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2016 年度版 ＴＡＣ建築基準関係法令集 

「告示編」付録データ 

 

以下は、平成 27 年６月施行の改正建築基準法等に関連して改正された告示のうち、『2016 年

度版 建築基準関係法令集』に未掲載のものを収録しています。 

 

［Index］ 

●平成 27年１月 29日 国土交通省告示第 178号 

建築基準法施行規則第３条の 13第１項第四号の規定に基づき国土交通大臣が定める者を定める件 

 

●平成 27年１月 29日 国土交通省告示第 179号 

構造計算適合性判定の業務と同等以上の知識及び能力を要する業務の指定 

平成 27年１月 29日 国土交通省告示第 180号 

構造計算基準に適合する部分の計画を定める件 

 

●平成 27年１月 29日 国土交通省告示第 189号 

建築物の張り間方向又は桁行方向の規模又は構造に基づく保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確

かめることができる構造計算の基準を定める件 

 

●平成 27年２月 23日 国土交通省告示第 247号 

建築基準法第７条の６第１項第二号の国土交通大臣が定める基準等を定める件 

 

●平成 27年２月 23日 国土交通省告示第 249号 

壁等の加熱面以外の面で防火上支障がないものを定める件 

 

●平成 27年２月 23日 国土交通省告示第 250号 

壁等の構造方法を定める件 

 

●平成 27年２月 23日 国土交通省告示第 253号 

主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の主要構造部の構造方法を定める件 

 

●平成 27年２月 23日 国土交通省告示第 254号 

ひさしその他これに類するものの構造方法を定める件 

 

●平成 27年２月 23日 国土交通省告示第 255号 

建築基準法第 27条第１項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件 

 

●平成 27年２月 23日 国土交通省告示第 257号 

防火地域又は準防火地域内にある建築物の外壁の開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備

の構造方法を定める件 
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●平成 27 年１月 29 日 国土交通省告示第 178 号 

建築基準法施行規則第３条の 13 第１項第四号の規定に基づき国土交通大臣が定める者

を定める件 

建築基準法施行規則（昭和 25 年建設省令第 40 号）第３条の 13 第１項第四号の国土交通大臣が

定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

一 建築基準法施行規則第３条の 13第１項第三号に規定する登録特定建築基準適合判定資

格者講習と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習（建築基準法の一部を

改正する法律（平成 26年法律第 54号）の施行の日（平成 27年６月１日）前に行ったものに限

る。）を修了した者 

二 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）による大学若しくはこれに相当する外国の学校におい

て建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれ

らの職にあった者又は建築物の構造に関する科目の研究により博士の学位を授与された

者 

三 前各号と同等以上の知識及び経験を有すると国土交通大臣が認める者 

 

 

●平成 27 年１月 29 日 国土交通省告示第 179 号 

構造計算適合性判定の業務と同等以上の知識及び能力を要する業務の指定 

建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号）第８条の４第三号の規定に基づき、建築基準法（昭

和 25 年法律第 201 号）第６条の３第１項の構造計算適合性判定の業務と同等以上の知識及び能

力を要する業務を、次のとおり定める。 

一 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11年法律第 81号）第 13条の評価員に同法第５

条第１項の登録住宅性能評価機関が実施させる同法第７条第１項の評価の業務（評価方

法基準（平成 13年国土交通省告示第 1347号）第５の 1－1(3)及び(4)、1－2(3)及び(4)、1－3(3)

及び(4)、1－4(3)及び(4)、1－5(3)及び(4)、1－6(3)及び(4)並びに 1－7(3)及び(4)に定

める評価基準に従って行う評価の業務を含むものに限る。） 

二 その他国土交通大臣が建築基準法第６条の３第１項の構造計算適合性判定の業務と同

等以上の知識及び能力を要すると認めた業務 

 

 

●平成 27 年１月 29 日 国土交通省告示第 180 号 

構造計算基準に適合する部分の計画を定める件 

建築基準法施行規則（昭和 25 年建設省令第 40 号）第１条の３第 10 項の規定に基づき、構造計

算基準に適合する部分の計画を次のように定める。 

建築基準法施行規則第１条の３第 10項に規定する構造計算基準に適合する部分の計画は、

増築又は改築後において、増築又は改築に係る部分とそれ以外の部分とがエキスパンショ
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ンジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接するものとなる建築物の計

画（以下「分離増改築計画」という。）のうち、増築又は改築に係る部分以外の部分（増築

又は改築前において独立部分（建築物の２以上の部分がエキスパンションジョイントその

他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分をい

う。）が２以上ある建築物にあっては、当該独立部分それぞれ。以下「既存部分」という。）

の計画（次の各号のいずれかに該当するものに限る。）であって、直前の確認において既存

部分の構造方法が構造計算（建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第 81 条第２項第一号

イ若しくはロ又は第二号イ又は第３項に定める構造計算に限る。以下同じ。）により確かめ

られる安全性を有することが確認されたことにより、分離増改築計画のうち当該既存部分

の構造方法が、その安全性を確かめる場合に用いることが認められる構造計算によって確

かめられる安全性を有することが確認できるものとする。 

一 直前の確認を受けた計画から変更がないもの 

二 直前の確認を受けた計画から行われた変更が建築基準法施行規則第３条の２第八号か

ら第十一号までに掲げるものその他の変更であって、直前の確認において構造方法の安

全性を確かめた構造計算による既存部分の構造方法の安全性の確認に影響を及ぼさない

ことが明らかなもののみであるもの 

 

 

●平成 27 年１月 29 日 国土交通省告示第 189 号 

建築物の張り間方向又は桁行方向の規模又は構造に基づく保有水平耐力計算と同等以上

に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件 

建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号。以下「令」という。）第 81条第２項第一号イの規

定に基づき、保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基

準は、次の各号に定める基準とする。 

一 建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 20 条第１項第二号に掲げる建築物（高さが 31ｍ以

下のものに限る。）が令第３章第１節から第７節の２までの規定に適合する場合にあって

は、次のイ及びロに該当するもの 

イ 建築物の張り間方向又は桁行方向のいずれかの方向について、令第３章第８節第１

款の４に規定する許容応力度等計算によって構造耐力上安全であることが確かめられ

たものであること。 

ロ イの規定により構造耐力上安全であることが確かめられた方向以外の方向について、

令第３章第８節第１款の２に規定する保有水平耐力計算によって構造耐力上安全であ

ることが確かめられたものであること。 

二 建築基準法第 20条第１項第三号に掲げる建築物が令第３章第１節から第７節の２まで

の規定に適合する場合にあっては、次のイ又はロに該当するもの 

イ 前号イ及びロに定める基準に該当するもの 
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ロ 次の(1)及び(2)に該当するもの 

(1) 建築物の張り間方向又は桁行方向のいずれかの方向について、令第 82 条各号及び

令第 82 条の４に定めるところによる構造計算によって構造耐力上安全であることが

確かめられたものであること。 

(2) (1)の規定により構造耐力上安全であることが確かめられた方向以外の方向につい

て、令第３章第８節第１款の２に規定する保有水平耐力計算によって構造耐力上安全

であることが確かめられたものであること。 

 

 

●平成 27 年２月 23 日 国土交通省告示第 247 号 

建築基準法第７条の６第１項第二号の国土交通大臣が定める基準等を定める件 

第１ 建築基準法（以下「法」という。）第７条の６第１項第二号の国土交通大臣が定める

基準は、次の各項に定めるところによるものとする。 

２ 次の各号に掲げる場合においては、当該申請に係る建築物及びその敷地が建築基準

関係規定に適合するものであること。 

一 建築基準法施行規則第４条の 16 第３項に規定する増築等に関する工事について、

法第７条第１項の規定による申請が受理された後又は指定確認検査機関が法第７

条の２第１項の規定による検査の引受けを行った後に仮使用の認定の申請が行わ

れた場合 

二 新築の工事又は第３に定める工事が完了した場合において仮使用の認定の申請が

行われた場合 

３ 新築の工事又は第３に定める工事が完了していない場合において仮使用の認定の申

請が行われた場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該申請に係る建築物

及びその敷地がそれぞれ当該各号に定める基準に適合するものであること。 

一 当該敷地のみに係る工事以外の工事が完了している場合次に掲げる基準に適合す

ること。 

イ 当該建築物が建築基準関係規定（建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号。以下「令」

という。）第 127条から令第 128条の２まで及び仮使用の部分を使用する者の安全

上、防火上及び避難上支障がないもの（建築物の敷地のみに係る部分に限る。）を

除く。第二号ハにおいて同じ。）に適合すること。 

ロ 当該敷地が令第 127 条から令第 128 条の２までの規定に適合すること。この場

合において、これらの規定中「通路」とあるのは、「通路（仮使用の部分を使用す

る者の用に供するものに限る。）」と読み替えるものとする。 

ハ 仮使用の部分の各室から当該建築物の敷地外に通ずる通路と、仮使用の部分以

外の部分から当該建築物の敷地外に通ずる通路又は当該建築物の敷地のうち工事

関係者が継続的に使用する部分とが重複しないこと。 
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ニ 仮使用をする機関が３年を超えない範囲内であること。 

二 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる基準に適合すること。 

イ 仮使用の部分と仮使用の部分以外の部分とを１時間準耐火基準に適合する準耐

火構造の床若しくは壁又は特定防火設備（常時閉鎖をした状態にあるものに限る。）

で区画すること。 

ロ 令第 112条第５項、第９項（ただし書を除く。）から第 11項まで及び第 14項か

ら第 16項までの規定は、仮使用の認定の申請に係る建築物について準用する。こ

の場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

令第 112条第５項 

は、第１項 

（以下「高層部分」という。）を仮使用す

る場合にあっては、平成 27 年国土交通省

告示第 247号第１第３項第二号イ 

床面積の合計 100㎡以内ごとに 
高層部分にある仮使用の部分と高層部分

にある仮使用の部分以外の部分とを 

令第 112条９項 

第主要構造部 工事完了後において主要構造部 

の住戸 となるものの住戸 

については、当該部分 

（以下「竪穴部分」という。）を仮使用す

る場合にあっては、平成 27 年国土交通省

告示第 247号第１第３項第二号イの規定に

かかわらず、竪穴部分にある仮使用の部分 

その他の部分（直接外気に開放さ竪

穴部分にある仮使用の部分以外のれ

ている廊下、バルコニーその他部分

これらに類する部分を除く。） 

竪穴部分にある仮使用の部分以外の部分 

しなければならない すれば足りる 

令第 112条第 14項 

若しくは作動をした状態にあるか、

又は随時閉鎖若しくは作動をできる

もので 

をした状態に 

 

ハ 仮使用の部分（仮使用の部分以外の部分から当該建築物の敷地外に通ずる通路

に該当する部分を除く。以下ハにおいて同じ。）が建築基準関係規定に適合するこ

と。ただし、令第５章第２節及び第３節並びに令第 129条の 13の３第２項の規定

については、仮使用の部分を一の建築物とみなした場合において、これらの規定

に適合しなければならない。           

ニ 前号ロからニまでに掲げる基準に適合すること。 
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ホ 建築物の建替え（現に存する１以上の建築物（以下「従前の建築物」という。）

の同一敷地内に新たに建築物を建設し、当該建設の開始後において従前の建築物

を１以上除却することをいう。）により新たに建設された建築物又は建築物の部分

を仮使用する場合において、当該建築物又は建築物の部分について法第２条第九

号の二若しくは第九号の三、法第 23 条、法第 24 条、法第 25 条、法第 28 条（居

室の採光に有効な部分の面積に係る部分に限る。）、法第３章若しくは令第 120 条

第１項若しくは令第 126 条の４（これらの規定中令第 116 条の２第１項第一号に

該当する窓その他の開口部を有しない居室に係る部分に限る。）の規定又はこれら

に基づく命令若しくは条例の規定に適合しないことがやむを得ないと認められる

場合においては、従前の建築物の除却を完了するまでの間これらの規定に適合す

ることを要しない。 

４ 第３第一号及び第三号に掲げる建築物に対する前２項の規定の適用については、次

の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

第２項 
建築物 

建築物の増築又は改築に係る部分（以

下「増改築部分」という。） 

その敷地 建築物の敷 

第３項各号列記以外の部分 
建築物 増改築部分 

その敷地 建築物の敷地 

第３項第一号イ及びロ 

当該建築物 当該増改築部分 

仮使用の部分の各室 
仮使用の部分及び増改築部分以外の

部分の各室 

第３項第一号ハ 

仮使用の部分の各室 
仮使用の部分及び増改築部分以外の

部分の各室 

、仮使用の部分以外の部分 、これらの部分以外の部分 

を仮使用の部分以外の部分 
を仮使用の部分以外の部分（増改築部

分以外の部分を除く。） 

第３項第二号ハ 仮使用の部分以外の部分 
仮使用の部分以外の部分（増改築部分

以外の部分を除く。） 

 

第２ 建築基準法施行規則第４条の 16第２項の国土交通大臣が定める図書は、次の表のと

おりとする。 

図書の種類 明示すべき事項 

各階平面図 

縮尺、方位、間取、各室の用途、新築又は避難施設等に関する工事に係る

建築物又は建築物の部分及び仮使用の部分 

仮使用の部分の各室から建築物の敷地外に通ずる通路 
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仮使用の部分以外の部分の各室から建築物の敷地外に通ずる通路 

第１第３項第二号イ又はロの規定による区画（以下「仮使用区画」という。）

の位置及び面積 

仮使用区画に用いる壁の構造 

仮使用区画に設ける防火設備の位置及び種別 

仮使用区画を貫通する風道の配置 

仮使用区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 

給水管、配電管その他の管と仮使用区画との隙間を埋める材料の種別 

２面以上の断面図 

仮使用区画に用いる床の構造 

令第 112条第 10項に規定する外壁の位置及び構造 

仮使用区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 

給水管、配電管その他の管と仮使用区画との隙間を埋める材料の種別 

耐火構造等の構造詳細図 
仮使用区画に用いる床及び壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 

仮使用区画に設ける防火設備の構造、材料の種別及び寸法 

配置図 

縮尺、方位、工作物の位置及び仮使用の部分 

敷地境界線及び敷地内における建築物の位置 

敷地の接する道路の位置及び幅員 

仮使用の部分の各室から建築物の敷地外に通ずる通路 

仮使用の部分以外の部分の各室から建築物の敷地外に通ずる通路 

建築物の敷地のうち工事関係者が継続的に使用する部分 

安全計画書 

工事中において安全上、防火上又は避難上講ずる措置の概要 

その他法第７条の６第１項第二号の国土交通大臣が定める基準に適合する

ことの確認に必要な図書 

法第７条の６第１項第二号の国土交通大臣が定める基準に適合することの

確認に必要な事項 

 

第３ 建築基準法施行規則第４条の 16第３項の国土交通大臣が定める工事は、次の各号に

掲げるものとする。 

一 増築の工事であって、次に掲げる要件に該当するもの 

イ 仮使用の認定の申請前に避難施設等に関する工事（仮使用の部分に係るものに

限る。）を完了していること。 

ロ 増築に係る部分以外の部分に係る避難施設等に関する工事を含まないこと。 

二 建築物の改築（一部の改築を除く。）の工事 

三 建築物が開口部のない自立した構造の壁で区画されている場合における当該区画

された部分の改築（一部の改築を除く。）の工事 
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●平成 27 年２月 23 日 国土交通省告示第 249 号 

壁等の加熱面以外の面で防火上支障がないものを定める件 

建築基準法施行令（以下「令」という。）第 109条の５第二号に規定する壁等の加熱面以

外の面で 防火上支障がないものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるもの

とする。  

一 耐力壁である間仕切壁及び防火設備により区画する場合又は間仕切壁、柱及びはり並

びに防火 設備により区画する場合壁等を構成する防火設備の面で、次のイ及びロに該当

するもの  

イ 防火設備が次の(1)又は(2)に該当するものであること。 

(1) 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後火災継続予測時間当該加熱

面以外 の面に火炎を出さないものであること。 

(2) 特定防火設備（平成 12 年建設省告示第 1369 号に定めるものに限る。）のうち、骨

組を鉄製とし、両面にそれぞれ厚さが１㎜以上の鉄板を張った防火戸又は鉄製で鉄板

の厚さが 1.8 ㎜以上の防火戸であること（火災継続予測時間が 90 分間以下である場

合に限る。）。 

 ロ 次の(1)又(2)に該当するものであること。 

(1) 防火設備に通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、防火設備

の加熱面以外の面が面する室内の建築物の部分（壁等の部分を除く。）及び収納可燃

物の温度が当 該建築物の部分及び収納可燃物が燃焼する温度以上に上昇しないこと。 

(2)防火設備の加熱面以外の面が令第 129条の２第２項に規定する火災の発生のおそれの

少ない室（以下(2)において「室」という。）に面するものであり、かつ、当該室内の

建築物の部分（壁等の部分を除く。）の室内に面する部分（防火設備からの水平距離

が火災継続予 測時間に応じて次の表１に掲げる式により計算した数値以下である部

分に限る。）の仕上げが準不燃材料でされ、かつその下地が準不燃材料で造られたも

の又は仕上げに厚さ 2.5㎝以上のせっこう若しくは厚さ 4.5㎝以上のモルタルを塗っ

たものであること。ただし、天井又は室の区画を構成する壁については、防火設備の

上端から天 井までの垂直距離又は防火設備の両端から当該壁までの水平距離が次の

表２に掲げる式により計算した数値以上である場合には、この限りでない。 

 表１ 

防火設備からの水平距離（単位ｍ） 

火災継続予測時間が１時間以下 火災継続予測時間が 90分間以下 

√Ａ 1.2√Ａ 

この表において、Ａは防火設備の面積（単位㎡）を表すものとする。 

 

 表２ 

防火設備の上端から天井までの垂直距離又は防火設備の両端から室の区画を構成する壁までの水平
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距離（単位ｍ） 

火災継続予測時間が１時間以下 火災継続予測時間が 90分間以下 

Ａ/2.5＋0.28（0.38aを超える場合は 0.38a） Ａ/2.0＋0.36（0.54aを超える場合は 0.54a） 

この表において、Ａ及びａは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

Ａ 防火設備の面積（単位㎡） 

ａ 防火設備の高さ（単位ｍ） 

 

二 令第 129 条の２第２項に規定する火災の発生のおそれの少ない室（開口部（床の開口

部を 除く。）に防火設備を設けたものに限る。）を構成する壁等により区画する場合壁等

の室内に 面する面（次のイ及びロに該当する場合には、壁等の加熱面以外の防火設備の

面（屋内に面するものに限り、かつ、壁等の室内に面するものを除く。）を含む。）  

イ 壁等の加熱面以外の面（屋内に面するものに限り、かつ、壁等の室内に面するもの

を除く。 ）が面する室に面する防火設備が次の(1)又は(2)に該当するものであること。 

(1) 壁等に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後火災継続予測時間当

該加熱面以外の面に火炎を出さないものであること。 

(2) 特定防火設備であること（火災継続予測時間が 90分間以下である場合に限る。）。 

ロ 次の(1)又は(2)に該当するものであること。 

(1) 壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、壁等の加熱面

以外の面（屋内に面するものに限り、かつ、壁等の室内に面するものを除く。）が面

する室内の建築物の部分（壁等の部分を除く。）及び収納可燃物の温度が当該建築物

の部分及び収納可燃 物が燃焼する温度以上に上昇しないこと。 

(2) 第一号ロに該当すること（火災継続予測時間が 90分間以下である場合に限る。）。こ

の場合において、同号ロ中、「防火設備の加熱面以外の面」とあるのは「壁等の加熱

面以(2)外の防火設備の面（屋内に面するものに限り、かつ、壁等の室内に面するも

のを除く。）」と読み替え、同号ロ(2)の防火設備からの水平距離は、火災継続予測時

間が１時間以下の場合の数値とする。 

 

 

●平成 27 年２月 23 日 国土交通省告示第 250 号 

壁等の構造方法を定める件 

建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号。以下「令」という。）第 109 条の５に規定する技

術的基準に適合する壁等の構造方法は、次に定めるものとする。 

 

第１ この告示は、３階建て以下の建築物（倉庫その他の物品（不燃性の物品を除く。）を

保管する用途に供する建築物を除く。）で、屋根の仕上げを不燃材料でしたものについ

て適用する。 
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第２ 壁等を構成する建築物の部分及び防火設備の構造方法は、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定めるものとすること。 

一 耐力壁である間仕切壁及び防火設備により区画する場合次のイ及びロに適合するも

のであること。 

イ 耐力壁である間仕切壁は、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する構造である

こと。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスター

その他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。 

(1) 鉄筋コンクリート造（鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さが平成 13 年国土

交通省告示第 1372 号第２項の基準によるものにあっては、防火上支障のないもの

に限る。）、鉄骨鉄筋コンクリート造（鉄筋又は鉄骨に対するコンクリートのかぶり

厚さが同項の基準によるものにあっては、防火上支障のないものに限る。）又は鉄

骨コンクリート造（鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが 30 ㎜未満のものを

除く。）で厚さが 85㎜以上のもの 

(2) 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが４㎝以上の鉄網モルタルで覆ったもの

（塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。） 

(3) 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが 3.5㎝以上の鉄網パーライトモルタルで

覆ったもの（塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。） 

(4) 軸組を鉄骨造とし、その両面を厚さが５㎝以上のコンクリートブロック、れんが

又は石で覆ったもの 

(5) 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両面を、強化せっこうボード（ボ

ード用原紙を除いた部分のせっこうの含有率を 95％以上、ガラス繊維の含有率を

0.4％以上とし、かつ、ひる石の含有率を 2.5％以上としたものに限る。）を３枚以

上張ったもので、その厚さの合計が 63㎜以上のもので９覆ったもの 

ロ 防火設備は、次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、当該(1)又は(2)に定めるもの

とすること。 

(1)  平成 27 年国土交通省告示第 249 号第一号ロの防火設備からの水平距離を火災)

継続予測時間が 90 分間以下の場合の数値とした場合において、防火設備の両面が

同号ロ(2)に該当する場合 次の(ⅰ)から(ⅲ)までに適合するものであること。 

(ⅰ) 平成 27年国土交通省告示第 249号第一号イ(2)に規定する特定防火設備又は骨

組を鉄製とし、両面にそれぞれ厚さが１㎜以上の鉄板及び厚さが 30 ㎜以上のケ

イ酸カルシウム板を張った防火戸（次の（一）及び（二）に適合するものに限る。）

であること。 

(一） 周囲の部分（防火設備から内側に 15 ㎝以内の間に設けられた建具がある)

場合においては、その建具を含む。）が不燃材料で造られた開口部に取り付け

られていること。 
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(二) 防火設備が枠と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規縁若しくは戸当り

を設ける等閉鎖した際に隙間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金

物は、取付部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けられていること。 

(ⅱ) 令第 112 条第 14 項第一号イからハまでに掲げる要件を満たし、かつ、防火上

支障のない遮煙性能を有するとともに、常時閉鎖をした状態にあるもの以外のも

のにあっては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖をするものであるこ

と。 

(ⅲ) ラッチその他の開放防止機構を設けること。ただし、ドアクローザーの閉鎖力

が、次の式によって計算した数値以上である場合には、この限りではない。 

Ｆ＝ΔPHdBd/２ 

この式において、Ｆ、ΔP、Hd 及び Bd は、それぞれ次の数値を表すものとする。

Ｆ ドアクローザーの閉鎖力（単位Ｎ） 

ΔP 通常の火災時において防火設備に加わる平均圧力として建築物の階に応じ

て次の表に定める数値（単位１㎡につきＮ） 

 １階 ２階 ３階 

地階を除く階数が３の建築物 30 25 50 

地階を除く階数が２の建築物 20 25 ― 

Hd 床から防火設備の上端までの高さ（単位ｍ） 

Bd 防火設備の幅（単位ｍ） 

 

(2) (1)に掲げる場合以外の場合 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に適合するものであること。 

(ⅰ) 骨組を鉄製とし、両面にそれぞれ厚さが１㎜以上の鉄板及び厚さが 30 ㎜以上

のケイ酸カルシウム板を張った防火戸（(1)(ⅰ)の(一)及び(二)に適合するもの

に限る。）であること。 

(ⅱ) (1)(ⅱ)の及び(ⅲ)に適合するものであること。 

二 間仕切壁、柱及びはり並びに防火設備により区画する場合 次のイからニまでに

適合するものであること。 

イ 間仕切壁は、次の(1)から(3)までのいずれか（耐力壁にあっては(1)に限る。）に

該当する構造であること。 

(1) 前号イに定める構造 

(2) 間柱及び下地を鉄材で造り、かつ、その両面を、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 30㎜以上のもので覆ったもの 

(3) 軽量気泡コンクリートパネルで、厚さが 75㎜以上のもの 

ロ 柱は、耐火構造（令第 107 条第一号に掲げる技術的基準（通常の火災による火熱

が２時間又は３時間加えられた場合のものに限る。）に適合するものに限る。）であ

ること。 
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ハ はりは、耐火構造（令第 107 条第一号に掲げる技術的基準（通常の火災による火

熱が２時間又は３時間加えられた場合のものに限る。）に適合するものに限る。）で

あること。 

ニ 防火設備は、前号ロに適合するものであること。 

三 令第 129 条の２第２項に規定する火災の発生のおそれの少ない室（開口部（床の開

口部を除く。）に防火設備を設けたものに限る。）を構成する壁等により区画する場合

次のイからヌまでに適合し、かつ、壁等を構成する建築物の部分の接合部を防火上支

障がない構造とすること。 

イ 耐力壁である間仕切壁は、第一号イに定める構造であること。 

ロ 非耐力壁である間仕切壁は、耐火構造であること。 

ハ 外壁は、第一号イに定める構造であること。 

ニ 柱は、前号ロに定める構造であること。 

ホ 床（最下階の床を除く。）は、第一号イに定める構造（間仕切壁によって壁等で区

画された部分（壁等により構成される室の部分を除く。第３において同じ。）と防火

上有効に遮られている床にあっては、耐火構造）であること。 

ヘ 最下階の床は、不燃材料（平成 12 年建設省告示第 1400 号に定めるものに限る。

第３において同じ。）で造られたもの又は耐火構造であること。 

ト はりは、前号ハに定める構造であること。 

チ 屋根は、耐火構造であること。 

リ 間仕切壁の開口部に設ける防火設備は、次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、当

該(1)又は(2)に定めるものとすること。 

(1) 平成 27年国土交通省告示第 249号第二号ロ(2)に該当する場合  

次の(ⅰ)及び(ⅱ)に適合するものであること。 

(ⅰ) 特定防火設備であること。 

(ⅱ) 第一号ロ(1)の(ⅱ)及び(ⅲ)に適合するものであること。 

(2)  (1)に掲げる場合以外の場合 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に適合するものであること。 

(ⅰ)  次の(一)又は(二)に適合するものであること。 

(一) 骨組を鉄製とし、両面にそれぞれ厚さが 24㎜以上のケイ酸カルシウム板を

張ったもの（第一号ロ(1) (ⅰ) の(一) 及び(二)に適合するものに限る。）

であること。 

(二)  第一号ロ(2) (ⅰ) に適合するものであること。 

(ⅱ)  第一号ロ(1)の(ⅱ) 及び(ⅲ)に適合するものであること。 

ヌ 外壁の開口部に設ける防火設備は、特定防火設備であること。 

 

第３ 第２第三号に掲げる場合には、壁等で区画された部分の一方と壁等により構成され

る室の部分の床面積の合計がそれぞれ 3,000 ㎡を超えず、かつ、壁等の室内の建築物
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の部分（壁等を構成する建築物の部分を除く。第４において同じ。）（延焼防止上支障

のない建築設備を除く。）が不燃材料で造られたもの又は耐火構造（被覆材に可燃性の

材料を含まないものに限る。以下第３において同じ。）（構造耐力上主要な部分である

壁、柱及びはりにあっては耐火構造）であること。 

 

第４ 壁等が、壁等以外の建築物の部分（第２第三号に掲げる場合には、壁等の室内の建

築物の部分を除く。）とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構

造方法（延焼防止上支障がないものに限る。）のみで接するものであること。 

 

第５ 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものであること。 

一 第２第一号又は第二号に掲げる場合壁等の両端及び上端は、建築物の外壁面及び屋

根面から２ｍ以上突出させること。ただし、壁等を設けた部分の外壁又は屋根が、壁

等を含み、耐火構造（壁等の部分と接する外壁の一方のみを耐火構造とする場合その

他延焼防止上支障がある場合には、第２第一号イに定める構造。以下「耐火構造等」

という。）又は防火構造の別に応じて次の表に掲げる式によって計算した幅にわたって

これらの構造（防火構造の場合最下階を除く。）である場合（次のイ及びロに該当する

場合に限る。）においては、その部分については、この限りでない。 

イ 外壁にあっては、屋外側の仕上げが不燃材料（防火構造の部分にあっては準不燃

材料）でされ、開口部に特定防火設備（防火構造の部分にあっては建築基準法（以

下「法」という。）第２条第九号の二ロに規定する防火設備）が設けられていること。 

ロ 耐火構造等の部分に接して軒裏、ひさしその他これらに類するものが設けられて

いないこと。 

耐火構造等又は防火構造の別 幅（単位ｍ） 

耐火構造等 4.6（１－L）（３を超える場合３） 

防火構造 10（１－0.5L）（6.5を超える場合 6.5） 

この表において、Ｌは壁等の両端又は上端を建築物の外壁面又は屋根面から突出させる幅（単位ｍ）を

表すものとする。 

 

二 第２第三号に掲げる場合次のイからニまでに適合するものであること。 

イ 外壁が、壁等を構成する外壁の全てを含み幅３ｍ以上にわたって耐火構造である

こと。 

ロ 外壁（最下階を除く。）及び屋根が、壁等を構成する外壁及び屋根の全てを含みそ

れぞれ幅 6.5ｍ以上にわたって防火構造であること。 

ハ 外壁（イ及びロに適合する耐火構造又は防火構造の部分に限る。）の屋外側の仕上

げが不燃材料（防火構造の部分にあっては準不燃材料）でされ、開口部に特定防火

設備（防火構造の部分にあっては法第２条第九号の二ロに規定する防火設備）が設
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けられていること。 

ニ イに適合する耐火構造の部分に接して軒裏、ひさしその他これらに類するものが

設けられていないこと。 

 

第６ 壁等で区画された部分の外壁面が壁等で区画された他の部分の外壁面となす角度が

90 度以上であること。この場合において、135 度以内の角度をなす外壁面が交差する

部分からそれぞれ幅 10ｍ以内のこれらの外壁面に、壁等で区画された部分と壁等で区

画された他の部分の外壁面（第２第三号に掲げる場合には、壁等を構成する外壁面を

除く。）がある場合においては、次の各号に適合するものであること。 

一 当該 135 度以内の角度をなす外壁面を有する外壁のうち、耐火構造である部分（屋

外側の仕上げが不燃材料でされ、当該部分の外壁の開口部に特定防火設備が設けられ

ている部分に限る。）以外の部分相互の水平距離が５ｍ以上であること。 

二 当該 135 度以内の角度をなす外壁面を有する外壁のうち、防火構造である部分（屋

外側の仕上げが準不燃材料でされ、当該部分の外壁の開口部に法第２条第九号の二ロ

に規定する防火設備が設けられている部分に限る。）以外の部分相互の水平距離が 10

ｍ以上であること。 

 

第７ 建築物に高さが異なる部分がある場合において、壁等を建築物の低い部分（以下「低

い部分」という。）に設ける場合においては、当該壁等からの水平距離が５ｍ以内で、

かつ、低い部分の屋根面からの垂直距離が７ｍ以下である建築物の高い部分（以下「高

い部分」という。）の外壁（低い部分に面する部分に限る。）が耐火構造であり、かつ、

屋外側の仕上げが不燃材料でされ、当該部分の外壁の開口部に特定防火設備が設けら

れていること。ただし、低い部分（当該壁等で区画された部分のうち高い部分を含ま

ない部分に限る。）の屋根で、高い部分からの水平距離が５ｍ以下である部分が耐火構

造であり、かつ、この部分に開口部がない場合においては、この限りでない。 

 

第８ 令第 112条第 15項の規定は給水管、配電管その他の管が壁等を貫通する場合に、同

条第 16項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道が壁等を貫通する場合に準用する。 

 

 

●平成 27 年２月 23 日 国土交通省告示第 253 号 

主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の主要構造部の構造方法を定める件 

第１ 壁の構造方法は、次に定めるもの（第一号ハ及び第三号ハに定める構造方法にあっ

ては、防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分（以下「取合い

等の部分」という。）を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内

部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。）とする。 
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一 建築基準法施行令（以下「令」という。）第 129 条の２の２第１項第一号ロ(1)及び

(2)に定める基準に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定める

ものとする。 

イ 耐火構造（耐力壁である間仕切壁に係るものに限る。）とすること。 

ロ １時間倒壊等防止認定構造（特定避難時間が１時間以上である特定避難時間倒壊

等防止建築物の主要構造部（法第 27条第１項の規定による認定を受けたものに限る。）

の構造方法をいう。以下同じ。）（耐力壁である間仕切壁に係るものに限る。）とする

こと。 

ハ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(1)から(5)

までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたものとすること。 

(1) 厚さが 12㎜以上のせっこうボード（強化せっこうボードを含む。以下同じ。の

上に厚さが 12㎜以上のせっこうボードを張ったもの 

(2) 厚さが８㎜以上のスラグせっこう系セメント板の上に厚さが 12㎜以上のせっこ

うボードを張ったもの 

(3) 厚さが 16㎜以上の強化せっこうボード 

(4) 厚さが12㎜以上の強化せっこうボードの上に厚さが９㎜以上のせっこうボード

又は難燃合板を張ったもの 

(5) 厚さが９㎜以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さが 12㎜以上の強化せ

っこうボードを張ったもの 

二 令第 129 条の２の３第１項第一号ロ（２）に定める基準に適合する非耐力壁である

間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。 

イ 耐火構造とすること。 

ロ １時間倒壊等防止認定構造とすること。 

ハ 前号ハに定める構造とすること。 

三 令第 129 条の２の３第１項第一号ロに掲げる基準に適合する耐力壁である外壁の構

造方法にあっては、次に定めるものとする。 

イ 耐火構造（耐力壁である外壁に係るものに限る。）とすること。 

ロ １時間倒壊等防止認定構造（耐力壁である外壁に係るものに限る。）とすること。 

ハ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(1)から(5)

までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたものとすること。 

(1) 厚さが 18㎜以上の硬質木片セメント板 

(2) 塗厚さが 20㎜以上の鉄網モルタル 

四 令第 129 条の２の３第１項第一号ロ(2)及び(3)に定める基準に適合する非耐力壁で

ある外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法にあっては、次に定めるものとする。 

イ 耐火構造とすること。 

ロ １時間倒壊等防止認定構造とすること。 
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ハ 前号ハに定める構造とすること。 

 

第２ 令第 129条の２の３第１項第一号ロ(1)に定める基準に適合する柱の構造方法は、次

に定めるものとする。 

一 耐火構造とすること。 

二 １時間倒壊等防止認定構造とすること。 

三 第１第一号ハ(1)から(5)までのいずれかに該当する防火被覆を設けるか、又は次に

掲げる基準に適合する構造とすること。 

イ 令第 46条第２項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。 

ロ 当該柱を接合する継手又は仕口が、昭和 62 年建設省告示第 1901 号に定める基準

に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる

構造であること。この場合において、同告示第一号イ中「2.5 ㎝」とあるのは「4.5

㎝」と、同号ロ中「３㎝」とあるのは「６㎝」と読み替えるものとする。第４第三

号ロにおいて同じ。 

ハ 当該柱を有する建築物全体が、昭和 62 年建設省告示第 1902 号に定める基準に従

った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめ

られた構造であること。この場合において、同告示第二号イ中「2.5㎝」とあるのは

「4.5㎝」と、同号ロ中「３㎝」とあるのは「６㎝」と読み替えるものとする。第４

第三号ハにおいて同じ。 

ニ 防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられて

いる等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするこ

と。 

 

第３ 令第 129 条の２の３第１項第一号ロ(1)及び(2)に定める基準に適合する床の構造方

法は、次に定めるものとする。 

一 耐火構造とすること。 

二 １時間倒壊等防止認定構造とすること。 

三 根太及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とする

こと。 

イ 表側の部分に次の(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられてい

ること。 

(1) 厚さが 12㎜以上の構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、デッキプ

レートその他これらに類するもの（以下「合板等」という。）の上に厚さが 12㎜以

上のせっこうボード、硬質木片セメント板又は軽量気泡コンクリートを張ったもの 

(2) 厚さが 12 ㎜以上の合板等の上に厚さ 12 ㎜以上モルタル、コンクリート（軽量

コンクリート及びシンダーコンクリートを含む。以下同じ。）又はせっこうを塗っ
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たもの 

(3) 厚さ 40㎜以上の木材 

(4) 畳（ポリスチレンフォームの畳床を用いたものを除く。） 

ロ 裏側の部分又は直下の天井に次の(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆

が設けられていること。 

(1) 厚さが 12 ㎜以上のせっこうボードの上に厚さが 12 ㎜以上のせっこうボードを

張り、その上に厚さが 50 ㎜以上のロックウール（かさ比重が 0.024 以上のものに

限る。以下同じ。）又はグラスウール（かさ比重が 0.024 以上のものに限る。以下

同じ。）を張ったもの 

(2) 厚さが 12 ㎜以上の強化せっこうボードの上に厚さが 12 ㎜以上の強化せっこう

ボードを張ったもの 

(3) 厚さが 15 ㎜以上の強化せっこうボードの上に厚さが 50 ㎜以上のロックウール

又はグラスウールを張ったもの 

(4) 厚さが12㎜以上の強化せっこうボードの上に厚さが９㎜以上のロックウール吸

音板を張ったもの 

ハ 防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられてい

る等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。 

 

第４ 令第 129条の２の３第１項第一号ロ(１)に定める基準に適合するはりの構造方法は、

次に定めるものとする。 

一 耐火構造とすること。 

二 １時間倒壊等防止認定構造とすること。 

三 第３第三号ロ(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆を設けるか、又は次に掲

げる基準に適合する構造とすること。 

イ 令第 46条第２項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。 

ロ 当該はりを接合する継手又は仕口が、昭和 62年建設省告示第 1901号に定める基準

に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる

構造であること。 

ハ 当該はりを有する建築物全体が、昭和 62年建設省告示第 1902号に定める基準に従

った構造計算によって、通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確か

められた構造であること。 

ニ 防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられてい

る等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。 

 

第５ 令第 129 条の２の３第１項第一号ロ(2)に定める基準に適合する軒裏の構造方法は、

次の各号のいずれかに定めるものとする。 
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一 次のいずれかに該当する防火被覆を設け、かつ、防火被覆の取合い等の部分を、当該

取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防

止することができる構造とすること。 

イ 厚さが 15㎜の強化せっこうボードの上に金属板を張ったもの 

ロ 繊維混入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 16 ㎜以

上のもの 

ハ 第１第三号ハ(1)又は(2)に該当するもの 

二 野地板（厚さが 30㎜以上のものに限る。）及びたるきを木材で造り、これらと外壁（軒

桁を含む。）との隙間に次のいずれかに該当する防火被覆を設け、かつ、たるきと軒桁

との取合い等の部分を、当該取合い等の部分にたるき欠きを設ける等当該建築物の内

部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。 

イ 厚さが 12㎜以上の木材の面戸板の屋内側に厚さが 40㎜以上のしっくい、土又はモ

ルタル（以下「しっくい等」という。）を塗ったもの 

ロ 厚さが 30㎜以上の木材の面戸板の屋内側又は屋外側に厚さが 20㎜以上のしっくい

等を塗ったもの（屋内側にしっくい等を塗ったものにあっては、当該しっくい等が

自立する構造とするものに限る。） 

 

 

●平成 27 年２月 23 日 国土交通省告示第 254 号 

ひさしその他これに類するものの構造方法を定める件 

通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後 20 分間加熱面以外の面に火炎を

出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないひさしその他これに類するものの構造方法は、

次の各号のいずれかに該当するものとする。 

一 準耐火構造の床又は壁に用いる構造方法 

二 防火構造に用いる構造方法 

三 建築基準法施行令第 109条の３第二号ハ又は第 115条の２第１項第四号に規定する構

造に用いる構造方法 

四 不燃材料で造ること。 

 

 

●平成 27 年２月 23 日 国土交通省告示第 255 号 

建築基準法第 27 条第１項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件 

第１ 建築基準法施行令（以下「令」という。）第 110 条第一号に掲げる基準に適合する建

築基準法（以下「法」という。）第 27 条第１項に規定する特殊建築物の主要構造部の構

造方法は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとす

る。     
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一 法第 27 条第１項第二号に該当する建築物（同項各号（同項第二号にあっては、法別

表第１(1)項に係る部分に限る。）に該当するものを除く。） 

準耐火構造又は令第 109条の３各号に掲げる基準に適合する構造とすること。 

二 地階を除く階数が３で、３階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの（３階

の一部を法別表第１(い)欄に掲げる用途（下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。）に供す

るもの及び法第 27 条第１項第二号（同表(2)項から(4)項までに係る部分を除く。）か

ら第四号までに該当するものを除く。）のうち防火地域以外の区域内にあるものであっ

て、次のイからハまでに掲げる基準（防火地域及び準防火地域以外の区域内にあるも

のにあっては、イ及びロに掲げる基準）に適合するもの 

１時間準耐火基準に適合する準耐火構造とすること。 

イ 下宿の各宿泊室、共同住宅の各住戸又は寄宿舎の各寝室（以下「各宿泊室等」とい

う。）に避難上有効なバルコニーその他これに類するものが設けられていること。た

だし、各宿泊室等から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路が直接外気に開

放されたものであり、かつ、各宿泊室等の当該通路に面する開口部に法第２条第九

号の二ロに規定する防火設備が設けられている場合においては、この限りでない。 

ロ 建築物の周囲（開口部（居室に設けられたものに限る。）がある外壁に面する部分

に限り、道に接する部分を除く。）に幅員が３ｍ以上の通路（敷地の接する道まで達

するものに限る。）が設けられていること。ただし、次に掲げる基準に適合している

ものについては、この限りでない。 

(1)各宿泊室等に避難上有効なバルコニーその他これに類するものが設けられてい 

ること。 

(2)各宿泊室等から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路が、直接外気に開放 

されたものであり、かつ、各宿泊室等の当該通路に面する開口部に法第２条第九 

号の二ロに規定する防火設備が設けられていること。 

(3) 令第 129条の２の３第１項第一号ハ(2)に掲げる基準に適合していること。 

ハ ３階の各宿泊室等（各宿泊室等の階数が２以上であるものにあっては２階以下の

階の部分を含む。）の外壁の開口部及び当該各宿泊室等以外の部分に面する開口部

（外壁の開口部又は直接外気に開放された廊下、階段その他の通路に面する開口部

にあっては、当該開口部から 90㎝未満の部分に当該各宿泊室等以外の部分の開口部

がないもの又は当該各宿泊室等以外の部分の開口部と 50 ㎝以上突出したひさし等

（ひさし、袖壁その他これらに類するもので、その構造が、令第 129 条の２の３第

１項第一号ハ(2)に規定する構造であるものをいう。以下同じ。）で防火上有効に遮

られているものを除く。）に法第２条第九号の二ロに規定する防火設備が設けられて

いること。 

三 地階を除く階数が３で、３階を法別表第１(い)欄(3)項に掲げる用途に供するもの

（３階の一部を法別表第１(い)欄に掲げる用途（同欄(3)項に掲げるものを除く。）に
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供するもの及び法第 27条第１項第二号（同表(2)項から(4)項までに係る部分を除く。）

から第四号までに該当するものを除く。）であって、前号ロ（ただし書を除く。）に掲

げる基準に適合するもの 

１時間準耐火基準に適合する準耐火構造とすること。 

２ 令第 110条第二号に掲げる基準に適合する法第 27条第１項に規定する特殊建築物の主

要構造部の構造方法は、耐火構造又は令第 108 条の３第１項第一号若しくは第二号に該

当する構造とすることとする。 

 

第２ 令第 110 条の３に規定する技術的基準に適合する法第 27 条第１項の特殊建築物の延

焼するおそれがある外壁の開口部に設ける防火設備の構造方法は、法第２条第九号の二

ロに規定する防火設備とすることとする。 

 

第３ 令第 110条の２第二号に規定する他の外壁の開口部から通常の火災時における火炎が

到達するおそれがあるものは、第１第１項第三号に掲げる建築物（１時間準耐火基準に

適合する準耐火構造（耐火構造を除く。）としたものに限る。）及び特定避難時間倒壊等

防止建築物（法第 27条第１項第一号に該当する特殊建築物で、令第 110条第一号に掲げ

る基準に適合するものとして同項の規定による認定を受けたものに限る。）の外壁の開口

部（次の各号のいずれにも該当しないものに限る。以下「他の外壁の開口部」という。）

の下端の中心点を水平方向に、それぞれ次の表１に掲げる式により計算した水平移動距

離又は最大水平移動距離のいずれか短い距離だけ移動したときにできる軌跡上の各点を、

垂直上方に次の表２に掲げる式により計算した垂直移動距離又は最大垂直移動距離のい

ずれか短い距離だけ移動したときにできる軌跡の範囲内の部分である外壁の開口部（令

第 110 条の２第一号に掲げるもの及び他の外壁の開口部が設けられた防火区画内に設け

られたものを除く。）とする。 

一 スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動

式のものを設けた室（通路に該当する室を除く。以下同じ。）に設けられたもの 

二 天井（天井がない場合にあっては、屋根）の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料

による仕上げとした室（床面積が 40㎡以下であるものを除く。）に設けられたもの 

三 昇降機その他の建築設備の機械室、不燃性の物品を保管する室、便所その他これらに

類する室で、壁及び天井（天井がない場合にあっては、屋根）の室内に面する部分の

仕上げを令第 129条第１項第二号に掲げる仕上げとしたものに設けられたもの 

四 第一号から前号までに規定する室のみに隣接する通路その他防火上支障のない通路

に設けられたもの 

五 法第２条第九号の二ロに規定する防火設備を設けたもの 

六 開口部の高さが 0.3ｍ以下のもの 

七 開口面積が 0.2㎡以内のもの 
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表１ 

水平移動距離（単位ｍ） 2/3Ｙ(１－0.5Ｌ＋1/2Ｂ) 

最大水平移動距離（単位ｍ） ３＋1/2Ｂ 

一 この表において、Ｙ、Ｂ及びＬは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

Ｙ 表２に掲げる式により計算した垂直移動距離又は最大垂直移動距離のいずれか短

い距離（単位ｍ） 

Ｂ 他の外壁の開口部の幅（単位ｍ） 

Ｌ 他の外壁の開口部の側部に袖壁等が防火上有効に設けられている場合における当

該袖壁等が外壁面から突出している距離（単位ｍ） 

二 他の外壁の開口部の周囲の外壁面の仕上げを木材その他の可燃材料による仕上げと

した場合においては、当該外壁面の部分の幅を当該開口部の幅に含めるものとする。 

 

表２ 

垂直移動距離（単位ｍ） 
Ｂ/Ｈ＜２ (Ｈ＋1.1Ｂ)(１－0.5Ｌ)＋Ｈ 

Ｂ/Ｈ≧２ 3.2Ｈ(１－0.5Ｌ) ＋Ｈ 

最大垂直移動距離（単位ｍ） 6.2＋Ｈ 

一 この表において、Ｂ、Ｈ及びＬは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

Ｂ 他の外壁の開口部の幅（単位ｍ） 

Ｈ 他の外壁の開口部の高さ（単位ｍ） 

Ｌ 他の外壁の開口部の上部にひさし等が防火上有効に設けられている場合における

当該ひさし等が外壁面から突出している距離（単位ｍ） 

二 他の外壁の開口部の周囲の外壁面の仕上げを木材その他の可燃材料による仕上げと

した場合においては、当該外壁面の部分の幅及び高さを当該開口部の幅及び高さに含

めるものとする。 

 

 

 

●平成 27 年２月 23 日 国土交通省告示第 257 号 

防火地域又は準防火地域内にある建築物の外壁の開口部の延焼のおそれのある部分に

設ける防火設備の構造方法を定める件 

建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号）第 136条の２の３に定める技術的基準に適合する

防火設備の構造方法は、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 27 条第１項に規定する構造方

法を用いるもの又は同項の規定による認定を受けたものとすることとする。 

 

 


