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1. はじめに
平成 26 年 2 月 15 日（土）の朝 8 時頃（ 2 月 14 日から断続的に降り続いた大雪とその後の降
雨直後の朝方）に 富士見市立市民総合体育館・メインアリーナ棟の屋根が全面崩落する事故が発
生した。
事故のあったメインアリーナ棟は, 1988 年から 1990 年にかけて富士見市発注の総合施設の中
の一つとして施工されたものであり, 竣工から現在に至るまでの 23 年間, 市民に使用されてき
た体育館施設である。
富士見市役所担当者からの連絡を受け, 同日（02/15）及び翌日（02/16）に現地確認を実施す
るとともに,

2 月 17 日（月）に岩田地崎建設㈱東京支店内に「富士見市立市民総合体育館メイ

ンアリーナ屋根全面崩落事故緊急対策本部」(以後「事故対策本部」と略称)《資料-1 参照》を設
置し, 事故の調査等の対応を行うこととした。
2 月 19 日（水）に岩田地崎建設㈱として現地調査及び報告書の取り纏めスケジュール（案）
を富士見市に提出した。
以後, 崩落に至った原因の究明を目的として市役所関係者を窓口とした設計者等との協議を踏
まえ, 2 月 19 日（水）・26 日(水）・28 日（金）に現地調査を実施するとともに, 社外の専門家を
含む分析・検討作業を実施した。
本報告書は, 現地調査に基づく 1 階床に崩落した鉄骨部材の損傷箇所や接合状況, 屋根仕上げ
材の崩落状況, さらには上部躯体の鉄骨支承箇所の破断状況等により, 施工面からの調査を行な
ったものである。
2. 建物概要
発

注 富士見市

工事 名称 (仮称)富士見市立市民総合体育館新築工事
設計･監理 ㈱類設計室
施

工 ㈱地崎工業 東京支店（現・岩田地崎建設㈱）

工

期

1988 年 12 月 23 日～1990 年 6 月 30 日

用

途

体育館・一部集会場

住

所 富士見市大字鶴馬 1887-1

構

造 鉄筋コンクリート造３階建（一部鉄骨造）
ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ

写真-1 富士見市立市民総合体育館全景（富士見市 HP より掲載）
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図-1 施設の配置

図-2 鉄骨屋根

トラス梁

トラス梁

写真-2 メインアリーナ天井(事故発生前)
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3. 被害状況（全体）
3.1 屋根部分の全面崩落状況
メインアリーナ棟の屋根部を構成する鉄骨架構全体がⒼ通り(桁)側屋根に突出したトップライ
トを構成する部材とともに原形をとどめることなく建物１階床に全面崩落した。

写真-3 屋根崩落状況全景(毎日新聞報道写真より掲載)

3.1.1 Ⓜ通り RSL 部からの俯瞰
Ⓜ通り RSL 部から俯瞰すると, 反対側のⒼ通り側から落下した鉄骨は, ⑤通りから⑪通りのト
ラス部材全ての端部が 3 階点検歩廊(3FL)下部の壁に斜め状に食い込んだ状態で止まっていた。
また, Ⓖ通りパラペット頂部に取り付いていた三角形状の歩廊(トップライト)全てが 180°回転
した状態で屋根材の上に覆い被さっていた。屋根材はⒿ通りを境に, 「くの字状」に折れ曲がり
Ⓙ通りからⓀ通りにかけての陥没が激しい状態であった。
（写真-4）

歩廊(ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ)

写真-4 屋根崩落状況(Ⓜ通り側から撮影)

3.1.2 Ⓖ通り RSL 部からの俯瞰
Ⓖ通り RSL 部から俯瞰すると, ⑨通りから⑪通り間の損傷が著しく, スパン中央寄りの陥没も
他の通りに比べて深いものとなっていた。
また, ⑪通りトラス梁は, 仕上げ材とも⑩通りトラスに覆い被さる状態で斜めに止まっているこ
とが確認され, 床にはトラス梁が直下に落下した衝撃痕等は確認されなかった。
（写真-5）
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歩廊(ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ)

歩廊(ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ)

写真-5 屋根崩落状況(Ⓖ通り側から撮影)

3.1.3 ④通り及び⑪’通り RSL 部からの俯瞰
写真-6 では, Ⓜ通りの 3 階点検歩廊躯体(柱付)の損傷が確認され, 落下した鉄骨はⓂ通り柱か
ら 2ｍ程度離れた状態で止まっており, ⑧通りから⑪通りに向かうに従って柱からの離隔は広く
なっていた。(写真-6)
写真-7 では, Ⓙ通りからⓂ通りにかけて屋根全体がほぼそのままの形状で落下している状況が
確認された。また, 屋根折板材が同じ位置で折れ曲がった状態で止まっていた。(写真-7)

折れ曲がり

写真-6 屋根崩落状況(④通り側から撮影)

写真-7 屋根崩落状況(⑪’通り側から撮影)

4. 調査
2 月 15 日（土）の屋根全面崩落事故を受け, 社内に「事故対策本部」を設置し,一次調査（設
計図書・施工記録・品質記録等, 目視調査）及び二次調査（部材詳細・部材寸法測定等）を実施
した。
4.1 一次調査
4.1.1 設計図書・施工記録・品質記録の確認
関係者とのヒアリング, 設計図書, 鉄骨工事を中心とした施工・品質記録, 専門工事業者･メー
カーの特定について確認した。
施設の竣工後 23 年が経過していたが, 設計図書並びに鉄骨工事に係わる製作要領書及び製品
検査記録, 製作図(一部), 施工写真, 鋼材試験成績表, 超音波検査報告書が確認された。
メインアリーナに関係する富士見市役所担当者との聞き取り調査では, 過年度に「屋根防水修
繕工事」及び「天井照明設備更新工事」の実施履歴を確認した。
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4.1.2 目視を中心とした現地調査
2 月 19 日（水）
・26 日（水）に崩落した鉄骨部材について, 施工品質に関する問題がなかったか
を中心として現地で目視調査を実施した。
① 1 階レベルでの調査
主体フレームであるトラス梁の座屈・変形の状況, 母屋梁仕口部のボルト接合部の状況, ④通
り及び⑪’通りの束柱アンカーの状況等。
②ＲＳＬでの調査
Ⓜ通り可動支承部の基礎部の状況, Ⓖ通り固定支承部の基礎部の状況, 損傷を受けたと思われ
るコンクリート躯体の状況等。
(1)

トラス(T)梁全般についての状況

崩落した鉄骨トラス梁は, スパン中央部付近からⓂ通り側について端部側のトラスを除き, ス
パン方向とほぼ平行な状態で１階に落下していた。(写真-8)
一方で, Ⓖ通り側のトラス梁は体育館 1 階中央部にくの字状に折れ曲がり落下し、中央寄りに
各列共ほぼ同じ位置で Ⓖ通り側観覧席先端部の梁躯体にもたれかかり止まっていた。 (写真-9)

写真-8 崩落した⑦通りトラス梁

写真-9 崩落したトラス梁(Ⓖ通り側)

また, トラス端部は壁の仕上げ材を突き破り,壁躯
ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ

体面で止まっていた。(写真-10)
トラス梁及び他の梁鉄骨材の損傷程度は各列及び
その位置で大きく異なり, 特に⑨通りの中央付近の
損傷が大きいものとなっており, トラスを構成する
上弦材, 下弦材及び斜材は原形を止めないほど変形
し, 落下していた。

写真-10 壁に食い込んだトラス梁端部(Ⓜ通り側)

1) ⑤通りトラス梁（Ⓜ通り端部）
⑤通りトラス梁は, スパン方向とほぼ平行に落下
し１階床に食い込んだ状態で止まっていた。
また, トラス上部(上弦材)は⑥通り側に傾斜した
状態であり, 母屋部材との仕口部はボルト周囲の母
材が引ちぎられるように破断していた。(写真-11)
写真-11 ⑤通りトラス梁端部(Ⓜ通り側)
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2) ⑥通りトラス梁(中央付近)
落下したⓂ通りトラス自体は落下した梁の大きな
傾斜や変形は見られず, ほぼ垂直に落下した痕跡が
確認された。
一方で梁中央部のフレームは大きく変形し, 原形を
止めることなく落下していることが確認された。
またトラス端部の落下位置は, Ⓜ通り柱から 3ｍ程
度離れた位置に落下していた。（写真-12）

写真-12 ⑥通りトラス梁中央部

3) ⑦通りトラス梁
⑦通りトラス梁の中央部からⓂ通りにかけては, トラス梁及び母屋鉄骨部材とも, 原形を止め
落下していた。
仕口及びトラス接合部についての変形, また斜材や束材についても座屈等の大きな変状は確認
されなかった。(写真-13）
一方, 中央部からⒼ通り寄りのトラスはフレーム全体が大きく変形し, 母屋部材との接合箇所
がボルト周囲の母材を破断した状態で落下しているのを確認した。（写真-14）

写真-13 ⑦通りトラス梁(Ⓜ通り側)

写真-14 ⑦通りトラス梁(中央部)

4) ⑧通りトラス梁
観覧席先端の梁に斜め落下した⑧通りトラス梁は, 中央部側に向かって大きく変形し, 斜材や
束材が座屈した状態で床に落下していた。（写真-15）
Ⓜ通り側端部は, ⑦通りトラス梁端部とは損傷状態が大きく異なり, 上弦材は⑦通り側に傾斜
し, フレーム本体の変形は激しく, 取り合う⑦通り及び⑨通り母屋部材の接合部を破断し落下し
ている状態であった。（写真-16）

写真-15 ⑧通りトラス梁(中央部付近)

写真-16 ⑧通りトラス梁(Ⓜ通り側端部)
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5) ⑨通りトラス梁
⑨通りトラス梁は, ⑧通りトラス梁の損傷状況とは大きく異なり, 落下したトラス(Ⓜ通り端
部側)は中央部側に向かい⑧通り側に大きく傾斜し,

仕上げ床材に深く食い込んだ状態で落下し

ていた。（写真-17）また, トラス梁中央部からⒼ通り寄りの損傷状況は顕著であり, 上弦材と下
弦材が接するほど変形し床に深くめり込んでいた。（写真-18）

写真-17 ⑨通りトラス梁(中央部付近)

写真-18 ⑨通りトラス梁(Ⓜ通り側端部)

6) ⑩通りトラス梁
⑩通りトラス梁は, ⑨通りトラスよりさらに中央部内部側に傾斜し, ほぼ水平に近い状況で落
下していた。
（写真-19）
また, トラス梁中央付近の状況は, 床へのめり込みは⑨通りほどではなかったものの, トラス構
成部材は原形を止めないほど大きく変形していた。（写真-20）

写真-19 ⑩通りトラス梁(Ⓜ通り側端部)

写真-20 ⑩通りトラス梁(中央部付近下弦材)

7) ⑪通りトラス梁
⑪通りトラス梁は, Ⓜ通り側端部にかけて直下の床に落下した痕跡がなく, ⑨通りトラス梁の
上に覆い被さる状態で⑧通り側に大きく傾き落下していた。（写真-21）
一方, Ⓖ通り側端部の部材は, 観覧席先端の梁躯体に上弦材が⑧通り側に傾斜し落下しており,
中央部付近は⑧及び⑨通り同様著しく変形し, 床にめり込んだ状態であった。（写真-22）
⑪通りトラス梁

写真-21 ⑪通りトラス梁(Ⓜ通り側端部)

写真-22 ⑪通りトラス梁(中央部付近下弦材)
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（2）母屋梁
母屋梁は, ⑧通りから⑪通りにかけての中央部

⑩通りトラス梁

の範囲の損傷が激しく, その中でも中央付近から
Ⓜ通りのトラスジョイント部にかけて鉄骨部材が
変形し, 部材の識別が困難なほど散乱している状
態であった。 (写真-23)
また, 同位置付近においては, トラス部材との
接合部を中心として, ボルト接合部のウエブ母材
を大きく破断し飛散していた。(写真-24)
⑥通りトラス梁に取り付いていた母屋梁は仕口は

写真-23 散乱した鉄骨部材(⑪通付近)

ボルトへりあき部のウエブ母材ごと引き裂かれる
ように破断してた。(写真-25)

写真-24 破断した鉄骨梁仕口部

写真-25 ⑥通りトラスと母屋梁接合部

（3）歩廊(トップライト)
Ⓖ通り屋上部に設置されていた三角形の鉄骨架構の歩廊は, 全てが同一形状で 180 度反転した
状態で屋根折板上にずり落ちていた。
また, ⑤通りから⑧通り付近までの歩廊は, 鉄骨柱や梁が接合された状況で外壁材や建具が取
り付いた部分があったものの, ⑨通りから⑪通りにかけては鉄骨フレームとも原形を止めないほ
ど変形した状態で崩落していた。（写真-26,27）

写真-26 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ歩廊の損傷状況(④～⑦通り)

写真-27 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ歩廊の損傷状況(⑧～⑫通り)
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（4）鉄骨トラス梁支承部
1）固定支承部(Ⓖ通り)
固定支承部全 7 箇所のうち, 最も損傷が激しかった箇所は⑨通り及び⑤通りの支承箇所であっ
た。(写真-28,32) 特に⑨通りの支承部は, ベースコンクリートが大破し, べースポットごと内部
側に 50cm 程度移動し, アンカーボルト(M30) １本がメイソンリープレート下部で破断している
ことを確認した。 (写真-32)
また, ⑤通り支承箇所は, アンカーボルトの破断はなかったものの, 外部側アンカーボルト位
置のコンクリート両側側面に大きなひび割れが発生していた。(写真-28)
⑪通りの支承箇所は, ベースポットやアンカーボルトの位置ずれや変形はなかったものの, 周
囲の基礎コンクリートの一部に破壊及幅広のびひび割れを確認した。(写真-34)
⑥,⑦,⑧及び⑩通りの支承箇所は, 鉄骨トラスとの衝撃痕が認められたものの, 原形は止めて
いた。(写真-29,30,31,33)

写真-28 ⑤通り固定支承部の損傷状況

写真-29 ⑥通り固定支承部の損傷状況

写真-30 ⑦通り固定支承部の損傷状況

写真-31 ⑧通り固定支承部の損傷状

ボルト破断

写真-32 ⑨通り固定支承部の損傷状況

写真-33 ⑩通り固定支承部の損傷状況
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2）可動支承部(Ⓜ通り)
⑤通り支承部は, 下部のメイソンリープレート
から上部の全てがなかったことから, １階に落下
したものと思われる。アンカーボルトの破断面は
4 本とも鋭利な刃物で切断されたような断面を呈し
ていた。(写真-35)
⑥通り支承部は, 根巻きコンクリートの一部の
損傷は認められたものの, 支承部本体は残された

写真-34 ⑪通り固定支承部の損傷状況

状態であった。(写真-36)
⑦通り支承部は, ⑤通りの支承部同様, メイソンリープレートから上部側全てが飛ばされ, 落
下していた。(写真-37)
⑧通り支承部は, ピストン上部のピラフロン（滑り処理）がスクレーパーで削り取ったかのよ
うに剥がれ, ピストン（SUS）が剥き出しの状態であった。また, ベースポット横には, 鉄骨ベー
ス取付きのソールプレートから破断したリブプレート片が落ちていた。（写真-38）
⑨通りの支承部は, ソールプレート全体が 50mm ほど体育館の内部側に移動していた。
（写真-39）
⑩通り及び⑪通り支承部については, ソールプレートが移動した形跡はなく, ほぼ原形を止め
ていた。（写真-40,41）

写真-35 ⑤通り可動支承部の損傷状況

写真-36 ⑥通り可動支承部の損傷状況

ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ

写真-37 ⑦通り可動支承部の損傷状況

写真-38 ⑧通り可動支承部の損傷状況

写真-39 ⑨通り可動支承部の損傷状況

写真-40 ⑩通り可動支承部の損傷状況
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写真-41 ⑪通り可動支承部の損傷状況

（5）妻側アンカー基礎(④,⑪’通り)
屋根受け束柱(④,⑪’通り)は, その全てが無収縮モルタルを破壊した状態で落下しているの
を確認した。
（写真-42,43）

写真-42 ⑪’通り基礎部の損傷状況

写真-43 ④通り基礎部の損傷状況
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（6）構造躯体
構造躯体は, Ⓖ通りⓂ通り両端の RSL 部の支持基礎部と 3 階点検歩廊のスラブ先端部が激しく
損傷していた。
また, Ⓖ通り側の鉄骨が斜め状に止まっている観覧席先端の梁躯体にはトラス梁が食い込み,
天端部分を損傷していた。(写真-44,45)
RSL

RSL
点検歩廊(3 階)

写真-44

Ⓜ通り躯体の損傷状況

写真-45

Ⓖ通り躯体の損傷状況

⑤-Ⓜの点検歩廊スラブは⑥通り側が激しく損傷した痕があり, (写真-46)

⑦-Ⓜの同位置では,

スラブ根元で折れ曲がった状態で破壊していた。(写真-47)
また, ⑨-Ⓜのスラブは, ⑤通りとは対象に, ⑧通り側が激しく損傷していた。(写真-48)

写真-46

⑤-Ⓜ通りスラブ躯体の損傷状況

写真-48

⑨-Ⓜ通りスラブ躯体の損傷状況

写真-47
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⑦-Ⓜ通りスラブ躯体の損傷状況

4.2 二次調査
4.2.1 詳細調査の実施
一次調査（設計図書・施工記録・品質記録等, 目視調査）に引き続き, 2 月 26 日(水)及び 2 月
28 日(金)にトラス梁を構成する部材及び支承部材について寸法計測を実施した。(図-3)
トラス梁を構成する部材について, ノギス(日本工業規格品)及びスケールで寸法の計測を実施
した結果, 各部材とも製作寸法の許容差の範囲以内であり, 設計図書及び製作図で規定した寸法
が確保されていることを確認した。
（1) ⑦通りⓂ端側の鉄骨部材

図-3 トラス梁断面図(Ⓜ通り・可動支承側)
①

№1 上弦材(CT-250×200×10×16)
計測値

差

判定

寸法許容値

ｳｪﾌﾞ板厚（ｔ1）

10.5 ㎜

+0.5 ㎜

OK

±0.7 ㎜

ﾌﾗﾝｼﾞ板厚（ｔ2）

16.0 ㎜

±0.0 ㎜

OK

ｳｪﾌﾞ寸法（H）

250 ㎜

±0.0 ㎜

OK

±3.0 ㎜

ﾌﾗﾝｼﾞ寸法（B)

200 ㎜

±0.0 ㎜

OK

±3.0 ㎜

写真-49 上弦材(ウエブ板厚)

+2.3

-0.7 ㎜

写真-50 上弦材(フランジ板厚)

写真-51 上弦材(ウエブ寸法)

写真-52 上弦材(フランジ寸法)
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②

№2 下弦材(CT-250×200×10×16)
計測結果
計測値

差

判定

寸法許容値

ｳｪﾌﾞ板厚（ｔ1）

10.0 ㎜

+0.0 ㎜

OK

±0.7 ㎜

ﾌﾗﾝｼﾞ板厚（ｔ2）

15.7 ㎜

-0.3 ㎜

OK

写真-53 下弦材(ウエブ板厚)

③

+2.3

-0.7 ㎜

写真-54 下弦材(フランジ板厚)

№3 斜材(2L-65×65×6)
計測結果
計測値

差

判定

寸法許容値

板厚

6.2 ㎜

+0.2 ㎜

OK

±0.6 ㎜

部材寸法

65 ㎜

±0 ㎜

OK

±2.0 ㎜

写真-55

斜材(板厚)

写真-56 斜材(部材寸法)
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④

№4 母屋材(H-250×125×6×9)
計測結果
計測値

差

判定

寸法許容値

上ﾌﾗﾝｼﾞ板厚（ｔ2）

9.1 ㎜

+0.1 ㎜

OK

±0.7 ㎜

下ﾌﾗﾝｼﾞ板厚（ｔ2）

9.1 ㎜

+0.1 ㎜

OK

ｳｪﾌﾞ寸法（H）

253 ㎜

+3.0 ㎜

OK

±3.0 ㎜

ﾌﾗﾝｼﾞ寸法（B)

125 ㎜

±0.0 ㎜

OK

±3.0 ㎜

写真-57

写真-59

上フランジ板厚

+2.3

-0.7 ㎜

写真-58 下フランジ板厚

高さ寸法

写真-60 幅寸法
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（2) 支承部位
固定支承及び可動支承ボルトの直径をノギスで計測した結果, 支承図に規定された寸法である
ことを確認した。
① 固定支承部ボルト（Ⓖ-⑪）

写真-61

アンカーボルト(M30)

写真-62 アンカーボルト(M30)

② 可動支承部ボルト（Ⓜ-⑪）

写真-63

アンカーボルト(M20)

写真-64 アンカーボルト(M20)

③ 可動支承部ソールプレート

写真-65

鉄骨付ソールプレート寸法

写真-66 べースポット側内法寸法
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5. 調査結果
一次調査及び二次調査の結果を踏まえ, 現段階において考えられる崩落に至った要因につい
て考察する。
5.1 鉄骨トラス梁及び母屋部材の損傷状況からの考察
落下した鉄骨トラスは, ⑤通りから⑧通りにかけてはほぼ垂直に落下していることが確認され
たと同時に, ⑨通りから⑪通りの範囲は, Ⓘ通り付近を境として Ⓜ通り側に向かい更には体育
館内部に折れた状態で落下していることを確認した。
また, ⑤通りのトラス梁は⑧通り側へ, また⑨・⑩通りのトラス梁も⑧通り側に傾斜し落下し
ていた。⑪通りトラス梁は直下の床には落下の痕跡を残さず, Ⓘ通り付近を折れ点として⑩通り
トラス梁の上に覆い被さるように落下していた。(写真-67, 68

図－4 全体調査結果図)

鉄骨トラスの落下した体育館床の損傷状況は, Ⓘ通りからⒿ通りの陥没が激しく, またそれを
示すように, その付近のトラスフレームは原形を止めないほどで, 特に⑦, ⑧, ⑨通りは斜材や
束材(2L-65×65×6)が座屈し, 上弦材が極端に撓んだ状態で沈み込み, 下弦材に接するほどの状
況であった。

写真-67

⑩通りトラス梁端部(Ⓜ通り側)

写真-68 ⑪通りトラス梁端部(Ⓜ通り側)

以上のことから, 屋根鉄骨架構の⑤通りから⑧通り付近の範囲までは, 架構を形成しながらほ
ぼ同時に平行状態を保ちながら落下したものと推察できる。これは屋根端部の落下位置がⓂ通り
壁面とほぼ平行であることからも伺える。(写真-69)
⑨通りから⑩通りにかけては, その形状及び損傷状況から, 落下直後の状況は, 少なくとも⑨
通りもしくは⑩通りトラス梁の落下が先行し, その直後に⑪通り側と⑪’束支持のフレームが引
きずられるように回転を伴い, 壁から離れた状態で落下したものと推察する。(写真-70)

⑩通りトラス梁

写真-69 落下した鉄骨列(Ⓜ通り側)

写真-70 ⑪通りトラス梁端部(Ⓜ通り側)
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RSL 部の④通り及び⑪’通り束部材(屋根端部の勾配調整用の部材)の柱脚部を調査した結果,
14 箇所のうち 2 箇所の一部に不具合箇所が確認された。④-Ⓜ箇所はボルト孔 1 箇所が無く, 無
収縮モルタルが詰まりベース端部から梁鉄筋に溶接していた。また④-Ⓛ箇所はボルト孔 2 箇所と
も無収縮モルタルが詰まった状況であり, ベースから溶接していたことが確認された。RSL 部の
当該箇所は狭く寄り付くことができず, 各柱脚部の詳細は確認できないものの, 屋上からの観察
結果では, アンカーボルト埋め込みの痕跡はあることから, 修正不可能な位置ずれのため溶接処
理としたのではないかと考える。(写真-71,72,73,74)

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

写真-71 ④-Ⓜ柱脚部

写真-72 柱脚基礎

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ痕

写真-73 ④-Ⓛ柱脚部

写真-74 ④-Ⓛ柱脚基礎

当束材は屋根端部の高さ調整用を目的とした構造上の二次部材であり, ④通りと納まりが同じ
で, 全箇所でボルトの接合が確認された⑪’通りを調査した結果, 全箇所で基礎の破壊を伴うボ
ルトの破断が確認されたことからも上記の接合処理が今回の屋根崩落の直接又は間接的に影響を
及ぼした要因ではないものと考える。 (写真-75,76)
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ破断片

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ破断片

写真-75 ⑪’–Ⓜ柱脚部

写真-76 ⑪’–Ⓚ柱脚部
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可動支承部側基礎(RSL)
下部支承部落下

基礎形状維持

下部支承部落下

下部支承部 5cm 内部移動

内部側基礎損傷

内部側基礎損傷

基礎先端割

損傷程度軽微

基礎無収縮モルタル及びアンカーボルトを破断し鉄骨落 下

基礎無収縮モルタル及びアンカーボルトを破断し鉄骨落 下

損傷程度軽微

凡 例
：トラス梁正規位置
：落下したトラス位置
：鉄骨支承位置(RSL)

支承部基礎変形

損傷程度軽微

固定支承部側基礎(RSL)

損傷程度軽微

図－４ 全体調査結果図

内部側基礎損傷

支承部基礎変形
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5.2 鉄骨支承部(RSL)の損傷状況からの考察
固定支承部及び可動支承部の詳細を図－5 及び図－6 に示す。

ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ

ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ

ﾍﾞｰｽﾎﾟｯﾄ
ﾍﾞｰｽﾎﾟｯﾄ

M30

ﾋﾟｽﾄﾝ

M20

ﾋﾟｽﾄﾝ

図-5 固定支承部(Ⓖ通り側)

図-6 可動支承部(Ⓜ通り側)

支承メーカー関係者との聞き取り調査の結果, 設計条件は以下と考える。
①「上揚力」は設計要求になかった
② 固定支承と一方向可動支承の組合せで, スパン方向の設計変位は±55mm(計算量±25mm)
③ 固定支承部：ASC-FP40(長期軸力:40T), 可動支承部：ASC-RM30(長期軸力:30T)
鉄骨トラス梁端部と柱頭部コンクリート基礎との接合がない支承方式であった。可動支承部の
ソールプレート(鉄骨取付き)とベースポット(基礎取付き)のかかり代が設計上 9mm であったこと
から, ソールプレートの水平変位が±55mm 以上に達した今回のような場合では, 衝突後ベースポ
ット上部を体育館内部方向に滑っていたことが判明した。(写真-77～80)

ベアリング片

ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄﾘﾌﾞ破損

ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ片

写真-77 ⑧通りｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ(可動支承)

写真-78 ⑧通りﾍﾞｰｽﾎﾟｯﾄ(可動支承)

ベアリング

写真-79 ⑦通り基礎部(可動支承)

写真-80 落下したﾍﾞｰｽﾎﾟｯﾄ(可動支承)

- 20 -

5.3 構造躯体の損傷状況からの考察
Ⓜ通り側の 3 階点検歩廊躯体コンクリートの損傷状況から, 屋根の崩落開始から落下までの方
向性について推察する。
端部側の⑤通り躯体は写真-46 に示すように, ⑥通り側角部が大きく損傷している。
一方で反対の端部に近い⑨通り躯体は写真-48 に示すように⑧通り側角部が損傷している。また
⑥～⑧通りの躯体は損傷程度に差が認められるものの, 写真-47 に示すようにスラブ中央付近を
損傷しながら落下した痕跡が残されている。⑩通りは軽微な損傷範囲であり, ⑪通りの躯体には
損傷痕が残されていない。
これらのことから, ⑥通り～⑧通り付近はその範囲の屋根架構面が保持された状態でやや内部
側に引きずられるように直下に落下し, 一方で⑩通り側から端部側は回転を伴い落下したため躯
体の損傷がなかったものと推察する。
5.4 品質記録からの考察
当時の品質記録を確認した結果, 関係する工事における施工品質には問題がなかったことを確
認した。確認した品質記録は下記の通り。
① 鉄骨工事
鉄骨工事製作要領書, 鉄骨製作図, 製品検査議事録, 鋼材規格証明書, 超音波検査報告書
② コンクリート工事
コンクリート強度試験成績表
③ 鉄筋工事
製品検査証明書
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6.まとめ
現在までの調査状況を踏まえ, 全面崩落に至るまでの主たる要因について推察する。
① 設計許容値を超えた屋根荷重
積雪･降雨荷重の影響により, 屋根架構面全体に設計許容値を上回る撓みが発生した。
2
103.6
61.5
＞60.0kg/m2（設計許容値）
(※ 積雪量の推計値：37.0cm, 降雨量の推計値：65.0mm→96.2kg/m

類設計室の算出データ)
② 鉄骨部材の局部座屈・変形
何らかの衝撃荷重が⑧通りから⑨通り, かつⒾ通りからⒿ通りの範囲に作用し, その付近のト
ラスを構成する各部材が降伏限界に達した。それと同時に, 周辺のトラス上弦材から斜材, 下弦
材へと次々に伝達され, 鉄骨部材は広範囲に局部的な座屈や変形を引き起こすこととなった。
③ 鉄骨支承部への上揚作用と衝撃荷重(水平力)
鉄骨部材の局部的な座屈や変形が一気に加速し(例えば⑧通りから⑨通りにかけて), 可動支承
側には体育館中央下部に衝撃を伴う大きな引っ張り力が作用したため, 上揚力防止機構のない支
承端の鉄骨に浮き上がり現象が発生した。この状況がトラス梁落下の直接的な引き金となった。
④ 支承部（上部支承と下部支承）の損傷
一部の可動支承側のトラス梁端部がベースから外れたことをきっかけに, 荷重負担は反対側の
固定支承側に一層強く作用することとなった。 これらの荷重負荷のため, 固定支承部のピストン
が台座であるベースポットから外れ, もしくは基礎部コンクリートを大破させ, 「くの字形状」
に崩落が始まり, これが他のトラス梁へと次々に連鎖していった。
以上
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