
　平成７年1月17日に起こった阪神淡路大震災、 平成
23年3月11日に起こった東日本大震災では地震による
倒壊、 火災、 津波、 原発事故など未曾有の事態が連鎖
して起こり、 東日本大震災においては、 依然として
2,000名以上もの方々が行方不明とされている辛い現
実があります。 そして、 震災前の生活を取り戻すた
め、 被災された方々や復興を支援される方々が、 困難
な状況のなか頑張っておられます。 そして記憶に新
しい昨年４月に震度７の強震を２度記録した熊本地震
でも多くの天井崩落が起こっております いつ起きる
か分からない震災に備えて、 防災訓練や防災グッズの
準備は行っている、 震災を風化させないための取り組
みも行っている。 と言う事だけでは不十分な気がい
たします。
　東日本大震災においては、 首都圏を含む極めて広範
囲における、 体育館、 劇場、 商業施設、 工場、室内プ
ールなどの広い空間を有する建築物で天井が脱落し、 
甚大な被害が発生しています。 防災に備える事、 防
災意識を持つ事はとても重要ですが、 まず自分が居る
建物が安全である事が重要だと思います。東日本大震
災の天井落下被害は、 学校施設、 約4,600棟、 公共施設
2,000件にも上り、 人的被害も出ています。 その中で
も吊り天井の被害が顕著で、 これらの被害は人的被害
ならびにその後の建物の機能消失を生み出しました。 
吊り天井が地震時に落下する被害は以前から発生して
いたと考えられおり、 平成7年の阪神淡路大震災でも
天井落下被害が確認されていましたが、 構造体自体の
被害が大きい状況下において、 天井落下は必然的な現
象と捉えられていました。 一方、平成13年の芸予地
震や、 それ以降の平成15年の十勝沖地震、 平成17年の
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宮城県沖の地震では、 構造体にはほとんど損傷が発生
しない程度の地震動であったにもかかわらず、 大規模
な天井落下被害が発生しています。
　このような背景のもと、 国土交通省は技術的助言を
発表していましたが、 十分な対策がなされない間に東
日本大震災が発生し、 首都圏を含む極めて広い地域に
おいて、 大規模な天井落下被害が発生しました。

　この甚大な被害を受けて、 建築物の天井脱落対策を
規定するために建築基準法施行令が改正され、 それに
基づき関連告示も公布され、 日本建築学会では天井等
の非構造材の落下事故防止ガイドラインが策定されま
した。 告示では『脱落によって重大な危険を生ずる
おそれがある吊り天井』（以下『特定天井』）が適合す
べき構造耐力上安全な天井の構造方法が定められ、設
計用地震力（水平震度）としての基準が最大2.2Gと設
定されています。 

①人が日常立ち入る場所に設けられている

②高さが6メートルを超える天井で
　水平投影面積が200㎡を超えるもの

③天井面構成部材の質量が 2kg/㎡を超えるもの

『特定天井』とは

吊天井であって、次のいずれかに該当するもの
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　特定天井に該当する天井を有する施設としては、 体
育館、 武道場、 屋内プール等が該当し、 特に学校施設
が保有するものが多いため、 文部科学省では早急な対
策が取られ、 天井撤去を中心とする対策を検討するな
ど、 迅速かつ効率的に総点検を実施するように通知し
ています。 しかしながら室内における断熱性や防音
性、 意匠性と言った要求が強くある事から、 安全性の
高い代替天井を設置する例も少なくありません。 そ
こで旭ビルト工業は、 地震で起こった事象を背景に、 
特定天井に従来の天井設置条件に近い状況下で設置可
能な、 軽量で高剛性の新耐震システム天井の開発に至
りました。
　絶対に落ちない天井を目指して、 ATS工法の開発
を致しました。 ATSメインバーと、 ＡＴＳクロスバ
ーを勘合させて直接ビス固定することで、 天井板の浮
き上がり防止を兼ねた強固な構造を構築、 さらに天井
板浮き上がり防止野縁と、 ATSクロスバーをビス固

定することで、 クロスバーの脱落を防止し、 グリッド
の面剛性を飛躍的に向上しています。 野縁、 ATSメ
インバー、 天井板浮上り防止野縁を連結するATSハ
ンガーは、 野縁の背面と側面をビス固定して横ずれを
防止し、 強固に固定することが出来ています。

　化粧グラスウール新耐震システム天井の耐震性能を
確認するため、 約40㎡の試験体に各種震波を加震しま
した。
①1995年　阪神大震災　　JMA神戸波（震度６強）
   直下型地震の揺れに対する耐震性検証
②2011年　東日本大震災　KIK-NET芳賀波（震度7）
   海溝型地震による長時間の揺れに対する耐震性検証
③ 2011年　東日本大震災　KIK－NET日立波（震度６強）
   吊り天井に影響が大きいとされる縦振動に突出した揺れ
が観測された地震波による耐震性検証

耐震性能の信頼性 
　阪神淡路大震災のJMA神戸波、 東日本大震災の
KIK－NET芳賀波、 KIK－NET日立波それぞれ100％
の加震を行い、 日立波においては天井面の水平最大加
速度は、 8.1Gに達しましたが、 天井下地面構成部材の
破損については、 フレームの歪みや外れズレすらも無
く、 ビス１本外れることはありませんでした。 試験
体Ｂについては、 ブレース材の種類を変え、 同じ試験

耐震基準を満たした
新耐震システム天井ATS工法の開発

3次元震動台による
耐震実験
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体にもう一度同じ加震を加えましたが、 壊れることは
ありませんでした。 これは阪神大震災を２回、 東日
本大震災を４回経験しても崩落しなかった事になりま
す。 現在、さらなる安全性を確認するため一般財団
法人日本建築総合試験所において、天井ユニット強度
試験、各部材接合部強度試験、天井面内せん断試験等
を行なっております。

超軽量天井SLC工法の開発
　脱落によって重大な危険を生ずる恐れがある吊天井
は『特定天井』とされ、 新たな耐震基準を満たした天
井の設置義務があります。 天井面構成部材重量が 
2kg/㎡以下であれば万一落下しても重大な災害には
至らない。 という観点から特定天井を除外されるた
め、 ただ重量を軽くし、 断熱性や吸音性、 強度や意匠
性を犠牲にした製品も多くあります。天井面構成部材
重量が２kg/㎡以下であっても、 壊れにくく落ちにく

い。 それが超軽量天井SLC工法です。 2kg/㎡以下の
超軽量天井SLC工法は、 国交省が定める特定天井から
除外されるので、 急勾配の天井やきついR天井、 廻り
に壁のない狭いスパンの天井等以外は、 ほとんどの場
所に設置が可能になります。 天井に必要な性能を保
ち、 壊れにくく落ちにくい高い耐久性・ 耐震性能を備
えた！　それがSLC工法です。 更に耐震性能、安全
性能を確認するために各種実験を行っております。

3次元震動台耐震実験
　新耐震システム天井ATS工法でも実施した、 3次元
震動台耐震実験とバレーボール衝突実験を実施してい
ます。 ３次元震動台実験では、  東日本大震災時の 
kik-net 日立波において、 新耐震基準の水平震度 2.2G
を大きく上回る 8.7Gの応答加速度を記録しましたが、 
全く損傷はありませんでした。

バレーボール衝突実験
　バレーボール衝突実験では、公式バレーボール５号
球を２m直下からバレーボールマシーンにて天井面に
衝突させて、初速70km/hまで耐えることが出来てい
ます。 これは一般的な小中学校の体育館天井高さを
９ｍとすると、 初速105km/hで放たれたボールが、 天
井板に衝突して壊れなかったことになります。

SLC工法の構造
　SLC工法の軽量化や強度について、 使用しているＴ
バーはアルミ押出材を使用し、 軸が1.7ｍｍ×鍔が1.2
ｍｍと強固です。 吊元より吊ボルト、 TBハンガーに
てメインTバーを吊り下げ、 メインTバーの上部と、 
クロスTバーの下部をそれぞれ切り欠いて嵌合させ、 
SPクリップにて固定し、 1000mm×1500mmの格子の
グリットを構成します。 このグリットに化粧グラス
ウールの天井板をはめ込み、 四周をシリコン接着剤に
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て接着固定し、 すべての部材が接合された天井となっ
ています。 メインTバー、 クロスTバーはそれぞれ 
L=4000と 4500mm の長いまま接合されており、  接
合部を少なくすることで、 部材点数を大幅に削減し軽
量化に成功しました。 この工夫により軽量化による
部材の強度を犠牲にすることなく 2㎏ /㎡以下の超軽
量天井を設置することが可能になりました。

ATパネルの開発
　さらに化粧グラスウール天井板の色、 柄の多様化に
着目し、 新しく開発した天井板ATパネルは、 現状の
エンビや不職布の表皮材より強固な、 ガラスクロス表
皮材に特殊な印刷技術によって、 たとえば木目などの
多彩な色・柄を選択出来る様になりました。 Ｔバー
も電解着色をラインナップしているので、 体育館のみ
ならず様々な場所で多彩な表現が実現できます。

　旭ビルト工業は40年以上もの長きにわたり、 グラス
ウール仕上工事の専門工事業者として従事してきた実
績と経験から、今後とも軽量、 耐震天井のスペシャリ
ストとして、 安全性、 耐久性、 吸音性、 断熱性さらに
デザイン性にも優れたSLC工法とATパネルで、 超軽
量天井の可能性をさらに広げるように努めて参りま
す。

1.8339㎏ /㎡
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