
既存鉄筋コンクリート造集合住宅の空間拡大を伴う改修に関する研究

正会員　○伊藤　雄一*
　同　　　深尾　精一**
  同　　　小泉　雅生***
　同　　　門脇　耕三****

表2　Ｍ社宅計画概要
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新規延床面積

主要用途 共同住宅

工事種別 増築＋大規模な模様替え

主要構造 RC 造（ラーメン構造）

鉄骨造（増築）

既存住戸面積

所在地

主な
改修内容

老朽化した設備の更新をし、既存界壁を解体することによる住戸の拡
張を行う。EV、屋外共用廊下を設置し、内外装の更新、屋上防水の更
新をし、構造の補強も行う。

図1　Ｍ社宅の改修前/改修後の平面図
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「空間拡大を伴う改修」

集合住宅の全面改修において、既存鉄筋コンクリートの躯体を一部撤去することによって、

二戸一化などを行い、住戸規模の拡大を図る改修方法を指す。

表1　用語の定義

A study of building refurbishment accompanied with

   by bearing walls removal in existing reinforced concrete residential building 
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1,背景と目的

　近年、既存の建築ストックを活用する動きが活発になっており、

改修による建築性能の維持更新の必要性はますます高まってきてい

る。高度経済成長期に大量に建設された公共集合住宅においては、

新たな住要求と平面計画の不適合などが要因となり、全国で様々な

改修が行われている。とりわけ、既存公共集合住宅の躯体を一部解

体・撤去し、二戸一化などを行うことによって、狭小な空間を拡大

する改修手法は、現代の住まいの要求に有効だと考えられる。躯体

の一部撤去による空間拡大を伴う改修には、どのように躯体を撤去

し、住戸計画を変更するかという建築計画的な視点と、躯体の劣化

状況に対応させるなどの施工計画的な視点とを、総合的に考慮して

立案する事が必要である。しかしながら、空間拡大を伴う改修にお

いて、建築計画と施工計画の双方を対象とする研究はあまり行われ

ていない。以上のような背景から、本研究では、高度経済成長期に

建設された中層集合住宅を研究の対象とし、空間拡大を伴う集合住

宅の改修について、改修工事の施工調査を行う事によってその実態

を把握し、今後の既存集合住宅の空間拡大を伴う改修の適当なあり

方を示す事を目的としている。また、空間拡大を伴う改修を表1のよ

うに定義する。

2,調査概要

　集合住宅の空間拡大を伴う改修工事の施工調査を行った。表2に、

調査の対象建物としたＭ社宅の概要と、主な改修内容を示す。Ｍ社

宅は1970年に建設された、鉄筋コンクリート造ラーメン構造の階段

室型5階建て住棟であり、高度経済成長期に建設された典型的な公共

賃貸集合住宅と同様の平面形式を持つ。改修工事としては、老朽化

した内装および設備機器が更新されるとともに、既存界壁の解体に

より住戸が拡張されている。図1にＭ社宅の改修前後の平面図を示す

。なお調査は、空間拡大を伴う改修に直接関連する、躯体補修工事

、開口部設置工事ついて行い、作業員の作業を記録することにより

、工事の詳細な手順、および工数を明らかにした。また、必要に応

じて、作業員や現場監督員に対するヒアリング調査を行った。

3,開口部設置工事の構法と施工性

3-1.開口部設置構法

　図2に躯体への開口部設置構法を示す。開口幅は800mmであるが、

左右に200mmずつ余分にはつり、既存鉄筋を新設アンカーに巻き付け

た上、コンクリートが打ち直されている。また、梁に炭素繊維シー

トを2層にして貼り付けることによって、梁の曲げ補強が行われてい

る。開口部は各層に連続して設けられている。解体時は、より正確

に解体するため、墨出し後、カッターによって開口部の形状にあわ

せてけがき、徐々にはつっていくという手順で解体が行われる。　

3-2.開口部設置の手順と施工性

　図3 に躯体撤去後の、作業ごとの作業員数を示す。コンクリート

の打ち直しついては、屋外で型枠をある程度加工した後、作業に入

る。躯体にアンカーを取り付けた後、既存の鉄筋をアンカーに巻き

つける。次に、型枠を加工・調整し、枠組みを行った後、無収縮モ

ルタルを注入し、養生・脱型する。最後に炭素繊維シートを貼り付

けるための下地処理を行った後、貼り付けという作業手順を踏む。

作業は、鉄筋を組む作業はほとんどが１人の作業員によって行われ

、型枠枠組みや無収縮モルタル注入などの作業は2 人以上で行われ

ている。図4に1 箇所あたりの開口部設置工事の工数を示す。全体の

工数については、型枠枠組みの割合が高く、約3 割を占めているこ

とがわかる。これは、現場で型枠の寸法調整を行っているためであ

る。つまり、解体の状況によっては、開口部の寸法に誤差が生じる

ため、それぞれに合わせた型枠を製作する必要があり、このことは

、解体工事の施工精度を上げることが難しい事を示している。また

、内装工事の際にも、調整にかかる工数に注意が必要であると考え

られる。

改修　　　鉄筋コンクリート造　　　集合住宅

―1157―

5567 日本建築学会大会学術講演梗概集 
（東北） 2009年 8 月



1
2
0

1
2
0

1
2
0

550

4
0
d

ハツリハツリ
800200 200

1
2
d

炭素繊維シート
t= 0.167mm
2層貼り

炭素繊維シート
t= 0.167mm
2層貼り

炭素繊維シート
t= 0.167mm
2層貼り

FB-50x6
(SS400)

既存鉄筋

接着系アンカー
1-D13 (ナット付)

あと施工アンカー
3-M 12(通し)

FB-50x6
(SS400)

あと施工アンカー
3-M 12(通し)

目荒らし

炭素繊維シート

接着系アンカー
1-D 13 (ナット付)

各2-D13

各2-D13

FB-50x6

-D 10@3 00

-D1 0@ 300

t=0.167mm  2層貼

図4　1箇所あたりの開口部設置工事の工数
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図5　開口部設置工事における資材置き場

図6　開口部設置工事とその他の工事の工程
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3-3. 開口部設置工事における資材置き場

　図5に新設開口部1 箇所あたりに必要となった資材量と、それらの

置き場を示す。資材は、補強に必要な鉄筋以外に、型枠に使用する

ための木材の端材がほとんどである。これは、現場で型枠の調整を

するため、あらかじめ多く見積もった量が必要なためである。また

、それらの置き場として、開口部設置箇所の周辺に大きな面積が必

要となるため、内装工事や、他の資材置き場所を必要とする工事を

同時に行えなくなっている。従って、開口部設置工事に関しては、

資材の搬入から、片づけまで、資材の出入りを考慮した工程計画が

重要となると考えられる。

4, 工程に関する分析

　図6に開口部設置工事と、その期間に行われていた他の工事の工程

を示す。開口部設置工事（土木工事、雑工事）が行われた20 日間に

おいて、同時に行われた工事は、解体工事、仕上げ工事、ALC 工事

、配管工事、設備工事、電気工事の6 種類であった。前述したよう

に、開口部設置工事は広い資材置き場が必要であり、工程計画が重

要であることを指摘したが、特に広い資材置き場の面積を必要とす

るアンカー打ち込み、型枠枠組みの際に同時に行われた作業は、大

きな作業面積を必要としない配線とコア抜きのみであった。また、

工事の効率化を図るために、無収縮モルタルの注入に合わせて、他

の工事を計画するといった工夫も見られる。このように、複数の工

事を同時に計画することは、全体の工事の効率化にとって、非常に

重要である。また、炭素繊維シート貼り付けの際は、主に水廻りを

中心とした配管工事などを計画することにより、開口部周辺での工

事が発生しないよう配慮されていた。

5,まとめ

　本研究では、施工調査を通し、既存鉄筋コンクリート造集合住宅

の空間拡大を伴う改修の施工実態の一端を把握することができた。

今後は、計画との更なる連携を図り、効率的な改修を行っていく必

要がある。
※本研究の一部は、国土交通省による

「建設技術研究開発助成制度」により行われたものである。
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