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LGSボード壁の脱落防⽌に関する課題
地震時の被害事例

東⽇本⼤震災においては、建築物の倒壊などの構造的
被害が少なかったのに対し、天井、間仕切り壁、設備
類等の⾮構造材の損傷による⼈的・物的被害が甚⼤で
あることがハイライトされた。
その後の熊本地震や⿃取県中部の地震などでも同様の
⾮構造材損傷被害が⽣じている。

軽鉄間仕切壁に関する仕様書・指針等の現状
地震⼒などに関する規定や指針は⾒当たらない。
耐震安全性について、具体的な設計⼿法や施⼯上の注意点は⾒当たらない。

ランナーの固定⽅法の違
いによる耐⼒の違い

軽鉄間仕切壁の耐震上の課題

スタッドの固定⽅法の違
いによる耐⼒の違い

上下動に対する下地接合
部の追従性

ボードや下地構成の違い
による⾯外⽅向の耐⼒、
剛性の違い

地震動との共振など、応
答性状

層間変位追従メカニズム

下記に⽰すような部位の設計⽅法・指針が確⽴していない

度重なるLGSボード壁の地震被害

「JASS26」、「公共⼯事標準仕様書」、「建築⼯事監理指針」などには
検討する外⼒の規定などは表記されていない。
「⾮構造部材の耐震設計施⼯指針・同解説および耐震設計施⼯要領」、
「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」などに層間変位に追従する
よう求めているが、具体的な⼿法として参照は困難な状況。

地震時に検討すべき外⼒
の設定

検討に必要な変形⾓の設
定 2



⾮構造材の損傷・脱落による⼈的・物的被害は天井のみではなく、⾼
所に設けられた軽量鉄⾻（以下LGS）下地ボード壁においても同様
に⽣じており、建物の地震に対する安全性確保のために、この分野で
も脱落防⽌に資する検討が急務であると考える。

早期に、社会的課題としてLGSボード壁の安全安⼼化技術を普及すべ
く、検討体制を確⽴し情報発信を⾏うと同時に、⾃発的・合理的な
LGSボード壁の安全安⼼化技術開発、整備、建物への適⽤(改修含む)
に寄与しうる知⾒の蓄積を⾏う。

成果は、公的な機関などを通じた指針等の発信に資する研究を⾏い、
合理的、実⽤的な地震被害軽減策を構築する。

⇒上記主旨に基づき2017・2018年度に引き続き研究会を継続する。

主旨
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LGSボード壁の耐震上の課題
1. ランナー固定⽅法

2. スタッド接合部

3. ⾯外の剛性評価と共振の影響

4. ⾯内層間変位追従メカニズム

⼀般的にコンクリート鋲
等で固定されるが、⾯外の
耐⼒や損傷メカニズムなど
不明点が多い
←地震時慣性⼒で損傷した

上・下部ランナー

⼀般的に上下とも、ランナー
（C-40×スタッド奥⾏⼨

×0.8㎜）にスタッドを
差し込んで固定しているが
⾯外耐⼒、躯体上下動への
追従等、不明点が多い
↓上部ランナーからスタッ

ドが抜け、崩落した例

⼈が壁を押した際の変形量は
JIS規格があるが、地震時の
慣性⼒に対する剛性、耐⼒、
強震の影響など不明点が多い
←⾯外耐⼒不⾜によると思われる

ボード壁の損傷

層間変位時に、剛性の⾼い
ボード仕上⾯は追従しづらい。
落下防⽌対策を含め、有効な対策
の検討の必要がある。
↓層間変位に追従できず崩落

したボード壁
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研究会構成（参画者）

【産】

・設計事務所
⽇建設計,⽇本設計,JP東⽇本建築設計

・総合建設業
⼤林組,⼾⽥建設,⻑⾕⼯ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
⼤成建設,⽵中⼯務店,⿅島,フジタ
清⽔建設

・各種業界団体
ALC協会,⽇本鋼製下地⼯業会

・メーカー
チヨダウーテ,桐井製作所,
染野製作所,三洋⼯業,ニチアス
吉野⽯膏,オクジュー,トーケン⼯業

【官】

・国⼟技術政策総合研究所
・建築研究所
・建材試験センター
・防災科学技術研究所

【学】

＜基準整備WG＞
清家剛 東⼤准教授（主査）
輿⽯直幸 早稲⽥⼤教授

＜実験・解析WG＞
元結正次郎 東⼯⼤教授
吉敷祥⼀ 東⼯⼤准教授

産官学から参集した30団体59名で構成（2018年度）

研究会「軽量鉄⾻下地乾式間仕切り壁の地震時損傷抑制に関する研究」

5

活動実績概要（2017年度〜2018年度）

活動実績概要（2017年度〜2018年度）
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全体会

メンバー全員参加による意思決定会議
・推進枠組みの構築、全体⽅針の決定・承認
・年6回程度開催

基準整備WG

間仕切り壁の耐震設計指針（案）の作成
・被害事例の収集分析
・既往基規準の収集共有
・検討課題の整理
・耐震設計指針（案）の構成
・年6回程度開催

実験・解析WG

実験・解析による技術的裏付けの構築
・既往研究の収集分析
・研究会メンバー保有の実験、

研究情報の共有
・各種実験および解析の実施
・年6回程度開催

【研究会推進体制】



【2017年度 年間活動実績】
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

全体会
準備会
4/28

第1回
6/1

第2回
7/5

第3回
8/3

第4回
9/25

第5回
12/15

第6回
3/23

基準整備
WG

第1回
10/20

第2回
11/27

第3回
1/26

第4回
3/9

実験WG
第1回
10/19

第2回
11/22

第3回
1/24

第4回
3/4

実験
H5m壁
振動実験

H4m壁
⾯外静的
加⼒試験

H4m壁
⾯外

振動実験
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活動実績概要（2017年度〜2018年度）

【2018年度 年間活動実績】
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

全体会
第7回
5/24

第8回
8/2

第9回
10/5

第10回
12/7

第11回
2/14

基準整備
WG

第5回
4/26

第6･7回
6/1・20

第8回
7/20

第9回
9/25

第10回
11/9

第11回
1/25

実験WG
第5回
4/19

第6回
5/16

第7回
6/28

第8回
10/5

第9回
11/2

第10回
3/28

実験

H4m壁
⾯外静的
加⼒試験 8

活動実績概要（2017年度〜2018年度）

H3~4m壁
⾯外

振動実験

各種材料・要素試験
ボード・スタッド・ビス 要素実験

壁⾯外耐⼒

要素実験
ランナー⾯外耐⼒

LGSボード壁が取り
付く鉄⾻⾻組の繰り

返し載荷試験
（助成活⽤）



活動実績概要（2017年度〜2018年度）

【これまでの成果】
・2018年度，2019年度AIJ⼤会にて発表
■軽量鉄⾻下地乾式間仕切り壁の地震時損傷抑制に関する研究
2018年度（発表済）

その1.研究背景と⽬的
その2.⾼さを変数とする静的加⼒試験結果
その3.鉛直に設置した軽量鉄⾻下地乾式間仕切り壁の⾯外静的加⼒試験
その4.鉛直に設置した軽量鉄⾻下地乾式間仕切り壁の⾯外振動実験
その5.⾼さ 5m の間仕切り壁の振動実験

2019年度（投稿済）
その6.⽯膏ボードの材料特性
その7.スタッドの素材特性および局部座屈性状
その8.せん断ずれ試験と数値解析モデルによる⾯外変形評価
その9.⾯外変形に対する基本的な性能確認実験
その10.基本的な性能
その11.壁⾼さおよびランナーとスタッドのクリアランスをパラメーターとした

LGS壁の⾯外振動実験
■鉄⾻⾻組に取り付けられた乾式間仕切り壁の繰り返し載荷実験
2019年度（投稿済）

その1.実験の概要
その2.平坦な壁の挙動
その3.開⼝部付き偏⼼壁の挙動
その4.損傷の観察および結果
その5.加速度センサによる傾斜および⾯外振動性状計測

LGSボード壁の
耐震性能評価
について

改めて問題提議
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活動実績概要（2017年度〜2018年度）

・間仕切り壁の耐震設計指針（案）の⽬次・⾻⼦の取りまとめ
・指針策定において検証が必要な更なる課題の明確化

・各種検証実験の実施
主にLGSボード壁の⾯外⽅向に関する⼒学的特性の把握を⽬的とした実験・解析
を実施。スタッドの座屈による損傷メカニズムおよび⾯外剛性評価については
⼀定の成果を得た。

スタッド耐⼒とランナー耐⼒の相関検討 7 LGS鋼材の引張試験 万能試験機による単調載荷試験

ランナークリアランスの影響検討 ⾯外変形に対する基本的な性能確認

振動台でのランナー破壊再現 65形、両⾯2枚張（GB-F 12.5）

昨年度実施試験の再試験、壁上部固定度強化

3 ⽯膏ボードの⼀軸試験 万能試験機による単調載荷試験

4 ビスの引抜試験 ビス頭抜け試験

5 ビスの繰り返しせん断ずれ試験 鉄⾻剛性梁の押し抜き試験に準ずる試験 ⾯外⼒に対するランナーの抵抗⼒把握

6 スタッドの短柱圧縮試験 万能試験機による単調載荷試験 65形

D2,500mm×W6,000mm×H3,500mmの鉄⾻⾻組内
に⼀般的に⽤いられている各種納まりによりLGS
ボード壁を取り付け、繰り返し載荷。鉄⾻⾻組みの
層間変形に対する、LGSボード壁の損傷状況等を確
認。

10 ランナー要素実験

8 ⾯外静的実験 phaseⅠ

9
⾮構造部材（LGSボード壁）が取
り付く鉄⾻⾻組の繰り返し載荷試
験

No. 実験 概要／パラメーター 等

⾯外動的実験1

2 ⽴位⾯外静的実験（再試験）

No. 実験 概要／パラメーター 等
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活動実績概要（2017年度〜2018年度）

【2018年度 実施実験概要（抜粋）】
１．⾯外動的加振実験
壁（スタッド）⾼さとランナーとスタッドのクリアランスを試験体パラメーターとした、壁⾯外
⽅向振動実験。スタッド座屈による破壊とランナー破壊（スタッドのランナーからの外れ）の相
関検討およびランナー破壊の再現を実施。
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活動実績概要（2017年度〜2018年度）

2．⾯外静的加⼒実験
主に壁⾼さおよび幅をパラメーターとした試験体に対する、壁中央部集中荷重（線荷重）による
⾯外静的加⼒試験。壁の⾼さおよび幅の組合せ、違いによる、壁⾯外⽅向の⼒学的性状を検討。

壁⾼さが⾼くなると⾯外耐⼒低下

スタッドピッチが密にな
るほど耐⼒上昇 壁両端部の境界条件は単純⽀持

剛性はスタッドの単純梁
として算出した計算値と
対応する傾向



活動実績概要（2017年度〜2018年度）
3．⾮構造部材（LGSボード壁）が取
り付く鉄⾻⾻組の繰り返し載荷試験
※助成⾦活⽤
D2,500mm×W6,000mm×H3,500mm
の鉄⾻⾻組内に⼀般的に⽤いられている各
種納まりによりLGSボード壁を取り付け、
繰り返し載荷を実施。鉄⾻⾻組みの層間変
形に対する、LGSボード壁の各部位におけ
る損傷状況、変位等を確認。

13

2019年度活動計画

2019年度 乾式間仕切り壁の耐震設計指針（案）の公表

【今後の課題】
2019年度中の耐震設計指針（案）策定にむけて
・外⼒の設定
・特殊な納まりの取り扱い
・スタッドの座屈以外の損傷メカニズムの把握

・ランナーの破壊
・⾯内⽅向および⾯内・⾯外変形の複合作⽤時の特性 等

・地震時損傷の再現 等
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基準整備WG

間仕切り壁の耐震設計指針（案）
の執筆・全体構成・とりまとめ

実験・解析WG

耐震設計指針（案）策定のための
実験・解析による技術的裏付けの構築

※助成⾦活⽤予定



スケジュール案

コンソ
テーマ化

共研体制新設

各種パラメトリックスタディ

標準試験法検討

対策案立案

指針化

既往基規準分析

被害事例分析

指針化

要素試験（静的）

振動台実験
（被害の再現）

基準整備WG

コンソ共研

H30年度
（2018）

Ｒ01年度
（2019）

実験WG

解析的検討

実大試験
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H29年度
（2017）

執筆・構成・とりまとめ構成・目次検討

2019年度活動計画

ご清聴ありがとうございました。


