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コンセントボックス耐火処理新工法
耐火 2 時間性能検証試験
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営業開発グループ　吉田　幸生

＜技術レポート＞

1. はじめに

コンセントボックスを有する鋼管柱の耐火処理は， 一般

的にコンセントボックス及びそれに繋がるケーブル類の裏側

（鋼管柱側） に鋼管柱と同等の耐火被覆を施す必要があり，

この施工が非常に手間とコストを要していた。 この耐火処理

費用を低減すべく， 所定の耐火性能を満足する新しいコン

セントボックスの耐火性能検証試験を実施し， 性能を確認

したので以下に報告する。

2. コンセントボックスの耐火

前項で述べたように鋼管柱にコンセントボックスを付ける

場合， ケーブル類を含めてスラブまたは柱頭部よりトンネル

状にけい酸カルシウム板を施工し， 耐火欠損のないような

施工を行ってきた。 （写真 1）

今回， コンセントボックスとケーブル類を内蔵した鋼管柱

に対してけい酸カルシウム板を用いた耐火被覆で 2 時間耐

火性能を確保できる工法の検証を行った。

仕様 A としてコンセントボックス両側面に厚さ 35 ㎜のス

ペーサー材 （ケイカル板） をコンセントボックスの大きさに

加工して取り付けコンセントボックス上部にも鉄骨表面から

ケーブルまでをケイカル板厚さ 35 ㎜で蓋をする工法。 （写

真 2）

仕様 B として厚さ 6 ㎜の熱膨張性耐火ゴムシートをボッ

クス内部背面板の内側に隙間なく貼り付ける工法。（写真3）

写真 1　従来工法コンセントボックス

写真 2　仕様 A( スペーサー材工法）

写真 3　仕様 B( シート工法）
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3. 検証 ・ 妥当性の確認

3-1.　試験方法

一般財団法人日本建築総合試験所が定めた 「防耐火

性能試験 ・ 評価業務方法書」 に基づき， 2 時間の載荷加

熱後， 3 時間の放冷， 計 5 時間の耐火性能検証試験を実

施した。

被覆材としてニュータイカライト R 2 号研削品 2 時間耐火

25㎜(板サイズ：（800×1000,750×1000)。鋼管柱は鋼種：

SN490 材， 鋼管柱寸法 ： □ -550 × 550 × 16， 鋼管柱と

被覆材裏面とのクリアランス ： 100 ㎜で実施した。

3-2.　試験結果

表 1 コンセントボックス新工法性能確認試験

表 2 コンセントボックス新工法性能確認試験 

（コンセントボックス内蔵）

表 3 角形鋼管性能評価試験結果 

（コンセントボックス無し）

軸方向収縮速度 （㎜ / 分）
合否

実績値 規定値

仕様 A 試験終了まで収縮なし 10.5 合格

仕様 B 試験終了まで収縮なし 10.5 合格

鋼材温度 （℃）

鋼材表面最高温度
鋼材表面 

平均最高温度

仕様 A
497

（127 分）
449

（145 分）

仕様 B
472

（142 分）
450

（142 分）

鋼材温度 （℃）

鋼材表面最高温度
鋼材表面 

平均最高温度

１体目
412

（143 分）
397.2

（148 分）

2 体目
432

（138 分）
418.6

（145 分）
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図 1　従来工法 図 2　新工法
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軸方向収縮量 （㎜）
合否

実績値 規定値

仕様 A 試験終了まで収縮なし 35.0 合格

仕様 B 試験終了まで収縮なし 35.0 合格
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今回， 軸方向収縮速度， 軸方向収縮量と温度データに

ついて結果を得た。

軸方向収縮速度， 軸方向収縮量の試験結果は仕様 A，

仕様 B ともに試験終了まで鋼材は収縮 （座屈） することな

く合格であった。 （表 1） よって， 鋼管柱が□ -550 × 550

× 16 の断面寸法以上 （幅厚比制限有り）， ニュータイカラ

イト R の 25 ㎜であれば， 仕様 A， 仕様 B の工法で耐火処

理を行えば耐火性能を満足できる結果を得られた。

また， 今後の参考として温度データの比較を行った。 コ

ンセントボックスの無い （表 3） 角形鋼管の試験では， より

厳しい 1 体目の試験結果を採用した。 仕様 A の鋼材表面

最高温度で +85℃， 仕様 B では +60℃。 鋼材表面平均最

高温度で仕様 A は +52℃， 仕様 B は +53℃であった。 鋼

管柱の座屈の面から許容できる範囲内の温度上昇であっ

た。

3-3.　適用仕様 ・ 条件

・ 耐火性能 ： 耐火 2 時間

・ 適用できる耐火認定番号 ： FP120CN-0827

・ 鋼材サイズ ： □ -550 × 550 × 16 以上 （幅厚比に規

　　　　　 　　　　制有り）

・ 被覆材 ： ニュータイカライト R　ｔ＝ 25

・ クリアランス ： 100 ㎜以下

・ 性能確認時のケーブル， 電線管仕様

　　600V ビニール絶縁シースケーブル平型単線

　　VVF3 芯導体径 2.0 ㎜　13.1m

　　PF 管　φ 22 用 2.5m × 2 ＝ 5m　

　　　　　　　　　　 　　1.3m × 2 ＝ 2.6m

　　　　　　　φ 16 用 2.5m × 2 ＝ 5m

総ケーブル， 電線管の量が試験体仕様以下の場合適応す

る。 　　　

( 留意点 )

・ 施工前に被覆材の裏面の位置に合わせて， 予めコン

セントボックスの固定が必要。

4. まとめ

今回， 角形鋼管柱 ・ 2 時間耐火 ニュータイカライト R で

の 2 仕様のコンセントボックス耐火性能検証試験により， 従

来のコンセントボックス耐火処理工法より， 施工時間及びコ

ストの 50％以上の大幅削減を実現することを確認した。 ま

た， コンセントボックスと鋼管柱の間のケイカル板を省略す

ることで， 従来工法より柱仕上がり寸法をコンパクトに出来

るようになった。

今後の課題としては CFT 柱でのコンセントボックスの耐

火処理の簡素化が考えられる。

この 2 仕様のコンセントボックス耐火処理工法を中小規

模の事務所ビル等に提案することで， 今まで以上に貢献出

来るものと確信している。

【参考文献】

日本建築学会学術講演便概集

石膏ボードで耐火被覆した鋼管柱の耐火性能その 2　

コンセント ・ ケーブルを内蔵する場合 西村俊彦氏　

( 本レポートに関するお問合せ先 )

建築事業部　建築営業推進部

営業開発グループ　吉田幸生

TEL:03-5875-8531 FAX:03-5875-8551

E-mail:y-yoshida@jic-bestork.co.jp

（本商品に関するお問い合わせ先）

建築事業部　建築営業推進部

営業開発グループ　

TEL:03-5875-8531 FAX:03-5875-8551

写真 4　試験体状況


