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第４章
既存建物の改修による性能確保と構造モニタリング

４．１ はじめに
本章では、既存建物の構造安全性確保の手法についてまとめている

1)~4)

。既存建物では後から

の補強となるため耐震性の確保だけでなく、建物の使用性や文化財的価値など多様な価値観を調
整して改修工法を選定する必要がある。既存改修における具体的な耐震改修工法選定する手法を
示し、本手法により専門家の見識を反映した上で、地域の地盤特性を考慮したすぐれた耐震性確
保が可能となったことを示す。さらに既存建物の改修において構造安全性確保の上で構造モニタ
リングが有用であることを論じる。
４．２ 既存建物の性能確保の方針
４．２．１ 改修工法選定の方針
類似建物の耐震改修に関する既往の報告では、耐震改修工法の選定に対し簡単な記述があるの
みで、その詳細が報告されている事例はない（例えば 5)~10)）
。本建物では、改修工法選定のため
の検討に対し約 7 ヶ月間をかけて比較検討を行い、複数案（5 案）の改修工法の各案に対し、詳
細な比較検討を実施した。また、各案を多方面から検討するため、学識経験者（佐々木睦朗教授、
市之瀬敏勝教授、福和伸夫教授、河田克博助教授）を加えた専門委員会を設置し議論を行った。
比較検討は、建物の特徴を考慮し以下の 6 項目①耐震性②工事中の業務への影響③改修後の業務
への影響④登録文化財への影響⑤工期⑥総事業費、に整理して行った。①は東海･東南海地震とい
った発生確率の高い巨大地震の発生が予想される地域の防災拠点施設であることを考慮して適切
な耐震性能を考えること、②は現庁舎の機能に出来る限り支障とならない施工方法を考え利用者
へのサービスを継続することである。③は現役の庁舎として使用していく上で十分な使い勝手を
確保することである。④は建物の文化財としての価値を考慮して改修工法の妥当性を判断するこ
とである。⑤は③工事中の業務への影響期間を出来るだけ短くし利用者へのサービス低下の期間
を短くすることである。⑥は県民の理解が得られる妥当な工費での改修を考えることである。
改修工法の選定は、これらの 6 項目毎に各案を評価･得点し、6 項目はそれぞれの重要度に応じて
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委員会の同意を得て決定した重みを与えて合計得点を集計することにより行った。以下にその解
説を記し、表 4.1 に評価の集計をまとめる。
４．２．２ 改修工法選定の具体例（建物概要と比較改修工法各案）
本章で提案する既存建物の構造安全性確保の手法を採用して改修工法の選定を行った具体例を
以下に示す。本節では対象建物の概要と検討した改修工法の各案の概要について説明している。
具体的事例となる、愛知県庁本庁舎は、近接する名古屋城との意匠の調和を図った特徴的な外
観をもつ帝冠様式の建物である

11)

。登録有形文化財として国（文化庁）への登録を行った建物で

あるが、現役の庁舎として機能し、発災時の防災拠点機能となる災害情報センター室等の重要施
設を有している。また、敷地は東海地震や東南海地震といった巨大地震に対する防災対策が求め
られる地域に位置している。
平成 14 年までの耐震調査の結果 12)、本建物は耐震性が不足することが指摘され、想定される東
海･東南海連動地震に対し部分的に中破～大破の被害となることが予想された。このため県は耐震
改修を行う方針を決定し、平成 15 年度には耐震改修に向けて最も適切な改修工法を選定するため
の検討を実施した。

(建物の概要)

図 4.1 愛知県庁本庁舎外観（改修前）

所在地:名古屋市中区三の丸三丁目地内、用途:庁舎
竣工年月日:昭和 13 年 3 月、建築面積:4,666m2、延床面積:28,314m2
階数:地上 6 階･地下 1 階･塔屋 1 階、軒高:約 26ｍ、構造:鉄骨鉄筋コンクリート造･直接基礎、元設
計:愛知県営繕課、元施工:戸田組

Ｎ

講堂棟
事務棟（ロの字型平面）

図 4.2 1 階平面図（改修前）
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比較検討を行った改修工法は以下 A~E の 5 案である。A 案は地下 1 階柱頭部分に免震部材を配置
した柱頭免震案、B 案は基礎免震案、C 案は中庭中央に配置された低層の講堂（旧議場）とそれ
と連続する事務棟東側の一部分のみ耐震補強とし、その他を基礎免震とした部分免震案、D 案は
外観に影響を与えないよう耐震壁を増設･増厚しさらに中庭に耐震架構を増設する耐震補強案。E
案は D 案をもとに中庭に増設した耐震架構を利用して増床を行う耐震補強案（増床）である。図
4.3 に各案の概念図を示す。

事務棟

講堂棟

事務棟

講堂棟

事務棟

１階

１階

地下１階

地下１階

A 案：柱頭免震案

講堂棟

事務棟

事務棟

B 案：基礎免震案

事務棟

講堂棟

事務棟

１階

事務棟

１階

地下１階

地下１階

C 案：部分免震案

D 案･E 案：耐震補強案（E 案は＋増床）

図 4.3 各案の概念図
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４．３ 既存建物の改修工法の選定
４．３．１ 工法選定にあたっての影響因子
改修工法の選定は 4.2 節の方針にしたがい、
①～⑥の 6 つの影響因子に着目した整理を行った。
各影響因子における計画案への影響を各影響因子ごとに以下にまとめる。
① 耐震性能
耐震改修で要求されている本建物の耐震性能は、
「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」に
よる構造体Ⅰ類（Is 値での評価の場合は 0.9 以上）
、非構造体 A 類、建築設備甲類である。提案し
た各案はすべて要求性能を満たすものであるが、免震と耐震が混在しており各案で耐震性能に違
いがある。要求性能を満たしていれば十分との考え方もあるが委員会での議論の結果、要求性能
を満たすだけではなく、本庁舎の防災拠点としての機能を勘案し、東海･東南海地震を想定した上
で十分な機能確保を図るべきと判断し、各案の耐震性能の優劣も評価対象とした。東海地震はい
つおきてもおかしくないと考えられ、東南海地震も今後 30 年間に 60%程度の確率で発生すると予
想（2005.1.1 地震調査研究推進本部）されており、さらにこれらの地震が連動して起こることや、
短期間の間に連続して発生する可能性もあり、一般的に要求される耐震性能つまり特に地域性を
考慮していない総合耐震計画基準の要求性能に準拠するだけでは本地域では不十分と判断した。
耐震性能の評価にあたっては、免震による改修は耐震補強による改修より良い評価を与えた。
免震構造の挙動は耐震構造の挙動よりも単純で、すでに実免震建物において免震装置が有効に挙
動することが確認されている。これに対し耐震構造で設計された建物の挙動は複雑であり、実際
の地震では予想外の部分に被害が生じる可能性がある。また、免震化された部分では耐震構造と
比較して床応答加速度の低減が図られ、非構造部材の落下や什器・備品の転倒に対しても有利で
ある。したがって、評価は免震化される部分の多いものから高評価とし高い方から順に B 案、A
案、C 案、D 及び E 案の順の評価とした。
② 工事中の業務への影響
改修は県政業務を継続しながらの工事を想定しており、出来る限り業務継続に支障のない改修
工法が望ましい。本計画では主として業務支障の対象となるのが県職員であることから、評価集
計時の重み係数は最低値としたが、一般的な民間建物の場合にはより大きな重みとすることが適
切と考えられる。
工事中の業務への影響の評価は、居乍らで施工できる箇所が多く、工事中に必要となる代替庁
舎施設を減らせる案、振動騒音や工事中の通路確保が図られている案、そして工事中の工事範囲
が少なく建物周囲の車の通行確保や駐車場確保が図られる案に高い評価を与えた。
③ 改修後の業務への影響
改修後の業務への影響の評価は、執務空間が現状と同等以上とすることが出来る案、そして玄
関･渡り廊下･地下連絡通路など建物の出入り部分の使用性が損なわれない案、建物周囲の車両通
行や駐車場機能など建物外構の使用性が損なわれない案に高い評価を与えた。
耐震補強の場合では、
建物の出入り口部分については免震 EXP.J 化の必要がなく評価できるが、
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増設される耐震壁により執務空間が細分化されることや、中庭側からの採光が制限されるなど、
大きく建物の使用性を低下させるため問題があると判断した。
一方免震工法の場合は、執務空間が従前通り確保できることを高く評価した。免震のうち柱頭
免震と基礎免震の比較では、柱頭免震の場合は、基礎免震に比較して建物出入り口の免震 EXP.J
について渡り廊下部を除いて無くすことが可能で望ましいが、耐震構造となる地下 1F では、柱断
面の増大により地下 1 階諸室や回廊が狭隘となり使用性を損ねるため問題があると判断した。基
礎免震では建物で入り口部を免震 EXP.J 化する必要がありこの点は望ましくないが、全館に渡っ
て従前の使用性を確保できることを高く評価した。
④ 登録文化財への影響
本庁舎建物は文化財保護法に基づき、1998 年登録有形文化財として国（文化庁）の文化財登録
を行った建物である。登録文化財の制度は、建物外観を大きく変えなければ、内部を改装するこ
とも可能で、文化財保存に大きな役割を果たしている制度である。外観は通常望見できる範囲の
4 分の 1 以下であれば届出は必要なく改修が可能となる。本庁舎建物の場合は、外周の外壁・屋
根が通常望見できる範囲となると考えられる。したがって、いずれの改修案ともに登録文化財と
しての規制に抵触しない範囲で改修が可能である。
一方、大阪市中央公会堂のように、保存改修工事後に重要文化財の指定を受けた建物もあり、
委員からは、登録文化財といって部分的にでも大きな変更を行うことは、将来の重要文化財指定
への可能性を断つことになり適切でないとする意見があり、また、正面玄関廻りや議場・貴賓室・
階段室は特に文化財として価値のある箇所であり、通常望見できない中庭側の外観も保存すべき
との意見があった。
敷地については名城公園三の丸遺跡の存在する地域であり、埋蔵文化財保護法に基づく調査が
必要となる地域であるが、有意な遺跡が発掘される可能性の低い地域であることから、工法選択
の条件とはならないと判断した。
各工法採用による建物外観への影響は、委員会での議論を踏まえ、B 案による改修が最も外観
への影響が少なく、望ましいと判断した。A 案の場合、特に地下 1 階柱が補強のために柱断面が
大きくなり、中庭側の外観に影響するとともに、スパン３ｍの中庭側回廊の通行が困難になるな
ど、回廊部分の意匠への影響が大きく問題である。(図 4.3)C 案では免震部分と非免震部分を接続
する EXP.J が外観に影響する。EXP.J の位置は、多くの人が望見する大通りの西側ではなく、東側
とする計画であり登録文化財としては妥協できると考えられるものの、やはり外観への影響が大
きく問題である。耐震補強案である D･E 案では、中庭側に増設する架構の外観への影響が大きく
問題である。
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柱本数多くｱｲｿﾚｰﾀ個数
が大
各案のうち最もコスト大

1階執務の業務
継続に支障あり
緩衝階
設備配管の盛替え
必要

耐火被覆必要
外壁の保存不可
中庭

既存ドライエリア
壁利用可

基礎免震に比べ地
盤面下の工事小

廊下幅の確保が難
しい
地下1階の仕上げは前面
復旧が必要

耐圧盤必要
地盤改良(一部）

柱ｽﾊﾟﾝ＠4.5ｍのため
全面的な掘削必要

A 案（柱頭免震案）

業務への影響が少ない
全周樹木移植必要

外壁の全面保
存可能

現状の廊下幅を
確保

緩衝階

中庭
ドライエリア壁
新築必要

ピット壁必要
免震ピット
免震部材の集約化
が可能

柱頭免震に比べ地盤面下
の工事量の増大
柱頭免震より工期が長くな
る

地盤改良(全面）

給排水、電気程度
か

B 案（基礎免震案）
図 4.4 A 案（柱頭免震案）と B 案（基礎免震案）の特徴比較
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⑤ 工期
工期は、免震工法による場合と耐震補強による場合のそれぞれの改修工法の違いにより大きな
差となり、耐震補強の場合には免震工法の場合と比較して少なくとも 19 ヶ月以上工期が延長する
結果となった。耐震補強の場合では RC 耐震壁の増設が各階で数多く発生すること、また講堂棟
周囲の新設架構が狭隘な施工スペースでの施工となることから工期が延長する結果となっている。
工期短縮は各階の補強を同時進行で行うことで可能であるが、この場合には必要な代替庁舎床
面積が増大し、耐震補強案の長所となる経済性が発揮できない。このため工期の想定は、県の定
休となる土日作業で実施されると仮定し、増設 RC 耐震壁の 1 枚当たりの工期が 8 週程度、1 つの
チームが工事を担当すると仮定し、下階から上階に順に進めていく計画を仮定して行った。
耐震補強案同士の比較では耐震補強（増床）案では、耐震補強だけの案に対して、7 ヶ月工期
が延長する結果となった。増床案では増床部を仮設庁舎として利用することで、コストの縮減効
果を見込んでいる。このため、増床の完了した部分をすぐに仕上げ、工事を継続しながら仮使用
する想定とした。
このため 1 階部分が完成し使用可能になるのを待ってから庁舎既存部分の補強を行うこととな
り、この分工期が延長する結果となっている。
免震案同士を比較すると、基礎免震案の場合は柱頭免震案と比較して 8 ヶ月工期が延長する結
果となった。これは主として基礎免震案では免震層築造のため柱頭免震案よりも基礎底位置が深
くなることから、掘削土量が約 3 割増しとなること（約 4 ヶ月延長）
、基礎免震では既存擁壁の崩
壊により地下 1 階レベルでの免震クリアランスが確保出来なくなる恐れがあるため、ドライエリ
ア外周の擁壁の撤去・新設が必要となること（約 4 ヶ月延長）によるとの想定による。
以上より工期短縮の観点からは、耐震補強よりも免震工法のほうが短工期化がはかられ、さら
に免震の中でも柱頭免震がもっとも短工期となる結果となった。
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Ａ案
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５年度
8
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地盤改良・掘削・基礎梁及び１階梁補強・免震装置取付
準備工事

4
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６年度
8
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2

3

4

5

6
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７年度
8

9 10 11 12 1

2

3

4

5

準備工事

工期31ヶ月

講堂棟耐震補強

仕上・外構等
工期36ヶ月

地盤改良・掘削・基礎梁補強・免震装置取付

外構等

準備工事
事務所棟耐震補強 １階～６階

工期58ヶ月

中庭新設架構

Ｅ案
耐震補強案
（増床）

3

仕上・外構等
工期39ヶ月

地盤改良・掘削・基礎梁補強・免震装置取付

Ｄ案
耐震補強案

2

仕上・外構等

準備工事

工期65ヶ月

準備工事

外構等
事務所棟耐震補強 １階～６階
中庭新設架構

図 4.5 各案工期比較
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⑥ 総事業費
各工事項目の概算工費は諸経費込みの金額である。概算の精度としては±1 割程度、最大±10 億
程度の誤差は許容するものとしたが、金額の相対的な序列は間違いのないことを目標とした。
各案をコストの大きい順にならべると、柱頭免震案、耐震補強（増床）案、基礎免震案、部分免
震案（基礎免震）
、耐震補強案の順となる。免震補強案（A、B 案）と耐震補強案（D 案）を比較
すると、D 案の総工費はもっとも小さく、A、B 案の総工費の 5 割程度である。
D 案の工費の内訳では、仕上げ工事が約 50%を占め最も多い。仕上げ工事の実金額の比較でも
A、B 案よりも多くなっている。これは、室内各所に配置する新設の耐震壁まわりに仕上げが必要
となるためである。また、新設耐震壁設置の対象室は引越し費用と代替庁舎費用が必要となる。
Ｅ案は中庭に新設する耐震補強壁を利用してその内部に増床する案である。増床部を利用し、順
次増床部を代替庁舎スペースとして利用することで経済性に配慮した案であるが、増床部分の仕
上げ工事の増額が大きく D 案より工事費が高くなっている。
但し、耐震補強案 D 案･E 案はいずれも免震改修各案よりも安価であり、耐震補強案はコストの
みで判断すれば最も有利な案である。しかし、その他の評価項目では特にメリットがない。免震
案同士を比較すると、基礎免震案と柱頭免震案では基礎免震案の方が安価との結果となった。
本建物の形状的な特徴、つまり地下 1 階は外周全周が免震のためのクリアランスを十分確保可能
なドライエリアとなっており、地下 1 階の柱頭部に免震部材を挿入することで即免震化が可能な
建物形状から直感的には、柱頭免震が最も低コストと想像されるが、概算の結果基礎免震の方が
低コストである。柱頭免震がコスト高となる理由としては、以下の理由が考えられる。なお（ ）
内数値は柱頭免震案 A 案の場合の各工事種目の増額程度をＢ案総工費に対する比率として計算し
た値である。
・費用のかかる免震部材まわりの躯体補強が B1 階だけでなく、1 階床梁にまで及ぶ。
（躯体補強
工事：10%増額）
・柱本数が多いため、柱毎に免震部材を挿入する必要がある柱頭免震では免震工事費が増となる。
（免震工事：8%増額）
・工事が地下 1 階梁及び 1 階梁に及ぶため、地下 1 階の各室は仕上げがやり直しとなる（仕上げ
工事：8%増額）
・工事階の直上階となる 1 階も引越しとそれに伴う代替庁舎のための費用が必要。
（引越し・代替
庁舎コスト：6%増額）
一方代表的な減額項目としては掘削土量が減となることによるものだが、柱スパンが 4.5m と小さ
い部分が多く、地下 1 階梁の補強のための掘削土量はほぼ平面全体に及ぶことから基礎免震との
大きな差とならなかった。
（土工事-10%）
以上のことから、結果として柱頭免震案の総工費は基礎免震案に比較して 21%増額となった。
部分免震案は、庁舎の主要部分は免震化を図り、講堂周辺部分を耐震補強としてコスト縮減を図
る案であり免震案と耐震補強案の中間に位置する。
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総合・直接仮設工事
Ａ案 柱頭免震案

土工事
躯体補強工事

Ｂ案 基礎免震案

免震工事
仕上工事

Ｃ案 部分免震案

撤去工事
電気設備工事

Ｄ案 耐震補強案

給排水衛生・空調設備工事
Ｅ案 耐震補強案
（増床）

昇降機設備工事
引越し・代替庁舎コスト
0
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図 4.6 各案の概算総事業費
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４．３．２ 総合的評価による工法選定
総合評価は、出来るだけ客観的な評価を行うことを目標とした。
評価項目としては、大きく以下の 6 つの項目に分けた。①耐震性能、②工事中の業務への影響、
③改修後の業務への影響、④登録文化財への影響、⑤工期、⑥総事業費、さらにそれぞれの項目
に対して項目を細分化し、評価の判断根拠を分かりやすくした。6 つの大項目については、委員
会において議論し各項目の重み付けをおこなった。各項目の重みは大きい方から、
（重み 3）耐震
性能、
（重み 2）総事業費、改修後の業務への影響、
（重み 1）登録文化財への影響、工事中の業務
への影響、工期の順とした。
評価項目の重み付けについては、専門委員会での議論を経て合意の上決定した。耐震性能は本
計画の目的であり最も重要と考えもっとも大きな３の重みとした。総事業費は逼迫する県財政か
らの捻出となる重要な評価項目であり、また改修後の業務への影響は改修後の長期にわたり影響
する評価項目でありこれら二つの項目を 2 の重みとした。残りの評価項目の重みは 1 とした。工
事中の業務への影響は勤務する愛知県職員に負担となるが、前述の通り県職員は我慢してでもｺｽ
ﾄﾀﾞｳﾝをはかる方針とし最小の重み 1 とした。登録文化財への影響の重みも 1 である。昨今の歴史
的建物を保存しようという機運の高まりからはやや低い印象を受けるが、現在のところ登録文化
財は、通常望見できる範囲の 4 分の 1 までの外観変更がみとめられていることなども勘案しやや
低めであるが、1 の重みとした。
得点集計の結果以下の明確な得点差となった。最高得点は基礎免震案 87 点、部分免震案 67 点、
柱頭免震案 57 点、耐震補強案（増床案）50 点、耐震補強案 29 点となり、結果基礎免震案が他案
と比較して特に高得点との評価となった。
４．３．３ 既存建物の改修と構造モニタリング
本章で示した事例のように、重要度の高い既存建物では耐震改修工法として免震・制振工法が
採用される場合も多い。このような場合、既存壁などの剛性評価が、追加される免震・制振装置
の効果に大きく影響することが考えられ、建物の改修後の挙動の把握は難しいと考えられる。新
築の建物の設計では、耐震壁が打設されて若齢のうちに工事が進捗するために、若齢期のクリー
プなどにより壁が応力をあまり負担することなくなじむように変形すると考え、柱軸力は直下に
おりる、つまり、負担する上階床の支配面積に応じた軸力を負担すると想定して設計することが
普通である。しかし、本章の事例のように壁の多い既存建物の改修では、壁のクリープは収束し
ており、柱軸力が壁が力を負担して隣接する架構へ移動し、軸力が直下に下りないという懸念が
ある。このため設計では一般的な直下に軸力が下りると考えた柱軸力が 2 割程度変動すると想定
して設計するなどで対処しているが、これまでこれらについて計測されて報告された事例はない。
5 章では、本章の建物の免震改修事例と適用した構造モニタリングの結果をまとめている。但
し、計測事例としてはこれのみであり、今後同様の計画において、構造モニタリングによる計測
がなされ、データが蓄積されていくことが望まれる。
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表 4.1 各案の総合比較表
免 震 工 法
Ａ案：柱頭免震案

耐震性能

要求されている耐震性能
構造体 Ⅰ類
非構造体 A類
建築設備 甲類

評価
Ｂ案：基礎免震案
評価
得点×重
得点×重
み
み
全ての地下１階柱上部に免震装置を設置す
基礎の下部に免震装置を設置する為、地階
るため地上階は高い耐震性能が確保される
を含めた全てのフロアーの、地震加速度の
が、免震装置が設置される地下１階は、耐震
低減も図れている。地階部を含めた全てのフ
構造のため地震時に建物が予想外の挙動
ロアに高い耐震性能が確保される。
をすることにより、完全に機能維持できない
状況も存在する。

天井仕上等の補強の有無

地震加速度が低減されるため、基本的に不
要

書籍棚の転倒防止措置の有無

高さを有する棚及び地階１階の床設置書棚
などは転倒防止措置が必要

○
21

居ながら施工可
一部において室内での工事が必要となるが、
代替え施設は不要

地下１階各居室の居ながら施工
の可否

居ながら施工不可
移設・代替え施設が必要

地上階の居ながら施工の可否

居ながら施工一部不可
騒音・振動の状況により一部の施設におい
て移設・代替え施設が必要

騒音、振動、通路確保など

・振動、騒音は地上１階部に大きな影響
・西庁舎及び議事堂通路は一時閉鎖

・振動、騒音は地下１階部に影響
・西庁舎及び議事堂通路は一時閉鎖

工事用仮設及土工事掘削規模・
擁壁の有無

・中庭を含めて広範なエリアが工事範囲とな
る
・建物外周の一部（ドライエリア設置部）の掘
削が発生
・建物外周の一部に新たに擁壁が設置され
る

・中庭を含めて広範なエリアが工事範囲とな
る
・中庭の建物は移設撤去
・建物周囲すべてに掘削が発生
・建物周囲すべてに擁壁が設置される

居ながら施工不可
室内工事が必要となるため、代替え施設が
必要

○
7

改修後の業務 従前と同様の使用の有無又は部 ・地下１階補強柱周囲の空間が狭くなる
への影響 屋の利用方法
・地下１階印刷所の一部で移転が必要
・事務関連用途は概ね利用可能

居ながら施工可

◎
10

全館に渡って従前と同様の使用可能

庁舎各玄関通路の確保

全ての玄関通路は確保出来る

全ての玄関通路は確保出来る

議事堂への渡廊下の確保

改築により通路確保

改築により通路確保

西庁舎への地下通路の確保

確保は確保できる

設備配線・配管への影響

・地下１階柱補強のために一部切り回しが必
要
・地下１階にて可撓配管継手を行う

基礎下（免震装置設置階）部分で可撓配管
継手を行う

中庭の利用状況

現状と変化無し

建物周囲にドライエリアが設置されるため、
現状より狭隘となる

EXP.J等の状況

・B1階に通じる、EV・階段の新規設置が必要
・EXPJは西庁舎間、議事堂間に設置される

・EXPJは西庁舎間、議事堂間に設置される

登録文化財へ 建物外周部変更の有無
の影響
登録文化財への影響度

工期

◎
30

高さを有する棚などは転倒防止措置が必要

工事中の業務 地下１階機械室及び印刷所の居 居ながら施工不可
への影響 ながら施工の可否
移設・代替え施設が必要

○
14

・Ｂ１階の柱の形状の変更が生じる。
・中庭側の外観に影響
・登録文化財への変更届は不要

△
５

通路確保出来るが、通路途中に大規模な
EXPJが生じる

・外観への影響はほとんどない
・登録文化財への変更届は不要

◎
20

◎
10

約４０ヶ月

◎
10

約４５ヶ月

○
7

８０～９０億円

×
0

６０～７０億円

△
10

△

57

◎

87

総事業費（含：移転・仮設費）

総合評価

地震加速度が低減されるため、基本的に不
要
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（表 4.1 のつづき）
免震工法＋耐震補強

耐震補強

Ｃ案：部分免震案

評価
Ｄ案：耐震補強案
得点×重
み
免震化される範囲は、高い耐震性能が確保
全棟耐震構造（壁・柱補強及び架構設置）と
され、地震加速度の低減も図れている。講堂
なる為、要求される耐震強度は確保されるも
棟部は耐震補強の為、想定した規模の地震
のの、想定した規模の地震であっても、地震
であっても、地震時に建物が予想外の挙動を
時に建物が予想外の挙動をすることにより、
することにより、完全に機能維持できない状
完全に機能維持できない状況も存在する。
況も存在する。

講堂棟は地震加速度が低減されないたた
め、天落下防止及び屋根面構造架構の補強
さらに設備機器などの固定が必要が必要

○
21

全てのフロアーで地震加速度が低減されな
いため、天井落下防止が必要、講堂棟は屋
根面構造架構の補強が必要

評価
Ｅ案：耐震補強案（増床）
得点×重
み
全棟耐震構造（壁・柱補強及び架構設置）と
なる為、要求される耐震強度は確保されるも
のの、想定した規模の地震であっても、地震
時に建物が予想外の挙動をすることにより、
完全に機能維持できない状況も存在する。

△
15

全ての棚などに転倒防止が必要

全ての棚などに転倒防止が必要

居ながら施工可能
一部において室内での工事が必要となるが、
代替え施設は不要

補強耐震壁設置と干渉する箇所や騒音・振
動が問題となる箇所で居ながら施工が不可
となる。その他は居ながら施工が可。

補強耐震壁設置と干渉する箇所や騒音・振
動が問題となる箇所で居ながら施工が不可
となる。その他は居ながら施工が可。

居ながら施工不可
室内工事が必要となるため、代替え施設が
必要

居ながら施工不可
工事中は事務室の移転及び代替え庁舎を必
要とする。

居ながら施工不可
工事中の事務室の移転は、増床した室を利
用し順次行うため、代替庁舎は不要

○
7

居ながら施工不可
事務空間の移動を順次行う必要があり、代
替え庁舎を必要とする。

×
0

・全館（工事移動に伴い）に工事騒音・振動
が大きく伝わる

・全館（工事移動に伴い）に工事騒音・振動
が大きく影響するが、休日施工で軽減可能

・講堂棟地下１階を含め、仮区画が必要。
・中庭を含めて広範なエリアが工事範囲とな
る
・中庭建造物は移設撤去
・免震化される建物周囲全てに掘削が発生
・免震化される建物周囲全てに擁壁が設置さ
れる
・免震化される範囲は従前と同様の使用可
能
・免震・非免震の接続部分（６課室）において
使用制限が生じる。

・講堂棟地下１階を含め、仮区画が必要。
・中庭を含めて広範なエリアが工事範囲とな
る
・中庭部に新設架構設置のための掘削が発
生

・講堂棟地下１階を含め、仮区画が必要。
・中庭を含めて広範なエリアが工事範囲とな
る
・中庭部に新設架構設置のための掘削が発
生

・耐震壁により、細分化された事務空間を有
する
・中庭からの採光が制限され、補強耐震壁に
より利用範囲が狭くなる

・小割された室が増床される
・耐震壁により、細分化された事務空間を有
する
・中庭からの採光が制限され、補強耐震壁に
より利用範囲が狭くなる

全ての玄関通路は確保出来る

全ての玄関通路は確保出来る

全ての玄関通路は確保出来る

現状と変化無し

現状と変化無し

現状と変化無し

通路確保出来るが、通路途中に大規模な
EXPJが生じる

現状と変化無し

×
0

補強耐震壁と干渉する配線・配管の切り回し
が必要

補強耐震壁と干渉する配線・配管の切り回し
が必要

免震化される建物周囲にドライエリアが設置
されるため、現状より狭隘となる

中庭に新設される構造架構により、相当に狭
隘となる

中庭に新設される構造架構により、相当に狭
隘となる

・EXPJは西庁舎間に設置される
・大規模なEXP.Jが非免震となる講堂棟との
接続部に設置される

現状と変化無し

現状と変化無し

△
５

・中庭側は大きく変化し、外観に影響する
・登録文化財への変更届は不要

×
0

3

△
5

1

△
10

2

×
0

1

×
0

1
2

現状と変化無し

・基礎下部分で可撓配管継手を行う
・非免震となる講堂棟との接続を全て可撓配
管継手処理

・非免震となる講堂棟との接続部の大規模な
EXP.Jが外観に影響
・登録文化財への変更届は不要

△
15

居ながら施工不可
事務空間の移動を順次行う必要があり、代
替え庁舎を必要とする。

・振動、騒音は地下１階部に影響
・西庁舎への通路の一時閉鎖

△
10

重み

全てのフロアーで地震加速度が低減されな
いため、天井落下防止・設備機器などの固定
が必要、講堂棟は屋根面構造架構の補強が
必要

高さを有する棚などは転倒防止措置が必
要、
耐震補強となる講堂棟は全ての棚などに転
倒防止が必要

免震化される範囲は居ながら施工可。講堂
棟は仮囲い設置することで可能

評価
得点×重
み

・中庭側は大きく変化し、外観に影響する
・登録文化財への変更届は不要

約４０ヶ月

◎
10

約６５ヶ月

×
0

約７０ヶ月

５０～６０億円

○
14

５０～６０億円

○
14

４０～５０億円

◎
20

○

67

△

29

△

50

小項目の得点 ◎：10点 ○：7点 △：５点 ×：0点
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４．４ ４章のまとめ
4 章では、既存建物の構造安全性確保の手法について、既存建物の改修工法選定の実例を示し、
工法選定の手法をまとめている。本論で提案する手法の採用により、耐震性だけでなく、使用性
や文化財的価値など多くの価値観を調整し、各分野の専門家の見識を反映した客観的な総合評価
によって改修工法を選定する手法について論じている。この手法により、最適な工法が選出され
るだけでなく、工法選出にあたっての説明性がより増すことができている。また、結果として、
ごくローカルな敷地地盤の振動特性を反映した地震動を設計に採用することができ、より構造安
全性の高い改修の実施に結びつけることができたことを示した。
また、既存建物の改修における構造モニタリングの必要性について言及した。
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