１． 予備調査・アンケート調査と詳細目視調査
大規模改修工事は管理組合員･区分所有者の合意なくして実現できない。
それには、段階的に合意を得ながら、事業を進めていくことが肝要である。
１．１ 大規模改修への流れと合意形成
調査･診断から工事完了まで、２～３年かけて、段階
的に事業を進める。１年目は調査･診断と長期修繕計画
の見直し、２年目は修繕･改修設計と施工会社の選定、
３年目は工事監理である。
大規模改修を進めるには､多人数の管理組合員の合
意を得なければならない。例えば、１年目の事業が完
了した段階で､管理組合の総会や説明会などを開催し、
調査･診断の結果を報告し､概略の改修工事の範囲､内
容および予算､不足する修繕積立金の値上げ､などの長
期修繕計画や事業予算について十分に時間をかけて審
議し､合意を得るといった具合だ。
一般の建物なら発注者の合意形成に３年もの時間を
かける必要はない。すべての区分所有者が１０年以上
かけてコツコツと貯めてきた修繕積立金の大半を支出
して行う大事業であるから、改修内容をすべての組合
員によく理解して貰わなければならない。そのために
２～３年くらいは必要になる。
今回の連載は、こうした大規模改修の流れにそって、
それぞれの段階での箇所を数回に分けて連載する。
１．２ 調査と修繕・改修計画
調査は、図面や修繕歴と、その修繕内容調査などの「予
備調査」
から、
｢アンケート項目の検討｣｢アンケート調査｣
→｢不具合箇所･改善要望など目視調査｣→｢部位別詳細調
査｣へと段階を踏んで調査を薦める。
詳細な調査は、不具合の発生状況や、区分所有者の要
望の強さ、改修の目的に応じて以下の様なものがある。
1. 二次部材の劣化診断と修繕計画。
2. 耐震診断と補強計画。
3. 外壁仕上･防水材の劣化診断と修繕計画。
4. 建築設備の劣化診断と修繕計画。
5. 屋外環境調査と屋外環境整備計画。
6. 断熱省エネ性能やバリアフリー性の調査と改善
などである。
｢予備調査｣｢アンケート調査｣で､大まかな建物の劣化
傾向や、居住者の改善要望などを把握し、詳細調査で改
修計画･設計に向けた詳細なデーターを得る。
図 1-1 調査・診断フロー
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実施し、大規模修繕工事や改修による再生事業は「修
繕積立金会計」で発注する。大規模修繕は日常の管理・
保全などの経常修繕の延長で実施するので、この調査
は欠かすことが出来ない。

１．３ 保管書類の調査
マンションの管理組合が建物･施設を維持管理する上
で必ず備えておかなければならない資料は表 1 の通りで
ある。
これらの資料が散逸していたり､保管されていない
場合は、その必要性を説明することから始める。
マンション管理の質は管理記録が系統的に整備されて
いるかどうかで決まるといって過言でない。
マンションの調査診断を受けたら、まず管理事務所の
書庫にどのような資料があるかを確認し、資料の内容を
丹念に読み込むことから、調査診断業務は始まる。
これらの資料を丹念に分析することによって、
① 管理組合の組織、運営の仕方、ものごとの決め方。
② マンションの歴史やコミュニティーの慣習など。
③ 一般管理費、修繕積立金、駐車場使用料の規定と使
い道、値上や支出の議決の仕方。
④ 過去の修繕･補修歴などが分かってくる。
⑤ 建物の耐震性、断熱省エネルギー性･バリアフリー性
など、建物の諸性能が分かってくる。
⑥ 毎年の総会議案書の営繕費の工事項目や内容から､
なんども繰返し事故が発生し、手直している問題箇
所や､建物･施設の弱点が分ってくる場合もある。
また、管理組合が発注する点検・清掃、小口修繕な
どの日常営繕業務は管理組合の「一般管理費会計」で

図 1-2 総合的 調査診断 修繕計画フロー

表 1-1 管理組合が整理・保管しておくべき書類
分類

左の資料から分かること

管理組合規約、諸協定、催促など。 模様替え協定

このマンションの物事の決定の仕方が分かる。具体的に修繕積立金､

駐車場･駐輪場･集会所など共用施設の使用規定

一般管理費、駐車場使用料と規定と使い道、大きな事業を薦める際

理事･修繕委員､管理員などの職務規定。小動物飼育協定

の決議の方法などが分かる。

毎年の総会議案書・議事録：管理費や修繕積立金､駐車場使用料や

上段に準じて､管理組合が過去に、どのような事業をどのように決議

毎年の事業報告､事業計画など

してきたかが分かる。

修繕伝票､瑕疵補修伝票､

過去の修繕歴が分かる。同じ修繕が繰返されていないか建物の弱点。

修繕工事記録､模様替え申請等

アンケートを作成する際にも参考になる。

定期検査､定期点検､定期清掃などの報告書。

設備関連の不具合発生状況メンテナンスの頻度が分かる故障が頻繁

エレベーター機械式駐車装置､消防設備点検､水槽類の定期清掃、

に発生していると機器の更新時期が近い。

排水管清掃などの管理報告書や記録集。

メンテナンス次第で機器の耐久性が左右される。

図面類：建築確認申請､検査済証､一団地申請図書

建物の構成､性能(耐震性･省エネルギー性など)､納まりや､内外装仕

竣工図(意匠図･構造図･構造計算書･設備図･外構造園図)

上材･二次部材､設備システムなどの情報が得られ､修繕改修設計の

機器リスト、増改築･修繕工事図面・仕様書

基礎情報が得られる

長期修繕計画書、各種調査診断報告書、数量調書など

数量調書は大規模修繕工事や改修による再生工事の発注に際して役

修繕歴報告書

立つ。

管理会社との業務委託契約書、管理報告書

これまでの維持管理の状況が判断される。
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修繕や補修が繰り返されていても問題が解決されていな
い個所などを探り当てる手掛かりとなる。

１．４ 予備調査
簡略な調査による建物の傾向を把握するには、管理規
約や図面の調査、過去の修繕歴調査、日常の建物点検･
清掃記録､総会議案書･長期修繕計画の有無などがある。
①図面・調査
建物を長期に維持管理する上で竣工図面はなくてはな
らないものである。改修計画・設計に当たって、竣工図
面があるか否かも重要だ。
販売時のパンフレットを居住者が持っているだけで、
全く竣工図面がない場合もある。竣工図面が保管されて
いない場合はデベロッパーや元設計事務所、元施工会社
に竣工図面の再提出を、管理組合を通して請求し、竣工
図面を整備することから始める。
マンションの販売会社であるデベロッパーや不動産会
社が倒産したり、さらに建設会社や設計事務所も同様に
倒産してしまったマンションもある。この場合は、実測
調査を行い、平面図や立面図、配置図、給排水設備や電
気･ガス設備の系統図・配置図を作成する作業から始めな
ければならない。耐震診断と補強設計では柱･梁、壁など
の配筋図をＲＣレダー､レントゲンや鉄筋のハツリ出し
調査により復元せざるを得なくなる。
一般に竣工図書には、一団地申請図書、計画通知図書､
建築確認通知書､検査済証､意匠図・構造図･設備図､構造
計算書などがある。
これらの書類から建物の概要や構成､
諸々の性能や既存不適格の事項、現行の建築基準に比較
し劣った性能などが把握され、
改修計画･設計の見当をつ
ける有力な手がかりとなる。

１．５ アンケート調査
すべての住戸（区分所有者･借家人）を対象に住まいの
アンケート調査を行う。
調査表を造る際のポイントは、回答する人ができるだ
け細かな点に気づくように質問を用意することだ。例え
ば漏水については「どこが」
「どの程度か」
「どのような
時か」
と事細かに尋ねる。
みんなで悪いところを探して、
皆で直していくという意識を持ってもらうためだ。
さらに「修繕したか」
「止まったか」とその後の状況
も尋ねる。もし、止まっていないとすると今後の目視
調査や物理調査の段階で原因を詳しく調べるべき個所
と目星をつけることができる。あるマンションで漏水
の発生率が 40％超えた事例があった。これはその後の
詳細調査で、プレキャストコンクリート板のジョイン
ト目地部分の納まりが原因で漏水が発生していたこと
がわかった。アンケート調査の結果から、建物の辱点
が浮き彫りになり、改修設計に役立てることができた。
調査表の構成は表 2 の通りだ。
表 1-2 各住戸へのアンケート調査項目

②修繕歴・調査
人の病歴や診療行為の経過をカルテに記録するように、
建物･施設を維持管理してきた経過は補修伝票や修繕工
事記録から判断される。建物調査は、調査対象建物、施
設の欠陥や弱点を探し出し､修繕･改修すべきポイントを
探し出すことである。その手掛かりは、過去の管理記録
や修繕伝票からも得られる。
まず、押えておきたいのが補修伝票や修繕記録だ。
「雨
漏りした」
「サッシが動かない」と云った不具合を補修し
た記録だ。ここには部分的な施工不良とともに、建物全
体に共通する不具合が隠れている可能性がある。
管理組合規約や毎年の総会議案書に記載された修繕費
の動き、修繕内容､更には修繕伝票、瑕疵補修伝票などの
修繕記録の調査から建物施設の弱点、癖、傾向や何度も
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1

部屋番号､居住歴､家族構成､くらしの状態など

2

室内の不具合､漏水､結露･ほてり､通風･換気など

3

鋼製建具(玄関扉)､サッシ､二次部材の不具合

4

室内のリフォーム､改修歴

5

バルコニー､ルーフテラスなどの不具合

6

住戸玄関廻り･共用廊下･階段室･エントランスなど

7

団地共用部･集会所･駐車場･駐輪場､屋外環境･緑化

8

給排水設備：水の出､排水の具合

9

都市ガス設備､及び給湯設備

10

冷暖房(スリーブ)、換気設備

11

電気幹線容量､契約電力容量

12

情報設備：ＴＶ共聴、電話･インターネット接続

13

自由記述、管理組合への要望､大規模改修への希望

アンケート調査の目標は、建物の不具合発生状況を聞
き出すことにある。建物の劣化の傾向を探り、異常な劣
化部位を推定する。更には、住宅の不具合ヵ所と程度、
居住性能の不満、住宅改善要求、リフォームや改善を把
握し. 断熱省エネルギー､高齢化対応､住宅設備性能､セ
キュリティー､災害対策など以下の様な建物の性能向上
の要望を聞き出す手段ともなる。

室内への漏水、結露の発生具合や屋根からのほてりや
通風、換気などの屋内居住環境の不具合を聞き出す。
二次部材(サッシ･鋼製建具､金属手摺)などの性能の劣
化傾向を捜し、改善要求を聞き出す。
給排水･給湯設備や空調･換気設備の不具合や、電気･
ガス容量の不足や改善要求を聞き出す。
駐車場、駐輪場・バイク置場などの過不足や不具合、
敷地内の植栽やコモンスペースなどの不具合や環境改善
要求を聞き出す。

１．６ アンケート調査結果による目視調査
アンケート調査から、全般的な劣化傾向や建物性能の
弱点と改善すべき方向を把握すると同時に、以下の様な
特に注目すべき異常劣化や事故発生住戸を抽出し、詳細
な調査を行う。下の表は不具合住戸一覧表である。
1. 雨漏れか、配管劣化による漏水か不明の箇所
2. 激しい結露、真っ黒なカビが発生しているお宅。
3. 開閉不良や雨水が侵入するサッシ・鋼製建具。
4. ブレーカがしょっちゅう落ちるお宅。
5. 赤水や排水管から臭気が発生するお宅。
6. お湯の出が悪い､湯温が安定しないお宅。
詳細な調査を行う住戸には在宅をお願いし、不具合部
分のヒヤリングを行い原因と対策を検討する。調査時間
は平均：20～30 分程度で､1 日当り 10～15 戸程度調査を
行う。事前に管理組合よりアンケート結果を基に在宅を
お願いしておく。
何時頃から､どの程度の頻度や激しさで、
どの様な現象
が発現していたか、不具合箇所をヒヤリングし、詳細目
視調査する。
不具合箇所の写真（内部及び外部）を撮影し、その原因
を追及する。
１．７ 詳細調査と兼ねる目視調査
アンケート結果を踏まえた目視調査は、次項以降で述
べる詳細調査と兼ねる場合がある。

図 1-3 アンケートの例

図 1-4 アンケート調査による問題箇所の抽出
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２．建築二次部材の劣化調査と修繕計画
マンションの建築二次部材には、表 3 のようにアルミサッシ､鋼製建具､金属手摺､ＥＸＰ.Ｊoint 金
物などがある。二次部材は工業製品で、新築時に建物躯体に取付けられる。従来、これらは鉄部塗装
などにより維持管理するものと見なされてきたが、そのような修繕計画の考え方には限界がある。
マンション居住者からは、緻密な二次部材の調査診断と修繕計画が求められている。
アンケートの結果、特に劣化が著しいと判断される回
答の住戸(１～２戸)を対象に、分解･詳細調査を行う。
③分解･詳細調査
アンケート調査で不具合が激しいと回答された住戸
に協力を求め、既存サッシの分解･詳細目視調査を行う。
この調査は既存サッシメーカーの技術者の協力が不
可欠である。既存サッシ廻りの躯体やサッシ本体、部
品の寸法を採寸し、記録して写真撮影する。
既存サッシを外し､框･ガラスを分解し、アルミ押出
し型材､気密材､戸車･ビード･クレセント､ストッパー
等の付属金物の詳細調査を行う。それぞれの付属部品
の型番、劣化(損耗)度の判定、部品の在庫の有無の確
認､在庫がなく生産中止の場合は、その部品を再生産す
るための金型製作費､サブメーカーなどを調べて貰う。
また、網戸や面格子等の劣化状況調査も欠かせない。
④判定
以上の調査によりサッシ付属金物の残存寿命､及び
サッシ本体の残存寿命を推定する。
⑤サッシの修繕・改修計画
調査結果を踏まえて、サッシの修繕計画を検討する。
「既存サッシを修繕して使い続ける」か？「既存サ

２．１ マンションの二次部材
竣工図や建物の現状を観察し、どんな二次部材が取
付けられているかを確認することから調査は始まる。
更に、アンケート調査、詳細目視調査と進み、修繕･改
修計画に至る。ここでは、アルミサッシを例にとり、
その調査と修繕計画を解説する。
２．２ アルミサッシの調査と修繕計画
①予備調査
まず、竣工図や現状の観察により既存のサッシメー
カー、型番､性能など確認する。サッシの上框角にメー
カー名のシールが貼られている。製作メーカーに、マ
ンション名・建設年度、販売会社名を明記し問合せれ
ば、品番やサッシ性能(耐風圧･気密･水密性能）などを
知らせてくれる。
②アンケート調査
全住戸を対象としたアンケート調査で各戸の掃出しサ
ッシや窓サッシの開閉のし易さ、気密性(隙間風の有
無)､水密性(台風時の漏水)､遮音性(音の伝わり具合)、
断熱性(結露の有無)などの性能や不具合を問い、全般
的な劣化傾向を把握する。更に、取替え済みサッシの
有無、位置･数量等を調査し、把握する。
表 2-1 マンションの二次部材
アルミサッシ、ステンレスサッシなど
サッシ

掃出しサッシ､引違窓､出窓、滑出し窓、排煙窓、
嵌殺し窓、電動サッシ､ガラスブロック窓
窓面格子､窓手摺、網戸､雨戸
エントランスオートドアー
各戸玄関扉､メーターボックス扉、点検扉、パイプ

鋼製建具

シャフト扉、避難階段防火扉､シャッター
垂直避難口（避難器具）
、屋上天検用ハッチ､

金属手摺

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺、共用廊下・階段手摺､隣戸隔板
窓手摺、

屋根金物

勾配屋根・メンテ棒､棟換気金物

竪樋･呼樋

竪樋・呼樋､軒樋､支持金物･デンデン

ＥＸＰ.Ｊoint

ＥＸＰ.Ｊoint 金物(床・壁・天井など)

その他

集合郵便受箱､掲示板・案内板、室名札、

戸車の損耗・扁心

階数表示文字・サイン

写真 2-1 サッシ分解調査
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ビードの劣化

クレセント劣化

があり、それぞれのコスト､工事期間などを検討する。
１住戸当り４～６窓のサッシの取替費は、４０～６０
万円/戸程度である。

ッシを撤去し､新規サッシに取替える」か？ の修繕改
修方法がある。
「既存サッシを修繕して使い続ける」
場合には、
戸車･
ビード､クレセント･気密ゴム､ガラス､網戸など、どの
範囲の部品を取替えるか、アルミ框などの残す部品の
メンテナンスをどのようにするか、また性能を向上さ
せる交換部品にどのようなものがあるかを検討し、修
繕計画と修繕費用、修繕作業時間などを検討する。１
住戸当り４～６窓のサッシの修繕工事予算は、１５～
２５万円/戸程度である。
また、
「既存サッシを撤去し、新規サッシに取替える」
場合には、
「①．躯体内にアンカーされたサッシ枠を残
置し、既存枠に新規サッシ枠を被せる工法」を選択す
るか、
「②．既存枠や枠廻りの躯体をはつり除去して、
開口寸法を広げる「撤去･拡幅工法」
」を選択するか、
さらに「新規のサッシの性能(断熱･遮音･水密･気密･耐
風圧性能)を、どの程度まで向上させるか」
、の選択肢

写真 2-2 サッシの改修

図 2-1 サッシ・鋼製建具の調査・修繕計画フロー
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程度の計画予算を計上する。
更に、新規の扉・枠を被せる修繕方法の工事費用は、
戸当り、12～15 万円程度の予算を計画する。
また、既存枠廻りの袖壁や垂壁を除去し、開口寸法
や内法寸法を拡幅する改修計画では、戸当り、15～20
万円程度の予算を計画する。
どの修繕・改修方法を選択するかは、建具の劣化度
と長期修繕計画により検討する。

２．３ 鋼製建具(玄関扉等)の調査と修繕･改修計画
鋼製建具の劣化調査はサッシと同様であり、竣工図
などによる既存鋼製建具メーカー､型番､性能規定など
調査を行い、アンケート調査で性能の不具合を問い、
全般的な性能劣化を把握する。
詳細目視調査では、丁番､ドアーチェック･ドアーハン
ドル､タイトゴム､新聞投入口等の付属金物の部品の劣
化調査や採寸､型番､在庫の有無などを製品メーカーの
協力を得て調査する。鋼製建具の調査は建具を分解せ
ずに調査することが可能である。
鋼製建具の修繕･改修計画も「部品を交換し、修繕･
塗装して使い続ける」か？或いは「撤去して新たな建
具に取替える」か？の修繕改修方法がある。
既存の玄関扉を取外し､仮設扉を設置し､気密ゴム･
戸当りゴムを更新し、握力が衰えた高齢者向けにドア
ーノブをレバーハンドルに取替えたり、劣化した丁番
やドアーチェックなどを取外して修繕し、扉は内外と
も水磨き塗装する修繕方法の工事費用は、100 戸程度の
規模で戸当り、4～6 万円程度の予算を計画する。
一方、既存の枠を残して塗装し、扉と付属金物を新品
に更新する修繕方法を計画すると、戸当り 8～10 万円

２．４ 金属製手摺など詳細調査と修繕計画
共用廊下･屋外階段などに鋼製手摺が採用されてい
るマンションは比較的多い。また、バルコニーの金属
製手摺には隣戸隔て板や物干し金物が付設され、窓に
は鋼製手摺などが使われている。
これらの二次部材は､経年劣化により､写真 4 のよう
に､支柱付根部(躯体内アンカー部)や、組子と下弦材、
支柱と下弦材など構成部材の接合部に腐食･劣化が進
行する場合が多い。
これらの劣化箇所は、錆が進行した個所を切断し、
又はハツリ出して補修する方法や、図 6 のように支柱
をすべて切断し、支柱や手摺金物を取外して完全ケレ

写真 2-4 金属製手摺の劣化

写真 2-3 玄関扉の改修

図 2-2 バルコニー手摺の脱着塗装による固定部修繕
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ンし、パイプ内面まで防食塗装したうえで、ステンレ
ス製のアンカー金物に付直す修繕方法が検討される。
「部分的な金物補修･塗装工法」と「脱着･金物補修･
パイプ内部防錆塗装､アンカー金物更新工法」のほか、
既存手摺を撤去し新規手摺の更新する工法も修繕計画
の検討対象となる。
写真 5 の手摺更新事例は、
「脱着･金物補修･パイプ内
部防錆塗装､アンカー金物更新工法」から、
「既設手摺
撤去､新規手摺へ取替え工法」に大規模修繕着工後、設
計変更したものである。施工会社から工事費を同額で
設計変更の申入れがあり、バルコニー手摺の更新が実
現した。

写真 2-5 バルコニー手摺更新事例

２．５ 外壁小開口部の調査と修繕計画
建物の外壁を観察すると､いろいろな小さな開口が開
いている。これらの口径は 50～200 ㎜程度で、これは以
下の様な役割や機能がある。
屋外の新鮮空気を室内に取り入れる「給気孔」
、室内の
汚染した空気を屋外に排気する「換気扇の排気孔」
、空調
室外機と室内機の冷媒配管や除湿管を通す「空調用スリ
ーブキャップ」
、最上階の天井裏換気口などである。
これらのキャップには、アルミ製､硬質塩ビ製､スチー
ル製､ステンレス製があり、
それぞれの材質ごとに耐久性
は異なる。硬質塩ビ製は 20 年程度の経年で割れやすく
なり､破損しているものも見られる。また、スチール性の
製品は発錆･腐食し、アルミ製品は点蝕が発生する。
更に、給排気孔は塵･埃が付着し､目詰りにより給排気性
能が低下する。また、150 ㎜Φ以上の口径のものには、
ファイヤーダンパーが設置され､火災時にヒューズが溶
けて開口を閉鎖する機能を有するものもある。鉛製のヒ
ューズの耐用年数は 10 年程度で、外壁修繕工事など建
物の外部に足場を架設する際には、交換しておくべき部
品である。
大規模改修前の調査診断時には、マンションの外壁を
丹念に観察し、どのような種類や機能の小開口があり、
それぞれの材質や役割は何で、どのような劣化現象が発
生しているか、その種類別の数量を調査し、修繕計画に
反映させる必要がある。
また､写真 6 の様に空調用スリーブがなくサッシの換
気小窓にエアコン用冷媒配管を通している場合、サッシ
の修繕が出来ない。コアーを抜きスリーブを新設する。
写真 2-6 外壁小開口部の調査
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３.耐震診断と補強計画
1981 年(昭和 56 年)以前に建てられた建物は､旧耐震設計基準で設計されている。旧基準で設計された
建物は大地震時に大きな被害を受ける可能性がある。この時期に建設されたマンションは耐震診断を受
け、要すれば耐震補強工事を行う。
マンション耐震化の要点は、①.管理組合の意思決定･合意形成を大切にする。②.調査診断から補強
計画･設計､工事までのプロセスを段階的に進める。③.構造躯体の耐震性に限定せず、災害時の避難、
仕上材や二次部材、建築設備や昇降機などの耐震性を総合的に診断し、計画する。
３．１ マンションの耐震診断と補強計画のポイント
マンションの｢躯体｣や｢主要構造部｣は建物の共用部
分であり、各区分所有者の財産権を支える重要な骨組み
である。これは管理規約上、各居住者が勝手に改変して
はならない部分であるが、建物の耐震化は、主にこの共
用部分の耐震性を診断し、要すれば補強するもので、管
理組合の総会における決議が不可欠である。区分所有者
による合意形成抜きには、耐震診断や補強工事は実施で
きない。これには段階的にステップを踏み、管理組合員
の理解を深めつつ総会決議に到ることが必須である。
３．２ 耐震診断から補強計画への流れ
｢予備診断｣→｢簡易診断(一時診断)｣→｢精密診断｣→
｢補強計画｣→｢補強設計｣→｢工事業者選定｣→｢工事監理｣
となり、マンション管理組合が段階的に合意形成をしや
すいように適時、診断の結果などを管理組合理事会や居
住者説明会、総会などで報告し、説明する。とかく専門
的な用語を使いがちですが、何よりも素人が理解し易い
言葉で診断結果などを説明し、説得する気構えがなけれ
ば、建物の耐震化事業は推進できない。
３．３ 予備診断・簡易診断
耐震診断に必要な確認申請書､検査済証､竣工図書(構
造図など)､過去の増改築･修繕報告書類などの有無を確
認し、簡易診断を薦める。
「精密診断(2 次､3 次診断)」は、診断費用が高額にな
り耐震診断の合意が取りにくい。いきなり「精密診断」
を行わず、耐震診断とは何か、どのような診断を行うの
か、耐震補強工事に至るにはどのようなプロセスが必要
なのかの理解を求め、比較的廉価な費用で行える「簡易
診断」を薦めるのである。
簡易診断は、災害時の避難計画や建築二次部材、建築
設備の耐震診断、及び構造躯体の一次診断を行う。

図 3-1 耐震診断・補強計画フロー
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③確認申請書､検査済証､増改築･改変の有無などから、
既存建物に｢法不適合部分｣がないか、簡単にチェック
し、補強計画･設計段階での｢認定｣に障害となる部分
がないかどうかチェックする。
④ガラスやサッシ障子の脱落、各庫玄関扉の変形による
開閉障害､エキスパンションジョイントの有効幅や破
損･脱落､モルタル･タイルの浮き界面剥離など、サッ
シや鋼製扉･避難器具や手摺などの二次部材、仕上材
などの耐震診断を行い、問題があれば改善提案をする。
⑤バルコニーの隣戸隔板や垂直避難口などや共用廊下･
避難階段などの災害時の避難経路の安全性をチェッ
クし、問題があれば改善提案をする。

３．４ 建築構造の簡易診断(一次診断)
①中層の鉄筋コンクリート造の建物では、目視調査のほ
か、(財)日本建築防災協会の基準による 1 次診断を簡
略化した「共同住宅耐震診断マニュアル」により建物
の耐震性を簡易に計算する。同マニュアルの適応範囲
に該当しない建物、及び高層建物では、上記協会の一
次診断計算を建物の全部又は一部に対し実施し、その
建物の耐震性能を簡易に診断する。
②整形なＲＣ造壁式構造の中層建築物は、予備診断の段
階で診断不要(耐震性に問題なし)と判断する場合も
あるが、雁行型、コーナー壁抜け型や不整形な建築物
は、壁式構造基準に従い診断を行う。
この結果、2 次診断、3 次診断が必要と判断された建
物には、その業務内容と概算費用を提案し報告する。

３．６ 建築設備の耐震診断
①貯湯式温水器や高置水槽、受水槽、エレベーター、キ
ュービクルなどの設備機器や各配管類などの設置･固
定方法、エキスパンションジョイント部のフレキシブ
ル配管の状況を目視調査し、問題があれば改善方法を
提案する。
②火災報知機などの防災設備の点検を行い、問題があれ
ば改善提案する。
③震災後の設備機器の機能保持や、ライフラインの確保
について、必要に応じて相談にのりアドバイスを行う。
建築設備の耐震診断は、診断結果を踏まえ、設備機器
類などの補強計画や対策を提案し、完了する。

３．５ 建築･二次部材や避難経路などの診断
①マンションが立地する地域の地震予測と防災危険度
を調査し、報告する。
②耐震診断に要する費用や、補強計画･設計、工事費の
助成金や補助金が自治体ごとに異なる。また、マンシ
ョン管理組合への融資制度もある。調査･診断から補
強工事までの業務の流れと、その業務ごとの補助金や
助成金に説明し、アドバイスする。

図 3-2 東京都震度予測図
（首都直下地震による東京の被害想定報告書より）

写真 3-1 地震時の建物二次部材（玄関扉、鉄骨階段、EXP.Joint）の破損状況
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３．７ 耐震診断のための躯体調査
耐震診断のための躯体調査は以下の様なものとなる。
①各階 3 か所、100 ㎜径のコアをダイヤモンドコアで抜
き、この供試体を所定の試験所に持込み、コンクリー
トの圧縮強度、中性化深度を測定する。
（写真 3-3）
②建物の躯体に入ったひび割れや、鉄筋露筋、欠損など
を目視調査し、調査図に記入する。
③共用廊下の床等のレベルを測定し、沈下を判断する。
④建物の構造図が紛失している場合には、主要な柱や耐
力壁、梁などの内部の鉄筋に位置・間隔などを鉄筋探
査機で測定し、一部のコンクリートをハツリ、躯体内
の鉄筋の口径などを調査する。
⑤増改築などの建物の改編状態の有無を調査する。
これらの調査結果を耐震診断のために基礎データー
とする。
３．８ 耐震診断(２次診断、３次診断)
耐震診断は､中層の鉄筋コンクリート造の建物では、
(財)日本建築防災協会の基準による 2 次診断を行い、耐
震性を計算する。鉄骨鉄筋コンクリート造の高層建物や
同マニュアルの適応範囲に該当しない建物は、上記協会
の 3 次診断計算を建物の全部又は一部に対し実施し、そ
の建物の耐震性能を診断する。
Ｉs 値(その建物の固有の耐震指標)は､下式で算定する。
Ｉs＝Ｅo×Ｓo×Ｔ
Eo＝C(強度指標)×F(靱性指標)
Ｉs＝構造耐震指標値
Ｅo＝保有性能基本指標
Ｓo＝形状指標
Ｔ＝経年指標
なお、精密診断の結果を踏まえて、耐震補強の程度を
示す目安として、補強計画（1 案程度）を作成する。
診断結果と補強の目安を管理組合に説明し、居住者の
意見や反応を見ながら、補強計画･設計の方向性を探り、
次のステップの業務内容を提案し､業務見積を提出する。

場合、
「補強設計」の前のステップとして「補強計画業
務」として委託業務契約を結び、建物の特徴や管理組合
の状況に合せて、具体的な補強方法や範囲、また段階的
に補強方法などを、管理組合と検討し、決定する。
補強計画は以下の様に多角的に検討し、合意形成する。
①補強工法の検討
補強計画・補強設計には以下の様な手法が考えられる。
1．ピロティ補強工法(柱補強､壁増設･補強など)
2．妻壁バットレス工法
3．外付けフレーム工法
4．柱・梁構面補強工法
5．免震工法
6．減築(上層階の除却)、建物軽量化
どの工法が推奨されるかは、建物の形状や弱点、居住
性や建物のデザイン性などにより総合的に判断される。
②「居ながら改修」か「空き家改修」か
工事中に居住者が在宅している状態で｢居ながら改
修｣する工法と、一旦、引越してもらう｢空き家改修｣工
法が考えられる。工事費用や工期など一長一短がある。

写真 3-2 設備機器の被災状況

３．９ 補強計画
Ｉｓ値が高く、ピロティや外壁など共用部分の一部の
みの補強で済む場合、合意形成は比較的容易に済む。
一方、Ｉｓ値が低く、大々的な補強が必要な場合には、
補強計画を多角的に検討する必要がある。
特にマンションは居住快適性が要求される為、補強方
法や補強箇所の選定は管理組合や居住者と協議し、方針
を決定する必要がある。加えて、自治体などとの協議な
どが必要となる。このように補強を容易に決定できない
写真 3-3 コア抜き調査

11

○耐震改修･補強工法の検討が必要と判断される場合は、
建蔽率･容積率の余裕などのチェックと補強の可能性
を検討する。
○構造技術者の診断結果により、精密診断が必要と判断
された場合は、その概算予算の検討を行います。
補強方法、補強範囲などを決定し、合意形成したら、
実施設計を行う。耐震改修促進法の計画認定を受けるた
め、
「評定委員会」による「補強設計」の評定を受ける。
あわせて自治体建築指導課と協議し、必要な諸手続を行
い、実施設計を完了させる。

③資金計画･工事費用の検討
耐震工事は原則として管理組合の修繕積立金を財源
とする。自治体には補強設計や工事費に対する助成制度
がある場合もあり、これを活用することも検討される。
また住宅金融機構のマンションリフォームローン及び、
東京都の利子補給の活用も薦められ、民間金融機関によ
るマンション管理組合を対象としたローンの活用も考
えられる。
④「長期修繕計画･大規模修繕工事」と整合を図る
一般にマンションでは 12～15 年周期で計画修繕工事
を実施する。この工事は、戸当り 100～200 万円程度の
費用を要する場合もある。管理組合は長期修繕計画を策
定し、修繕積立金を積立てている。補強計画は、この計
画修繕工事と合わせて計画し、建物全体のリニューアル
と合わせて総合的に計画する事が、経済的かつ効果的で
望ましい。長期修繕計画と耐震補強計画を整合させるこ
とも欠かせない。
⑤補強計画を推進する組織
建築家､構造設計者､設備設計者が集まり、｢構造｣が提
案する補強計画を｢建築｣や｢設備｣の面から検討する。
補強箇所廻りに設備配管や建築二次部材がある場合、補
強に合せて設備配管や二次部材など移設したり、設備方
式を更新する事も検討する。
⑥マンションにおける耐震補強の位置付け
耐震補強設計は取って付けた様なデザインではなく
新たな付加価値を創造するものでありたい。
○構造躯体の補強を素直に表現し、優れたデザイン性に
より、建物の外観が安定するように心がけたい。
○補強の際に創り出される空間により、居住空間や共用
部分のスペースの利便性を向上させたい。
○建物全体の資産価値を向上させたい。
⑦耐震補強の目標値
耐震補強の目標値をどこに求めるかも、管理組合と検
討し合意を得る必要がある。Ｉｓ値が低いマンションの
場合、一度に全ての補強を行なう事は、資金計画・合意
形成の観点から難しい場合がある。この場合、最終的な
目標値の設定と、段階的な目標値の設定などに分けて検
討する事もある。

図 3-3 評定・認定について

⑧耐震補強設計と判定･認定
○敷地面積・建築面積・床面積、建蔽率・容積率などに
関し、既存不適格か､法不適合かチェックし、地震で
被害を受けた場合の再建･建替えの可能性を検討する。
写真 3-4 耐震補強を行った事例
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４．外装仕上･防水材の劣化診断と修繕計画
外装仕上･下地材、防水材等の劣化調査と修繕計画が中心となる。既存材を剥がし､除去して仕上るか？
それとも既存材を残置し､新規仕上材を被せるかの判断が重要である。
４．１ 躯体調査と小径コア抜き調査
コア抜きによる中性化深度、被り厚さ調査と、ひび割
れ･欠損､鉄筋露筋などの目視調査がコンクリート躯体の
劣化調査である。
耐震診断の際の調査では､口径：100 ㎜程度のコンクリ
ート･コアを各階３か所以上抜き、
コンクリートの圧縮強
度や中性化深度を調べる。一方、外壁等の修繕工事に向
けた調査では口径：30 ㎜程度のコアを外壁などに数ヶ所
抜き、調査する。RC レーダーで鉄筋位置を探査し､鉄筋
交叉部の位置でコアを抜き、刃先が鉄筋に当たった位置
で供試体を取り出す。この小径コアサンプルから鉄筋の
被り厚さ、中性化深度、モルタル層の有無と厚さ、層間
剥離の状態、外装仕上材の厚さ等を読み取る。

図 4-1 鉄筋までの被り厚さ

４．２ モルタル層の｢浮き｣｢界面剥離｣調査と修繕計画
３０年以上の昔に建てられた建物では、外壁などはコ
ンクリート躯体の上に、モルタルを塗り、外壁吹付け仕
上やタイル貼り仕上となっている場合が多い。
このモルタル層は躯体の中性化の進行を抑え、建物の
耐久性を確保する上では有効であるが、経年で躯体とモ

写真 4-1 小口径コアによる
中性化深度

写真 4-2 地震によるモルタルの脱落事例

図 4-2 外壁躯体補修のフロー
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コンクリート躯体
モルタル層

ルタル層の界面の付着強度が低下し、剥落・脱落事故が
発生する場合がある。モルタル層の浮き界面剥離を定期
的な調査・点検を行い、
要すれば補修を行う必要がある。
モルタル面を打検調査し、｢浮き｣｢界面剥離｣の程度や
範囲を調査する必要がある。
通常、モルタル層の浮き､界面剥離は、エポキシ樹脂ア
ンカー工法により修繕する。
浮き､界面剥離が激しく広範
囲に及ぶ場合や、軽量化により建物の耐震性能お向上す
る場合は、モルタル層を全面的に除却する場合もある。

タイル

モルタル空隙部にエポキシ樹脂充填

ロックピン

リング

打込み棒
ステンレス中空アンカーピン

低粘度注入用エポキシ樹脂

図 4-3 エポキシ樹脂ピンニング接着工法

４．３ タイル貼り外壁の調査と修繕計画
タイル貼り仕上の劣化は以下の様なものがある。
①タイル表面の劣化、汚れの付着、雨筋汚れなど。
②タイルの浮き､界面剥離と剥落･脱落。
③タイル目地モルタルの劣化。
｢②タイルの浮き界面剥離の調査｣は「赤外線法による
外壁タイル浮き調査法」がある。また、浮きの原因には
下地モルタルの不良(サンドモルタルなど)や、タイル貼
りの施工不良などがあり、
その対策は｢下地モルタルを除
去して張替える方法｣や、
｢タイルの張替｣､｢エポキシ樹脂
ピンニング接着工法｣などがある。
既存タイルの材質､表面劣化､汚れの発生箇所とその原
因､対策などを総合的に調査･検討し、対策を講じる必要
がある。
また、外壁タイルの汚れ対策には､高圧水洗テストや､
各種タイル洗浄方法、光触媒のテスト施工などを行い、
その工事費用を検討する必要がある。

図 4-4 外壁塗膜の引張り強度試験 断面構成

４．４ 外装塗膜の調査と修繕計画
外壁･上げ裏などを対象に、
必要数の引張り強度を測定
するアタッチメントを設置し、既存仕上材の付着強度を
調査する。
例えば、
新築時の外壁は｢リシン吹付け｣で､第 1 回目の外
壁塗装工事には､この塗膜の上に｢マスチックＡ｣を塗り、
さらに第 2 回目の外壁塗装工事の時に、この上に｢弾性･
吹付けタイル｣を被せているような事例がある。
外壁の調査では、既存塗膜の材質が何か？ 過去に、
どんな材料を塗重ねてきたか？ 調査する必要がある。
また既存塗膜の付着強度調査では、過去の塗り重ね塗膜
のどの部分の付着強度に弱点があるか検証が必要である。
例えば新築時の塗材とモルタル層との層間の付着強度
が弱く、
殆ど全ての検体はこの箇所で破断している場合、

写真 4-3 入口庇のモルタルを剥がす

写真 4-4 既存塗膜の剥離･ケレン･洗浄 試験施工
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所定の付着強度に達していても、既存塗膜を残置し、そ
の上に新規塗膜を被せる工法を採用するか、どうかの検
討は、既存塗膜の剥離･除去のテスト施工し、検証する必
要がある。外壁一般やバルコニーの軒天、共用廊下や階
段室の内壁など建物の部位毎に仕上材や塗材の種類を変
えている場合が多い。それぞれの部位ごとのキメ細かな
調査が必要となる。
４．５ 既存塗膜の剥離･洗浄 試験施工と修繕計画
既存塗膜がどの程度剥がしやすいかを、剥離剤、超高
圧水洗機や超音波剥離機などにより試験施工し判断する。
高圧水洗機による試験施工の場合、
｢完全ケレン｣｢半ケ
レン(脆弱部のみ除去)｣｢洗浄｣のグレードの距離､運行速
度などを測定し、修繕設計･仕様書作成,施工単価の基礎
データーを得る。
外壁塗材の修繕方法には、既存塗膜を剥し除去ケレン
して新規仕上を施工する工法と、既存塗膜を残置し、そ
の上に新規塗膜を被せる工法がある。また新規の外装仕
上材を有機系塗材を選択するか、無機系塗材を選択する
か、更には､塗材の耐久性を選択するかによっても、計画
修繕工事の周期が異なってくる。
４．６ シーリング材調査と修繕計画
通常、外壁のシーリングは「打ち継目地」
「サッシ･鋼
製建具廻り目地」
「金物付根端部廻り」｢タイル壁伸縮目
地｣などに施工され、その素材には｢油性コーキング｣｢ポ
リウレタン｣｢変成シリコーン｣｢ＰＩＢ｣｢ポリサルファイ
ド｣など、物性の異なる材料がある。
夫々の施工部位毎にワーキングジョイント(二面接着)
やノンワーキングジョイント(三面接着)が適切なものや、
施行上、｢外壁の塗膜を被せる｣ものと、｢シーリング材に
塗膜を被せずに露出させる｣ものがある。
建物のどの様なところに、どのようなシーリング材が使
用され、目地の寸法形状(Ｗ×Ｄ)はどの程度か、バッカ
ーは使用されているのかなどを調査する必要がある。
現地で、既存シーリング材のサンプル材を取り、試験
場に持込み､引っ張り試験を行い、劣化度を判定する。
劣化が進行していれば､既存シーリング材を除去し、
新規
シーリング材に打ち替える。修繕計画に当たっては、部
位毎の既存シーリング材と新規シーリング材の指定、既
存材の除去方法、プライマーや目地寸法形状の指定が必
要である。
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４．７ 塗膜防水の劣化調査と修繕計画
マンションのバルコニーや共用廊下､屋外階段などは
方持ちスラブで、床面に防水が施されていたり、コンク
リート直押え(防水なし)のものがある。下階への漏水や、
躯体内への雨水の浸入を防止し、方持ちスラブの耐久性
を確保するために、床面を防水する場合が多い。
この床の防水材には､ウレタン､MMA 樹脂､エポキシ樹
脂やポリマーセメントモルタル(無機)系塗膜防水、長尺
塩ビシート防水などが使われている。
竣工図や修繕記録により、既存の床防水の工法･仕様､
性能などを調査する。既存床材の劣化現象（汚れ、膨れ、
口開き、剥がれなど）を目視調査し、必要に応じ、サン
プルを切取り詳細な調査を行う。
新期に床防水を施工する場合や､既存防水材を全面撤
去し､新規増水材を施工する場合は、
新規防水材の選択の
自由度は高い。一方、既存防水材を残置し、その上に新
規防水材を被せる場合には、新規材料の選択の自由度が
制限される。
既存材を調査の上､修繕計画を検討する必要
がある。
また、
既存の塗膜防水を除去･ケレンする方法について
も事前にテスト施工を行い、
コストや騒音･粉塵や通行制
限などの対策を検討しておく必要がある。

図 4-5 シーリング材調査結果

４．８ 屋根防水の劣化調査と修繕計画
一般に、マンションの屋根防水はアスファルト露出防
水か、押え防水である。押え工法の屋根防水の漏水は､
コンクリート押え層を撤去して調査することは実質的に
できない。部分的に漏水箇所の廻りに塗膜防水を被せて
様子を見る程度の対策となる。押え工法の屋根防水は漏
水事故が起こるまでは原則として手を付けない。
漏水事故が多発し、押えコンクリートの上から塗膜防
水を被せて補修しても､漏水が止まらなくなったら、
既存
の押え層、断熱層､防水層を全面撤去し、アスファルト防
水をやり直すことが必要となる。この場合、右の写真の
様に、後々のメンテナンスや補修工事がやり易いように
断熱材をコンクリート平板ブロックで押える工法を検討
したい。
露出防水の場合は、竣工図から既存の断熱･防水の工
法･仕様､性能などを調査し、又は、修繕記録より、改修
屋根材、防水工法、残存寿命(保証期間)などを調査する。
下の図のように防水面、立上り役物などを目視調査し、
口空き､膨れ・界面剥離、水溜り､勾配不良､表層劣化を屋
根伏図に記録する。部分的に防水材をカットし、ルーフ
ィング材料の残存寿命を推定する場合もある。
屋上･露出防水の修繕方法は、
撤去工法と被せ工法がある。
既存防水の劣化が著しくない場合は、口空き･膨れ・界面
剥離を切開して溶融アスファルトを流し込み補修した後、
アスファルト防水を全面に被せる。既存防水層を１層と
見なし､2 層被せることのより「3 層防水＝10 年保証」と
する考え方もある。
既存防水を全面撤去する場合は、防水層の上に断熱層を
カバーし、コンクリート平板で押える外断熱工法が推奨
される。
逆に、断熱層を防水層でカバーする仕様にすると防水層
の熱劣化が激しく、防水層の耐久性が相対的に低下する
結果となる。

図 4-7 屋根露出防水の調査図

16

写真 4-5 屋上防水コンクリート押えの除去

写真 4-6 屋上アスファルト防水の上、断熱ブロック押え

改修前
図 4-6 屋根防水修繕案

改修後

５．建築設備の劣化調査と修繕計画
給排水･給湯配管設備は室内(専有部分)から劣化が進行し、漏水事故につながります。
マンション管理上、各住戸の室内の給排水･給湯設備配管の劣化調査と修繕計画は、重要な課題です。
住宅室内の換気扇･ダクトやダンパー､ベンドキャップの劣化調査と維持管理･修繕計画も必要です。
各戸の契約電力容量が３０Ａ以下のマンションでは引込み幹線からの増量が避けて通れない。
る管材や範囲など)を総会で決め､各戸の模様替え工事
の際にこの基準を守ってもらう。
②専有部分ではあるが、管理組合でまとめて全戸一斉
に設備配管の更新工事を行う。この場合、修繕積立金
を取崩す場合と、各戸で臨時に徴収する場合がある。
全戸一斉に行う方が工事費は安価に納まり、配管類
の耐久性の性能保証も得られる利点がある。

５．１ 専有部分の設備配管の抱える問題点
高経年マンションでは、各住戸内の給排水･給湯配管
の腐食･劣化が進行し、配管に穴があくなどして下層階
への漏水事故が発生するようになる。
一般に共用部分の給排水管より室内の配管の方が管
の口径や肉厚が少なく、耐久性も短い。これらの配管
は洗面器･便器､台所流し､浴槽やシャワー､給湯機など
の住宅設備機器と接続していて、配管を取替えようと
すると住宅設備機器と配管を外し､洗面所･便所､台所
流し､浴室などの床材を剥がす必要がある。
室内の配管や住宅設備機器などは専有部分であり、
管理規約では､管理対象外としている場合が多く､マン
ションのスラム化はこの部分から始まる。
この専有部分の維持管理には以下の方法がある。
①室内の模様替え改装と設備配管の更新基準(更新す

①専有部分の給排水･給湯設備･修繕 実態調査
アンケート調査により、以下の傾向を把握する。
①設備配管による漏水事故の実態
②漏水事故に対する配管修繕の経験と範囲と仕様
③管理組合が一括して専有部分の設備配管を修繕する
ことへの賛否。
④室内改装や住宅設備機器の取替の経験の有無。

図 5-1 住戸内水廻りの設備配管調査図
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⑤給排水･給湯設備の不具合。
給水管：水圧､水の出具合､濁り水､赤水の発生状況､
排水管：臭気､流れの不具合･逆流､漏水など
給湯設備：温水の出具合。給湯機の給湯･暖房能力、
給湯機の取替時期･取替え予定など
⑥取替済の配管範囲、住宅設備機器や床仕上材の種類
以上のアンケート調査により、劣化状況や住宅内設
備への関心、全戸一斉、一括発注への賛同を把握する。
②専有部分の給排水･給湯設備の調査･既存図面の作成
図面により建物内の配管設備の経路､使用管材･口径、
住宅設備機器の原型･仕様などを把握する。
また、リフォーム済のお宅や､全くリフォームを行っ
たことがなく、入居時の内装や住宅設備機器を使い続
けているお宅の室内の様子など､何件かのお宅をサン
プルに目視調査して様子をつかむ必要がある。
内装リフォーム工事が行われている住戸があれば、工
事中の室内を見せてもらい、その内装材や配管材を目視
調査し、住戸の平面詳細図などに配管位置、種類、寸法
形状を記録し、既存配管図面を作成する。[前頁図]
更に、
撤去配管サンプルを切取り､管材の残存肉厚を測定
し、劣化度を調査し、管理組合の広報などにより設備修
繕工事の必要性の理解を求める。
③専有部分の給排水･給湯設備の修繕計画
作成した既存の室内設備配管図面をもとに、新規配管
図面を作成する。この図面には、床材などの内装仕上材
の撤去･復旧範囲、
配管材料･口径などの仕様を計画する。
管理組合が統一して一括発注する工事範囲と、各戸の
希望と費用負担で行うオプション工事の範囲を明確にし

ておくことも不可欠である。管理組合が統一して全戸一
斉に行う工事は、以下の様なものがある。
①メーターボックスの量水器以降､蛇口(カラン)までの
給水配管を撤去し、新管に取替える工事。
共用の給水主管(立管)も同時に更新する場合もある。
②給湯機(温水器)と蛇口(カラン)を結ぶ給湯配管を撤去
し、新管に取替える工事。
③洗面化粧台､ユニットバス排水トラップ､台所流し排水
口より共用排水立管までの横引き配管。
共用の排水主管(立管)も同時に更新する場合もある。
④取替える範囲の床や壁の内装仕上材の撤去・復旧
一方、各戸の希望と費用負担で行うオプション工事の
範囲は、以下の様なものがある。
①住宅設備機器(洗面化粧台､便器､洗濯パン､ユニットバ
ス､キッチンセット､給湯機､及び水栓(カラン)､排水ト
ラップ)の取替工事
②特別な内装材の希望。インテリアリフォーム
事前に各戸希望のオプション工事の支払のルールを決
めておくことも重要である。

エルボー部錆瘤

酸洗い後

写真 5-1 給水管抜管調査

図 5-2 スラブ下、下階の住戸の天井裏に排水管が設置された事例
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④浴室内の給排水･給湯設備の調査と修繕計画
浴室には給水管､排水管､給湯管が配管され、浴室内に
風呂釜が設置されている場合はガス管も配管されている。
床スラブやコンクリート壁で仕切られた区画の床面や
立上り壁面に防水(アスファルト防水)を施工し､タイル
貼りなどで仕上げた浴室と、ＦＲＰ製のユニットバスを
床スラブの上に設置した浴室がある。前者は排水管が床
スラブを突抜けて下階の住戸の天井裏に配管される。
浴室からの漏水事故は、防水層の劣化やユニットバス
の破損、及び給排水･給湯配管などの腐食劣化による。
浴室廻りの修繕計画には、事前に図面や室内を調査す
る際に、以下の事項をチェックする必要がある。
①防水工法の浴室か、ユニットバスか？
②給排水･給湯､ガス配管など室内の配管経路の確認
③漏水事故発生の件数と原因、浴室リフォームの件数
④リフォームの際の配管更新件数の把握
以上の事前調査を踏まえて､浴室廻りの配管の取替方
法や費用、在来防水工法の場合は、防水改修工事と同時
施工するか、どうかの判断が重要である。
また、スラブ下(下階天井裏配管)の在来防水工法の浴
室を、スラブ床上転がし配管のユニットバスに改修する
ことが可能かどうかの計画検討も重要である。
５．２ 換気扇ダクトなどの調査と修繕計画
まず、換気設備の竣工図から調査を始める。図面か
ら、換気扇、及びダクトの機種､給排気経路､管材や排
気孔･ベンドキャップやＦＤ(ファイヤーダンパー)･チ
ャッキダンパーなどの設置を把握する。次に、アンケ
ート調査で各戸の台所系､浴室洗面所系換気扇の作動
状況,換気能力,給気の有無,給排気具合や換気扇及び
ダクト内の清掃(煙突掃除)の頻度等の実態を把握する。
更に、外壁･排気孔廻りの汚れ具合、排気口の閉塞状況
やＦＤ(ファイヤーダンパー)･チャッキダンパーの作
動状況などを目視点検し、写真や内視鏡写真、図面等
の報告書を作成し、居住者に説明する。
劣化度により、換気扇ダクト内の清掃(煙突掃除)や
外壁の排気孔(ベンドキャップ)の脱着清掃や取替､
FD(ファイヤーダンパー)･チャッキダンパーの取替等
を計画する。また､ダクト本体が劣化し穴が開いている
場合には､耐久性の高いダクトに取替える計画をする。
取替の範囲や仕様により工事費は異なる。

写真 5-2 アスファルト防水の上モルタルタイル押えの浴室
在来の浴室とユニットバスの漏水原因

自然換気

防水層の最端部不良による漏水

トラップまわりの不良・排水管の連結不良
などのよる漏水

（配管を水が伝わり思わぬところで
漏水することがある）

在来浴室

強制換気

壁ジョイント部

部品類の老朽化による漏水

パネルジョイント部の
老朽化による漏水

ユニットバス

写真 5-3 ダクト内の閉塞状態とダクトの破損
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５．３ 電灯幹線の増量のための調査と修繕計画
ブレーカーがよく落ちる。突然、ブレーカーが落ち
ると作業中のパソコンのデーターが失われてしまい、
また作業をやり直さなくてはならなくなる。こんな悩
みが、築後 30 年以上経過する公団･公社分譲のマンシ
ョンにはあります。エアコンや電子レンジ、パソコン
などの家電製品があまり普及していなかった時代に建
てられたマンションは、各戸の契約電力容量が 30Ａま
での住棟の電灯幹線容量で設計されていたためです。
①電気設備の容量の調査
まず最初に､電気設備の竣工図により既存の電気幹
線容量､各住戸の契約電力容量を調べ、次に、アンケー
トにより、各戸の契約電力容量やその過不足(ブレーカ
ーが落ちる頻度)と対策や、回路別の使用頻度等を聞く。
また､エアコン･電子レンジ､ドライヤーなどの家電製
品の保有実態なども聞き、管理組合が実施する予定の
幹線容量の増量計画に対する賛否や、増量するとした
ら契約電力は何アンペア程度を希望するかを問う。
また、所轄の電力会社の支店･営業所を訪問し、各戸
の増量希望を基に、電力会社が掌握している各家庭の
契約容量と需要率を勘案し、既存の引込、及び幹線か
ら各戸何アンペアまで契約が可能か、また、管理組合
が住棟内の電灯幹線を増量更新する場合、電力会社は
対応可能かなどの打合せを行う。
また、既存が 1 住棟当たり､50ＫＶＡ以下の低圧引込
みの場合、低圧引込みのまま､1 住棟当たり 2 引込みが
可能か、低圧引込みから高圧引込みに変更するのか、
などを打合せる。

②電気設備の改修計画
各住戸で使用できる電気容量をアップさせるには、
以下の方法がある。
①低圧引込みのまま引込み数を｢1 引込み｣から｢2 引込
み｣に増やす。
②低圧引込みを高圧引込みに変更する。
③借室･借棟のトランス容量を増設する。
階段室型住棟では、階段単位で｢１引込み｣から｢2 引
込み｣に増やすことが可能な場合があります。
低圧引込みを高圧引込みに変更する場合は、敷地内
に集合住宅用変圧器(パットマン)を設置するか、電柱
上に変圧器を設置するなどの方法がある。
また、既存の住棟・団地に変圧器室(借棟･借室)があ
る場合には、借室内の電力会社のトランスを増設する。
③その他の電気設備の改修計画
幹線引き換え計画と合せて、住棟内の共用灯や、屋
外照明、エレベーターなどの動力配線を引換える計画
を同時に検討する場合もある。
また住戸内の分電盤以降の配線の回路分けをオプシ
ョン工事として計画する場合もある。

写真 5-4 各戸の積算電力計と住宅内の分電盤

写真 5-5 妻壁に設置された
引込開閉器盤

図 5-3 電気設備改修図
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６．断熱･省エネルギー化の調査と計画
地球温暖化ガスの削減の関心の高まりにより、建物の高断熱･高気密化や､住まいのエネルギー消費の
効率的活用や削減を図ることが重要になってきた。
既存建物の省エネ改修に優遇税制が設けられ､補助･助成もなされるようになった。
６．１ マンションの省エネ基準
１９６５年以前は北側の室内壁にも断熱材が貼られ
ていない。１９８０年以前のマンションは全室に断熱
材が貼られるようになった。１９９９年の次世代省エネ
ルギー基準では住宅の気密性の向上も図られた。
既存建物が、省エネルギー基準との間で不適格な部分
を調査し、改善するように計画することが必要である。
６．２ 図面調査
図面により既存建物の各部位ごとの性能調査を行う。
①既存建物の居室の外周壁の断熱材の設置範囲(北面
写真 6-1 室内に発生した結露のよるカビ
のみ､東西妻壁､南壁など全周)。断熱材の種類･厚さ､
熱貫流率、内断熱か外断熱かなど。
②屋根スラブの断熱材の設置範囲(居室上部のみ､庇先
端まで)。断熱材の種類･厚さ､熱貫流率断熱。内断熱
か外断熱かなど。
③サッシ･鋼製建具(各戸玄関扉)の断熱･気密性能。
④給･換気システム、換気扇の種類､ダクト径､チャッキ
ダンパーや熱交換型排気か、メンテナンスは良好か
⑤冷暖房空調方式。ウィンドウ･クーラー(スリーブな
し)かヒートポンプ式セパレートタイプか
⑥給湯システムの調査。ＢＦ釜､給湯機､深夜電力温水
器、ヒートポンプ型給湯機か
⑦エレベーターや給排水設備のモーター類と制御
⑧共用灯･照明器具の灯具の種類
図 6-1 折り返し断熱補強が必要な範囲

６．３ アンケート調査
アンケートにより室内の居住性の不具合や各戸の省
エネ対策や努力などを質問する。
①室内の内壁や窓などの結露･カビの有無､程度､範囲
と対策、室内の手入れの仕方など
②内断熱工法と外断熱工法の屋根の場合、小屋裏通気
の有無と、最上階の住戸の室内環境､屋根や外壁躯体
の蓄熱によるほてり、冷暖房効果
③冬季、１階住戸やピロテイー上階住戸の床の冷え
④サッシや鋼製玄関扉の隙間風(気密性)や断熱性(結
露)の不具合

写真 6-2 屋根防水を外断熱工法により改修
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６．４ 目視調査と修繕計画
アンケート調査結果を踏まえ、断熱性能の劣現象や
改善事例などの目視調査やヒアリング調査を行い、各
住戸内で行われている色々な対策を評価し、又は良い
事例を紹介する。
と同時に、以下のようなマンションの対策を提案し、
断熱性能の向上や省エネルギー化を行う。
①外断熱改修計画
断熱材の不足､防露対策が不足している建物は、各住
戸内の断熱材を補強する方法と、建物の居室の外壁を
断熱材で被ってしまう外断熱工法がある。
「内断熱改修
工法」より「外断熱改修工法」の方が､人が居住してい
る建物では､改修工事がやり易く､工事費用も安価に納
まる。
②屋上の外断熱防水改修計画
屋根スラブの室内側に断熱材を設けた｢内断熱工法｣
より、屋根スラブの上の防水層の上から、断熱材で被
う｢外断熱工法｣の方が、屋根スラブの熱応力によるひ
び割れの発生や、最上階住戸の冷暖房効果が良くなり、
建物の省エネルギー化につながる。
③屋上緑化改修計画
更に、屋上防水層の上に防根シートを施し、屋上緑化
をすることにより、植物の光合成により炭酸ガスを吸
収し、酸素を放出する効果をもたらす。
④サッシ鋼製建具の高気密･高断熱化改修計画
窓開口部や鋼製玄関扉からのヒートロスは大きい。
サッシを二重化したり、ガラスを複層ガラスや真空ガ
ラスなどに更新する方法、鉄板一枚のプレスドアーを
断熱･気密性能の高いフラッシュタイプの玄関扉に取
替えることも省エネルギー化につながる。
⑤ポンプ･モーターなどの設備機器の省エネ改修計画
耐久性に限界があり､取替時期が来たエレベーター
の巻上機や、給排水用のポンプ･モーターなどを省エネ
効率の良いものに更新する。
⑥共用照明器具、屋外灯などの省エネ改修計画
エントランスホール､エレベーターホールや共用廊
下･階段､屋外の庭園灯などの照明器具を、より効率が
高く省エネ性に優れた物を計画的に更新する。
⑦機械式駐車場を自走式駐車場へ更新する計画
機械式駐車装置は多額の維持費を要し､20～25 年で
更新する。敷地に余裕があれば、電力によるこの装置
を、自走式駐車場に切換える計画が省エネ化に繋がる。

写真 6-3 外断熱パネル貼り工事

表 6-1 サッシの断熱修繕方法

表 6-2 外壁・断熱改修工法の種類と特徴

22

７．高齢化対策の調査と修繕計画
年を取ると出かけるのが億劫になり、家の中に引き籠りがちになる。高齢者が気軽に家からでかけ、
地域のコミュニティーに参加し、快適に過ごせるマンションでありたい。高齢者の安全な歩行･移動に
障害がない対策が必要となる。調査者が車イスに乗ってマンション内を移動してまわり、何が高齢者
の移動の妨げになり障害となっているのか。どう改善すればよいのかを調査する方法が有効である。
④高木樹根の成長による路盤、縁石の隆起と樹根除去。
(写真 7-1.2)
⑤緑陰の成長による屋外照明の障害や夜間照明の不足
⑥歩車道館のＬ字型街渠、縁石の段差と段差解消計画
集会所や広場､駐車場･ゴミ置場などのコモン施設の段
差や手摺設置の有無。(写真 7-3)
③建物共用部のバリアーと修繕計画
建物内共用部分の障害･バリアーには以下のようなも
のがあり、外壁等改修工事の時に改善する。
①アプローチとエントランス
ホール間の階段と、スロー
プ化による改修(写真 7-4.5)
②エントランスホール扉の
開閉障害。
③エレベーターホールと共用
廊下床の段差改修(写真 7-6)

７．１ バリアフリー化の背景
40 歳代前後の働き盛りの勤労者世帯を販売ターゲッ
トにしてきたマンションは、３０～４０年経過すると、
大半の居住者が高齢化する。入居時には階段や一寸し
た段差も苦にならなかったが、高齢者にとっては、こ
れが移動や歩行の障害と感じられるようになる。
集合住宅のバリアフリー化とは、高齢者や障害者がで
きる限り障害が少なく安全に移動し、生活できるように
することである。近年つくられた集合住宅は「長寿社会
対応住宅設計指針」(国交省)、
「福祉のまちづくり条例」
(各自治体)、
「日本住宅性能表示基準」(品確法)などによ
ってバリアフリーは一般化している。
７．２ アンケートによる居住者の高齢化予測調査
アンケート調査で、マンションの居住者の家族構成
や年齢､入居後の経年などを質問し、平均的な居住者像
や高齢者世帯の割合、少子化の傾向などを把握する。
高齢者世帯には、外出の頻度や目的(買い物､ゴミ捨
て､コミュニティー参加など)、行き先や、歩行・移動
の困難な箇所、障害を感じる場所などを聞きだす。
これにより、マンション高齢化の将来予測が可能と
なり、長期的なマンションのバリアフリー化計画の基
礎資料となる。
①共用施設のバリア-調査
調査員が実際に車イスに乗ってマンション内を実際
に移動してみる。これにより移動や歩行が困難な場所
の詳細が理解される。
調査範囲は、敷地内の車路から歩行者用通路、エント
ランスホールや階段室へのアプローチ、さらに建物内の
エントランスホール、エレベーターホール、階段や共用廊
下を通って各住戸のポーチ、玄関扉に至る範囲となる。
②屋外のバリアーと修繕計画
敷地内の障害･バリアーには以下のようなものがあり、
屋外環境整備工事の時に改善する。
①不等沈下による歩行障害となった路盤の修繕。
②骨材の露出、陥没等の経年劣化した舗装路盤修繕。
③降雨、降雪時に水溜りや滑りやすい路盤の改善

写真 7-1
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写真 7-2

写真 7-3

写真 7-4

写真 7-5

写真 7-6

写真 7-7

②「階段室踊場接続方式」は、各階中間の踊場に着床す
る方法で、住戸玄関までは半壊の段差が残り完全なバリ
アフリーとはいえないが、居住したままで工事ができる
利点があり、公的賃貸住宅では設置した例も多い。
③「各階着床方式」は、直登(テッポー)型の階段質の各
階床に着床する方式で各階玄関まで完全バリアフリー化
が可能である。が、このような階段室は稀であり、また、
通常の階段室を直登階段にするためには、階段の掛替え
期間の通行止めが必要とされ、居住者の仮設住宅が必要
となる。

④共用廊下のエキスパンションジョイント金物に段差
とエキスパンション金物の更新(写真 7-7)
⑤共用廊下、階段室の床材の滑り易さや手摺の有無。
⑥高齢者が操作し難い玄関扉のドアノブをレバーハンド
ルやプッシュプル錠に取替え。
７．３ 階段室型住棟へのエレベーターの新設計画
エレベーターは高層建物には不可欠であるが、低層･
中層(５階建て以下)住宅には、ウォークアップが可能と
して設置されないのが一般的であった。集合住宅のバリ
アフリー化に際し、低･中層住宅、とりわけ階段室型住棟
へのエレベーター設置は、最大の課題のひとつである。

７．４ マンション内の住替えと親子近接居住
による高齢化対策
居住者の世帯交代、転居や途中入居が繰返され、老若
男女、
多様な年齢層が混住しコミュニティーは安定する。
階段の昇降が負担に感じられる高齢者世帯や、屋外で
遊ばせたい乳幼児がいる世帯は下層階に住み、若者やそ
の他の世帯は上層階でも良い。
老人家族とその子供の家族がスープが冷めない程の
距離で住む「親子近接居住」が精神的な支えとなる。同
一団地内での住み替えが促進されるような管理組合運営
や、コミュニティーの役割が期待される。とりわけ老人
世帯と子供世帯の親子近接居住が積極的に促進されるこ
とが望まれる。

①「廊下型住棟」にはエレベーターは設置しやすい。
(写真 7-8)は中層片廊下型の分譲マンションにエレベ
ーターを増築したもので、
既存の鉄骨外部階段を除去し、
新たにエレベーターシャフトと鉄骨階段を増築したもの
で、鉄骨造の階段とシャフトは既存建物と構造的に縁を
切り自立させ、エキスパンションジョイントで接続して
いる。
増築になるため確認申請(団地では一団地認定変更も)
が必要で、種々の法規制を受ける。
階段室型住棟へのエレベーター新設計画は以下の様な
ものがある。

図 7-1 エレベーター増設設計検討案

写真 7-8 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ増設、階段移設
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８．屋外環境の調査と整備計画
マンションは建物本体に加え屋外環境も総合的に整備する事により、住環境を向上することが望まし
い。一般的に集会所やコモン施設、屋外の駐車場・駐輪場・ゴミ置場などの建屋は、住棟より早く建
替え期を迎えるが、これら建替えは建築行為であり各種届出のための調査や情報収集が必要である。
８．１ 屋外環境調査・条件整理
マンションや団地の屋外環境は、路盤、囲障、植栽、
駐車場、駐輪場、ゴミ置場、照明、電気室、プレイロ
ット、集会所（独立型）
、などが挙げられる。
各施設について、劣化状況・要求性能や敷地の諸条件
を整理し、修繕改修計画を立案する。
①劣化調査・診断
竣工図などから、工作物などの概要と路盤等の構成を
把握する。緑化環境や夜間照明の印象、コモン施設の
使われ方や駐車場･駐輪場の運用上の不満などをアン
ケート調査でつかむことも欠かせない。
路盤などは、各仕上ごとに全般的な目視調査を行い、
劣化状況・不具合を把握する。樹木根の成長により路
盤が持ち上がったり破壊される事があり、これらは樹
木との関係と合せて調査を行う必要がある。
樹木は建築物などと異なり、経年により成長する。樹
木生長により日照・通風の障害や、虫害を発生させる
ものがある為、現地調査やアンケート調査により状況
を把握する。また、屋外施設の利用頻度・利用状況・
不具合・動向などもアンケート調査により把握する。
これらの結果を元に、各仕上材の改修時期や改修方法、
改修範囲を診断する。

②要求性能・要求条件の把握
屋外施設も建物と同様に居住者のライフスタイルに
合せて改修する必要がある。
居住者が保有している車台数や車種（大型・一般・小
型）
、自転車・バイクの台数や置場(敷地内か外侮か)、
使用料などを把握することにより、整備すべき施設の
規模が分かる。
バリアフリー化や、プレイロットの活用の仕方、災害
対策として備蓄倉庫の整備、セキュリティー対策、夜
間照明の具合、などについてアンケート調査を行い居
住者の要望・意見を把握し、管理組合として要求性能
を整理する必要がある。
③屋外環境整備計画と敷地条件
屋外施設の改修計画には、正確な屋外施設・外構図面
（高低差が分かるもの、建物や施設と敷地境界の正確
な距離）や、敷地求積図が必要である。それらが無い
場合は、実測・測量し復元・再作成する必要がある。
また駐車場、自転車置場などの増改築を行なう場合、
上屋や駐車場棟などの建築計画は建築確認申請が必要
である。この場合、新築時の建築確認通知書類が残っ
ていないと、建築条件を整理する上での手掛りを失う。
また敷地が属する地域地区の条件を整理し、計画可能
な建築物や工作物などの条件を整理してから、基本計
画を検討する。団地の場合、建築基準法第 86 条による
一団地認定を受けている事が多く、これらの変更申請
手続や要求条件も事前に諸官庁と打合せる必要がある。
なお、駐車場の使用料は､マンションの維持管理のた
めの貴重な財源となる。計画に当たり管理費会計、修
繕積立金会計と明確に分け、整理しておく必要がある。
敷地内の緑の役割
①.日射・通風コントロール

性
能
経年とともに成長する樹木

②.外部視線コントロール、プライバシー確保

経年とともに劣化する建物

③.土砂流亡の防止、大地の安定
④.景観向上と生活空間の快適性向上
⑤.空気の清浄化

新築時

⑥.土壌の潅養

経年

⑦.燃料、薪や堆肥の生産
図 8-1 経年劣化する建築・施設と経年成長する樹木

⑧.昆虫や野鳥などとの共生
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②駐車場の増改築
都市型マンションでは、敷地の有効活用のため、機械
式駐車装置を導入しているマンションが多く見られる。
これらの装置は、設置後 20 年～25 年で寿命を迎える。
それを機会に、マンション内の要求台数を再評価し、
平面式や自走式の駐車場に作り変えグレードアップす
る事が考えられる。
平面式駐車場
地上に平面的に駐車する形式。メンテナンス費が安価
で、車庫入れしやすい。土地利用度は最も低い。耐久
性は半永久的。
自走式立体駐車場
建築物（駐車場棟）の中や屋根に駐車する。工事費や
メンテナンス費は機械式よりは安価で、平面駐車場よ
りは高い。耐久性は躯体(ＲＣ造又は鉄骨造)に規定さ
れる。土地利用度は高いが規模は敷地の条件に左右さ
れる。
機械式駐車装置
パレットに車を載せ、動力で上下させて立体的に駐車
させる。メンテナンス費用が高く、機械の耐久性は 20
～25 年程度。出入庫に時間を要するため、敷地内に違
反駐車が増加する。パレットの大きさや重量制限で大
型車が入らないデメリットもある。土地利用度は高い。

８．２ 屋外環境の整備計画
劣化による性能の低下、要求条件の変化による施設の
陳腐化の 2 側面から屋外環境整備を捉え、調査診断・
条件整理の結果から総合的に計画を検討する事が重要
である。またこれらの改修計画は、長期修繕計画の中
に盛り込み、資金計画検討を行う事が重要である。
①屋外路盤整備
築後 20 年程度経過すると、屋外路盤などは更新の時
期を迎える。屋外の路盤整備と合せて段差や階段をス
ロープ化するなど、バリアフリー化が求められる。同
時に育ち過ぎた植栽や不具合のある樹木を伐採・伐根
し、植栽配置を整理する。マンションの歴史を現すシ
ンボルツリーとして特定の樹木を象徴的に扱う事も考
えられる。屋外照明器具の配置を見直し、夜間の明る
さ確保にも配慮する必要もある。
また、平面式の駐車場の配置や台数を見直すこともこ
の機会に行ないたい。合せて自転車置場やゴミ置場な
どの上屋の建て替えや、配置・台数の見直しや、プレ
イロットの遊具の更新や造り替えなども行なうことが
望ましい。

８．３ 合意形成
下層階は日照・通風を求めて樹木の伐採を希望するが、
上層階の居住者は、眺望・景観という観点から伐採に
反対する。駐車場などを立体的に作り直す場合、計画
場所の前の居住者から反対を受けるなど、合意形成に
は様々なハードルがある。問題の解決は、総合的・多
写真 8-1 屋外路盤整備で平面式駐車場の配置を見直し、駐車台数増設 角的に検討判断し行なう必要がある。

写真 8-2 段差解消した駐輪場に照明器具を増設した

写真8-3 団地のシンボルツリー
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写真 8-4 メンテナンス費用のかかる機械式駐車装置

９．外壁タイルの劣化とメンテナンス

９．１ イスファファンのイマーム・モスク
世界で最も美しいタイル建築は、イランのサファビー
朝の都、イスファファンに建つイマーム・モスクだと思
う。鮮やかな色彩のアラベスク模様のタイルで覆われた
独特の形状の屋根が紺碧の空に輝く姿はすばらしい。
イラン･中央アジアのモスクなどの宗教建築はアドべ
や煉瓦で建造され、外壁面も煉瓦を積み重ねて凹凸を利
用して幾何学的な陰影をつけたり、あるいは表面を漆喰
で塗り固めて、浮き彫りを施したスタッコといった技法
で飾られていた。この技法は繊細な装飾も可能で、技巧
的に優れてはいたが全体の色彩的にはモノクロームであ
った。１３世紀から青色をはじめとする彩色タイルによ
る装飾が普及すると、建物の外装はカラフルなものとな
り、
彩色タイルの多用がイラン･中央アジアの建築様式の
主流となっていく。特にコバルト顔料を用いた良質な青
色タイルは中部イランのカシャーンで作られ、１４世紀
に入ると各地で生産されるようになる。このプルシャン
ブルーが発展し、青､黄､赤､緑､白などの様々な色のタイ
ルが製作され、数種類にカットされたタイルを使って複
雑な模様を編み出し、モスク建築などの表面を覆った。
１４世紀のイスラム世界のラスター彩釉タイルや紺地
に金彩を施したラジュヴァルディーナ彩釉タイルなど、
様々なタイルが建物を仕上るようになっていった。

イスファファンのイマームモスク外部

９．２ タイルが多用されている現代建築
現在、日本で外装仕上げにタイル貼りが最も多く採用
されている建物は分譲集合住宅、いわゆるマンションで
あろう。
このタイル貼りマンションの建築としての表現の美し
さは、１４世紀のイスラムの宗教建築に遠く及ばない。
建物の建設技術やタイルの生産力や技術水準は、１４
世紀のペルシャや中央アジアよりはるかに高度に発展し
たはずであるが、昔のイスラム建築の豊かで鮮やかな建
築表現の美しさにはかなわないし、現代建築のタイル仕
上げは感動を覚えず、貧相で扁平な印象さえ与える。
分譲集合住宅･マンションの外装材にタイルが多く採
用されるようになったのは、今から１５～２０年前、ち
ょうどバブル経済が崩壊した時期に符合する。
なぜ、この頃から、タイル仕上げがマンションの外装
に多く採用されるようになったのか？
一つは、集合住宅の新規建設工事量が拮抗するオフィ
スビル建築の外装が､ガラスと金属で構成されるカーテ
ンウォールが主流となり、建物の重量を重くする外装タ
イル仕上げが敬遠される様になったからであろう。オフ
ィスビル系建物への販売市場が減少した結果、建材メー
カーは新たの建設市場の開拓が必要となった。
第二に、この時期から日本の住宅ストック数が世帯

イスファファンのイマームモスク内部

数を上回り、住宅が過剰化する時代に至ったことがあげ
られる。第二次大戦後の絶対的な住宅不足の時代から、
「量から質へ」住宅政策の転換期にあたり、従来の吹付
け塗装仕上げの集合住宅との差別化をしないとマンショ
ンは売れなくなってきたからであろう。それまでの集合
住宅の外装は吹付け塗装仕上げが主流であったが、塗装
仕上げより質感や耐久性があり高級感を与えるタイル仕
上げのマンションが徐々に増えてきたのである。
９．３ タイルの劣化とメンテナンス
そのようなわけで、タイル外装仕上げの分譲集合住宅
が登場して、１５～２０年程度の時間が経過する。
従前の吹付け塗装外壁の分譲集合住宅では、外壁塗装
などの大規模修繕工事が１０～１５年周期で行われてき
たが、タイル貼り仕上のマンションもそろそろ、第１回
目の修繕工事の計画をしなくてはならない時期に来たの
ではないかと考えた。そこで、タイル貼りマンションの
管理組合は、
これをどのように維持管理したらよいのか、
今から５～６００年前に建てられ、カシャーンで作られ
た外装タイルのモスクはどのようにメンテナンスされて
きたのか、研究しなければならない。
タイル仕上げの外装材は、吹付け塗装仕上げよりも耐
久性は長くなるはずではある、もちろん、劣化していな
ければ、修繕する必要はないが、一体、いつ頃、どのよ
うな修繕を行ったらよいのか、マンションの管理組合、
居住者たちは考える様になった。

外壁がタイル貼りのマンション(築後１０年)

９．４ タイルの劣化現象
一般に、外装タイルの劣化現象には、以下のように｢タ
イル表面の劣化｣｢タイルと躯体(下地)との界面の劣化｣
｢躯体(下地)の劣化･不良ヶ所の発現｣の、３つがある。
① .タイルそのものの劣化現象：タイル表面の汚れ、コ
ケや藻の発生、汚れ付着、雨すじ汚れ。また、タイ
ル表面の変色･退色､表面劣化､ラスタータイルのツ
ヤ消えや､タイルの欠け､ひび割れ､タイル目地の変
色や欠落など。
② タイルと躯体(下地)の付着界面･接着層の劣化・施工
不良によるもの：浮き､層間剥離､剥落･脱落、
剥がれ､
欠損･欠落に至る場合もある。
③ タイル下地の躯体面の施工不要や地震など無理な応
力による劣化現象：躯体からのひび割れ､雨水などの
侵入によるタイル面のエフロレッセンスの発生、タ
イルの欠け､欠落､ひび割れや、躯体内鉄筋の腐食に
よるタイルの浮き･欠落など。
このような劣化現象は、以下のような調査方法によ
り確認し、修繕方法や修繕時期などを確定する。
９．５ タイルの劣化調査
タイルの劣化調査の方法には以下のようなものがある。
① 目視による調査：これによりタイルの汚れ、コケや
藻の発生、汚れ付着、雨すじ汚れ、かけ､剥がれ､欠
損･欠落、ひび割れ､エフロレッセンスの発生を確認

外壁が吹付け塗装のマンション(築後２８年)

し、記録できる。
② 打検による調査：タイルの表面をパールハンマー等
により軽く叩き、異音の発生具合により、浮き､層間
剥離ヶ所や範囲を確認し、記録できる。
以上の 2 つ.の調査方法を併用して、タイル外壁の劣
化､異常ヶ所、劣化の種類、範囲や原因などを追究し
記録することができる。ただし、打検用パールハン
マーの届く範囲が調査可能であり、高層建物では、
調査用の足場仮説が必要となる。
③ 遠赤外線調査(サーモグラフィー調査)：高層建物の
タイル仕上げ外壁に浮き､層間剥離の調査。
足場を架設せずにタイル仕上げの外壁の浮きや界面
剥離の調査ができるが、タイルのひび割れ､欠け､エ
フロレッセンスの発生､漏水個所の確認は出来ない。
また、マンションの場合、バルコニーや共用廊下の
手摺壁で隠れてしまう範囲のタイル仕上げ外壁に浮
き､層間剥離の調査は出来ない。
以上のような調査方法には、長所や短所があるので、
これらを組み合わせつつ、マンション等の高層建物のタ
イル仕上げの劣化調査は実施される。

藻やコケで汚れたタイル外壁

９．６ 外装タイル仕上げのメンテナンス法
タイル外壁の劣化現象の一つに汚れの付着や藻･コケ
の発生などがある。
通常、外装タイルの汚れやコケ･藻の発生に対しては、
高圧水洗機でタイル表面を洗浄清掃するが、さらに、タ
イル表面の「親水性」を高めて、汚れを付き難くするメ
ンテナンス法もある。
外装タイルへの汚れ付着､雨すじ汚れを防止し、
タイル
外装表面の防汚機能と耐候性を向上させる方法である。
筆者は、マンションの外壁改修工事の際、日本ウォータ
ーコートウォール協会によるウォーターコート工法で、
タイル外壁を高圧水洗機により丸洗いするようにしてい
る。これはマイナス帯電したホウ酸シリカがタイル表面
に電着固定され、表面が親水性に改質され防汚機能が確
保され、耐候性が向上するものである。下の写真
また、タイル表面にタイル表面のみのひび割れや欠け
がある場合は、その既存タイルを目地部分でカットして
除却し、新規に同一色や質感のタイルに貼り替える場合
もある。マンションの場合、補修用のタイルが保管され
ている場合があるので、これを活用する。

ホウ酸シリカにより親水化する

ウォーターコートによる洗浄、ホウ酸シリカを電着固定する

ひび割れたタイル

タイル洗い洗浄機と薬液

９．７ 外装タイルの界面剥離・剥落
通常、マンションではコンクリート躯体に圧着貼り、
又は改良圧着貼りで、タイルは躯体に貼り付けられてい
る。
なかには､打込み工法でプレキャストコンクリート坂
に打込まれているものや、ダンゴ貼り工法でタイルが１
枚１枚貼られている場合もある。躯体工事のコンクリー
ト型枠の表面に塗られた脱型材が躯体内にしみ込んでし
まっていて、
これを躯体表面から序曲していない場合や、
タイル目地が適切に設けられていない場合、圧着材の施
工不良や、外壁面の温度変化などにより、タイル面と躯
体面との間が剥離する場合がある。界面剥離が進行する
と外装材が剥落、脱落する場合もある。

９．８ 外装タイルの界面剥離・剥落・脱落防止工法
躯体とタイル間の界面剥離、浮きの補修方法には、以
下のような幾つかの補修工法があります。
① .下段の写真のようにタイル目地の交点にドリルで
穴をあけ、エポキシ樹脂を注入する工法です。この
工法は比較的にコストが安く、簡便な工法ですが、
注入したエポキシ樹脂の圧力で、外周にトモ浮きを
発生させる恐れがあります。
② この弱点を克服した工法に、図の様な中空アンカー
ピンを躯体内に打込み、先端のロックピンを押し込
むことにより､ステンレスピンの先端の３巻リング
を膨張させ、このリングにより浮いたタイルを躯体
に固定します。更に中空ピンの先端から低粘度エ
ポキシ樹脂を注入し、躯体とタイル間の空隙を充
填させるものです。中空ピンのタイル仕上り面に
タイルと同色のキャップ(蓋)を被せて作業は完了
します。この工法は、浮いたタイル１枚一枚に施
工すると、コストが高くなる弱点があります。

コンクリート躯体
モルタル層

モルタル空隙部にエポキシ樹脂充填

タイル

ロックピン

リング

打込み棒
ステンレス中空アンカーピン

モルタル塗り外壁の脱落 阪神大震災のマンション

低粘度注入用エポキシ樹脂

エポキシ樹脂注入工法によるタイル浮き補修

③ .プレート状ステンレス･アンカー金物固定法
打検により浮いていると確認されたタイル(３～４)
枚の目地交点をディスクサンダーで半円形に切削し、
切削した溝内部にエポキシ樹脂を充填し、半円形の
ステンレスプレートを挿入する。挿入した目地部を
平坦に仕上げ、既存目地材と同色の目地材を充填し
て仕上る。この工法は、３～４枚の浮きタイルの目
地交点に施工できるので、中空アンカーピン工法よ
り施工個所数量が１/３～１/４に低減でき、コストダ
ウンにつながる利点はある。
なお、②.の中空アンカーピン工法は以下のメーカーが
あげられる。
㈱リノテック ：ノックスアンカー
㈲吉野精機：ドッグバイトアンカーDA 工法
コニシ㈱ ：ボンド CP アンカーピン工法
また、③.のプレート状ステンレス･アンカー金物固定
法は、㈱東邦建材：タイルフィックス工法がある。

タイルフィックス工法

㈱東邦建材

④ .ピンネット工法
既存仕上層(モルタル層､タイル仕上げ層)の全体にガ
ラス繊維製のネットでカバーし、躯体に T 字型ピンで緊
結することにより仕上層全体の剥落を防止する工法。
T 字型ピンは㎡当り４ヶ所、２０㎝径程度モルタル層
を露出させ、躯体に固定する。
既存タイルの仕上げの美観を犠牲にし、
仕上層の剥落･
脱落を防止することを主眼にした工法である。
硝子繊維ネットに薄塗りのポリマーセメントモルタル
を被せ、その上から新規に吹付け塗装を仕上ることによ
り、建物の外観を変更するものとなる。
既存のタイル仕上げの美装性に愛着を感じている建物
ではこの工法は進められない。
９．９ タイル下地のコンクリート躯体が劣化が激しい
場合
タイル層や接着界面ばかりでなくコンクリート躯体の
劣化が激しい場合には、タイル層を除去し、貼り
直す。
既存タイル全面撤去､張替え工法
コンクリート躯体面に多くのひび割れや鉄筋露
筋、
ジャンカや巣穴等が多く発生し､エフロレッセ
ンスの発生や漏水事故が多発していて、躯体劣化
が激しい場合には、既存タイル層やモルタル層を
全面撤去し、躯体劣化個所を補修する。
タイル表面だけでなく躯体から発生したひび割
れは、ひび割れ廻りのタイルを除去し、ひび割れ
補修が必要である。次ページの写真

全日本外壁ピンネット工事業協同組合による外壁ピンネット工法

㈱東邦建材

目視・打検調査

タイルの欠損
剥がれの有無

欠損
剥がれ有

タイルの浮き
界面剥離の有無

欠損
剥がれ無

浮き･界面
剥離有

タイル表面及び目地の
ひび割れの有無

ひび割れ有

浮き･界面
剥離無

ひび割れ
無

ひび割れタイル及び近傍のタイル剥し

躯体に
ひび割れ有

タイル
剥し

貼直し

エポキシ樹脂
低圧注入

エポキシ
樹脂
ステンレス
アンカー

貼替

躯体に
ひび割れ無

Ｕカット
シール

新規タイル復旧

目地詰め・補修

保護コーティング材で洗浄

タイル外壁のひび割れとエフロレッセンスの発生

ひび割れにそってタイルをはがしひび割れ補修をする

外壁タイルの劣化とメンテナンス

②

㈲ 共同設計･五月社 一級建築士事務所 三 木

外装タイルの界面剥離・剥落
通常、マンションではコンクリート躯体に圧着貼り、
又は改良圧着貼りで、タイルは躯体に貼り付けられてい
る。
なかには､打込み工法でプレキャストコンクリート板
に打込まれているものや、ダンゴ貼り工法でタイルが１
枚１枚貼られている場合もある。躯体工事のコンクリー
ト型枠の表面に塗られた脱型材が躯体内にしみ込んでし
まっていて、
これを躯体表面から序曲していない場合や、
タイル目地が適切に設けられていない場合、圧着材の施
工不良や、外壁面の温度変化などにより、タイル面と躯
体面との間が剥離する場合がある。界面剥離が進行する
と外装材が剥落、脱落する場合もある。
外装タイルの界面剥離・剥落・脱落防止工法
躯体とタイル間の界面剥離、浮きの補修方法には、以
下のような幾つかの補修工法があります。
① .下段の写真のようにタイル目地の交点にドリルで
穴をあけ、エポキシ樹脂を注入する工法です。この
工法は比較的にコストが安く、簡便な工法ですが、
注入したエポキシ樹脂の圧力で、外周にトモ浮きを
発生させる恐れがある。
② この弱点を克服した工法に、図の様な中空アンカー
ピンを躯体内に打込み、先端のロックピンを押し込
むことにより､ステンレスピンの先端の３環リング
を膨張させ、このリングにより浮いたタイルを躯体
に固定する。更に中空ピンの先端から低粘度エポキ
シ樹脂を注入し、躯体とタイル間の空隙を充填させ
るもの。中空ピンのタイル仕上り面にタイルと同色
のキャップ(蓋)を被せて作業は完了。この工法は、
浮いたタイル１枚一枚に施工すると、コストが高く
なる弱点がある。
③ .プレート状ステンレス･アンカー金物固定法
打検により浮いていると確認されたタイル(３～４)
枚の目地交点をディスクサンダーで半円形に切削し、
切削した溝内部にエポキシ樹脂を充填し、半円形の
ステンレスプレートを挿入する。挿入した目地部を
平坦に仕上げ、既存目地材と同色の目地材を充填し
て仕上る。この工法は、３～４枚の浮きタイルの目
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地交点に施工できるので、中空アンカーピン工法よ
り施工個所数量が１/３～１/４に低減でき、コストダ
ウンにつながる利点はある。
④ .ピンネット工法
既存仕上層(モルタル層､タイル仕上げ層)の全体にガ
ラス繊維製のネットでカバーし、躯体に T 字型ピンで緊
結することにより仕上層全体の剥落を防止する工法。
T 字型ピンは㎡当り４ヶ所、２０㎝径程度モルタル層
を露出させ、躯体に固定する。
既存タイルの仕上げの美観を犠牲にし、
仕上層の剥落･
脱落を防止することを主眼にした工法である。
硝子繊維ネットに薄塗りのポリマーセメントモルタル
を被せ、その上から新規に吹付け塗装を仕上ることによ
り、建物の外観を変更するものとなる。
既存のタイル仕上げの美装性に愛着を感じている建物
ではこの工法は進められない。
⑤..タイル層全面撤去工法
５㎡以上、広範囲に全面的に浮き仕上タイル面がせり
出している状態、又は一部が剥落し始めているような場
合は、浮いている範囲を見切りよく、全面的に剥がして
しまう方法もある。この場合、剥がした範囲の外周に伸
縮目地を設けて、
新規のタイルに貼り替える場合もある。
また、既存仕上材を全面除去することにより、タイル
貼り仕上から､打ち放し状仕上に外装の意匠性を変更し
たり、
外壁に断熱機能を付加し､外断熱仕上げにすること
もできる。

⑤ .建物外周に進入防止帯を設ける。
阪神大震災や福岡西方沖地震(市内中央区･警固断層地
震)などの都市型地震では､地震力による躯体が変形した
結果、
以下のように多くの物が地上に剥落･脱落してきた。
ＡＬＣ外壁の脱落、モルタル外壁の脱落、屋根瓦の脱
落、
変形に追従できないサッシ障子やガラスの飛散･剥落、
空調室外機や看板類の脱落などであった。
中には建物自体が崩壊したものもあった。
この時の経験から、躯体にアンカーしたものは、大地
震時には剥落･脱落するものであると考え、
地震時の脱落
防止対策よりも、建物の近くに人を近ずけない建築計画
上の対策がとられるようになった。

例えば、建物の外周部や周縁部に緑地帯や､池、せせら
ぎなどを計画し、何時どの様な落下物があっても、人身
事故には至らない建築計画的な配慮が必要とされる。

建物の外周に緑地帯を設け、歩道は建物から離して計画

外装タイルの剥落防止工事の時期と修繕周期
タイル仕上は、吹付け塗装仕上げの外壁より美装性や
耐久性に優れ、風格や高級感のある建物の見えることか
ら、バブル期以降、民間の分譲マンションに多く採用さ
れてきた。一般に、吹付け塗装仕上げのマンションでは
１２～１５年程度の修繕周期で足場を架設し、外壁修繕
工事が行われてきたが、タイル仕上のマンションでは、
はたして吹付け塗装のマンションと同程度の修繕周期で
足場を架設し、手入れをしなくてはならないのか？
修繕周期を３～５０年に設定すべきか、建物躯体と同程
度の耐久性が期待できるのか、今後の課題である。
今から４～５００年前に建てられたタイル貼りのイス
ラム寺院では、多くの民衆や信者が祈りをささげるその
上部から､タイルが剥落し人身事故を起こしたという事
件は聞いたことがないし、
タイルの剥落･脱落防止工事の
事例も知らない。恐らく数百年はメンテナンスフリーで
はなかったのではなかろうか？
どの様にタイルは維持管理されてきたのか、イスラム
建築の研究者の研究が期待される。

思えない。また、赤外線による調査で建物の上層部に１
～２㎡程度の界面剥離個所があっても､目地詰モルタル
が健全で接着性能が失われてなければ、タイルは剥落し
てこないのではないかと思う。
ましてや、建物外周部に緑地帯が形成され、人が通行
する範囲に落下防止庇などが設置されていれば、あえて
タイルの剥落防止を目的として高価な足場架設をするこ
とは修繕積立金を無駄使いするような気がしてならない。
タイル外壁以外に修繕部位があれば､足場架設のつい
でに脱落防止工事を行う程度に考えている。
脱落事故は、
タイルの種類､浮き面積や目地モルタルの
物性、タイル接着工法と経年と、どの関係により発生す
るのかを科学的に検証された研究の成果を待ちたい。

躯体工事の施工不良による外装タイルの不具合
タイル貼り下地の躯体の施工不良や雨仕舞不良により
タイル表面に以下のような異常現象が現れる。
① .鉄筋被り厚さ不足による剥がれ､錆汁発生
躯体の鉄筋被り厚さ不足により、鉄筋が発錆･腐食し
膨張してタイルを押出し剥がれや錆汁が出た事例が
[写真下]である。これは、コンクリート打設時に柱
の型枠位置がずれ､タイル割付図面通りには施工で
きなくなった。そこで、ずれた柱鉄筋廻りの被りコ
ンクリートを除去し、更に柱の帯筋を切断して、図
面通りにタイルを割付て施工したものである。
築後１０数年経過し、外壁改修工事の際に､不具合が
現れた。柱廻りのタイルを全面剥がし、錆びた鉄筋
をケレン･錆落しし､切断された帯筋を鉄筋で補強し
て､躯体面に中性化抑止材を塗布し､ポリマーセメン
トモルタルで所定の被り厚さを確保し補修した。

界面剥離は脱落事故につながるか
大規模修繕に向けたマンションの劣化調査では、バル
コニーや共用廊下、屋外階段など手が届く範囲で打検調
査を行う。１住戸当たり１壁面で１０～２０枚程度のタ
イルの浮きや界面剥離現象が打検音で確認されたとして
も、
そのことがタイル層の剥落･脱落事故につながるとは
タイルの割付目地を合せるために切断された柱の帯筋

修復はタイル１枚分､柱が太く割付けられた。
② 雨仕舞不良による発華・エフロレッセンスの発生
庇やバルコニーや開放廊下の床面から雨水が浸入し､
下階の上げ裏や梁型､外壁面のタイル壁面に白華・エ
フロレッセンスが発生する。これは、水セメント比
が水過多のコンクリートが打設された際の初期白華
や、雨仕舞不良により、躯体内の水分が炭酸カルシ
ウム､消石灰などを伴い溶けだし､炭酸ガスを吸収し
て炭酸化合物となるものである。
これを防止するには雨仕舞を適切に行い､上げ裏
面をタイル仕上とせず､シリカリシンなど無機系塗
装仕上げとすることが望ましい。
修繕に際してはタイル面の白華をケレンし、タイ
ルや目地部を密実にする洗浄清掃工法が有効である。
③ 躯体貫通ひび割れ・ジャンカなどによる漏水事故
躯体を貫通するひび割れやコールドジョイント、ジ
ャンカ･巣穴などにより、室内に漏水する事故が多い。
主に横風を伴う降水時に居室内に雨水が浸入する。

バルコニー上げ裏タイル面のエフロレッセンス

タイル外壁のひび割れとエフロレッセンスの発生

高圧水洗機で水かけテストをして､雨水の浸入経路
を推定し、躯体施工不良ヶ所廻りのタイルを剥がし、
、
ひび割れやコールドジョイントをＵ字型にカットし､
シーリングし、躯体不良部を補修してからタイルを
修復する。
④ 木材･木片など不良下地材による剥がれ
タイル壁の下地は健全なコンクリート躯体でなく
てはならないが、必ずしも健全とは限らない。施工
会社の中には、躯体工事の施工不良ヶ所を隠蔽する
手段としてタイル貼り仕上げを考えていると思われ
る現場技術員も居るのではないかと思われる。
型枠脱型後、ひび割れ､コールドジョイント､巣穴･
ジャンカや木片･木コンなどや不良骨材を適切に補
修してから、タイル仕上げ工事に着手するべきとこ
ろを、その工程を省略し､仕上タイルにより躯体不良
部分を隠してしまう施工をしているものが、築後１
～２０年後の経年で､タイルの浮き、錆汁発生、漏水
事故の発生などとして現れる。

勾配屋根のも木製下地材の上に貼られたタイル

ひび割れにそってタイルをはがしひび割れ補修をする

⑤ 打継目地の未施工による漏水事故
タイル貼りの外装仕上げには防水性能がない。タイ
ル目地部や裏面を雨水が流れるものとして､躯体面
で止水処理することが肝要である。特に打継部分に
は必ず目地を設け､シーリングによる止水処理を行
う必要がある。この１次シールを施工せずにタイル
表面の２次シールのみを施工している建物には漏水
事故が発生する。
アンケートなどの予備調査で漏水事故が発生してい
るマンションでは、打継目地部の１次シールのはつ
り調査を行い、これがなければ打継廻りのタイルを
剥がして､躯体に目地を形成し１次シールによる止
水処理を行った上で、タイルを修復することが必要
であろう。
⑥ 耐震補強工事とタイル・モルタル仕上層処理
耐震補強には既存モルタルやタイル層を除去し､建
物を軽量化する手法、既存躯体に炭素繊維や鉄板を
巻きつけて､柱･梁の靭性を高めたり、構面にブレー
スや壁を設置して耐震性を向上させる手法がある。
これら耐震補強の原則は既存のタイルやモルタル層
を剥がし、躯体面を表して補強を行う。
躯体打継部

目地底躯体改修後
中性化抑止材を
含浸させる

全面撤去張替え工法
躯体の施工が不良で、漏水やエフロ、錆汁が多く見
られ、浮き界面剥離が激しい建物は「ピンネツト工
法」により不良ヶ所を隠蔽せず、タイル･モルタル層
を全面除去し、躯体から確りした改修工事を行うべ
きである。

外装タイルの耐久性とメンテナンス
陶土を高温で焼成処理したタイルの耐久性は鉄筋コン
クリート躯体の耐久性を超える。
外装タイルの維持管理や修繕計画が問題にされること
は何を意味するのであろうか？
４～５００年前のイスラム世界の時代より､現代日本
の建築技術が退化したことを意味するのであろうか？
或いは､現代の日本人が現代の日本の建設会社や職人
の施工技術やプライドに疑問を持つようになったため
か？
更には、現代人が建物の品質や維持管理にナーバスに
なったためなのか？
この特集記事の他の論考を、丹念に検討させてもらい
たいと思う。
タイル
化粧目地

シーリング材
充填
Ｄ15
Ｗ15 以上
タイル
復旧

タイル
化粧目地
タイル化粧目地
現状

タイル撤去
打継部確認

⑦ タイル

１次シールの有無を調査する

打継目地作成
躯体改修
中性化抑止処理

止水シーリング
充填

タイル復旧
化粧目地新設

打継目地は形成されているがシーリング処理がない

