mm以上）を張ったもの
④グラスウール（75mm以上）を充填した上にパーティクルボード（4mm以上）を張ったもの
⑤グラスウール（75mm以上）を充填した上に木材（4mm以上）を張ったもの
⑥ロックウール（75mm以上）を充填した上に合板（4mm以上）を張ったもの
⑦ロックウール（75mm以上）を充填した上に構造用パネル（4mm以上）を張ったもの
⑧ロックウール（75mm以上）を充填した上にパーティクルボード（4mm以上）を張ったもの
⑨ロックウール（75mm以上）を充填した上に木材（4mm以上）を張ったもの

防火構造PC030BE-9201（ 木造下地）の屋内側の被覆

防火構造PC030BE-9202（ 鉄骨下地）の屋内側の被覆

柱への欠き込み（深さ15mm程度）
受け材（40×40mm程度）

内壁側

柱 柱

せっこうボード等
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次のいずれかとする。

（1）間柱及び下地を木材又は鉄材で造った場合
①せっこうボード（15mm以上）（強化せっこうボードを含む）
②せっこうボード（12mm以上）の上にせっこうボード又は難燃合板（9mm以上）を張ったもの
③せっこうボード又は難燃合板（9mm以上）の上にせっこうボード（12mm以上）を張ったもの
④せっこうラスボード（7mm以上）の上にせっこうプラスター（8mm以上）を塗ったもの
⑤強化せっこうボード（12.5mm以上）

（2）間柱及び下地を不燃材料で造った場合
①鉄網モルタル塗（15mm以上）
②木毛セメント板張又はせっこうボード張の上にモルタル又はしっくい（10mm以上）を塗ったもの
③木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの

（3）間柱及び下地を不燃材料以外の材料で造った場合
①鉄網モルタル塗又は木ずりしっくい塗（20mm以上）
②木毛セメント板張又はせっこうボード張の上にモルタル又はしっくい（15mm以上）を塗ったもの
③モルタル塗の上にタイルを張ったもの（合計厚さ 25mm以上）
④セメント板張または瓦張の上にモルタルを塗ったもの（合計厚さ 25mm以上）
⑤土蔵造り
⑥土蔵真壁造りで裏返塗りをしたもの

（4）以下の認定のいずれか（旧番号で表示してあります）
準耐火（通）W1001、準耐火（通）W1009、準耐火（通）W1011、準耐火（通）W1012、
準耐火（通）W1013、準耐火W1001、準耐火W1002、準耐火W1003

（5）本認定の屋外側被覆（窯業系サイディング）

（6）1時間準耐火構造QF060BE-9225 の屋内側被覆

次のいずれかとする。

（1）間柱及び下地を木材又は鉄材で造った場合
①せっこうボード（12mm以上）の上にせっこうボード（12mm以上）を張ったもの（強化せっこうボー
ドを含む）
②スラグせっこう系セメント板（8mm以上）の上にせっこうボード（12mm以上）を張ったもの
③強化せっこうボード（16mm以上）
④強化せっこうボード（12mm以上）の上にせっこうボード又は難燃合板（9mm以上）を張ったもの
⑤せっこうボード又は難燃合板（9mm以上）の上に強化せっこうボード（12mm以上）を張ったもの

（2）以下の認定のいずれか（旧番号で表示してあります）
準耐火（通）W2001、準耐火（通）W2006、準耐火（通）W2007、準耐火（通）W2008、
準耐火W2008、準耐火W2009、準耐火W2010、準耐火W2011

（3）本認定の屋外側被覆（窯業系サイディング）

（4）耐火構造の屋内側被覆

45分準耐火構造QF045BE-9226 の屋内側の被覆

1時間準耐火構造QF060BE-9225 の屋内側の被覆
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　通気胴縁の下地となる主要な部分（構造）の構成として、下地面材が無い場合と下地面材が
ある場合、さらに下地面材にくぎの保持力が期待できるか否かの検討を行い、必要なくぎ保持
力を全て通気胴縁に負わせるか、その下の面材などにも負担させるのか判断し、通気胴縁の種
類ごとに材厚を設計する。
　また、通気層に必要な厚さを確保するスペーサーの役割として通気胴縁厚さを壁の構造から
検討する。通気層の厚さは実験結果より 12mm以上あれば良いと判断されるが、断熱材のせり
出し等が予想される軸組工法では施工精度を考慮し15mm以上（樹種により18mm以上）とする。
但し、断熱材のせり出し防止措置（スペーサー等）がある場合や枠組壁工法などで充てん断熱
材の外側に下地面材がある場合は、15mm以上とすることができる。
　耐風圧上の要素と通気層の必要厚さの要素から通気胴縁の設計を下表にまとめた。

H12 年 国土交通省告示 1458 号－帳壁を基本とした。
条件 ：基準風速 最高 46 ｍ / ｓ（沖縄全域）（Ｈ 12 年 国土交通省告示 1454 号）
 ：地表面粗度区分Ⅲ

6.2 通気胴縁の必要くぎ保持力と材厚

下地の構成例（通気胴縁）　高さ 16m　くぎ 2本留めまで対応

※1　下地の保持力を合算できる。
※2　下地面材と胴縁の組み合わせで、実態に即し保持力を確認する。

主要部分の構成 条　件

通気層厚

通気理論値
（mm）

設計厚さ
（mm）

胴縁の
下地状態

下地期待
保持力
F（N）

必要胴縁
保持力
242-F（N）

保持力要素

通気胴縁種類
と厚さ例（mm）

杉18、米栂15

杉18、米栂15

242

242

0

杉18、米栂152420シージングボード

軸　組

構造用合板

耐水合板

0SB

火山性ガラス
質複層板

杉18、米栂15242

ー

ー 0

※2※298

※2※2150

※2※2182

※2※291

9mm厚

12mm厚

12mm厚

11.5mm厚

空洞

断熱材のせり出し
防止設置なし

断熱材のせり出し
防止措置等あり

下地
面材あり

0

15※1充分あり

15（18）
以上

15以上

12以上

下
地
面
材
無
し

下
地
面
材
有
り
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　耐風圧性能は、建築基準法に規定されている設計風圧力に対し、サイディングが破損・破壊しないものと
する。

6.3 耐風圧性能

窯業系サイディングの施工適用範囲の高さ 13 ｍ以下（木造工法では 16 ｍ以下）に適用する。

窯業系サイディングの設計風圧力を以下に示す。

（1）窯業系サイディング「くぎ留め工法」の耐風圧性能
別途行った試験より求めたくぎ留め工法の設計耐風圧力を下表に示す。

〈試験条件〉
①胴縁間隔：500mm
②働き幅（455mm）当たりくぎ 3本
で留め付け

〈試験条件〉
（ア）標準金具留め工法
①胴縁間隔：500mmおよび 606mm
②働き幅（455mm）毎に金具 1個で
固定

（イ）金具ねじ併用工法
①胴縁間隔：500mm および 606mm
②金具ねじ併用工法については、（6.4
金具・ねじ併用留め仕様例）をご
参照ください。

単位（Pa）

胴縁の種類・板厚 ベイツガ・18mm ベイツガ・15mm スギ・18mm

設計風圧力* －5,777 －4,247 －3,495

＊安全率を1.6としくぎの保持力から算定。次頁【各胴縁の設計保持力】をご参照ください。

単位（Pa）

工法

胴縁間隔

設計風圧力＊

標準金具留め工法 金具ねじ併用工法

606mm －1,402 －3,521

500mm －1,699 －4,267

＊安全率はH13年国土交通省告示第1346号の「極めて稀に発生する暴風による力」を採用し1.6とした。
＊製品により設計風圧力が表より小さい場合があります。詳細は協会各社にお問い合わせください。

（2）窯業系サイディング「金具留め工法」の耐風圧性
別途行った試験より求めた金具留め工法の設計耐風圧力を下表に示す。

くぎ 

留付金具
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6.4 金具・ねじ併用留め仕様例
（1）  木造下地

　留付金具の中間部にねじを増留めとする。
ねじ位置には先孔をもうけ、スペーサーを
取り付ける。材端部にあっては、材端より
30mm以上（協会各社の仕様による）離れた
位置とする。
補強用ねじ：φ3.8  L57mm以上
＊但し、サイディング厚さ15mm以上の場合
＊専用くぎによる補強基準は、協会各社の基
準による。

（2）  鉄骨下地
　留付金具の中間部にねじを増留めとする。
ねじはリーマ付きのものとし、ねじ位置には
スペーサーを取り付ける。材端部にあっては、
材端より40mm以上（協会各社の仕様による）
離れた位置とする。
補強用ねじ：φ5  L60mmリーマ付き

（3）補強用ねじの位置
　補強を必要とする範囲について、サイディ
ングの留付金具の中間部とする。

中間部補強用ねじ
スペーサー

中間部補強用ねじ
スペーサー

補強用ねじ増打ち

留付金具

補強範囲

建物隅部

22
7.
5

45
5

22
7.
5

各胴縁の設計保持力

＊安全率は、同じく 1.6 とした。

厚さ（mm） ｎ数 平均Ａ（Ｎ） 標準偏差ＳＤ 設計保持力 (Ｎ )
( Ａ－ 2SD)/1.6 

ベイツガ
18 30 932.2 115.6 438
15 20 631.6 57.9 322
12 30 377.6 57.1 165

スギ
18 20 531.2 53.6 265
15 15 384.3 59.4 172
12 15 304.7 61.9 113

各胴縁の設計保持力は、各くぎ保持力の平均値から標準偏差の2倍を引き、尚且つ安全率を考慮したものとする。
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　　窯業系サイディングを使用した外壁構造は、層間変形角が 1/120 において、サイディングの脱落がない
ものとする。

　　窯業系サイディングを使用した外壁は、層間変形角が 1/120 においてサイディングが脱落しないことが
確認されている。

　　施行令第 82 条の 2（層間変形角）の緩和の扱いについて、｢昭和 56 年住指発第 96 号第 2構造計算の原
則関係 3層間変形間（二）緩和の扱い｣ では ｢金属板、ボード類その他これ等に類その他これ等に類する
材料で仕上られているものについては、1/120 まで緩和して差し支えない｣ とされている。

6.5 耐震性能

＊「非構造部材の耐震設計指針・同解説および耐震設計施工要領」に示されている「破壊程度の区分」

層間変形 1/300 1/200 1/120 1/60

くぎ留めの場合
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

Ａ * Ａ * Ａ * Ａ *

金具留めの場合
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

Ａ * Ａ * Ａ * Ａ *

サイディングの層間変形追従試験の結果（参考）　ＪＡＳＳ 27窯業系サイディング外壁工事より抜粋

変位

高さ

P




