
天井の耐震対策

天井の地震時落下事例と、最新の規基準類の読み解き方

リスクマネジメント講座
(CPD単位向け)

※CPD単位が必要な場合は、染野製作所 東京支店 開発事業部
「お問合せ」よりご用命いただけますようお願い申し上げます。
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一般の天井（＝JIS A 6517材）
の被害事例

１．天井の被害事例



20,000㎡強の天井崩落

生産停止につながった

東日本大震災における天井被害

本田技研工業㈱ 技術研究所（当時）
栃木県芳賀郡（震度6強～7）



物流倉庫
（’98 宮城県 震度6強）

ﾒｰｶｰｼｮｰﾙｰﾑ
（’06 宮城県 震度6強）

東日本大震災における天井被害
典型的な被害例
クリップの外れによる連鎖崩壊



ﾒｰｶｰｼｮｰﾙｰﾑ
（’06 宮城県 震度6強）

物流倉庫
（’80 宮城県 震度6強）

東日本大震災における天井被害

ダクト、アネモ付近が
首を振って天井を損壊

天井内ダクトに振止め、落下防止が
無く、地震時に天井を突き破った



プール
（’09 千葉県 震度5強）

東日本大震災における天井被害

プール
（’06 神奈川県 震度5強）

震源から遠い首都圏でも被害が続出した
統計では、震度5弱程度から被害発生（※AIJ）



東日本大震災における天井被害

ミューザ川崎
（’06 神奈川県 震度5強）

震源から遠い首都圏でも被害が続出した
統計では、震度5弱程度から被害発生（※AIJ）



告示第791号について

２．基準とその課題



・告示第791号の解説（性能協）の
設計例に準拠した落下防止ネット
等の採用…④

・2㎏/㎡以下にする天井は、地震時の
脱落防止が困難なため取り扱い注意です。
軽いので耐震化は容易です。③ ブレース＋クリアランスで天井耐震化

・仕様ルートでは原則、吊元・天井水平とする
必要があります。…①・非吊り天井（ぶどう棚直天井)

とする方法…②

・脱落の恐れのある下地材や天井材を
ワイヤーなどで全数落下防止する
…④

告示※に見る天井のさまざまな耐震化手法
※平成28年5月31日国土交通省告示第791号 特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
天井告示において、安全上重要なため、法規制による耐震化を行うべき「特定天井」が定義された。当告示において、適法化のための天井の耐震化手法がいくつか示されている。1)吊元と天井の勾配をそろえられる場合は、ブレース＋クリアランスで耐震化する手法が紹介されている２）非吊り天井（ぶどう棚直天井）とする方法３）2㎏/㎡以下の軽量天井とする方法４）落下防止対策を行う方法



様々な耐震化、安全安心化手法とその注意点・工法比較

２．基準とその課題



天井のさまざまな耐震化手法

吊り天井

非吊り天井

軽量化

ブレース＋クリアランス

周囲の壁で支える

梁要素で支える

ぶどう棚に直貼り

スタッド構法

準構造化

落下防止対策 膜・ネット等による落下防止

ケーブル・金具等による落下防止

軽いだけでは継続使用困難

JIS材では耐力・剛性に限界がある

壁の耐力評価法が定まっていない

告示に掲示されていない

複雑形状に対応可能 部材多い

長手方向の慣性力処理に課題

「構造」として設計・監理が必要

維持管理に課題 継続使用困難

人命保護のみ 継続使用困難

手法 注意点

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
それらの手法別に、具体的な工法を上げると、表のような方法が市場では実績を上げている。一つの手法ですべてを包含できるかと言えば、NOである。各々の方法にメリットデメリットがあり、共通する注意点を右欄に挙げた。これらは、筆者が実務の中で直面した課題であり、重要な意思決定にかかわる事項のため、特に注意が必要と感じている。本稿では、現場でよく採用されている赤字の部分の工法を中心に解説を加える。



①吊り天井で耐震化 ②非吊り天井 ③2㎏/㎡以下の天井 ④ネット、ワイヤーなど

適法性

告示適合には、
吊元と天井の勾配が
異なる場合、計算ル
ートまたは大臣認定
ルートで適法性証明

規制対象外
ただし、安全性確保
のため、ぶどう棚等
の構造的検討を要す

規制対象外
ただし、脱落しても
人災は生じにくい、
という仕様のため
耐震性は別途検討が
必要

適法化の手法として告示
で認められている。
ただし、技術基準の
計算例※に準拠する必要
がある

※建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説
一般社団法人建築性能基準推進協会

計画難易度

天井形状が複雑で
地震時挙動の予測が
難しく、計画は極め
て難易度が高い
大臣認定の場合は
設計期間が長く必要

複雑形状やシステム
天井でも容易に耐震
化可能
構造技術者または
専門メーカーで計画
する必要あり

当社では取り扱って
いないため、
他社での検討をお願い
したい
当社では②で耐震化
＋軽量仕上げを推奨

ネット、膜材などを天井
形状に沿って計画は可能
ワイヤーの場合、天井内
作業を伴うため、施工性
の検討が不可欠

施工性

吊元がﾌﾞﾚｰｽ支持に
十分な耐力が期待
できない場合が多く
屋根面にぶどう棚等
の鉄骨追加が必要で
天井工数がかかる。

極力LGSによる計画
を行えば、鉄骨工事
による揚重負荷を軽
減できるが、部材の
天井内占有率が高い
ので設備調整が重要。

軽量のため比較的施
工は楽

ネットや膜、ワイヤーの
施工は非常に速い
躯体との接合部が力学的
にも重要なため重点管理
が必要

▲

▲

△

〇 〇 〇

〇 △ 〇

△ 〇 〇

比較検討の例

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
これらの工法別にメリデメ比較表を作成した一つの事例を紹介する。このように、天井耐震化には様々な選択肢があり、それぞれの工法ごとに得意不得意も生じる。施設や利用者に最適な天井耐震化を探るには、これらの選択肢に熟知した技術者等のコンサルティング能力が問われる。その課題の抽出が具体的であればあるほど、自分ごととして最適化検討を関係者全体で行うことができる。



①吊り天井で耐震化 ②非吊り天井 ③2㎏/㎡以下の天井 ④ネット、ワイヤーなど

地震時の
注意点

施工後は使用上の制
約がほとんどない
但し地震後は点検を
行い健全性を確認す
る必要あり

人災リスクが少ないが
地震時に脱落しやすい
ので、地震後の施設
利用が困難になりやす
い

地震時に損傷しても
脱落を防止する工法の
ため、地震後の施設利用
が困難になりやすい

天井改修の
実績（例）

複雑な形状の天井
の計画例は少ない。
サントリーホール
など。
（日本建築センターにて
評定ルート）

複雑形状天井では
実績多数。
東大安田講堂、日本
建築学会会館ホール、
など

膜では日本科学未来
館、日本プレスセン
ターなど
（一部形状変更を伴
う）

立川市民会館、大東
文化大学アリーナ（施工
中）など

備考

ネット張りなどの場合、
埃付着の維持管理など
が別途必要となる

施工後は使用上の制
約がほとんどない
経験工学的に安全性
が非常に高い

震災後の被害調査で
被害事例が極めて
少ない
（染野製作所スタッフ
過去調査例による）

膜などの場合は、
天井材料が変わる
ため、音響性能に
与える影響が大きい

△ 〇 △ △

天井を屋根勾配に揃え
ﾌﾞﾚｰｽによる耐震化を
行う場合、壁仕上げを
含めた内装全体の変更
を伴う

下地・天井質量
（目安）

10～20㎏/㎡程度 20～30㎏/㎡程度 ※2㎏/㎡程度
耐震軽量天井計画の場合、
都度計算が必要です

10㎏/㎡程度



官庁施設の総合耐震計画基準に見る天井耐震化手法

２．基準とその課題



“耐震天井”の公的基準での位置づけ

国交省官庁営繕
「官庁施設の総合耐震・
対津波計画基準」

A類 大地震でも機能維持
B類 大地震で人命保護

基準法上、落としてはいけない

国交省官庁営繕
「公共工事標準仕様書」

JIS A6517による（＝落ちる）

※ただし耐震補強は特記による
特定天井は除く

国交省
告示第791号及び解説
「特定天井」

JIS A6517または同等以上の
剛性、強度の下地

その他の天井へも適用を推奨

建築基準法施行令 第39条
屋根ふき材、内装材、外装材、
（中略）は、風圧並びに地震
その他の振動及び衝撃によって
脱落しないようにしなければ
ならない。

JIS A6517の天井下地が地震時に脱落
することは、様々な事例や報道によって
「公知の事実」となっている

矛盾 背反

何か起きれば、善管注意義務違反を問われかねない

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
特に2011年の東日本大震災を契機に、これら地震時に脱落を繰り返す天井に対する公的基準での位置づけを見てみると、１）官庁施設の総合耐震・耐津波計画基準（R3改訂）２）公共工事標準仕様書３）国交省告示第791号等が上げられる。１）では天井とはA類とB類の2種しかなく、落ちることを許容した天井は建築基準法上も認められない、という姿勢が見て取れる２）では前掲の通り、JIS A6517材では落ちることが公知の事実であるにもかかわらず、仕様書としてJIS材の使用を示している。ただし、「耐震補強は特記による」、「特定天井は除く」という一文が章末に記されており、ここを看過すると、重要な脱落防止対策がなされていない落ちる天井材が世に普及することにつながる。３）では、JIS材または同等以上の剛性、強度を有する材の使用を認めており、さらに特定天井以外にも当基準を参照することが推奨されている。かように、国の出す基準は難解で、見落とし＝善管注意義務違反に問われる可能性のあるものとなっていると筆者は考えている。
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告示第791号による
H＞6m、S＞200㎡

・H＞6m
・特定室、災害対策関
連室、危険物保管室等

・標準仕様書を参考に
適切な仕様とする

→実態はJISそのまま

官庁施設の総合耐震・
対津波計画基準（R3）

特定天井
（Aランク機能維持）

脱落防止を
考慮した天井
（Bランク脱落防止）

それ以外の天井
（定義されているが
適用範囲が不明）
※落ちていい天井は
建基法上、ありえない

※特定室：活動拠点室、活動支援室、活動通路、
活動上重要な設備室、危険物貯蔵・使用室等

地震後の継続使用
を可能とする
耐震性付与
…A類適合

脱落防止性能を
付与した天井
…B類適合

H≦13mの建具に耐風圧設計は不要、とした業界団体の圧力をほうふつとさせる…

法・基準類は“最低限” 天井耐震化の考え方

わかりやすい整理・品質要求の例

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
さらに、「官庁施設の～」を読み進むと、詳述が記載されている。ここでは、特定天井に該当する部分は告示を用いた「耐震天井」、高さ6m超、または特定室とされる重要諸室は「脱落防止を考慮した天井」、さらに「それ以外の天井」というグレーゾーンを残しており、標準仕様書（＝JIS）を参考に「適切な」しようとすることを求めている。「適切な」とはすなわち建築基準法遵守することが大前提と考えれば、本来この項目こそが地震その他の振動だ脱落しないようにした内装材（天井）であるべき、と考えるのが自然ではないだろうか。そこで、例えば設計者や専門メーカーが分かりやすく整理するならば、Aランク、Bランクの天井は地震後の機能維持可能な、耐震性を付与した天井とすべきで、「それ以外の天井」が脱落防止天井である、ということではないかと考えている。



JIS A 6517材＋接合補強 JIS A 6517材＋任意の耐震

JIS A 6517材の耐震補強は、
非JIS材となる（※材料JIS のみ取得）

接合部補強金具はすべて
非JIS A 6517材

耐震用金具はすべて
非JIS A 6517材

JIS A 6517材 同等またはそれ以上
の下地（※材料JIS 取得）

・都立青梅看護学校 体育館
・品川区創業支援センター

公共建築採用事例



JIS A 6517と非JIS天井（新規開発天井）の比較



色枠

低 高

耐震性なし
落下防止性能なし

耐震性あり（告示対応）
落下防止性能あり

耐震性なし
落下防止性能あり

耐震性あり（任意の性能）
落下防止性能あり

新規開発天井 非JIS材
（耐震性を考慮した新たな天井下地）

新規開発天井 非JIS材＋ブレース機構
（耐震性を考慮した新たな天井下地）

B類適合

A/B類 不適合

組立てるだけで
特段の補強追加は
必要ない
（JIS A番は未取得）

JIS A 6517材 JIS A 6517材＋補強 JIS A 6517材＋任意の耐震 JIS A 6517材 告示対応

A類・告示適合

耐震グレード

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
そのような主旨に見合った天井がようやく市場にも出回り始めており、その一例を比較してみる。上段が従来のJIS A6517天井をベースにした天井、下段が非JIS天井、新たな天井下地である。JIS材を落下防止するにはクリップ、ハンガーを全数補強する必要があり、機能維持性確保のためにはブレース等の耐震要素を適切に設置する、その性能は告示に従って定量的に評価する、ということと考える。非JIS材の場合、すでに組み立てるだけで脱落につながるクリップを次排除したり、ハンガーをビス止めすることを標準仕様とした脱落防止性能に富んだ基材を用いることができ、そこにブレースを設けることで容易に機能維持性を付与することができる工法である。



落下防止性能比較

従来の吊り天井
JIS A 6517

吊りボルト

ハンガー（JIS規格品）

クリップ（JIS規格品）

野縁受け

野縁

新規開発天井下地 非JIS A 6517

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
具体的には、野縁、野縁受をクリップで緊結し、ハンガーで吊るJIS天井は、脆弱部から連鎖的に崩落するという潜在的なリスクを負っており、脱落防止にはその要因をすべて補強し、脱落防止を行う必要がある。また、耐力、剛性ともに、構造的に不合理な下地構成を用いているため限界があり、おおむね耐力3kN程度、剛性600N/㎜程度のものが多い。対して非JIS天井では、X、Yとも天井ボード面にビス緊結され、安定した構造構面を形成している。クリップは使用せず組み立てられ、ハンガーは専用の緊結ハンガーを用いることで、施工も管理も容易に脱落防止が図れる、というものである。性能は、独自の天井下地を経由せずに直接ボードと躯体を緊結することで高い耐力と剛性を併せ持つ耐震天井とすることができている。（JIS材の4倍から5倍程度）さらに、天井の固さを示す固有周期は0.1秒を切る、非常に硬い天井構造を呈している。



許容耐力＝３kN
剛性＝620N/㎜

許容耐力＝12kN
剛性＝約3000N/㎜

ブレース＠6.8㎡程度
（2.2G）

固有周期≦0.1秒
ブレース＠30㎡

吊長さ1.0ｍ耐震性

吊長さ2.0ｍ耐震性

※HP公表カタログ値より

許容耐力
許容耐力

許容耐力

下地がボトルネックになり耐力の限界あり
X、Y（野縁、野縁受方向）で異方性あり

補強部品点数が
非常に多い
複雑

補強部品点数が
少ない
単純明快

従来の吊り天井
JIS A 6517による告示対応の例

新規開発天井下地 非JIS A 6517 による告示対応の例
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1.終局耐力を高いレベルで実現しておく 余力、裕度をもたせて
脱落による人災を防止30kN：20㎏/㎡の天井で、30㎡毎の

ブレースで5.0G相当
15㎏/㎡の天井では6.6G相当

2.実用する許容耐力は、線形範囲
かつその2/3とする

確実に計算に乗せ、かつ
安全率を持たせる

線形範囲は18.7kN→12.4kNを許容耐力とする
12.4kN：20㎏/㎡の天井で1.0Gの要求震度に対し、
ブレース62㎡毎まで飛ばせる耐力

3.天井の固有周期を0.1秒以下とする 建物からの地震力の
増幅を防止する高い剛性2817kN/ｍを活かし、

20㎏/㎡の天井、35㎡毎のブレース
告示の要求水平震度
0.5G
終局では10～12倍の余力

ES天井 吊り長さ2.０ｍ試験例
Ｎ-3で最低値を採用

特定天井だけでなく、すべての耐震天井を同じ仕様とする

耐震性を考慮して設計された天井下地の例

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
こういった天井の告示に基づく試験例を紹介する。まず、これ以上加力すると壊れる、という終局耐力を30kNという非常に高いレベルで実現している。使用する許容耐力は告示に算定に従い12.4kNとしており、こういったブレースを30～35㎡ごとに設けるとこの天井の固有周期は0.1秒を下回ってくる。この固有周期0.1秒以下、という剛性（硬さ）が非常に重要な意味を持ってくる。
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告示第7９1号 スペクトル法に準拠
染野のES天井は、告示計算ルートの中でも高度な
計算を伴う「スペクトル法」に準拠します。
ただし、複雑な計算は不要。
染野のES天井は、固有周期0.1秒以下。そのため
要求水平震度は、設置階にかかわらず0.5Gで設計可能。
（表ー１）
かつ、クリアランスが計算に乗せられます。（式ー１）
特定天井であっても、天井周囲のクリアランスを10～
15㎜で設計することも可能です。※

表―1

（式―1）

出典：一般社団法人建築性能基準推進協会建築物における
天井脱落対策に係る技術基準の解説(平成25年10月版)

固有周期が0.1秒
以下の非常に硬い
剛な天井は、建物の
固有周期にかかわらず
0.5Gで設計できる、
という基準です。

Tech
NAVI

この設計法では、天井周囲のクリアランスを計算で
求めることができます。
10～15㎜のクリアランスも可能となります。※

Tech
NAVI

※天井吊り長さや質量によって
変動しますので、都度計算で
求めます

精緻な実験DATAと高度な振動系の計算を伴うが、
仕様ルートよりメリットが大きい

告示第791号計算ルートは、実は使いやすい

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
その根拠は、告示に示された計算ルート（スペクトル法）内に記載がある。ここで、「剛」な天井≦固有周期0.1秒とされており、そういった場合、立地や建物の固有値、設置階にかかわらず構造躯体と一体となって挙動する天井とみなされ、共振の影響をほぼ受けず応答増幅がない天井、とされている。そのため、こういう固有周期の天井は0.5Gで設計することが許容されている。また、同基準では天井周囲のクリアランスを計算で求めることができ、吊長さ1500㎜程度の一般的な天井では経験的に15㎜以内程度のクリアランスで設計することができる。



・梁要素による天井耐震化・落下防止

・軽量耐震天井

・非吊り天井（ぶどう棚直貼り）

・落下防止ネット

・落下防止シェル

４．様々な改修事例



告示以外の耐震化手法

既存の吊天井
端部構造部材

梁要素で天井を支える方法… 耐震性を具備できるが、法適合は“落下防止”
ネット併用も可能

※出典：清水建設研究報告 第 90 号平成 25 年 1 月

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
次に告示には示されていないが、非常に高い耐震性を付与しながら、万一の脱落防止も行える工法を紹介する。既存の天井下面に、細い鋼材やケーブルなどを格子状に設置し、天井と一体化する。天井が地震時に揺れようとすると、天井下面の潜在が引張要素として働き、天井水平慣性力を周囲の構造躯体に伝達することができる。動的実験事例が公表されており、固有周期で0.03秒程度のきわめて固い天井構面を構成している。東日本大震災源波で複数回加振しているが、脱落につながる損傷は生じなかったとのことである。



告示以外の耐震化手法 参考図と適用例

某工場 某展示場 某道路管制センター

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
こういった工法の採用事例を紹介する。インフラ施設や重要施設での採用があり、ネットを併用して脱落防止対策を持たせている施設もある。



某大学
アリーナ
天井落下防止
告示第791号適合
ネットによる
落下防止対策



・梁要素による天井耐震化・落下防止

・軽量耐震天井

・非吊り天井（ぶどう棚直貼り）

・落下防止ネット

・落下防止シェル

４．様々な改修事例



天井軽量化の事例日本建築学会会館ホール 東京都立 青梅看護学校体育館

ぶどう棚
直貼り

耐震天井
下地

ぶどう棚
直貼り

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
次に軽量天井材の使用例である。告示では2㎏/㎡以下の天井（仕上げ、下地の合計質量）は、規制の対象がとなっており、各社製品開発がなされている。筆者はこういう工法の案には現場適用に消極的な意見を持っている。紹介する事例は、仕上げ材を軽量天井と同じ1㎏/㎡程度の軽量天井材を使用しながら、確実な耐震化を伴った事例である。



天井軽量化の事例
稲敷市立桜川中学校武道場

膜天井
懸垂膜工法



吊り天井では無くし（非吊り天井≠準構造）、ぶどう棚直貼りの
天井とする

天井軽量化の事例

※出典：
建築雑誌Vol.130
No.1333 

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
工法としては、ぶどう棚直貼り（非吊り天井）に分類されると考えている。特徴としては、軽量天井材を下地として用い、仕上げは創建時同様のリブ付き岩綿吸音板としたことである。2㎏/㎡以下の天井材では、仕上げにこのような選択肢はなく、吸音や断熱を考慮すると採用可能範囲は限定されている。当工法では、天井の設置高さに伴う安全性評価を実施しており、基本的にはぶどう棚直貼りのため高い耐震性が付与されている上に、万一の脱落が生じても人災につながらない材料、支持方法を用いている。



※出典：
建築雑誌Vol.130
No.1333 

天井軽量化の事例

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
図1が安全性評価のグラフで、岩綿吸音板程度であれば20mの設置高さでも致命傷には至らないこと、石膏ボードでは２ｍを超えるあたりから頭蓋骨陥没骨折につながる衝撃が人体に生じることが示されている。図2表2は使用した軽量天井下地で、単位質量は約1.0㎏/㎡である。これらは建築学会建築雑誌第130号にてレポートされているので参照されたい。



・梁要素による天井耐震化・落下防止

・軽量耐震天井

・非吊り天井（ぶどう棚直貼り）

・落下防止ネット

・落下防止シェル

４．様々な改修事例



“非吊り天井”とは？
”吊り天井”の定義
(国交省告示第791号)



“非吊り天井”とは？
”吊り天井”の定義
(国交省告示第791号)

構造躯体と一体となった部分に天井下地や
天井板を直接設ける「直天井」は対象外



告示公布後のパブコメ
質疑回答

Q
構造躯体と一体となった
部分とは？

A
十分な強度、剛性の
とは、構造躯体と一体
で挙動すること

告示内の“剛”な下地
（固有周期0.1秒以下）
は、設置階、建物固さ
にかかわらず応答増幅
がないとしている

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
告示公布時のパブコメにおける質疑応答では、国交省は非吊り天井について、「当該骨組みが十分な剛性及び強度を有し、建築物の構造耐力上重要な部分と一体で挙動する場合にあっては、当該骨組みに直接設ける天井は「直天井（非吊り天井）」であると解す、とあります。



“準構造”とは、建築基準法上に定義がありません。

“準構造”とは、日本建築学会「天井等の非構造材の落下に対する安全対策指針・同解説」
において東京大学川口教授が提唱された新用語

「準構造」とは、
①PCaなどを用いて「構造」として計画・施工し、主要構造部と同様に耐震安全性を付与する

②構造材と同様に仕様材料の管理、構造設計、構造計算、施工管理、工事監理が必要

③ぶどう棚の下に通常の天井材を設けたものは準構造ではない

市場でよく見かける「準構造」とうたった商材は建築基準法上「吊り天井ではない天井（直天井・ぶどう
棚直貼り天井など）」に該当する天井です。

建築学会の定義する本来の「準構造」の定義からは外れています。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
また、特定行政庁や設計者の間で誤って使用される用語として「準構造」がある。「準構造」とは、建築基準法に定義された用語ではなく、建築学会「天井等の非構造材の落下に対する安全対策指針・同解説」において東京大学川口教授が提唱された新用語である。氏は、文中で準構造とは主要構造部と同様に構造として設計する天井を言い、構造材同様に設計、管理、施工すべきであり、ぶどう棚の下に通常の天井材を設けたものは準構造ではない、とまで言い切っています。「準構造」として図面化された場合は、構造設計者・技術者による管理、監理行為を含む人件費、経費などを見込んでおく必要があり、また監理行為の対象となることに十分な注意が必要となる。



某空港ラウンジ

非吊り天井の事例

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
では、非吊り天井化した事例を紹介する。これは某空港のラウンジ。竣工直後に震度6強から7の揺れを観測したが、無損傷だった



高剛性化を図り、地震時の応答を抑制 形状の特徴に合わせた設計を実施

非吊り天井の事例

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
一方向断面だが、直交方向も同様にトラス形状にLGSを構成しており、剛な天井としている



某大学講堂
非吊り天井の事例

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
次に某大学講堂の例



吊り天井では無くし（非吊り天井≠準構造）、ぶどう棚直貼りの天井とする

出典：清水建設研究報告
第92 号平成27 年1 月

非吊り天井の事例

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
創建時天井は、150㎏/㎡ともいわれる砂漆喰性の天井で、東日本大震災で死亡事故が生じた某施設と同様の天井であった。創建時意匠を継承しながら、天井をGRGで形成し、15㎏/㎡～20㎏/㎡程度に軽量化を図り、その天井材をLGSで構成したトラス構造部に直接的に緊結したものである。動的振動台実験を履歴しており、３Gに迫る加振に対しても無損傷であったとされている。



非吊り天井の事例

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
こういったLGSでぶどう棚を構成することを耐力的に懸念する声が聞かれる場合があるが、そもそも耐震天井は、質点として吊られた天井を、LGSブレースビス止めの工法で剛性、強度を持たせている。非JIS天井では固有周期0.1秒を切る天井を、ブレース負担面積30㎡以上で実現もできている。それを考慮すると、より安定したトラス構造を形成した場合、十分な耐震性を付与する検討は容易であることは自明と考える。



・梁要素による天井耐震化・落下防止

・軽量耐震天井

・非吊り天井（ぶどう棚直貼り）

・落下防止ネット

・落下防止シェル

４．様々な改修事例



ネットによる落下防止の事例

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
次にネットによる落下防止である。参照しうる事例として立川文化会館などがあげられる。当時の館長がネット上に工事概要を公表してくださっており、また、当該落下防止工法の設計例は、性能協の天井技術基準にも掲載されている。



その他の課題

ピンスポットの照射障害

スタッフの視野狭窄化

埃対策（維持管理）

大規模再開発事業化が推進されており、それまでの期間の安全確保与条件

ネットによる落下防止対策は、地震後に既存天井が落下しても避難時間確保可能
ただし、地震後に継続使用は困難（不可能）となるが、やむなし、と施主判断。

ネットによる落下防止の事例

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
与条件としては、期待耐用年数が残り少なくなった劇場建築において、建て替えがなされるまでの間安全対策を行う、というもので、地震で天井が損傷、脱落したのちは使用することはできないが、避難時間を確保できる、ということでネット張りが選定された。課題としては、舞台照明の照射障害やスタッフの視野狭窄、埃などのメンテナンスがあげられているが、一般の劇場や体育館でも同様の配慮が必要であることを留意されたい。



・梁要素による天井耐震化・落下防止

・軽量耐震天井

・非吊り天井（ぶどう棚直貼り）

・落下防止ネット

・落下防止シェル

４．様々な改修事例



Pseudo-Cylindrical Concave 
Polyhedral Shell 疑似円筒凹多面体シェル

薄肉円筒の破壊パターンの研究：東大 吉村慶丸教授

疑似円筒凹多面体シェルの研究：東大 三浦公亮教授

・事業性（5か月工期短縮）→ 膜は早い（JRの駅舎改修の例）
・デザイン性（新たなギミック感、日本らしさ）→ 「折り紙のような」膜形状
・確かな技術の裏づけ（参加企業のノウハウ活用）

膜による落下防止の事例

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
次に膜による脱落防止対策意思決定が遅れ、工期がひっ迫したため、工期が早い膜工法を選定した



模型製作 モックアップ検証Ⅰ

モックアップ検証Ⅱ
載荷試験（解析モデルの妥当性検証）

モックアップ検証Ⅲ
天井落下衝撃試験

膜による落下防止の事例

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
準備段階の写真である。模型作成の上モックアップによる形状検証、載荷試験による解析モデルのキャリブレーション、天井実物を用いた落下防止性能確認試験などを実施している。



ファブ仮組み検査

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
そのうえで、使用材はファブで仮組み立てを行い、それを順次解体して現場で再度組み立てることとし、調整などによる手戻り、工程遅延を防止し、工期内に工事を完了したものである



プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
完成状況



天井のさまざまな耐震化手法

吊り天井

非吊り天井

軽量化

ブレース＋クリアランス

周囲の壁で支える

梁要素で支える

ぶどう棚に直貼り

スタッド構法

準構造化

落下防止対策 膜・ネット等による落下防止

ケーブル・金具等による落下防止

軽いだけでは継続使用困難

JIS材では耐力・剛性に限界がある

壁の耐力評価法が定まっていない

告示に掲示されていない

複雑形状に対応可能 部材多い

長手方向の慣性力処理に課題

「構造」として設計・監理が必要

維持管理に課題 継続使用困難

人命保護のみ 継続使用困難

手法 注意点

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
それらの手法別に、具体的な工法を上げると、表のような方法が市場では実績を上げている。一つの手法ですべてを包含できるかと言えば、NOである。各々の方法にメリットデメリットがあり、共通する注意点を右欄に挙げた。これらは、筆者が実務の中で直面した課題であり、重要な意思決定にかかわる事項のため、特に注意が必要と感じている。本稿では、現場でよく採用されている赤字の部分の工法を中心に解説を加える。



以上
ご清聴ありがとうございました



その他の商材紹介



S O C C S SOMENO CEILING CONSULTING SYSTEM

様々な天井に、NOといわずに実現する挑戦

金属天井

排水経路付き天井

プール用天井

特殊天井の個別設計

軽量耐震天井

落下防止技術

膜天井

ファーリング 日よけ



S O C C S SOMENO CEILING CONSULTING SYSTEM

様々な天井に、NOといわずに実現する挑戦



吸音性能＋自由な形状、意匠性＋安全安心





All right reserved, by SOMENO 60

安全な天井の実現に向けて、ラインナップを整備
ES天井ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
SOCCS EYE

・既存天井を短時間に診断し評価するシステムです。
天井内を360°パノラマで高画素撮影し、そのDATAを
用いて、既存天井の現状を評価します。

・既存天井の撮影は数十分の時間で終了しますので、
施設の使用に影響を少なく調査が可能です。

・診断は、東日本大震災で200件以上の損傷天井を調査した
経験者が対応します。
また、その施設の使用状況やご要望に応じて、最適な改修
方法を提案いたします。
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実験・検証体制



All right reserved, by SOMENO 6262

試 験 場 設 備（静的加力試験）
天井用試験装置

壁用試験装置



All right reserved, by SOMENO 6363

耐 風 圧 試 験

試験体架台
4.1ｍ x 4.1m x2.0m

圧力チャンバー
最大加圧：±10,000Pa

(±1,000kg/㎡）

天井試験体(Tバー仕様)

※耐風圧試験装置(中型)
不二サッシ様にて実験 チャンバー内

天井仕上材
(ケイカル板 8mm)

軒天井の耐風圧
5,000Pa(510kg/㎡)を目標

（１）在来JIS天井
耐風圧仕様

（２）染野製作所
耐震天井(Tバー）を
耐風圧用に補強

試験体



All right reserved, by SOMENO 6464

在来JIS天井（耐風圧 2,000Pa 従来仕様）

500Paでボトルネック部で
座屈



All right reserved, by SOMENO 6565

染野製作所 Tバー天井(耐風圧5,000Pa仕様）

圧縮補強材

天井仕上材
補強

クロスバー

メインバー



All right reserved, by SOMENO 6666

モーションキャプチャ（＋6,000Pa 加圧時）

最大鉛直変位 6.9mm(試験体中央部）
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