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｢安心｣は｢高耐震｣から

高 耐 震 天 井

シリーズ





天井は、実大天井を用いた地震力加振試験を行った、信頼性の高い耐震工法です。
天井下間仕切り重量を加味しても、天井面地震力2.2G以上の３軸加振に耐え得ることを確認しました。

荷重(N)

変位(mm) 

高耐震
■静的水平加力試験（繰り返し載荷）及び、動的振動台試験を実施。
■鉛直方向（３軸試験）や天井下間仕切りを想定した付加荷重の影響まで確認。

■国土交通省の技術基準における、2.2Gに対応可。

在来天井、グリッドシステム天井ともに平均的な天井面単位面積に対して、3.3G(2.2G×1.5）を超える
加速度でも損傷が無いことを確認。
さらに天井下間仕切りを想定した実験でも天井の脱落が無いことを確認しました。

静的水平加力試験（繰り返し載荷試験） 

◎ 6,000N程度まで弾性範囲（損傷耐力）を確認。
 天井下間仕切重量込みで2.2G相当の水平荷重に耐え得る事を実証。

加力方向

グリッドシステム天井

1cycle/4300N

2cycle/4300N

3cycle/4300N

4cycle/5650N

5cycle/5650N

6cycle/5650N

7cycle/5650N

試験体立面図（グリッドシステム天井）

在来天井

繰り返し加力試験　結果グラフ

試験体平面図（グリッドシステム天井）

動的振動台試験

◀振動台実験全景（グリッドシステム天井） 

▲ 天井下間仕切り重量を想定した錘を設置

Ｇにも負けない天井

①

②、③

④、⑤

写真は在来天井です。

壁側とのクリアランスを小さく
従来の耐震天井は、壁側とのクリアランスが必要でした。
しかし、 （高耐震）天井は、静的水平加力試験（繰り返し載荷）、及び動的振動台試験によって
天井面耐力と剛性を設定するので、出来る限りクリアランスを狭める事が出来ます。
意匠・音響・空調など、耐震性能以外の設計にも配慮しています。

従来の天井

クリアランス クリアランス

天井仕様と各パーツの施工手間や天井としての耐震性能を確認しました。

GalK-net　芳賀メインクロス
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天井仕様 天井の状態入力波
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パーティション等を想定し、
錘をぶら下げました

開発パーツ

①AX-UE ②AX-SHITA(Z) ③AX-SHITA(S) ④TBN-Wカバー ⑤pachi

（高耐震）天井

◎振動台入力波：東日本大震災 想定　　　K-net　  芳賀波（100％）
阪神淡路大震災 想定　　JMA神戸　原波（100％）

◎システム天井 ：天井重量25.15kgf/㎡
水平震度3.5G相当まで耐え得る事を確認
天井重量37.36kgf/㎡(※錘重量追加)
水平震度2.4Gまで脱落なし

◎在 来 天 井  ： 天井重量22.36kgf/㎡
水平震度3.0G相当まで耐え得る事を確認
天井重量30.87kgf/㎡（※錘重量追加）
水平震度2.2Gまで脱落なし

※クリアランス：国交省の技術基準では6㎝必要 ※クリアランス：試験データより得られる
　　　　　　　　　剛性により自由に設定



天井工法で悩まずに耐震化

適応性
施工性

新たな
耐震設計

従来の耐震ブレースは 字に設置していたため、
必要になる構面が多いのが難点です。
設備機器やダクトとスペースを取り合い、納まりの
検討が大変でした。

（クロス）型ブレースの設置により、ブレース設
置に必要な構面が減少。
字ブレースに比べて設備機器やダクトスペース
を適切な位置に確保しやすくなります。

従来の天井

従来の天井工法である在来天井と、最新の天井工法であるグリッドシステム天井、幅広い耐震天井設計
で採用することが出来ます。
どちらの天井工法にも使用できるパーツを開発しました。

在来天井 グリッドシステム天井  

もう、天井内スペースで悩まない

ブレース本数とコストを削減

ダクトのスペースが無い
設備機器が納まらないダクト

設備機器 設備機器
ダクト

ダクトも設備機器も
スペースを確保。

新築・改修工事、どちらの耐震補強にも適応します
◎新開発パーツは後施工でも取り付けられるので、新築でも改修工事でもどちらの耐震補強にも対応します。

手順① 手順② 手順③ 手順④
 

施工手順

■ブレース本数を削減出来て、ローコスト化。
■設置範囲がコンパクトになり、天井内スペースを有効活用。

■後施工が簡単で、既存・新築どちらの耐震補強にも使えます。
■在来天井からグリッドシステム天井まで幅広く対応。

◎算定条件：天井面構成部材等の単位面積重量 20㎏/㎡、天井面設計用震度2.2Ｇ、吊り長さ1.2ｍ
　 ※当社従来品 比較

ブレース負担面積：6.8㎡/対
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下 上：V字ブレース

：吊りボルト
凡例

900 900 900 900

従来の耐震ブレースは、吊りボルトの圧縮強度や
各パーツの強度の問題で、必要になる本数が多い
のが難点です。

（高耐震）天井

ブレース負担面積：17.0㎡/対
パーツを新開発したことにより、天井面としての強
度が増し、結果、必要となるブレース本数の減少を
実現しました。
また、 （クロス）型ブレースに設置することによ
り、 字よりも必要構面は半分になります。
これにより、必要部材が削減されてローコスト化が
図れます。

既存天井を耐震設計し直す際、「耐震パーツが納まらない」「天井を落とさないと施工が出来ない」などの問題が起こ
りがちです。
しかし、 天井を採用するとパーツの取付は簡単。（※当社従来品 比較）
既存天井にも使用することを目的として開発を進めましたので、幅広くご使用いただけます。
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0 従来天井、グリットシステム天

井に、従来の天井を施工して
下さい。

下部金具を設置して、上部金
具を仮設置して下さい。

上部金具に圧縮補強材を差
し込み、金具を押し上げます。

キャッチャーボルト4040（コ型
補強金具）と固定したブレース
材を上部金具に差し込み、回転
させてはめ込みます。対するブ
レース材もはめ込み、2本の交
差部をビス固定します。

吊りボルト

ハンガー
Ｔバー ＡＸ-SHITA(S)ＡＸ-SHITA(S)ＡＸ-SHITA(S)

ＡＸ-UE

ＡＸ-UE ＡＸ-UE

圧縮補強材

圧縮補強部材で
上部金具を押し上げる

ブレース材

圧縮補強材



AX-S 要求性能により３グレードをラインナップ 

設計用水平震度とpachiの補強範囲によって、
Ｄ・Ｐ・Ｇグレードを用意。
３つのステップに沿って、グレードを確認してください。
・天井面重量：100Ｎ/㎡（10.2㎏/㎡）
　※天井下間仕切り重量は含まず

・ブレース間の離隔距離とは…

ブレース間の離隔距離

グリッドシステム天井

ＡＸブレース ＡＸブレース

メインＴバークロスＴバー

メインクロスＴバー
ＡＸブレース ＡＸブレース

メインＴバークロスＴバー

メインクロスＴバー

ブレース負担面積　と　設計グレードの確認
 

① 適用する工事の種類を選択
②

  

③ 該当のグレードを確認

注記：具体的な改修の仕様はご相談ください。
　　　 現場の仕様によっては対応できない場合がございます。

点線枠内：接合強度を無視した数字です。
　　 　　   ご検討の際は、ブレース間の離隔距離を考慮する必要があるため
　　　　    当社指定の計算書を参考に設定してください。

パーツ納まり図 部材設計単価 

⑨joyco

補強範囲についてよくご確認ください。

要求する設計用水平震度を確認
ブレース負担面積とブレース間の離隔距離、
pachi（Ｔバーのクロス補強）の補強範囲を確認

新築向き 改修向き

ブレース負担面積
ブレース間の離隔距離

pachi 補強範囲

水平震度 
（Ｇ）

全箇所 部分的 無し

天井全体

AX-UE

AX-SHITA(S)

joyco

pachi

C-40×20×1.6

クロスブレース補強 45,000 円／組～

部材名称 金 額

1,000

500

1,000

100

100

単 位

円／個

円／ｍ

円／個

円／個

円／個

それぞれのグレードの違いは、Tバーの
クロス補強であるpachiの補強範囲です。

（クロス）型ブレース

⑦クロスTバー

吊りボルト

吊りボルト

③キャッチャーボルト4040
（コ型補強金具）

③キャッチャーボルト
　4040（コ型補強金具）

⑥直吊りハンガー（6mm用）

⑥直吊りハンガー
（6mm用）

①AX-UE

①AX-UE
④C-40×20×1.6

④C-40×20×1.6

⑤C-40×20×1.6

⑤C-40×20×1.6

⑦メインクロスTバー

⑦メインTバー

⑦メインTバー

⑦Tバー

⑦Tバー

②AX-SHITA(S)

②AX-SHITA(S)

⑧pachi

⑧pachi

⑧pachi

⑧pachi
⑨joyco



野縁受け材の仕様と設計用水平震度によって、
M・T・Uグレードを用意。
４つのステップに沿って、グレードを確認してください。

・天井材重量：200Ｎ/㎡（20.4㎏f/㎡）
　※天井下間仕切り重量は含まず

・ ※納まり上、実施の可能性を検討する必要があります

①　適用する工事の種類を選択
②　野縁受けを確認

※新築はC-40×20×1.6を使用してください
③　要求する設計用水平震度を確認

ブレース負担面積を確認
④　該当のグレードを確認

パーツ納まり図
 

ブレース負担面積　と　設計グレードの確認

新築 改修

野縁受け 野縁受け
C-40×20×1.6 CC-25 の場合 CC-19 の場合

負担面積

水平震度 
（Ｇ）

負担面積

注記：具体的な改修の仕様はご相談ください。
　　　 現場の仕様によっては対応できない場合がございます。

それぞれのグレードの違いは、野縁受け
材の仕様です。

新築では、基本的に C-40×20×1.6 を
使用してください。

AX-UE

AX-SHITA(Z)

TBN-Wカバー

耐風圧（C40用）
クリップ

C-40×20×1.6

クロスブレース補強 43,000 円／組～

・天井吊り長さ：1,000mm

AX-Z 要求性能により３グレードをラインナップ 

天井全体 （クロス）型ブレース

部材名称 金 額

1,000

500

250

150

800

単 位

円／個

円／ｍ

円／個

円／個

円／個

点線枠内：接合強度および面剛性を無視した数字です。
　　 　　   ご検討の際は、ブレース間の離隔距離を考慮する必要があるため
　　　　    当社指定の計算書を参考に設定してください。

部材設計単価

吊りボルト

③キャッチャーボルト4040
（コ型補強金具）

⑧RPハンガー（C40用）

①AX-UE

④C-40×20×1.6

④C-40×20×1.6

⑦C-40×20×1.6

⑫耐風圧Wクリップ(C40用)

⑨耐風圧チャンネルジョイント(C40用)

⑧25型Wバー(0.8)

⑬TBN-Wカバー

②AX-SHITA(Z)

吊りボルト

③キャッチャーボルト
　4040（コ型補強金具）

①AX-UE

④C-40×20×1.6

⑦C-40×20×1.6

⑪C40-UK⑧25型Wバー(0.8)

⑬TBN-Wカバー

⑫耐風圧Ｗクリップ(C40用)

⑥RPハンガー(C40用)

②AX-SHITA(Z)

⑤C-40×20×1.6

⑤C-40×20×1.6
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