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特定天井への適用を意図した
鋼製下地在来工法天井の耐震化技術の開発

佐藤 良介＊ 中本 康＊＊

要 約： 2013 年 8 月，建築基準法施行令の一部が改正され，「建築物における天井の脱落防止」の標榜下，「天井の脱
落防止を図る際の技術基準」が制定された。この技術基準の制定にあって，「天井を耐震化する」ことによる法
対応に関しては，当該天井に求められる性能目標として「中地震時に損傷しない」ことが謳われることになっ
た。本論文は，この「法改正に併せて示された新たな耐震天井への要求性能」に対応するために実施した「耐震
天井に関する著者らの既開発技術を起点とした開発」に関するものであり，法定の「天井ユニットに対する静的
試験方法」に準じた性能検証の詳細およびその結果について報告することを主たる目的としている。
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1．はじめに
2013 年 8 月，建築基準法施行令の一部が改正され（2014
年 4 月に施行），「建築物における天井の脱落防止」の標榜
下，その対応義務が課される「特定天井」が定義され，併
せて「脱落防止を図る際の技術基準」が制定された1)。こ
の技術基準の制定にあって，「天井を耐震化する」ことに
よる法対応に関しては，当該天井に求められる性能目標と
して，「中地震時に『損傷しない』」ことが謳われることに
なった1)。
他方，著者らは法改正に先んじて鋼製下地在来工法天井

の耐震化技術（以後，「既有システム」）を開発しており，
前記技術基準制定前の当時，振動台実験によって「大地震
時に『落ちない』」ことを確認のうえ本既有システムを実
用に供した経緯がある2)。
以上の背景より，「天井の耐震性に求められる基準が大

地震時に『落ちない』ことから中地震時に『損傷しない』
ことに変移した事実に鑑みた耐震天井に関する保有技術」
について改めて考慮すると，この機に「新たな技術基準に
対応した天井技術の開発を試みる」ことは不可欠であり，
また開発効率の面からは，既有システムを起点とすること
の優位性に期待を見ることができる。
現在の著者らはその対応開発の過程にあり，「既有シス
テムの耐震性を新たな技術基準に対応させる」ための検討
を重ねている最中にあるが，進捗に一定の成果が認められ
たため，現状で得られている結果の一部について報告する
こととする。

2．既有システム
既に述べたように，本開発は，著者らの既有システムの

耐震性を法改正後の技術基準に対応させるものであるた
め，ここで改めて，開発の起点となった既有システムにつ
いて概説しておくことにする。
2.1 既有システムの構成
本既有システムは，鋼製下地在来工法天井に斜め部材

（以後，「ブレース」）を配すことで耐震性の向上を図るも
のであり，その概要を模式化して示すと図 1 のようにな
る。同図 1 に見るように，本既有システムの特徴は，「野
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図 2 既有システムのブレース下端接合部金物

図 1 既有システムの概要
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縁受け方向の V字状ブレースと野縁方向の V字状ブレー
スの計 4 本のブレースの下端がただ一点に集約される」
点，そして「これらの下端が図 2に示す接合部金物を介し
て，直下で直交する野縁受けと野縁の格点と一体化するよ
うに接合される」点にある。
すなわち図 2 にあるように，A 金具と B 金具（B-1 鋼

板と B-2 鋼板による構成材）とに大別されるこの接合部
金物は，両者を互いに嵌合し，かつ 1本のビスで一体化し
たうえで，A 金具による「ボルトと野縁受けの押圧を利
用した当接」，B 金具による「角ワッシャーを介在させた
ナットの締付けに伴う野縁リップ部の圧潰を利用した圧
着」を成立させることで，野縁受けと野縁を格点で掴むよ
うに固定し，更にその上方で，連絡金物を介して 4本のブ
レースを集約する機能を有する。
既有システムにおいて，鋼製下地在来工法天井に付加さ

れる耐震要素はこの接合部金物のみである。すなわち既有
システムは，クリップ，ハンガーおよびブレースの上端接
合部金物（吊りボルトの上端に接合される）を，いずれも
一般的な市販品で構成したうえで振動台実験1)を実施のう
え，結果として得られた「天井の脱落を回避する耐震補強
効果」に基づいて実用化した技術であり，その「大地震時
に落ちない天井」としてのブレース 1組あたりの設計耐力
を，「振動台実験時の天井板の最大応答加速度等」に立脚
して 2.45 kN（250 kgf）と設定している。
2.2 既有システムの優位点と課題
既有システムにおける「4本のブレースの下端をただ一

点に集約させた接合部金物を，野縁受けと野縁の任意の格
点に配置して固定する」構成は，「ブレースの負担力を鋼
製下地材に直接的に伝達する効率性を，少ない部材で実現
する」ことを意図したものである。
この試みは，特に野縁方向の地震力に対して極めて有効

に機能し，下端接合部金物と直下の野縁との圧着が強固に
為されていれば，ブレースから伝達される力が直接的に当
該野縁の軸方向力として伝わり，かつその野縁と天井板
が，一般的には 150 mm～200 mm 程度の間隔でビス留め
されているため，ビスを介して適度に力が分散して伝達さ
れる優位性が認められている。
一方，野縁受け方向の地震力に対しては，ブレース負担

力こそ直下の野縁受けに直接入力されるものの，「通常で
あれば，一般に 333 mm～364 mm 間隔程度に配されるク
リップを介して周辺の野縁に，その後各野縁からビスを経
由して天井板に伝達されることになる力の大部分が，直下
の野縁との格点位置部分が接合部金物との一体挙動を強い
られるため，当該野縁 1本に，天井面内方向の曲げとして
集中的に入力される」耐荷機構を成す点で，やや非効率な
面を指摘せざるを得ない状況にある。

3．対応システム
以上に見てきた既有システムの特性から，本対応開発に

おいては，野縁方向の耐荷機構には積極的な変更を講ずる
ことなく野縁受け方向の応力伝達機構の効率化を優先的に

進め，図 3 のような対応システムを構築することとした。
本対応システムにおける既有システムからの変更点は，①
ブレース下端接合部金物の軽微な変更，②ブレース下端接
合部金物近傍におけるクリップの補強，③ブレース上端接
合部金物の軽微な変更の 3点である。原則，天井システム
を構成する金物に関してこれ以上の変更はない。以下で
は，これらの変更点について詳解する。
3.1 ブレース下端接合部金物
図 4に，本章冒頭の①に掲げた「軽微な変更を加えたブ

レース下端接合部金物」の詳細図を示す。
本ブレース下端接合部金物の構成は，原則として既有シ

ステムにおけるそれが踏襲されており，「A金具と B金具
の相互嵌合から成る構成」の下，「野縁受けと野縁の双方
を格点で掴むように一体化」し，同時に「計 4本のブレー
ス部材を集約」することで，天井システムにブレースを組
み込んで耐震化を図ることが構想されている。
下地材との関係について，まず野縁との接合に積極的な

変更が加えられることはなく，「B 金具と野縁を，角ワッ
シャーを介したボルトの締込みに伴うリップ部の圧潰を利
用して圧着する」構造が維持されている。他方，野縁受け
との接合に関しては，「A金具におけるボルトと野縁受け
の押圧を利用した当接」が，「2本のビスによる直接接合」
に改められている。また，このように下地材と接合された
A金具と B金具の嵌合にあって，「ビスによる結合で両者
を一体化する」ことも踏襲されているが，その際に使用さ
れるビスを 1本から 2本に増し，両者の一体性を一層高め
ることも意図されている。
本対応開発において，その開発方針の根幹は「法改正に

伴って『落ちない』から『損傷しない』に変移した法定技
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図 4 ブレース下端接合部金物の詳細

図 3 対応システムの概要
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術基準への対応」である。したがって，上記のようなブレ
ースの下端接合部金物の変更に伴って当該金物に期待され
る耐荷能力が向上するのは自明であり，これは当然，「実
際の運用時において金物に入力される地震力の上昇」に帰
結する。したがって，本下端接合部金物に変更を加えるに
際しては，対応開発によって増大すると予測される地震時
入力に備えて，A金具と B 金具の双方に対してリブも新
設している。なおこの新設リブの一部は，金物自体の強度
の一層の上昇と同時に，B金具と野縁との圧着過程で重要
な役割を演ずる角ワッシャーが，ボルトの締付けに併せて
回転して施工精度がばらつくことを予防するガイド機能も
兼ねている。
またこれに併せて，ブレース下端接合部金物とブレース

部材の連絡金物もアングル材へと改める強化が図られてい
る。この連絡金物は，ブレース部材とは 2本のタッピング
ネジで締結し，A金具または B 金具とは 1 本のボルトに
より締結する仕様としているが，さらに A金具または B
金具側にて，剛性確保ならびに施工性向上に寄与する「回
り止め」の効果を与えるためのタッピングネジを 1本追い
打ちすることとしている。
なお上述のブレース下端接合部金物を構築するにあって

使用するビスは，呼び径 4のドリリングタッピングネジで
あり，ボルトに関しては，呼び径W3/8 の六角ボルトを用
いることとする。

3.2 クリップの補強詳細
対応開発の一環として本章冒頭の②に表現した「クリッ

プの補強」の詳細を図解すると，図 5のようになる。この
補強の導入意図は，既有システムにおいて，その力学的な
効率性に関する課題の筆頭として挙げられる「野縁受け方
向のブレースから下端接合部を介して伝達される力の，直
下の野縁への集中」の緩和にある。
既有システムには，「ブレース下端接合部金物が直下の野

縁受けと野縁の格点で強固に一体化されている」が故に，
「野縁受け方向のブレースが負担する力が，最初に野縁受
けに伝達された後に，当該野縁受けに配されているクリッ
プを介して周辺の野縁に分散されることが殆どなく，直下
の野縁に集中的に伝えられる」やや非効率な側面があった。
図 5 に示した補強は，「ブレース負担力が初めに伝達さ

れる野縁受け」と「当該野縁受けにあって，ブレース下端
接合部金物近傍の野縁との接合点となるクリップ」を堅固
に補強することで，「直下の野縁に集中的に伝達されてい
た力を，周辺の野縁に分散する」ことを期待するものであ
る。同図 5 に示すように，この補強は，「ビス付きクリッ
プ」と「補強金物」の併用によって，当該野縁受けと野縁
の格点をブレース下端接合部金物同等に一体化させようと
するものであり，その構成過程を詳細に図示すると，図 6
のようになる。
まず，補強対象となる野縁受けと野縁の格点にビス付き
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図 5 クリップ補強の概形とその詳細

図 6 クリップの補強手順
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クリップを配する。そのうえで，野縁受けの背側から野縁
に補強金物を設置し，野縁上を滑動させて前記ビス付きク
リップと接触させる。このように位置が確定された補強金
物と野縁・野縁受けをビスでファスニングすれば，ビス付
きクリップの野縁・野縁受け方向の自由度を拘束すると同
時に当該クリップから下地材への応力伝達経路を確保でき
るため，クリップ自体の外れ・滑りを回避して野縁受け・
野縁の堅固な接合が実現されると考えられる。なお図 6に
はシングル野縁との接合部における補強手順を例示した
が，前掲図 5中の写真にも示したように，ダブル野縁にも
同様の機構で対応することができる。
対応システムとしては，前掲図 3 に示した通り，「ブレ

ース下端接合部金物の近傍両側 3点ずつ」のクリップをこ
のように補強することとする。なおこのクリップ補強にお
ける使用ファスナーは，呼び径 4のドリリングタッピング
ネジとする。
3.3 ブレース上端接合部金物
既有システムでは，ブレース上端を吊りボルトの吊り元

に接合するために市販品を使用していたが，開発過程にお
いて，当該市販品には，機構上，図 7に示すような「クリ
アランスに起因した剛体回転」に拠る挙動が不可避的に顕
れることが確認された。この挙動は単なる剛体回転であり
「損傷」には相当せず，「中地震時に『損傷しない』天井」
を構成するうえでの直接的な課題とはならないものと考え
られるが，「天井の耐震性」について，地震時の履歴特性
等も含めて本質的に考えると，この種の挙動が極力軽微に
止まっているのが望ましいことは改めて述べるまでもな
い。そこでブレース上端接合部金物としては，市販品のめ
ねじ部分をやや深く設定した部材を新規に製造して対応シ
ステムを構成することとする。

4．試験詳細
以上に見てきた対応システムの構造性能について，技術

基準解説1)にて「天井ユニットの試験・評価」として示さ
れている方法に準じた試験に準拠して評価を行った。ここ
では，実施した試験の詳細と結果について述べる。
4.1 試験システム
図 8に，試験システムの概要を示す。同図 8に見るよう

に，ひとつの反力フレーム内に試験体を 2体一度に施工で

きるよう計画した。技術基準解説1)が定める「天井ユニット
の試験・評価」では，1つの天井に対して，①野縁受け方向
への単調加力（CC-m）と②野縁受け方向への繰返し加力
（CC-c），ならびに③野縁方向への単調加力（MB-m）と④
野縁方向への繰返し加力（MB-c）の 4ケースについて少な
くとも 1体づつの性能検証が求められる。図 8の試験シス
テムは，野縁受け方向または野縁方向の加力別に，その性能
検証に求められる単調加力・繰返し加力の 2ケースの試験
体をまとめて製作して加力に臨めるように計画されている。
図 8 中の反力フレーム内に吊られる各試験体への加力

は，図 9に示す加力ブロックを介してセンターホール型の
油圧ジャッキによって行った。繰返し加力時には試験体を
挟んで対向する 2基のジャッキで正負交番の加力を行うこ
とになる。これらの油圧ジャッキに接続されているM16
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図 7 ブレース上端接合部金物の機構上不可避な剛体回転

図 8 試験システム

図 9 加力ブロック

写真 1 加力治具
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の全ねじを，その他端において写真 1のような加力治具に
接続し，さらにこの加力治具を「地震時に慣性力が作用す
る」とされている天井板に，計 14 本のM10 ボルトで固定
することで，地震時の慣性力に相当する水平力を試験体に
作用させた。なおこの加力に際しては，加力治具の図心
を，前掲図 4中に二点鎖線として図示した「本接合部金物
を導入して構築される天井システムの剛心」に一致させる
こととした。
4.2 試験体
試験体は，表 1 および図 10 に示す通り，吊り長さに 3

水準が設けられた全 12 体とした。これら 12 体の平面概形
は図 11 の通りである。すなわちこれらの試験体は，「いわ
ゆる法改正前の『鋼製下地在来工法天井』の平面形状」が
共通因子となっており，吊りボルトの配置・呼び径，天井
面構成部材（下地材の種類・配置，石膏ボードの層数・割
付）等の幾何学的な仕様には一切の差異がない。またさら
に，法改正に伴って新たに定められた技術基準への適合を
意図した耐震化対応も一致しており，いずれも，V字状の
ブレースが，野縁受け方向・野縁方向ともに 1組づつ（天
井 1 面につき全 2 組），その全てが下端部を平面中央位置

近傍の野縁受けとシングル野縁の格点を指向するよう配置
され，当該格点位置で下地材と一体化されているブレース
下端接合部金物に集約されている。さらにブレース下端接
合部金物直下の野縁受けは，計 9本の野縁（うち 2本はダ
ブル）と接合され，直下のシングル野縁とブレース下端接
合部金物によって一体化されたうえで，両側 3本ずつ計 6
本（うち 2箇所はダブル）の野縁とは補強されたクリップ
で堅固に，最外 2本のシングル野縁とは在来のクリップで
通常通り接合されている。なおこのように野縁との一部の
接合に補強されたクリップが用いられているのはこの野縁
受けのみであり，他の 2本の野縁受けは全て，従来通りの
クリップで野縁と接合されている。またハンガーは全てが
在来のままであり，ビスによる補強等も特に施していない。
また上記のように，1つの試験体に全 9本配された野縁

と天井板（9.5 mm 厚の石膏ボード 1 枚）はいずれも，従
来の鋼製下地在来工法天井と同様ビスで留められており，
下端接合部金物を介してブレースが接合される野縁も他の
8 本の野縁も，その全長 3150 mm の範囲におけるビスの
総数は，いずれもそれぞれ 22 本（ダブル野縁は 44 本）と
なっている。
4.3 計測
油圧ジャッキによる試験体への作用荷重は，「作用水平
力」として分解能 32.66 N のロードセルで捕捉した。これ
に応答する試験体の変位としては，ブレース下端接合部金
物直下の石膏ボードの水平変位を分解能 0.005 mmの変位
計 4本によって計測し，その相加平均を「天井板の水平変
位」と定義した。

5．試験結果
以上に示してきた試験より得られた結果について述べ
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表 1 試験体一覧

図 10 試験体への加力図（野縁受け方向加力時の例）

図 11 全試験体の平面概形
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る。加力の結果，全ての試験体が，加力方向ごとに共通の
損傷過程を見せたため，まずは加力方向の別にその過程を
まとめた後に，個々の試験体の保有性能について，技術基
準解説1)に準じた評価を加えることとする。
5.1 損傷状況
5.1.1 野縁受け方向
写真 2に，野縁受け方向に加力した試験体の典型的な損

傷状況をまとめる。全ての試験体において，全景を掲げた
写真(ａ)に明らかなように，天井板全体が加力方向に変位
しようとする中で，下端接合部金物を介してブレースが取
り付く野縁受けのみが位置を保とうとしたため，これに接
合される野縁の一部が「くの字」型に変形した。ただし，
このような変形を呈したのは，下端接合部金物または補強
されたクリップで堅固に接合された 7本のみであり，同じ
野縁受けに接続されていても特段の補強が為されていない
両側最外の野縁は，写真(ｂ)に示した通りクリップが滑る
ことで天井板に随伴したため，このような「くの字」型の
変形には到っていない。
「くの字」型の変形を見せた野縁では，写真(ｃ)より確
認できる通り，天井板との接合ビスが，変位への抵抗を示
すように石膏ボードを押抜く損傷を見せた。このような損
傷が，野縁と堅固に接合された 7本全ての野縁で確認され
たことは，ブレース負担力が直下の野縁のみならず，クリ
ップ補強されたすべての野縁に分散されたうえで天井板に
まで伝っていたことを示すものと考えられ，これより，本
対応システムが構想通りに機能していたことを窺い知るこ
とができる。
5.1.2 野縁方向
写真 3に，野縁方向に加力した試験体の損傷状況をまと

めて示す。野縁受け方向同様，ブレース下端接合部金物に

よる拘束を受ける野縁のみが天井板全体の変位に抗うよう
に挙動した結果として，写真(ａ)に納められている通り，
ブレースが接合される野縁と天井板との間に明確な変位差
が顕れた。この変位差は，写真(ｂ)が示すような「当該野
縁との接合ビスによる石膏ボードの押抜き損傷」を生じせ
しめたが，この損傷が野縁の全長に亘って確認されていた
ことは，本対応システムにおいて，変位が拘束される野縁
と天井板とを接合する全てのビスが応力伝達に寄与してい
たことを示唆するものと考えられる。またさらに，このよ
うに全てのビスが石膏ボードに力を伝達した結果，多くの
試験体が，写真(ｃ)のような「野縁端部のビスによる石膏
ボードのハシアキ破断」によって最大荷重を迎えた。
5.2 試験結果の詳細
5.2.1 単調加力
図 12 に，野縁受け方向の単調加力試験の結果を 3 体分

示す。いずれの試験体も，上に述べた過程を経て破壊に到
り，作用水平力の上昇とともに一部の野縁と石膏ボードを
留めるビスの押抜き損傷が進展した。ただし，図 12 に見
る通り，吊り長さが短くなるほどに最大荷重が高くなる傾
向にあったため最終破壊形態には差異が見られ，1500_
CC-mは圧縮ブレースの上端接合部金物が「ねじが緩む方
向に回転する」ことで，1200_CC-m はダブル野縁を介し
た石膏ボードの継ぎ目でビスがハシアキ破断することで，
1000_CC-m は下端接合部金物直下の石膏ボードのビスが
完全に押抜き破壊して石膏ボードが脱落することで耐荷能
力を失うに到った。以上の 3体について，技術基準解説の
定める評価方法で算定される損傷荷重1)は，この順に 5.82
kN，6.90 kN，6.50 kN となる。
同じ試験体の野縁方向加力の結果を示すのが図 13 であ

る。損傷過程は先に述べた通りであり，最終的には多くの
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写真 2 野縁受け方向加力時の典型的な最終破壊状況 写真 3 野縁方向加力時の典型的な最終破壊状況
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試験体が，野縁端部と石膏ボードを留めるビスのハシアキ
の破断によって最大耐力に到った。注目すべきは，野縁受
け方向とは異なり，吊り長さと最大荷重との相関がなく，
結果として技術基準解説による評価方法1)で算定される損
傷荷重もほぼ同程度となっている点にある。これは，野縁
方向の加力にあっては上述の通り，ブレースによる位置拘
束を受ける野縁と石膏ボードを留めるビスがすべて応力を
伝達し得ると推察される中で，これら 3体の試験体におい

て，野縁を留めるビスの総数が 22 本と統一されていたこ
とに拠ると考えられる。
5.2.2 繰返し加力
図 14 に野縁受け方向の試験体に対する繰返し加力試験

の結果を示す。技術基準解説1)によれば，繰返し加力の加
力経路は，単調加力試験の結果において，技術基準解説の
定める方法で直線Ⅰと直線Ⅱを誘導して算定される損傷荷
重1)に基づいて各試験体ごとに設定するところであるが，
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図 12 野縁受け方向加力 単調加力時の試験結果

図 13 野縁方向加力 単調加力時の試験結果

図 14 野縁受け方向加力 繰返し加力の試験結果

図 15 野縁方向加力 繰返し加力の試験結果
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本試験では一層の安全性を期すため，3体いずれの算定損
傷荷重よりも低い約 3.69 kN を「設定損傷荷重」としたう
えでこれを定めた。これは，野縁受方向のいずれの試験体
にあっても，前掲写真 2(ｂ)のような「無補強クリップの
滑り」が，およそ 3.69 kN 前後で初めて確認されていたこ
とに拠る。その結果が「単調加力の結果と概ね同等」と判
断される基準1)を満足していることは図中に示す通りであ
り，これより野縁受け方向加力時の許容耐力1)として，安
全率を 1.5 とした 2.45 kN（250 kgf）を導くことができる。
次の図 15 に，同様に「設定損傷荷重」に準じた加力経

路の下に実施された野縁方向の繰返し加力試験の結果を示
す。ここでの設定損傷荷重としては，野縁受け方向のそれ
と一致するよう約 3.69 kN が採用されているが，この値が
3 体いずれの算定損傷荷重1)よりも低いことから，野縁方
向に関しても，技術基準解説1)より安全側の加力経路の下
に性能検証を行ったことになる。このように得られた試験

の結果が「単調加力の結果と概ね同等」と見做せる水準1)

に達しているのは図示したとおりであり，これより，野縁
方向においても安全率を 1.5 とした許容耐力として 2.45
kN（250 kgf）を導出することができている。

6．まとめ
特定天井への適用を意図した「鋼製下地在来工法天井へ

の耐震ブレース導入システム」について，技術基準解説が
定めるユニット試験1)を，3 水準の吊り長さの試験体それ
ぞれに実施した。
すべての吊り長さについて，野縁受け方向，野縁方向と

もに，技術基準解説の定める評価方法1)よる「算定損傷荷
重」をさらに低減した「設定損傷荷重」を基準にその構造
性能に評価を加えた結果，本システムの許容耐力を，既有
システムの設計耐力 2.45 kN（250 kgf）のまま維持できる
結果を得た。
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DEVELOPMENT OF A NEW ASEISMIC CEILING SYSTEM TO MAKE CONVENTIONAL
SUSPENDED CEILING SYSTEM WITH STEEL FURRING EARTHQUAKE-PROOF

AIMED AT BEING APPLIED TO STATUTORY DESIGN METHOD

R. Sato and Y. Nakamoto

This is a progress report that describes structural performance of an aseismic ceiling system which is being developing
now. This ceiling system is aimed at making conventional suspended ceiling system with steel furring earthquake-proof
and at being applied to statutory design method. In this paper, detail of the experimental set-up that has been constructed
for the test conforming to statutory procedure is shown and it is discussed about the structural performance of the ceiling
system based on the results derived from tests using the experimental set-up.


