
は じ め に
梁貫通孔の基準は何か，と聞かれた構造設計者は，たい

てい，“梁貫通孔の大きさは，S（鉄骨）造，SRC（鉄骨鉄筋

コンクリート）造では梁せいの 1／2 以下，RC（鉄筋コンク

リート）造では梁せいの 1／3 以下，孔間隔は孔径の 3倍以

下，場所はスパンの中央で梁せいの 1／2 の位置”と答え

る。これが，一応の目安であるが，いつでもそのようには

いかない。無理して納めている構造では，少しの断面欠損

も構造のダメージとなるし，ゆとりのある部分では貫通孔

が大きくても気にならない。

例えば，集合住宅（マンション）の給排気ダクトのための

梁貫通孔（台所の排気などのためバルコニー出入り口の上

部に設けられることが多い）であるが＊1，100～150 mm程

度の径とあまり大きくないので，設備技術者や施工者は，

普通の梁貫通孔と同じように思うことがあるらしい。しか

しながら，この梁は無理して構造設計していることが多

く，慎重に対応したい部分なのである。

RC造または SRC造の多くの中高層集合住宅では，短

辺方向は壁が多く耐震性能の大きい耐震壁付ラーメン構造

であるが，長辺方向は壁が少ないラーメン構造とされ，耐

震性能の確保はこの梁の性能（強度と靭性＝変形能力）に依

存している。一方，長辺方向のバルコニー出入り口部分で

は，梁下有効寸法（高さ 2 000 mm以上のサッシとできる

ように）をできるだけ大きくし，階高をあまり大きくしな

いために，梁せいをなるべく小さくすることが求められ

る。このため，梁はぎりぎりの寸法とされることが多い。

したがって，最大の応力が発生する柱梁接合部周辺の断

面欠損は避けたいのだが，貫通孔の位置は，下がり天井の

配置などから，たいていがこの部分に設定される。構造設

計者はひとしきり建築設計者と設備設計者に文句をいった

後，補強配筋図を作成する。柱梁周辺にはびっしりと鉄筋

が入っており，補強鉄筋がこれらに当たらずに納まること

を確認する。このようにして補強した位置が，現場の都合

で勝手に変更されるようなことがあってはならないのだ

が，“こんな小さな孔くらい”と安易に扱われることがある

ようで，なかなか理解してもらえない部分である。

ところで，台所の排気などは，現在では，安全のため，

各階で排気するが，初期の住宅公団のアパートでは，縦

シャフトを設けて屋上で集中排気していた。集合住宅の排

気用貫通孔問題の解決方法は多く考えられるが，この方式

を検討することもその一つである。パリ市内の由緒ある集

合住宅では，屋上にたくさんの煙突が集まっており，今で

も暖炉を炊いているのだから，できないわけはないだろう

と思う。しかしながら，この解決方法は多くの専門家の創

造的な協同作業が必要となるので，やはり対話が成立する

ことが重要である。

1．梁貫通孔の補強
各種の仕様書などには，“梁貫通孔はせん断力の大きい
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床や小梁あるいは雑壁では開口などによって低下し

た“強度”を回復することが求められるが，我国では地

震荷重が卓越するため，ラーメン構造を構成する梁や

耐震壁の補強は，貫通孔や開口によって低下した“強

度”のほかに“靭性（塑性変形能力）”を回復することが

必要である。なお，柱には貫通孔を設けてはならな

い。設備が躯体を貫通するときの補強方法を解説す

る。

＊1 RC（鉄筋コンクリート）造集合住宅（マンション）では，設備配
管用の貫通孔を設けるとき，開孔位置から大梁端部まで設備配
管収納用の下がり天井を設けるのが一般的である〔図�1（c）〕。
一方，貫通孔位置は，梁の性能を確保するために，梁端部か
ら離すことが求められる。梁端部には最大の応力が発生し，地
震時には靭性（＝変形能力）が必要なためである。図�1（a）は，梁
端部に貫通孔を有する鉄筋コンクリート（RC）造梁の繰返し加力
実験（地震時の状況を再現している）の結果である。X字状に斜
めひび割れが生じ，端部の貫通孔部でせん断破壊しており，靭
性が乏しく望ましくない。
最近では，実験・研究を行って梁端に貫通孔を設ける工法が
開発され，一部は大臣認定製品として供給されている。そのよ
うな製品の効果を示す実験結果の一部が図�1（b）であるが，貫通
孔部で破壊していない。ただし，図�1（d）のように，大変に込み
合った多量の補強鉄筋が必要となる。その他に，コンクリート
強度の上限値や下限値，梁の内法スパンと梁せいの比（せん断ス
パン比といい，短スパン梁では補強が難しくなる）の下限値，貫
通孔の径やへりあき寸法の制限などの規制があり，どのような
場合にも適用できるわけではない。
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部分を避けて設け，必要に応じて補強する”，“梁貫通孔は

梁端部を避ける”，などと規定されている。ここで，梁端

部は，スパンの 1／10 以内，かつ 2 D 以内（D は梁せい）を

いう。これらの規定の背景と，鉄筋コンクリート（RC）造

梁に対する斜め補強鉄筋の配筋方法や鉄骨（S）造梁の補強

要領などを解説する。

1．1 補 強 設 計

梁は，柱と剛接合されてラーメン骨組を構成する部材で

あり，長期荷重（固定荷重＋積載荷重などの鉛直荷重）や短

期荷重（地震荷重などの水平荷重）を受けると，柱梁接合部

周辺には最大の応力が発生する。

梁に発生する応力は，曲げモーメントとせん断力であ

り，それぞれ，図�2のように，部材を折り曲げる力〔部材
の上部と下部に軸方向の圧縮応力と引張応力が同時に発生

する，図�2（a）〕と部材をずらす力〔材軸に斜め方向に圧縮

応力と引張応力が同時に逆方向に発生する，図�2（b）〕で
ある。

梁せいの 1／2 付近の位置に設けられた貫通孔は，曲げ

モーメントによる圧縮応力も引張応力も小さい部分なの

で，曲げ強度はわずかにしか低下しないが，せん断力によ

る斜め圧縮応力や斜め引張応力は大きい部分なので，せん

断強度を大きく低下させることになる。

図�3は，H形鋼梁ウェブに円形の梁貫通孔をあけた S
造梁にせん断力が作用したときの状況であるが，貫通孔が

楕円形になっており，梁貫通孔はせん断力によって変形し

やすいことを示している。

図�4は，鉛直荷重 V（Vertical Load，多くは，固定荷

重＋積載荷重）と水平荷重 H（Horizontal Load，多くは，

地震荷重）がラーメン構造に作用したときの，梁に発生し

ている曲げモーメントM とせん断力 Q の材軸方向の分布

形状である。

鉛直荷重時には梁端部に最大せん断力 QVが発生し，水

平荷重時には梁の全長に渡って同じせん断力 QHが発生す

る。我国は地震国であるため，鉛直荷重 V より水平荷重

H が卓越し，建築物が高層化すると，下層部の梁の曲げ

モーメントは鉛直荷重時MVより水平荷重時MHのほうが

圧倒的に大きくなる。

ここで，MV，MHは，それぞれ，鉛直および水平荷重時

に梁端部に発生する最大曲げモーメントである。水平荷重

（a） 梁端貫通孔周辺のせん断破壊

（a） 無 開 孔 梁 （b） 有 開 口 梁

図�3 鉄骨（S）造梁のせん断降伏5）

（b） 梁の曲げ降伏

（c） 梁端貫通孔の計画的要請 （d） 梁端貫通孔の配筋

図�1 鉄筋コンクリート造ラーメン構造の梁端貫通孔7），9）

図�4 強柱・弱梁型ラーメン構造の梁の応力

図�2 曲げモーメントとせん断力
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時の曲げモーメントMHとせん断力 QHの間には下式のよ

うな関係式があるが，スパン長 L が短いほどせん断力 Q

が大きくなる。

QH＝2MH／L ……（ 1）

ラーメン構造は，柱または梁のうち強度の低いほうのい

ずれか一方で崩壊する。柱が折れると架構が全体崩壊する

ので，柱が強く梁が弱い組合せ（強柱・弱梁型架構）にする

ことが一般的である。このため，梁の端部は最初に降伏す

る部位となる。

また，梁の最大耐力は“曲げ降伏”と“せん断降伏”のうち

耐力の小さいほうで定まるが，一般に脆性的なせん断降伏

を避け，靭性の大きい曲げ降伏とする。このため，梁には

曲げ降伏を保証するように，終局せん断強度 Qpを大きく

設計することが必要である。

Qp＝QV＋α QH ……（ 2）

ここで，α＞1．0，であり，鉄筋コンクリート（RC）造で
は α＝1．5～2．0，鉄骨（S）造では α＝1．2～1．3程度とさ
れる。鉄筋コンクリート（RC）造のほうが α を大きくして
いるのは，コンクリートには引張強度を期待できないた

め，せん断挙動が不安定になることを反映したためであ

る。

このように，貫通孔による梁の“せん断強度の低下”が問

題であり，特に“梁端部”は地震荷重時に早期に降伏して塑

性ヒンジが形成される領域であるから難しいのである。ま

た，“短スパン梁”には地震時に大きなせん断力が発生する

ので，注意が要るのである。

梁貫通孔の補強は，したがって，主に，せん断強度の低

下を回復するように行われるのである。

1．2 建築設備工事

設計段階では，設備システムは定まっていても，ダクト

や配管などの位置や大きさまで詳細に定まっていることは

少ない。また，構造設計でもダクトや配管スリーブによる

断面欠損は考慮されていないことが多い。

設備はシステムとして機能を果たすので，設備業者や設

備機器の詳細が定まってから，工事監理者や元請施工者が

中心になって各種工事との調整検討が行われ，総合的にス

リーブの大きさや配置が決定される。当初の設計図には，

貫通孔の大きさや数量，あるいは補強要領など金額に関す

る事項は記述されているが，実際の施工時には，あらため

て補強方法の見直しが必要となる。

鉄筋コンクリート造では，スリーブ入れは設備工事，補

強配筋は建築工事と工事区分が分かれており，作業者も分

かれているため，異種工事の調整が必要になる。鉄筋工事

の途中にスリーブ入れ工事が行われ，その後に，補強配筋

工事が行われるが，コンクリートの打設が迫っているた

め，工期の余裕は少ない。

鉄骨造では，鉄骨の工作図に記述されて梁貫通孔詳細が

確定する。鉄骨工事は工作図の確定後，材料の発注と受

入，工場加工，検査などの工程を経るため，スリーブ孔の

位置や大きさに関する調整は，建設現場で鉄骨建方が始ま

る数箇月前に終了していなければならない。しかしなが

ら，そのような早い時期に設備工事業者が参加しているよ

うな工程管理ができていることは多くない。貫通孔補強は

鉄骨製作工場で行われるため，鉄筋コンクリート造のよう

に現場で鉄筋工事に付き合うような面倒さはないのである

が，設備工事受注直後の設備システムの検討が十分になさ

れていない段階で詳細を決定しなければならない難しさが

ある。

調整検討されて定まった貫通孔位置などに基づいて，補

強方法や補強量が定められる。床，小梁，雑壁（非構造壁）

のような地震荷重を支持しない部材では強度を回復するだ

けで十分であり，各種の仕様書などに示された補強要領で

十分に対応できる。

一方，耐震壁や梁のような地震荷重を支持する部材は強

度に加えて靭性（構造の粘り強さ，最大耐力を維持したま

ま大きく変形できる能力）も回復しなければならないの

で，構造計算によって補強方法を定める必要がある。

元の構造設計者に検討依頼することや，構造計算書から

部材の応力を読み取って補強量を計算する手順が望ましい

が，そのような手順は，工期が迫っている状況では難しく

なる。したがって，ゆとりの大きい部材（部材耐力が発生

応力に比べて十分に大きい部材）では必要以上に補強する

ことになるが，構造設計図から読み取った無開孔の梁部材

の耐力（せん断耐力）と同等の耐力を付与するように補強す

ることが，安全側の処置として行われている。このときの

計算は，計算プログラムが用意されており難しいものでは

ないが，元請施工業者や貫通孔補強業者が行うことが多い

ようである。

1．3 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト（RC：Reinforced Con-

crete）造

（ 1） 補強要領（在来工法）

表�1は，国土交通大臣官房官庁営繕部監修“建築工事共
通仕様書”3）に示されている貫通孔補強要領の抜粋である

が，我国で最も多く使用されている標準の一つである。梁

貫通孔の補強は，応力状態，梁せい D に対する貫通孔径

d の比，貫通孔の位置によって異なるため設計図書に特記

されるが，標準的な場合はこれによっている。

ここでは，H形（フープ筋を用いるもの），M形（メッ

シュ筋を用いるもの），MH形（フープ筋とメッシュ筋を併

用するもの）が規定されており，鉄筋コンクリート（RC）造

梁はH形もしくはMH形，鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）

造梁はM形もしくはMH形を通常用いることとしてい
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る。斜め補強筋やあばら筋（スターラップ，せん断補強筋

で材軸直交方向に配置する）を配置するのが基本である

が，溶接金網（縦筋と横筋を格子状に組んだメッシュ筋）を

配置する方式も用意されており，梁鉄筋の混み具合によっ

て使い分ける。

このほか，大臣認定を受けた製品があるので，適宜利用

することができる。

梁貫通孔は，曲げ強度の低下を避けるためになるべく梁

中央部に配置する。梁せい D に対する貫通孔径 d の割合

が大きくなると補強筋量が多くなる。

鉄筋コンクリート（RC）造部材では，コンクリートが圧

縮応力を負担し鉄筋が引張応力を負担するが，せん断力に

よって発生する斜め引張応力の方向に鉄筋を配置する。地

震荷重は架構の左右から繰返し作用するため，斜め筋をX

状に配置する。メッシュ筋は斜め引張応力にほぼ 45 度の

角度で抵抗するため補強効率は悪くなる（sin 45°≒0．7倍）

が多量に配置することでカバーする。

ところで，スリーブ入れの作業は，鉄筋工事の途中であ

らかた組み上がった鉄筋の中に，設備工事業者が行い，そ

の後に鉄筋工事業者が補強配筋するが，コンクリートの被

り厚さ寸法（3～4 cm）を確保するよう，スリーブ管をすべ

ての鉄筋から離す必要がある。また，スリーブ管の材料

は，塩化ビニル管，紙管，薄鋼板などが用いられるが，塩

化ビニル管や薄鋼板はコンクリート中に残す（紙管はコン

クリート打設後に取り外す）ので，スリーブ有効内径が貫

通孔径より肉厚寸法だけ小さくなるので，注意が必要であ

る。

（ 2） 大臣認定工法

図�5（a），（b）のようなあらかじめ工場製作された部品
を用いることが，最近では一般的である。鉄筋をリング状

に溶接した製品や一筆書きのように鉄筋を折り曲げ加工し

た製品などがあり，実験・研究などを通じて開発されたも

（c） H形配筋

配筋

種別
斜め筋 縦 筋 横 筋 上下縦筋 配 筋 図

H 1

2―2―D 13

な し

な し な し

H 2 2―2―D 13

H 3 4―2―D 13

2―2―D 13 2―2―D 13 2―2―D 13

H 4 4―2―D 16

H 5 4―2―D 16

4―2―D 13 2―2―D 13 3―2―D 13H 6 4―2―D 19

H 7 4―2―D 22

注 は，一般部分のあばら筋を示す。

（d） M形配筋

配筋

種別
縦 筋 溶接金網 配 筋 図

M 1 2―2―D 13

な し

M 2 4―2―D 13

M 3 4―2―D 13

2―6 φ―100@

M 4 6―2―D 13

注 は，一般部分のあばら筋を示す。

表�1 鉄筋コンクリート（RC）造梁の貫通孔補強要領（“建築工事共通仕様書 7節”3）より抜粋）

1） 孔の径は，梁せいの 1／3 以下とし，
孔が円形でない場合はこれの外接円と

する。

2） 孔の上下方向の位置の限度（へりあ

き寸法）は，表�1（b）以下とする。
3） 孔の中心位置の限度は，柱および直

交する梁（小梁）の面から，原則として

1．2 D（D は梁せい）以上離す。
4） 孔が並列する場合の中心間隔は，孔

の径の平均値の 3倍以上とする。

5） 補強筋は，主筋の内側とする。

6） 孔径が梁せいの 1／10 以下，かつ，150
mm未満のものは補強を省略すること

ができる。

（a） 梁貫通孔補強筋の名称など

500≦D＜700 …… d≧175
700≦D＜900 …… d≧200
900≦D …… d≧250

（b） 孔の上下方向位置の
限度
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ので，（財）日本建築センターや（財）日本建築総合試験所な

どの評定を受けて大臣が認定したものである。

図�5（c）は，有開孔梁の繰返しせん断加力実験の結果で
ある。斜めひび割れが生じているが大きく破壊しておら

ず，最大せん断耐力後の靭性も大きいので，補強効果は十

分である。

これらの製品では，適用箇所ごとに構造計算して部品番

号（鉄筋量）を定め，無開孔梁と同程度の構造性能を有する

ように補強する。

また，鉄筋のかぶり厚さがスリーブ部分で小さくならな

いようにスリーブ材固定枝筋にプラスチックカバーを施す

など，種々の工夫がなされており，施工性向上や工期短縮

などが図られている。

開発された当初は，鉄筋の種類も普通強度の鉄筋（SD

295 Aなど）で，貫通孔径は梁せい D の 1／3 以下など適用

範囲も在来工法と同等程度に限定されていたが，最近で

は，高強度鉄筋（引張強さ σB＝590～785 N／mm2）を使用し

たものや高強度コンクリート（圧縮強度 FC＝60 N／mm2 な

ど）造に拡大され，梁端に適用できる部品などが供給され

ている。

（ 3） 基礎梁の人通孔などの補強

鉄筋コンクリート（RC）造の基礎梁には孔径 600 mm程

度の人通孔が設けられる。孔径 d を梁せい D の 1／3 以下

として補強標準に適合させるために，ピット式基礎では，

梁せいを一般に 1．8 m以上とする。しかしながら，低層

建物などではもっと梁せいが小さくても十分である。図�6
は，このような開孔比率がもっと大きいときの補強要領の

一つであり，実験・研究を行って開発された工法である。

基礎梁は断面が大きいためマスコンクリート（ダム工事

などのように一度に大量に打設されたコンクリート）に該

当することがあり，セメント硬化時の発熱により膨張と収

縮が起こり，ひび割れが生じやすい。このようなひび割れ

の多くは貫通孔周辺（断面欠損部）に発生する。基礎梁に

は，人通孔のほかに 100～150 mm径の通水孔や通気孔が

設けられ，これらは梁せい D の 1／10 以下であるため標準

配筋要領では補強不要とできるが，マスコンクリート対応

などのため，通常は配筋される。

1．4 鉄骨（S：Steel）造

鉄骨（S）造梁は一般に，図�7（a）に示す，H形鋼＊2 が用

いられ，ウェブに貫通孔が明けられる。

長スパン梁ではせん断力が大きくならないので，梁端部

以外は補強なしで梁せい D の 1／2 程度の孔を設けること

ができる。これは，梁端部が曲げ降伏すると，最大曲げ

モーメントが一定値以上とならないので，せん断力も一定

図�5 各種のRC造梁の貫通補強（大臣認定工法）7）～10）

図�6 基礎梁人通孔の補強要領（認定工法）4）

＊2 H 形鋼は，少ない鋼材量で大きな曲げ強度を持つことを

目的とした断面形状であり，主に曲げモーメントに抵抗す

る 2枚のフランジ板と，せん断力に抵抗する 1枚のウェブ

板から構成されている。製鉄所でユニバーサルミルによる

圧延を経て一次製品として供給される圧延H形鋼と，3枚
の鋼板を鉄骨製作工場で溶接組立てするビルトアップH形

鋼がある。ビルトアップH形鋼ではウェブの板厚を設計者

が選べるので，あらかじめ位置や径などがわかっている

と，貫通補強を不要とできる板厚とすることができる。鉄

骨工事では，1箇所あたりの貫通補強は高価であり，工期

もかかるので，あらかじめ位置や径がわかっていることは

経済的なのである。
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値以上にならないことによっている。初期の超高層ビルで

用いられたハニカム梁〔圧延H形鋼をジグザグに切断し，

ずらして再溶接することにより，六角形の孔を有する梁せ

いを大きくした梁，図�7（b）〕も同様であり，設備の自由
度が大きい。

（ 1） 補強要領（在来工法）

鉄骨（S）造梁の貫通孔を補強するときは，図�8のよう
に，円形鋼管（スリーブ補強），孔あき鋼板（カバープレー

ト補強），あるいは斜めリブプレート（リブ補強）などを鉄

骨製作工場で溶接施工する。

鉄骨（S）造梁では孔あき鋼板（カバープレート）を全周溶

接することが多いが，鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）造梁で

は，鋼管スリーブが必要となる。梁貫通孔の径はスリーブ

径に耐火被覆の寸法を考慮することがあるので，ゆとりの

ないときは耐火被覆の工法を指定するなどの配慮が要る。

これらの貫通孔補強の，特に，溶接施工は，溶接ひずみ

が生じるなど面倒なことが多く，それらを防止するため

に，鉄骨製作可能な寸法がある（図�9）。多数の梁を貫通す
る勾配の付いた排水管のような場合など，H形鋼ウェブの

上端や下端に貫通孔が設けられることがあるが，このとき

には，標準的な補強板の溶接施工ができず，特別な補強設

計が必要となる。

標準的な補強要領によると，適用範囲が限定され，例え

ば，梁端部の塑性化領域（いわゆる，ヒンジゾーンで，柱

端部からの距離が 2 D（ここで，D は梁せい），または，

L／10（ここで，L はスパン長）の小さいほうの範囲に設け

る場合には，十分な構造的検討が必要となる。しかしなが

ら，鉄骨（S）造では材料に十分な引張強度と圧縮強度があ

る（せん断強度が大きい）ので，鉄筋コンクリート（RC）造

の梁に比べると，基本的に補強は容易である。鉄骨（S）造

は，いわゆる，無理がきく構造なのである。

（ 2） 大臣認定工法

鋳鋼製のリング金物や特殊加工されたねじリングなどを

溶接施工する方法が，実験・研究などを経て開発され，大

臣認定品として供給されている。図�10に，そのうちの二
つを紹介するが，施工性の向上（鉄骨製作工事の工期短縮）

や梁端部の塑性化領域への適用などのメリットがある。

1．5 鉄骨鉄筋コンクリート（SRC：Steel Rein-

forced Concrete）造

貫通孔補強は，鉄骨（S）部分についてはスリーブ補強な

どで，鉄筋コンクリート（RC）部分については配筋で，そ

れぞれに補強する。SRC造ではスリーブ管を設けるが，

鉄骨梁の大曲りなどの施工誤差を考慮して，コンクリート

表面から 10 mm内側で納まるように長さを定める。

RC部分の補強は工業化部品を用いることが多い。いず

れにせよRC部分と S部分の両方の補強が必要なので，孔

の位置などには施工上の制約が生じる。

2．壁開口部の補強
鉄筋コンクリート（RC）造の壁は，非構造壁と耐震壁に

区分され，開口補強要領が異なる。非構造壁の補強要領

は，図�11のようであるが，耐震壁の開口補強は構造計算
して定める。

鉄筋コンクリート（RC）造の壁は，せん断変形角が 1／

4 000 くらいになるとせん断ひび割れが生じ始め，せん断

変形角が 1／250 くらいで負担せん断力が最大値に達する。

このように，壁はせん断変形能力が小さいので，特に開

口があるとその隅角部に斜め引張力が発生し，開口隅角部

から 45 度方向にひび割れが生じる。また，コンクリート

の収縮によっても同じような開口隅角部から斜めひび割れ

が生じる。このため，壁開口部には縦筋と横筋のほかに斜

め補強筋を配置して補強する。

壁に等価開口比が 0．4以下の小さな開口を有する耐震壁

図�7 鉄骨（S）造梁

図�8 各種のH形鋼梁貫通孔の補強要領11）
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周辺の縦筋と横筋および斜め補強筋の量の計算式が日本建

築学会“鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説”1）に示さ

れているが，開口隅角部には，無開口としたときの斜め引

張力と開口を設けることによって失われる斜め引張力の

1／2 が付加される。このため，耐震壁の開口補強用の鉄筋

量は，開口比が大きいと，大量に必要となる。

事務所ビルなどでは，耐震壁はコア周辺に設けられるこ

とが多く，コアにはたいてい機械室が設置されているの

で，ダクト出口のために壁開口が設けられることが多い。

このとき，1箇所に開口を集めて集中的に補強するか，補

強しやすい小さい開口を適切に離して設けるかは，構造と

設備の専門家の打合せが必要な事項である。

3．床開口部の補強
鉄筋コンクリート（RC）造床スラブ開口は，いずれかの

開口寸法が 700 mm程度（マンホールの大きさ程度）まで

は，図�12のような補強要領が用意されている。孔によっ
て切断された鉄筋量をそれぞれの方向の補強筋量とし，さ

らに斜め配筋する方法であり，それを超えると構造計算し

て補強することになる。

孔径が 100 mm以下のときは床スラブ配筋間隔以下とな

るので，補強は設けず，200 mmくらいまでは緩やかに曲

げて納める。

設備用配管スペース（PS）や電気幹線ケーブル用スペー

ス（EPS）などは大きな開口や孔が幾つも連続することがあ

るので，小梁が適宜配置されていれば片持ち床となっても

支持能力を失わない。空調機械室などには機械が設置され

るとともに，周辺にダクトや配管類の開口を設けることに

なるので，開口周辺に多くの小梁が用意されていると安心

である。

鉄骨（S）造建物では，溝形（U形）デッキプレートの上に

コンクリートを打設した床が設けられるが，床開口を設け

るのはやや難しい。トイレなどの水まわりで孔位置の確定

が遅くなるときは，フラットデッキプレートなどを用いた

壁開口部補強要領（B形）

壁 の 種 別
補 強 筋

縦 横 斜 め

W 12，W 15 2―D 13 1―D 13

W 18，W 20 4―D 13 2―D 13

図�9 鉄骨（S）造貫通孔補強の溶接施工10）

内側に溶接用の開先形状を

有する鋳鋼製のリング金物を

開口部に挿入し，片側から全

周溶接する。鋳鉄と異なり鋳

鋼は溶接施工が可能な材料だ

が，高価なため大量に使用す

ると不経済になる。

（a） 鋳鋼製リング方式5）

H形鋼ウェブ開口部の専用補強

金物（内側をねじ加工した 2個の

リングと外側をねじ加工したス

リーブ 1個で構成される）を鉄骨

製作工場で円形にあけられた開口

部に挿入し，リングに設けられた

溶接用孔を充てん溶接する。

耐震壁を除く壁

開口部の補強筋

は，特記がなけれ

ばB形とする。

（“建築工事共通仕

様書 4節”3）より

抜粋）

（b） ねじリング方式6）

図�11 壁開口補強要領図�10 鉄骨（S）造梁貫通孔の補強方法（大臣認定工法）

スラブ開口が 700

mm以下の場合は，開

口によって切られる鉄

筋と同量の鉄筋で周囲

を補強し，隅角部に斜

め筋を上下の鉄筋の内

側に配筋する。

（“建築工事共通仕様書

5節”3）より抜粋）

図�12 床開口補強要領
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ダブル配筋された床であると，100～150 mmの貫通径で

あれば，後からコア抜きをしても安心できる。

4．躯体内埋込み配管などの補強
貫通孔とは異なるが，電気の配管など，小径の管などが

躯体の中に埋め込まれることがあり，構造性能に影響す

る。

4．1 柱のコンセントボックス

柱には原則として，コンセントボックス類を埋め込んで

はならないのであるが，壁が少ない建物では，例えば大空

間の中の独立柱などに埋め込むことがある。

コンセントボックスの大きさが 100 mm以下なら，柱の

フープ間隔より狭いので，鉄筋に当たらないように埋め込

むことができるが，100 mmより大きい場合には，躯体を

打ち増しし，補強筋を設ける。コンセントボックスが浅い

ときには最小の被り厚さ 30 mmを確保するように打ち増

しするが，深い場合にはフープ筋を切断するので，補強配

筋する。このときの補強例を，図�13に示す。
柱梁接合部には地震時に大きな応力が発生するので，埋

込み位置は，柱頭や柱脚ではなく中間部とする。

4．2 床の埋込み配管（CD管）

照明やコンセントあるいは電話などは，その階の分電盤

や端子盤から床スラブの中に埋め込まれた電線管に配線さ

れることが多い。図�14（a），（b）のように，盤への立上り
部分では管が集中するので，床の鉄筋に悪影響を及ぼさな

いようにする必要がある。

電線管にはプラスチック製の可とう管（CD管）が多用さ

れるが，従来の金属管に比べて外径が大きく，また，施工

性がよいため配管の交差が 2重を超えてしまうことがあ

り，床スラブ筋の被り厚さが不足する原因となりやすい。

図�14（c）は，CD管が交差する部分の納まりであるが，2
重の交差を可能とするためには床スラブ厚さは少なくとも

140 mmが必要であり，スラブ厚が大きくない場合には埋

込み可能な径を制限する必要がある。

ところで，CD管の配管工事は鉄筋工事の後に設備業者

が施工するのが一般的であるが，ダブル配筋される上下の

スラブ筋の中に挿入することは難しいことがある。ボック

ス類があって，やむを得ず上端の鉄筋を切ったときには，

図�15などによって補強する。なお，片持ち床の元端上筋
や短辺方向床の端部上筋には大きな引張応力が発生するの

で，切ってはならない。

4．3 柱や壁の埋込み配管

柱や壁にCD管を埋め込むときは，鉄筋の内部に納める

ことが重要である。特に，柱の帯筋（フープ）を切らないこ

とは重要である。

5．天井裏空間の納まり
構造と設備で空間の取合いをする部分の代表的な部分で

ある。天井裏には照明器具，空調ダクトおよび吹出し口，

コンセントボックスが 100 mm以上で帯筋を切断した場合は下図

の要領で補強筋を入れる。ただし，主筋がある場合適用できない。

（a） 調整されていないCD管 （b） 調整されたCD管

注
1） 補強筋�ロは帯筋と同径とする。
2） コンセントボックスに取り付く配管がコンセントボックスと

同じ位置にあるときは，補強筋�ロを配管部分�ニに連続して配筋
し，1 mごとに結束する。

3） 縦補強筋�ハはD 16 とする。ただし，この位置に柱筋が配筋
されている場合は不要。

4） カット帯金�イおよび補強筋�ロ，補強筋�ハのコンセントボック
スからの被り厚さは，最小被り厚さ 30 mmを確保する。 （c） CD管埋込みに必要なスラブ厚さ

図�14 RC造床スラブに埋め込まれた電線管2）

図�13 柱にコンセントボックスを埋め込むときの補強例12）

図�15 床スラブに配管を埋め込むときの補強例12）
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ぺリメータゾーンのファンコイル用の冷温水管やドレイン

管，スプリンクラとその配管類が設けられている。

その他，天井には，非常照明，煙感知器，スピーカなど

が設けられ，そのための配線が天井裏に設置されている。

これらの配置計画は，天井の計画と同時に床組の計画とも

整合していなければならない。

小梁の配置計画は天井裏空間の構成に大きく影響し，当

然ながら邪魔になる。そのため，大スパンの床や小さな小

梁のある床組構造が設計されるが，たわみや振動障害が問

題となる。

お わ り に
構造設計の実務を始めたころ，“逆梁”に驚いたことがあ

る。教科書にある構造計画には現れない部材であるが，事

務所ビルで空調機械室から事務室の天井裏にメインのダク

トが出る部分に設けられる。躯体貫通では対応できない量

の空気の供給を，階高を上げないで可能とする構造的工夫

の一つである。

ホテルの客室では，寝室部の床より防水分だけ下げられ

たバス・トイレ部の床があり，その裏側に配管スペース

（縦シャフト）が設置される。ここでは芸術的な配管の納ま

りがなされるが，小梁の配置と貫通孔に工夫がいる。

上階が住宅で下階が商業ビルなどの複合用途建物では空

間の大きさが異なるため，その間に大トラス構造の構造切

替え階を設けて構造形式を変えることがある。すなわち，

多くの小さな部材で構成する構造から少数の大きな部材で

構成する構造へ切り替えるのであるが，この特殊階は，ま

た，設備的にも縦シャフトの横引き空間となり，トラス架

構の三角形のすき間を使う計画をする。

このように，構造計画と設備計画が関係する部分は多

く，また建物の用途ごとに特殊である。
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