■ ■『第三版 鉄骨建築内外装構法図集』の刊行にあたって ■■

本書は，鉄骨建築における一般的な内外装材の取付方法を体系的にとりまとめた『鉄骨建築内
外装構法図集』の第三版です。
初版は 1985 年，当時の社団法人鋼材倶楽部（現 一般社団法人日本鉄鋼連盟）中部地区鉄骨建
築技術普及委員会の発意により編集・発刊され，鉄骨造建築を学ぶ学生から設計実務者に至る幅
広い層に好評を得ることができました。
1995 年，鋼材倶楽部は鋼構造関連の研究の活性化と人材育成を図るため，現在も続く「鋼構
造研究・教育助成事業」を開始し，同事業の受け手として「鉄骨建築技術普及委員会」は全国の
大学・高専の鋼構造研究者で構成される「建築鋼構造研究ネットワーク」に改組されました。本
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鉄骨構造はその優れた品質と耐震性能，超高層や大スパンの実現，さらには高い形態の自由度
によって，建築に多くの可能性を提供してきた。こうした高い性能を発揮するのは構造躯体とし
ての鉄骨骨組であるが，建築空間を構成するためにはこの構造躯体に空間を仕切るための二次部
材，下地材，仕上材など複数の内外装材が段階的に取り付けられる必要がある。こうした取付け
の多段階性は鉄骨建築の主要な特質の一つであるにもかかわらず，それらを網羅的に整理した資
料が乏しいことを鑑み，本書の初版本が 1985 年 11 月に，また改訂版が 1997 年 11 月に出版され
た。これらは若手建築設計者や学生への入門書としての役割だけでなく，鉄骨建築内外装構法の
総合的手引き書としても大いに役立ってきた。
一方，未曾有の大災害となった 2011 年 3 月の東日本大震災では，津波による甚大な被害，き
わめて広域に及ぶ液状化被害と並び，天井の落下に代表される仕上材の被害がクローズアップさ
れた。特に鉄骨大スパン構造の天井被害は深刻であり，あらためて構造躯体と内外装材とのかか
わりのなかで建物の性能をどう考えていくのかが問われている。こうした内外装材の現状を踏ま
え，今回の改訂では以下の 3 点を編集の柱とした。
1）過去の被害例から学ぶことで今後の設計技術の前進に資する情報を提供すること
2）構造躯体と内外装材の関係をわかりやすく表現すること
3）内外装材の現状に即した最新の情報にアップデートすること
1）は今回の改訂における目玉であり，豊富な被害例とともに 2 章にまとめられている。ここ
では，貴重な資料を提供していただいた関係諸氏に心からお礼を申し上げる。2）は今までの構
法図集が二次部材あるいは下地材から仕上げ材までの範囲で納まりが示されており，そもそも構
造躯体といかなる関係にあるかがあまり明確でなかったとの意見に応えたものである。3）は前
回の改訂から 20 年近くが経過し，すでに使われなくなった構法，新たな構法を仕分けして再整
理したものである。
改訂に際して，鉄骨建築内外装構法図集改訂委員会各位，特に関連の協会等には多大なるご協
力をいただいた。ここに深く感謝申し上げるとともに，本書がより良質な鉄骨建築普及の一助と
なれば幸いである。
2016 年 1 月
鉄骨建築内外装構法図集改訂委員会委員長
名古屋工業大学教授 井戸田 秀樹
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1.1

鉄骨建築の構法の特質

本書は，鉄骨建築の内外装構法の基本的考え方や設計の典型例を，主として建材別に図示しな
がら解説したものである。
本書編纂の背景には，鉄骨建築の設計について，とくに学生や新進の設計者に対し，十分な深
さと広さを持った学習・設計資料を提供したいとの思いがある。鉄骨建築の設計は，ほかの構造
形式に比べて習得が難しいといわれることもあるようだが，実際にはそれほど難しくはない。鉄
骨造独特の設計の要点を十分理解し，手元に適切な設計資料をおいて取り組みさえすれば，ほか
の構造形式にはない設計上の可能性，すなわち，超高層や長大スパン，巨大な都市的空間の実現
などといった，鉄骨造以外では考えられない貴重かつ重要な可能性を引き寄せられる。本書は，
まさにそのような学習や訓練のために編まれた。
まず最初に理解しなければならないのは，ほかの構造形式とは異なる鉄骨建築の  つの特質，
すなわち「取付けの多段階性」「変形追従性の確保」
「規格の重要性」である。この  つの特質は，
鉄骨建築の内外装構法すべてに深く関係している。

1.1.1

取付けの多段階性

鉄骨建築の内外装構法のまず第一の特質は，内外装材の取付けの多段階性である。建築の本来
の目的は，外部空間から区切られた内部空間をつくることにあるが，通常，鉄骨自体に空間を仕
切る能力は期待されない。建築空間を構成する壁や床や天井などの仕切り面は，骨組にそれ以外
の建材を取り付けることによって形成される。このようなわけで一般に鉄骨建築では，構造体か
らはじまって，構造体に力を受け渡すための二次部材，仕上げ材固定のために背面に敷かれる下
地材，利用者の目に直に触れる仕上げ材というように，多段階の取付け構法が採られる。これは
現場打ち鉄筋コンクリート造のような一体成形の構造形式とは大きく異なっている。

1.1.2

変形追従性の確保

特質の第二は変形追従性の確保である。いかなる構造形式であっても外力が加われば構造体が
変形するが，鉄骨ラーメン構造ではこの量がほかの構造形式と比較して大きい。骨組の変形量を
表す指標としてよく用いられるのが，水平力を受けたときの層間変形角で，ある階とその直上階
の床どうしの水平変位δ（mm）を階高 h（mm）で除した値δ/h（rad）で示される。一次設計
段階での検討を例に説明すると，建築基準法施行令第  条第 1， 項に規定されている中規模地
震動（1 次設計用地震力）を受けた際の層間変形角の最大値は，同第  条の  の規定により
1/00 ないし 1/10 に制限されている。階高を  000mm とすると，その階の水平変位は 0 ない
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し mm までということになる。
構造設計の側では，各階の層間変形角がこの制限を超えないよう，構造体が適切な剛性を保つ
ように設計する。片や構法設計の側では，構造体がこの層間変形角まで変形してなお，取り付け
られている各々の部材が脱落や破壊を来さないよう，構造体に安全に緊結され続けるように設計
する。これが変形追従性の確保である。このためには，骨組変形時の各部材取付け部の機械的動
作を十分考察し，必要な可動性やクリアランスを確保しなければならない。
以上のように層間変形角の設定は，構造設計と構法設計の境目にある重要な合意事項であり，
お互いに尊重すべき約束事である。一般的な設計チームでは，前者が構造技術者，後者が意匠設
計者と分担されることが多いので，無関心や無理解は，設計に決定的な欠陥をもたらす危険があ
る。共通の設計対象にあたる一体の設計チームとして，それぞれの分担を相互に検証するなどの
手続きが強く望まれる。

1.1.3

規格の重要性

特質の第三は，工業化構法の広汎な発達と，それに伴う各種規格の存在である。鉄骨建築では
主体構造に用いる鋼材自体が工業製品であり，形状，寸法，材質，物性が工業規格などに基づい
4

4

4

4

て離散的に定められている。設計者は規格カタログの中から所望の材料や寸法の部材を選択して
設計に取り入れる。構造体に取り付けられる各種材料についてもほぼ同様で，外壁材，屋根材，
内部仕上げ材，天井材など，ほとんどすべての材料が工業製品として整備され，取付け部品など
を含めた一体の構法システムとして市場に供給されている。
このため設計者は，とくに鉄骨造を扱う場合，各種の内外装材の基本的な規格，とくにそのモ
ジュール寸法や基本的構法を十分理解していなければならない。本書の第  章以降には，鉄骨建
築に頻繁に用いられる内外装材の基本的構法が網羅されている。設計者は，これらを上手に組み
合わせ操りながら，個々別々の敷地，用途，要求事項，形状に見合う固有の建築形態を具現化し，
その建築物に期待される性能を達成するのである。
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3.1

3.1.1

歴

ALC は

歴史と製法

史
Autoclaved Lightweight aerated Concrete （高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンク

リート）の頭文字をとって名づけられた建材で，板状に成形したものを「ALC パネル」と呼ぶ。
ALC は 1930（昭和 5）年ごろ北欧ではじめて工業生産された。その製造技術をもとに，日本
で工業生産が開始されたのは 1963（昭和 38）年のこと。その後，1969（昭和 44）年に厚さ
50mm の薄形 ALC パネル，1980（昭和 55）年に厚さ 35・37mm の木造用薄形パネルが販売された。
以来，わが国の建築事情を考慮した製品開発，取付け構法開発が進められ，並行して規格・基準
類も整備された。
1967（昭和 42）年に建築基準法第 38 条に基づき「ALC パネル構造設計基準」が大臣認定され，
1972（昭和 47）年に「JIS A 5416 軽量気泡コンクリートパネル（ALC パネル）」が制定され，
1975（昭和 50）年に ALC パネル施行の標準仕様書である「JASS 21 ALC パネル工事」が日本建
築学会により制定された。
2000（平成 12）年に施行された改正建築基準法により法第 38 条が削除され，大臣認定が失効
となったことを機に，ALC 協会は，新たな技術基準として「ALC パネル構造設計指針」を制定し，
独立法人建築研究所の監修を受けて 2004（平成 16）年に『ALC パネル構造設計指針・同解説』
を発刊した。
その後，2007（平成 19）年の「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改
正する法律」の施行に伴い，ALC パネルに関する関連法規条文ならびに告示の解説書として，
『2009 年版 ALC パネルを用いた建築物の構造関係技術基準解説書』（監修：国土交通省国土技術
政策総合研究所，独立法人建築研究所，企画：一般財団法人 日本建築センター）が発刊された。
また，新たな技術基準として 2013（平成 25）年に『ALC パネル構造設計指針・同解説』（監修：
独立法人建築研究所）が改訂され，木造用敷設筋構法と木造用ねじ止め構法も追加された。

3.1.2

製

法

ALC パネルの主原料は珪石，
セメント，生石灰である。人体に有害なアスベスト（石綿）や，
シッ
クハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドなど VOC を含まない建材である。
製造工程を図 3.1-1 に示す。
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1 原料調合

2 鉄筋加工・組込み

4 切断

5 オートクレーブ養生 6 加工

7 検査・保管

出荷

3 注入・発泡

1 原料調合

2 鉄筋加工・組込み

3 注入・発泡

ALCパネルの主原料は珪石，セ
メント，生石灰。それに発
泡剤のアルミ粉末と水を加えて
混合液を作る。

補強材として特殊防錆処理を
施した鉄筋マットをモールド
（型枠）に組込む。

鉄筋マットを組込んだモール
ドに混合液を流し込み，化学
反応によって発泡させる。

4 切断
半硬化の状態で所
定のサイズに切断
する。

5 オートクレーブ養生

6 加工

7 検査・保管

半硬化したパネルはオートクレーブ
と呼ばれる高温高圧の蒸気養生釜で
養生し，安全に硬化させる。

オートクレーブ養生の終わった
ALCパネルは，入念に側面加工・
表面加工を施す。

完成したALCパネルは，厳重な
品質検査を行ったうえで出荷さ
れる。

図 3.1-1 ALC パネルの製造工程

写真 3.1-1 オートクレーブ養生の例

3.1.3

リサイクル

地球環境問題への関心が高まるなか，ALC
パネル廃棄物が環境へ及ぼす負荷を軽減する
ため，ALC 協会と ALC パネルメーカー各社
は資源循環のシステムづくりや廃棄物の適正
処理を推進している。設備用穴あけや柱形切
断加工などにより新築現場から排出される
ALC パネルの端材については，
「広域認定制
度」＊を利用して ALC パネルメーカー各社が
回収にあたり，ALC パネルの原料に再利用
する体制を整えている。

＊ 広域認定制度

廃棄物となった製品について，その製造，加工，販売にあたる
製造事業者などが処理できるよう環境大臣が認定する制度。こ
れにより，地方公共団体ごとの廃棄物処理業の許可が不要とな
る。
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7.1

7.1.1

歴

歴史と製法

史

せっこうボードは，19 世紀末米国人オーガスチン・サケットによって発明されたサケットボー
ドを基礎にして，その後，各種の改良が加えられ，1902（明治 35）年に現在のせっこうボード
の原形がつくられた。
わが国においては，1921（大正 10）年に米国の製品と製造方法を参考にして手工業的に生産
が開始された。その製品は，帝国ホテル旧館（通称ライト館）に大量に使用され，竣工式の準備
中に発生した関東大震災に被害が軽微であったことから，せっこうボードの耐火性，耐震性が社
会の注目を集めたことが，その後の旧丸ビル，都内各地の復興小学校など当時の先進建築に普及
していく遠因となった。
第 2 次世界大戦を経て，せっこうボードは，高度成長期の住環境の変化に対応して，また，そ
の防耐火性をはじめとする諸性能が社会に認められ，大きく生産量を伸ばした。その端緒となっ
たのは，1949（昭和 24）年都営戸山ハイツの火事であった。戸境壁にせっこうボードが採用さ
れていたため，出火源の 1 戸を全焼しただけで，延焼を免れ，せっこうボードの耐火性に対する
認識が急速に高まった。
その後，石油ショックでは国を挙げて各種エネルギーの有効利用の議論があり，各種施策が打
ち出されるなかにあって，せっこうボード業界では，製品の製造面，輸送を含む販売面に徹底し
た合理化を図り，いち早く対応した。
また，1986（昭和 61）年，政府の内需拡大のなかで住宅関連は大きな柱として位置づけられ，
乾式耐火遮音壁工法の積極的な採用により，せっこうボードは建築物の高層化などに必要な不燃
化に不可欠なものとして需要が増大し，現在に至っている。
また，2014（平成 26）年 12 月 22 日付でせっこうボードの日本工業規格（JIS A 6901 せっこう
ボード製品）が改正された。この改正では，
製品厚さの許容差が，
呼称厚さに対して，
従来± 0.5mm
であったのが，＋0.5mm（マイナスを認めない）となった。また，質量および比重について，こ
れまでの参考質量の規定を発展解消した形で正式に規格として導入した。従来から防火材料規定
での重量下限値の規制はあったが，今回 JIS としても厚さ，質量および比重の規定を設けることで，
せっこうボードの品質，とくに防耐火性能が厳格に管理されていることを社会に示すこととした。
現在せっこうボード製品の製造メーカーは，10 社 21 工場であり，2014（平成 26）年度の生産
量は 5 億 2 000 万 m2 に達している。
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7.1.2

製

法

せっこうボードの製造設備には，せっこうの焼成，成形したボードの乾燥からなるせっこう
ボード本体の製造設備およびそのせっこうボードに裁断，表面化粧などを行う加工設備などがあ
る。
このうち本体の製造設備は，せっこう原料の受入れからせっこうボード製品の製造まで，完全
に合理化された連続生産方式が採られている（図 7.1-1）
。
受け入れたせっこう原料は，焼成装置で焼せっこうとなり，粒度を調整して，サイロに貯蔵さ
れる。その焼せっこうをサイロから引き出し，添加剤，混和材料が水とともに自動供給装置によ
りミキサーに送り込まれて，せっこうスラリーが生成される。これを連続的に供給されるせっこ
うボード用原紙の表紙および裏紙の間に流し込み，原紙に挟まれた板状の形態に成形される。
成形されたボードは，コンベヤによって運ばれるうちに硬化し，その終点において粗切断され，
硬化終了時間を待って乾燥機に搬送される。乾燥機は，成形，硬化したせっこうボードを自動的，
連続的に乾燥する方式である。乾燥後は，所定の長さに切断し，倉庫に格納する。
せっこうボードの加工設備は，加工用として製造されたせっこうボードを，化粧せっこうボー
ドとするために，洋風天井板用に裁断，型押し，ペイント塗装，梱包する設備，および，和風天
井用に木目印刷紙をラミネートし，裏桟を取り付け，梱包する設備などである。
また，せっこう原料のうち，建築物の新築現場からの回収せっこうが，数量を伸ばしており，
全使用量の 5％を超えている。

原料せっこう

「せっこう」と

仕上げ工程

図 7.1-1 せっこうボードの製造，リサイクルの概念図
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