超高層マンションの第 1 回大規模修繕工事
01.マンションの概要と工期設定
1.マンションの概要
カムザ・スクエア八千代緑が丘タワーズは、超高層
マンションで、千葉県八千代市の東葉高速鉄道八千代
緑が丘駅前にある。この地域は、以前は田畑や牧草地
が広がり、緑に恵まれた土地であった。1996 年八千代
市に、東葉高速鉄道が開通したのとあわせて、野村不
動産株式会社による八千代緑が丘大規模宅地開発事業
が行われた。これをきっかけとして、八千代緑が丘駅
周辺は宅地開発され、都心部で働く人達のベッドタウ
ンへと変貌した。
カムザ・スクエア八千代緑が丘タワーズは、野村不
動産株式会社による八千代緑が丘大規模宅地開発事業
で建設されたマンションのひとつである。1997 年に竣
工し、野村不動産株式会社により販売され、同系列の
野村リビングサポート株式会社が管理を行っている。
当マンションは、
「住宅棟」
「店舗棟」
「駐車場棟」
から構成されており、エキスパンションジョイントで
繋がる一群の建築物である。
住宅棟は鉄筋コンクリート造、地上 26 階地下 1 階
建ての超高層マンションで、八千代緑が丘駅前のラン
ドマーク的な存在である。大きな吹き抜けが住宅棟の
中央にあり、26 階から 3 階まで各住戸がロの字型に配
置されている。地下 1 階と地上 1、2 階には、管理人室・
集会室・和室・トランクルーム・駐輪場・原付自転車

置き場・ゴミ置き場などや、電気室・受水槽給水ポン
プ室・ＭＤＦ室などの共用施設やライフライン設備が
設けられている。住宅棟のエントランスホールは 1 階
と 2 階にあり、2 階のメインエントランスは駅から続
くペデストリアンデッキと接続している。
これにより、
地上階に降りずとも徒歩 2～3 分程度で、
駅へと辿り着
ける。
2007 年の姉歯元一級建築士耐震偽装事件を発端と
して当マンション管理組合から、耐震性能チェックの
依頼があったのを契機に、共同設計・五月社が、大規
模修繕工事に関するコンサルタント業務を受託し、ア
ンケート調査、耐震・劣化調査診断、修繕計画・設計
を経て、2009 年 9 月に第 1 回目の大規模修繕工事が竣
工した。

2.大規模修繕工事の工期設定
工事期間の目標は 2008 年 12 月に着工し、住宅棟の
工事を 2009 年 6 月までの 7 ヶ月間で終了させ、
駐車場
棟・ペデストリアンデッキ等の団地共用部分の修繕工
事を 3 ヶ月で行い 9 月末に竣工する計画とした。目標
とする総工事期間は、10 ヵ月間となる。
年

月

概要

2007 3～8

耐震・調査劣化診断

9～

長期修繕計画開始

～5

長期修繕計画完了

6～9

修繕設計開始

10

請負業者公募 ⇒ 現場説明会

11

管理組合臨時総会 ⇒ 業者請負契約

12

起工式

2008

2009 1～6

住棟工事開始
↓
住棟工事終了

外観写真

７

駐車場棟・ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ・外構工事開始

８

駐車場棟・ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ・外構工事終了

９

竣工式

※カムザ・スクエア八千代緑が丘タワーズの工期設定提案
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02.ゴンドラとバルコニー内工事の架設計画
1.バルコニー内側と外側の作業
大規模修繕工事では、躯体改修、塗装、防水、建具
修繕、建築金物修繕、クリーニングなど、多種の工事
が行われ、複数の職種の職人が同時並行して工事を行
う。
これらの工事を安全かつスムーズに行うためには、
きめ細かな施工計画を立てる必要がある。
一般的に超高層マンションの場合は、ゴンドラ架設
により大規模修繕工事を行うことが多いが、ゴンドラ
架設のリースの費用は、枠組み・単管足場仮設費用と
比べ高価である。
カムザ・スクエア八千代緑が丘タワーズの平面形状
は、外周部のバルコニーがロの字型で全周繋がってい
ることから、住戸間の隣戸隔て板を取り外すことで、
外周バルコニーを連続した作業用通路とすることが可
能であった。
加えてバルコニーの「内部工事」と「外部工事」を
分け、
ゴンドラを必要とする工事範囲を極力少なくし、
ゴンドラの稼働期間を短くすることで、ゴンドラのリ
ース料金を減らす計画とした。
しかし、この提案にはバルコニー内部工事にゴンド
ラを使わない事が条件になる為、バルコニー内の高所
の作業に関する仮設計画（養生と作業員の安全対策）
の工夫が必要であった。
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2.バルコニー工事の仮設養生
工事を行う動線を、バルコニー外部とバルコニー内
部に分けて行うためには、それぞれ専用の養生が必要
である。

ﾊﾞﾙｺﾆｰ内養生

ゴンドラ内養生
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作業用ゴンドラは、ゴンドラの天井・側面・背面に
メッシュシートを張る事や、フロントフラップをゴン
ドラに取り付ける事で、建物壁面とゴンドラ間の隙間
をできる限り少なくし、塗料や剥離カス等の飛散防止
を図った。
バルコニー内部の養生は、バルコニー内部からメッ
シュシート養生を設置した。
バルコニー内部の養生は、
コスト削減のため、24 階分のバルコニーを数階単位で
工区分けし、各工区の終了ごとにメッシュシート養生
を次の工区へと移し替えた。

非常の際には、ここを破って
隣戸へ避難できます。

隣戸避難板：

1.仮設扉取り付け：

バルコニー部工事期間中、工事作業
員の導線確保のため、隣戸避難板を
一時取外しを行う。

仮設扉の取付。
一日の工事完了後施錠。

2.隣戸避難板・下部分取り外し：

3.仮設ロープ：

隣戸隔て板の、下板を取り外す。隣
戸間の視界を防ぐため不透明なシート
を取り付ける。

バルコニー部工事期間中、
フック付トラロープにて、
住戸間バルコニーを仕切る。

3.バルコニー隣戸隔て板について
前述の通り、当マンションの各戸バルコニーの隣戸
隔て板を取り外し、外周バルコニーを連続した作業床
とする工事計画としたが、隣戸隔て板が取り外されて
いる工事期間中は、居住者も隣戸隔て板が取り外され
た階の別のお宅のバルコニーへ入ることが可能である
ため、プライバシー確保について配慮する必要があっ
た。
工事期間中は住戸間の境界を作成する必要があり、
以下の三案を検討した。
Ａ案）
：隣戸隔て板の代わりに仮設扉を設置する案
一日の工事終了後に、扉施錠する事で、住戸間
バルコニーの通行が不可となるため、防犯性能は
やや高いが、住戸間の境界部分に扉を設置するた
め、費用がかかる。
Ｂ案）
：既存隣戸隔て板を加工する案
既存の隣戸隔て板の下部の板を一時取り外し
作業員が通り抜けられる穴を開け、不透明なシー
トで穴を覆い、仮設扉を作成する。
隔て板に穴を開けるため、隔て板の面板を更新
する計画をしている場合には有効である。
視覚的に隣戸との境界が作成されるが、シート
で穴を覆っているため、通り抜けが可能で防犯性
能はやや問題がある。
Ｃ案）
：ロープによる境界作成する案
既存隣戸隔て板を取り外し、ロープで簡易的に
通行を制限する。非常に安価で扱いやすいが、住
戸間の境界としての機能は薄く、ロープを跨げば
通行も可能である。

なお、今回は仮設のコスト低減を優先させるた
め、Ｃのロープによる仮設を採用した。

4.ゴンドラの種類と形状
足場架設計画は、ゴンドラ専門工事業者の協力を得
て、検討した。枠組み・単管足場の架設工事とは異な
り、ゴンドラ架設工事には複数の工法があり、それに
より施工計画や工期、
費用が異なる。
当マンションに、
最適なゴンドラ架設計画を検討した。
架設ゴンドラ工法の提案は以下の三案であった。
Ａ案）
：ロングスパンゴンドラ（並列）
ロングスパンゴンドラは作業床の長さが、通常の
作業用ゴンドラと比べて、倍以上あるゴンドラであ
る。
壁面一列にロングスパンゴンドラを配置し、ゴン
ドラを上下に移動させるだけで壁面全体の面をカバ
ーできるため、ゴンドラを水平方向に移動させる必
要が無く、作業効率を高める工法である。
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強風等により高層区での施工が困難な場合でも、低
層区での施工が可能であり、強風に左右されにくい施
工計画を立てる事ができる。
これらを比較すると、A 案のロングスパンゴンドラ
工法は、仮設全体のコストを下げることが可能。
B 案のシステムゴンドラ工法（上層と下層、２工区
分割）は、安全面・作業効率面から見ると最適である
が、仮設費用が高価になる。
C 案の枠組み足場・ゴンドラ併用工法は、安全面・
効率面を重視した工法であるが、枠組み足場面の仮設
費用と比べ、
ゴンドラ施工をする面の仮設費用が高く、
足場仮設を行う期間分工事の開始時期が遅れる懸念が
ある。ゴンドラ架設の期間をいかに短く、また仮設の
費用をいかにして抑えるかを重点として検討したため、
Ａ案のロングスパンゴンドラ工法を採用する事にした。

ゴンドラが着床していない階の住戸は、普段と眺
望が変わらないが、安全対策や飛散防止対策が必要
に成る。
B 案）
：ゴンドラ・システム養生（横分割）
ゴンドラとその外側の養生ネットと吊り養生架
台で構成するシステム。工区を上層部と下層部に２
分割して、上記の仮設一式を盛替える工法で、近隣
への壁面塗材等の飛散公害や資材落下等、第３者障
害の防止に優れている。
また、電動横移動システムを併用することにより、
ゴンドラの上下左右の移動ができ、工事の効率を高
めることが可能である。
C 案）
：ゴンドラ・枠組み足場併用工法
上記 B のゴンドラ・システム養生と同様に、ゴンド
ラとその外側の養生ネットと吊り養生架台で構成する
システムであるが、B と異なる点は、システムの盛替
えを行わない点である。
上層部と下層部に２分割し、高層区をゴンドラ、低
層区を足場で施工する工法とする。
Ａ 案
ゴ ンド ラ工 法
ロ ング スパ ンゴ ンド ラ
ケ ージ 養生 （並 列）

5.仮設計画
実際工事が始まってからの仮設計画は、前述の内容
とやや異なる方法で行った。

Ｂ 案
ゴ ンド ラ工 法（ 縦 ２分 割）
電 動横 移動 ゴン ド ラ
シ ステ ム養 生
２６階 部シ ス テム養 生

Ｃ 案
枠組 足場 ・ゴ ンド ラ併 用工 法
１５ 階以 上： ｺﾞﾝﾄﾞﾗｼｽﾃﾑ養 生
１４ 階以 下： 枠組 足場
２６階部 シス テ ム養生

バル コニー養 生

１４階部 枠組 み足 場

イ メー ジ参 考写 真

３階 部枠 組み 足場
３階部 枠組 み足 場

東 西南 北の 外壁 4面 の内 、

上 層階 と下 層階 に 工区 を分 ける 。 工区 分け をし ない 。

２ 面ず つ工 区を 分け る
工 区分 け

工

法

第三者 飛散防止対策

安全 性 作業員 の安全性
強 風対 策

経済 性

但し 、仮 設期 間に 約一 月必 要 。

（1工 区） 南東 面

(1工区 )４ 面上 層

下 層（ 足 場区 ）

（2工 区） 北西 面

(2工区 )４ 面下 層

上 層（ ゴ ンド ラ工 区）

ロ ング スパ ンゴ ンド ラ 並列
ゴ ンド ラ電 動横 移 動シ ステ ム
ゴン ドラ 電動 横移 動シ ステ ム
(上下左右フリーアクセスシステム）
（ 上下 左右 フリ ーア クセ スシス テム ）
コー ナー 部： ケー ジ改 造
飛 散防 止対 策： ゴン ドラ 本体 養生 飛 散防 止対 策： シ ステ ム養 生
飛散 防止 対策 ：シ ステ ム養 生
[外 壁施 工面 養生 ネッ ト及 び養 生架 台]
[外壁施工面養生ネット及び枠組み足場]
[ＧＰネット・フロントフラップ]
△
○
○
○

○

○
○

○

△

組立 解体 作業

○

△

△

作業 性

○

△

△

居住 性

○

○

△

防犯 性

○

○

△

プライバシー保護

○

○

△

ア メニテ ィ
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工事請負業者選定の時に、検討をした仮設計画とは
別に、各施工業者から見積書を合わせて、住宅棟のゴ
ンドラ・足場架設計画の提案を求めた。基本的な今回
工事の仮設計画の考え方は同じであったが、以下の点
が異なった。
一つは、ゴンドラ架設である。
設計時点では、ゴンドラを住宅棟の西面・南面に設
置し施工完了後、東面・北面へゴンドラを移動させる
計画であったが、工事請負業者から提案を受けた仮設
計画は、最初にゴンドラを西面に設置し、西面の工事
が完了後南面、東面、北面へと１面ごと工事を完了さ
せていく提案であった。
設置するゴンドラの台数を増やせば、一度に施工で
きる範囲が広くなり、作業効率が上がり結果工期を圧
縮できるが、
リース費用はその分多くかかってしまう。
逆にゴンドラ台数を減らせば、ゴンドラのリース料
金は削減できるが、一度に作業できる範囲が狭くなる
ため、作業効率が下がり、工期が長くなる。
しかしながら、ゴンドラを少なくした事で工期が長
くなりすぎると、ゴンドラのリース期間も長くなるた
め、結果多くのゴンドラをリースした場合の費用と変
わらない状況も考えられる。
この場合は工期だけ長くなり、ただタイムロスにな
るため、ゴンドラの設置台数は綿密に検討する事が必
要だ。
なお、
今回は、
ゴンドラ設置面を 1 面のみにしても、
設計段階で計画していた工事期間よりも、一ヶ月分早
く工事が終わるという、工事請負者の提案であったた
め採用する事となった。

まず、3 階のバルコニーの床の高さまで、枠組み足
場を組み上げ、ゴンドラの着床ステージを作成した。
1 日の工事完了後、ゴンドラを着床ステージの上に
着床させ、ステージ手摺・バルコニー手摺にロープで
固定した。
ゴンドラ作業終了後は、ゴンドラの固定と安全対策
に注意が必要である。
2 月から始まったゴンドラ面の工事は、
6 月末を終了
予定としていたが、実際ゴンドラ面の工事を終えたの
は 8 月末と、予定より 2 ヶ月も遅れてしまった。
実際稼働できたのは、170 日中 83 日（49％）
。ゴン
ドラが運転不可だった日は、残りの 87 日で、内訳が雨
天日が 21 日間（12％）
、強風の日が 66 日間（39％）で
ある。超高層マンションであるためか、雨天より、強
風の影響による中止の日数が目立つ。
今回のゴンドラ稼働状況結果から、実際の作業期間
の倍程度を、ゴンドラリース期間として考慮する必要
があるだろう。

ゴンドラ稼働写真

架設状況外観写真
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03.アルミサッシ修繕工事
1.既存のアルミサッシ

2.アンケート調査結果

当マンションは超高層マンションであるため、上層
階ほど風が強くなる。それに合わせ、住宅棟外周のバ
ルコニー側アルミサッシは、階層ごとに耐風圧強度が
異なるものが採用されていた。
当マンションのアルミサッシの耐風圧強度は、住宅
棟の四隅に位置する窓と上層階で 360kgf/㎡、中層階
で 280kgf/㎡、下層階で 240kgf/㎡である。アルミサッ
シは気密性・防音性の機能を持つエアタイトサッシで、
サッシ枠・障子のアルミ部は電解着色皮膜処理仕上げ。
不二サッシ株式会社の製品であった。

工事に先立ち、
2007 年に実施した各戸アンケート調
査結果では、
「アルミサッシの開閉が重い」という指摘
が多数あった。その殆どは、開閉頻度が高い大型で重
量のあるバルコニーの掃き出しサッシで、戸車の摩耗
の進行が推測された。

3.サッシの詳細目視調査による検証
サッシの詳細目視調査は、既存サッシ供給メーカー
の協力を得た。アンケートの結果から、サッシの不具
合を訴える住戸を、主な目視調査の対象とした。住戸
に立ち入らせて頂き、実際に取り付けられているサッ
シの劣化状況や不具合を確認した。
また、構成部品(戸車、ガラス押えシール、クレセン
ト、外止め、風止板等)、納まりの確認、採寸、等も行
った。
3-1 サッシ枠・障子のアルミ表面の劣化状況
サッシ枠・障子のアルミ表面の劣化状況は、アルミ
サッシの枠・框部分にアルミの点蝕が散見され、アル
ミ電解着色皮膜には、経年による変色が見られた。
サッシの設置されている場所によって、皮膜厚の劣
化の度合いの違いがあることから、劣化したサッシは
枠・框にクリア塗装を行い、サッシの皮膜厚を確保す
る必要があると判断した。
アルミサッシ枠・障子の表面の劣化が均一ではない
ため、劣化の著しいものと、劣化の軽いものとで
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仕上：ステンカラー
ガラス押え：シール
クレセント：ハンドル型 105 ｘ2
付属材：網戸（レックスネット）、戸車、外手架ｘ2
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サッシの種類

34

バルコニー側掃き出しサッシ

1235
不二サッシ：
FRS-Ⅱ70AT

不二サッシ：
FRS-Ⅱ70AT

外部枠・框研磨清掃/ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

外部枠・框研磨清掃/ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

障子脱着 外部枠・框ｸﾘｱ塗装/ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

障子脱着 外部枠・框ｸﾘｱ塗装/ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ガラス：網入り 6.8m/m
仕様を分ける必要があった。
仕上：ステンカラー
ガラス押え：シール
クレセント：ハンドル型 105
付属材：網戸（レックスネット）、戸車
サッシ枠・障子の表面の劣化が著しければクリア塗

ガラス：フロート:8m/m
仕上：ステンカラー
ガラス押え：シール
クレセント：ハンドル型 105
付属材：網戸（レックスネット）、戸車、外手架ｘ2

1

4.アルミサッシ修繕と検討

装、
軽度であればクリーニングし点蝕防止処理をした。
クリア塗装の施工費用は点蝕防止処理の施工費用の 3
倍近く要し高価である。コストを抑えるため、劣化進
度に合わせバリエーションをつけた修繕設計とした。

4-1 工事と風対策
サッシ修繕はバルコニー内での作業となるため、
強風対策が必要であった。
一つは、取り外したサッシを、必ず横に倒してから
手摺へ立て掛ける。横に倒さず立て掛けると、障子の
上半分が外部に出るため、風に煽られ落下する危険が
ある。
二つ目は、サッシを取り外した後、サッシを取り外
した部屋が開放状態になるため、室内の物が外部に風
で飛ばされる危険性がある。そのため、サッシ枠へプ
ラスチックのパネルを取り付け、室内の物が飛ばされ
ないよう養生を行った。

膜厚計

膜厚検査
3-2 サッシの付属部品、気密ゴムの劣化
調査した住戸では、下枠気密ゴムの縮小が確認され
た。日当たりの良い部屋は下枠気密ゴムが縮み、サッ
シの開閉時に障子に追従して動いてしまっているもの
も見られた。
また、バルコニー側の掃き出しサッシの戸車は、ア
ンケート時の予測通り、戸車の摩耗の進行が確認され
た。

風邪対策養生
4-2 クリーニング点蝕防止処理かクリア塗装か
今回工事では、施工前に全てのアルミサッシの表面
の劣化状況を調査した上で、
「クリーニング点蝕防止処
理」と「クリア塗装」どちらで施工するかを決めた。
各層ごとの「クリア塗装」の数量は、
・上層階（26～19 階）で 38/288 窓 塗装（13％）
・中層階（18～11 階）で 29/282 窓 塗装（10％）
・下層階（10～3 階） で 14/280 窓 塗装（ 5％）
※合計 81 窓の塗装を行った。
このうち、角住戸のサッシは 51 窓で、塗装したサッ
シの中の約 63％を占めていた。
サッシの枠・障子の表層劣化傾向として、階層で比
べると、上層階が最も劣化が著しく、下層階に行くに
従って劣化の度合いが減っていった。方位別では、最
も劣化が進んでいたのは角の住戸、続いて西・南面の
住戸、東面住戸の順である。

3-3 網戸の状況
風が強い日に網戸が風に煽られて勢いよくスライド
し、枠に打ちつけられ、大きな音がする。
調査した住戸では網戸をガムテープなどでサッシ枠
に固定している住戸が見られた。風による網戸のスラ
イド防止として、レールにライナーを貼付け網戸の作
動を制限した。

ライナー

ライナー取付け
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4-6 共用部分のサッシ修繕
共用部のサッシの修繕方法は、各住戸のアルミサッ
シの修繕方法と基本的には同様とした。住宅棟の１.2
階、地階のＥＶホールには排煙窓のオペレーターハン
ドルが経年劣化していたため更新した。

4-3 サッシの「クリーニング、点蝕防止処理」
アルミサッシの「クリーニングと点蝕防止処理」は、
アルミサッシの劣化状況が軽度なものを対象とし施
工した。サッシの枠・框を中性洗剤で清掃した後、水
で濡らした布で拭き上げ、表面が乾燥した後、清掃面
全面を点蝕防止処理剤で拭き上げ完了。
バルコニー側のサッシの「クリーニングと点蝕防止
処理」は、2 班各７名の計 14 人で施工した。1 フロア
当たり 2 日で完了させる計画であったが、不在住戸の
影響で作業が遅れ、延べ 362 人工であった。
共用廊下側のサッシも、3 名で 2 フロアを 1 日で施工
する事としていたが、不在住戸の影響で作業が遅れ 39
人工かかった。
4-4 サッシの「クリア塗装」
アルミサッシの「クリア塗装」は、サッシ枠・框の
劣化状況が著しいものを対象とした。乾燥状態で落と
せる埃を落とした上、中性洗剤を用いサッシ表面を清
掃し、水拭きで拭き上げる。アルミ枠・障子の表面の
既存クリア材をサンドペーパー（＃260～480）で、丹
念に目荒らしを行う。
目荒らしで発生した粉塵を水拭きで拭き上げた後、
アルコール系溶剤を用い、油脂分を除去し、クリア塗
料を刷毛で塗りあげ、30 分以上乾燥させた。

目荒らし状況

4-5 サッシ付属部品の更新
掃き出しサッシの戸車と、下枠の気密ゴムが劣化し
ていたため、全数更新とした。
それ以外の、クレセント・気密ゴム等の付属金物は
点検・調整し、破損した物を更新する事とした。
今回工事で更新した付属部品は、
以下の通りである。
1.クレセント
6 箇所
2.サッシ障子ストッパー 12 箇所
3.煽り止め
1 箇所
4.網戸戸車(2 ケ/組)
14 組
5.網戸外れ止め
20 箇所
また、居住者対象の工事説明会時に「ガラス押さえ
シールの黒カビが気になる」という意見が多く出され
たため、全住戸のバルコニー側サッシ障子下框のガラ
ス押さえシーリングを、防カビ機能のあるシーリング
剤に打ち替える工事を追加した。

クリア塗装状況
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04.玄関扉・インターホン複合パネルの修繕工事
1.既存玄関扉

3.玄関扉の詳細目視調査

当マンションの各住戸の玄関扉は、近畿車輛の製品
である。付属金物は、金色のメッキで仕上げられてお
り、対震扉形状であった。
玄関扉と枠間に 20～30mm 程度の隙間を設けてお
り、地震により多少枠が変形しても玄関扉が開閉でき
るようになっている。
扉枠には、対震用のストライク（錠受け）が取り付
けてあった。

玄関扉の修繕方法を検討するため、玄関扉供給メー
カーなどの協力を得て、玄関扉の詳細目視調査を行っ
た。
構成部品(丁番、ドアクローザー、レバーハンドル、
戸当たりゴム、
シリンダー錠、
ドアスコープ等)の確認、
納まり確認、採寸等の調査を行った。
玄関扉の枠・扉の変形や、金具・部品の破損による
脱落の危険性は無いが、
多数の玄関扉の付属金物には、
表面の腐食（緑青）が見られた。
住戸により腐食や汚れの程度は異なり、比較的上層
階ほど症状が顕著で、同一階でも東側の住戸が最も腐
食が進んでいた。

2.アンケート調査
アンケート調査によると、玄関扉の調子が悪いと回
答した住戸は、254 戸中 69 戸（27.2％）であった。
不具合報告の内訳を以下に示す。
1.開閉しにくい
12 件
2.換気扇使用時に開けにくい
16 件
3.開閉時に異音がする
1件
4.鍵が掛かりにくい
55 件
5.外の音が気になる
1件
6.隙間風が入る
7件
「鍵が掛かりにくい」という報告が 55 件(21.7％)と最
も多かった。シリンダー錠自体に不具合があるか、扉
の取り付けに不具合があるか。修繕時には、付属金物
の劣化状況を確認し扉の開閉調整を行った上で、付属
金物を更新するか判断した。

4.玄関扉修繕
設計段階で、玄関扉表面の塗装が著しく劣化してい
た26 階と25 階の東側住戸の玄関扉5 枚分を塗装する
計画としたが、工事着手後全住戸の玄関扉を調査した
ところ、塗装が必要な扉は 2 枚増え 7 枚になった。
塗料は、近畿車輛と関西ペイントで製作した補修用
塗料「チェリートーン常乾型塗料」で水磨きエアレス
塗装とした。
設計段階の玄関扉の塗装は、一度扉枠から取り外し
塗装小屋で塗装をするとしていたが、塗装する玄関扉
が少数である事から、工事請負者から扉の更新の提案
を受けた。

既存玄関扉

1

平成 19 年 6 月に行われた消防法の改正により、以前
の甲種防火戸の扱いが変わり、
特定防火設備となった。
既設の玄関扉の形状は、扉の中央部分にはスリットが
あり、網入りガラスがはめこまれている。このスリッ
トが改正された消防法には適合せず、既存玄関扉と同
形状に更新する場合は、個別認定（認可）を受けない
限り、更新できないことが判明した。また個別認定（認
可）を受けるためには、約半年程度かかり、大規模修
繕の工期が大幅に遅れてしまう。玄関扉の更新は諦め
ざるを得ず、玄関扉は工場塗装となった。
工場塗装をするために、既存玄関扉を取り外し、代
わりに仮設扉を設置した。既存玄関扉は付属金物をす
べて取り外し、扉のボディー部分を工場へ搬出。
また既存玄関扉の鍵で施錠可能なように、既存玄関
扉の付属部品を仮設扉へ取り付けた。
工場塗装した後、再び仮設扉に取り付けていた既存
の付属部品を付け替え、塗装された扉を取り付けた。

（玄関扉工場塗装の流れ）
1.工場内へ搬入
2.扉表面をサンドペーパー等で、錆び・汚れ・付着
物を除去する。
3.扉表面を清掃し、付着した油分を取り除く
4.鉛酸カルシウム錆止めペイント（JISK5629）によ
る防錆塗装
5.常温により乾燥
6.チェリートーン常乾型塗料、吹付け水磨き塗装
7.常温乾燥
8.養生し現場へ搬出、住戸へ取り付け
次に、扉枠は今回全箇所塗装を行う設計とした。枠
は内外とも全面的に塗装する事と合わせて、枠に設置
されたエアタイトゴムを全数新品に更新した。
枠の塗装とエアタイトゴム更新は別業種の職人が実
施したが、居住者の在宅が１日で当該工事が終わる施
工計画を立てるよう、仕様を規定した。
1.既存のエアタイトゴムを撤去
2.扉の開閉調整・付属劣化部品の確認取替

付属金物の劣化

玄関扉付属金物

玄関扉修繕状況

仮設扉設置状況
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3.枠のエポキシさび止め塗料の塗装
4.枠のウレタン樹脂塗料塗り
5.枠のウレタン樹脂塗料塗り（中塗り）
6.中性洗剤による扉内側面クリーニング
7.枠のウレタン樹脂塗料塗り（上塗り）
8.新規エアタイトゴム・戸当たりゴムの取付
9.共用廊下の工事完了後、中性洗剤による扉外側面
クリーニング
なお、付属金物(ドアクローザー、ドアガード、レバ
ーハンドル・錠、ドアスコープなど)は、特に劣化の著
しいものだけ、腐食に強いステンレス製品に取り替え
た。
今回更新した金物は、ドアクローザー7 箇所、丁番
6 組、ドアガード 8 箇所、ドアスコープ 7 箇所、シリ
ンダー錠＋レバーアンドル26 箇所。
戸当たりゴムは、
ゴムの劣化が共通して確認されたため全数を更新した。

室番号札は、劣化の著しいものは更新する事としてい
たが、フロア毎の景観を揃えることを考え、劣化が著
しい室番号札がある階は、その階の全ての住戸の室番
号札を更新した。
室番号札の更新は、当初は 14 フロア分（総数の約
60％）を見込んでいたが、各層の劣化の状況を合わせ
て上層 8 フロア、下層の 3 フロア合計 11 フロア分（総
数の約 45％）の更新を行った。

5.インターホン複合パネル
玄関脇に電灯、室番号札、表札、インターホン、新
聞受が一体となったインターホン複合パネルが設置さ
れている。
（供給メーカー：シブタニ）
室番号札と新聞受の棒が金色のメッキ部品であり、
玄関扉の金色のメッキされた付属部品と同様に、腐食
していた。
今回の大規模修繕工事では、新聞受部の棒は腐食に
強いステンレス製品に全て更新した。
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修繕後写真

05.バルコニー手摺・物干金物・布団干し金物の修繕工事
1.バルコニー手摺状況

2.物干し金物の修繕

既存のバルコニー手摺金物は、岩井金属興業㈱の製
品である。高さ、119cm のアルミ手摺が設置されてい
る。支柱は 4cm×5cm のアルミ製の角パイプで、物干
し金物・布団干し金物が取り付けられている。
物干しや布団干し金物の取り付け部分のバルコニー
手摺支柱は、内部に、補強用の鋼材が設けられている
ようであった。手摺の面材は、竪格子・パンチングメ
タル・ガラス・パンチングメタルをガラスで挟み込ん
だ物と 4 種類ある。
アルミ手摺には軽微な傷が見られたものの、アルミ
部材、その他付属部品の、ひび割れ・欠損等も無かっ
た。竪格子部材、網入りガラス（ガラス押さえを含む）
とも異常無し。
支柱内に水が溜まっている様子も無く、
良好な状態であった。
アンケート調査・詳細目視調査含め、著しい劣化は
見受けられなかったが、次回の大規模修繕工事までア
ルミ手摺を健全に保つため、アルミ部材はクリーニン
グし点蝕防止処理を施すこととし、ガラス面はクリー
ニングした。

物干し金物は、アルミダイキャスト製の焼付塗装品
が取り付けられていた。折りたたみ可能な物で、物干
し竿を設置できる穴が 5 箇所ある。
詳細目視調査の結果、各住戸共通して、物干し金物
は、塗装の剥がれや点蝕が散見された。
物干し金物のアルミダイキャストの腐食度合いから、
塗装による修繕では次回の大規模修繕物工事まではも
たないと判断し、全数更新する事とした。
なお、アンケート調査から、物干し金物は、使い勝
手の問題は特になかったため、既存同等品（㈱川口技
研のホスクリーン）で更新した。

950～1120

3.布団干し金物の修繕
布団干し金物も、物干し金物と同じくアルミダイキ
ャスト製の焼付塗装品であった。48.6φの太い布団干
し金物が取り付けられているのが特徴で、折りたたみ
可能な製品。布団干し竿は、1 本のみ設置可能であっ
た。

950～1120

300
170 65

1190
977

90 58

支柱：40×50

格子・ガラス部

既存物干し金物

修繕後物干し金物

既存アルミ手摺
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2007 年に行ったアンケート調査によると
「布団干し
が足りない」
「布団が 2 枚干せない」
「布団干し金物が
低いので、床面についてしまいます」
「干し竿の位置を
もう少し上にしてほしい。下に引きずっている」とい
った意見が多く出された。
竿が 1 本しか取り付けられなかったため、各戸で干
す布団の量に対応できず、改善が求められた。
詳細目視調査によると布団干し金物は腐蝕の進行が
著しく表面がボロボロであった。
布団干し金物の更新コンセプトとして、
「布団を多く
干せる」
、かつ「布団が床につかない」事としたが、こ
れらの条件を満足する既製品は存在しなかった。メー
カー製品で竿が 1 つ取り付けられる布団干し金物はあ
ったが、当マンションの布団干し金物はアームの取付
間隔が 2ｍを超える場所があったため、メーカーの想
定する距離を超えてしまい、強度上問題があるとの事
であった。これらの理由から、更新する布団干し金物
は、特注品を製作する事とした。
既存製品の劣化状況から、耐候性が高い材質が必要
と判断したため、材質はステンレス製とした。
「布団を
多く干せる」事という意見から、布団干し竿が 2 本設
置可能なもの。
そして、
「布団が床につかない」
事から、
手摺の上端の高さに竿がくるように設計した。
布団干し金物
ステンレスHL

4.超高層マンションの物干し金物、布団干し金
物の配慮
布団干し金物竿を、
「手摺の上端の高さに竿が来るよ
うに設計した」理由は、マンションを外から見た時、
手摺の上に布団や、洗濯物が見えると、マンションの
外観の見た目が悪くなる理由もあった。超高層マンシ
ョン特有の強風問題から布団や洗濯物は手摺より下に
収まるようにする必要があった。
「布団が床につかない物」
という要望を満たすには、
竿が高い位置に来る布団干し金物を設置すれば解決す
る。しかし、竿を手摺より高い位置に配置させると、
洗濯物が強風に煽られ周囲に飛散する恐れがあった。
特に当マンションは、道路の交差点の角地に位置し、
鉄道路線も近くにある。もし、洗濯物がこれらの場所
に落下した場合、大事故が発生しかねない。よって、
布団干し・物干し金物は、風の影響を受けにくい手摺
金物の高さ以下、かつ布団が床につかない高さという
事から、必然と手摺の高さギリギリの位置となった。

5.制作した布団干し金物の調整
布団干し金物・物干し金物は、上層階から下層階へ
取り付けていったが、途中布団干し金物の作動性で改
良が必要になった。

・布団干し竿2本
既存品の端部キャップ更新し利用。
新規竿を1本追加で取り付ける。

1).「布団干し金物を使用するときに、アームの金物部
分（アーム金物）が、それを挟む金物（ブラケット金
物）に引っ掛かり、持ち上げにくい」
ブラケット金物と、その間にあるアーム金物との隙
間に、余裕があまり取れていなかった。そのため、ア
ーム金物をに引き上げる際に、金物の間に摩擦力が働
き、持ち上げ難くなっていた。

アンカー位置は既存
の位置を利用する

ア－ム金物

既存布団干し金物

新規布団干し金物
2

ブラケットと、アームの隙間を広げる事で、金物の
間に余裕ができ、スムーズに持ち上げられる様になっ
た。
ア－ム金物

2).「アームを、手前に倒して設置した後、固定しにく
い」
布団干し金物を使う際、アーム金物を引き上げ、手
前に引き倒してアーム金物を固定する。写真 2）の丸
い凹み部分に、アームの受け金物をはめてアームの動
き固定するが、アームの凹み部分の下端部が邪魔して
おり、アーム金物を受け金物にへ誘導するのが難しく
なっていた。アームの凹み下端部分の面取り部分を大
きくした事で、アームを受け金物に固定する時に邪魔
をする部分が無くなり、スムーズ布団干し金物のセッ
トが可能になった。

ブラケット金物

①
隙間を拡げた

1）ﾌﾞﾗｹｯﾄ金物の加工

3).「アーム収納時の音がうるさい」
アーム収納時に、金属同士がぶつかる音が大きかっ
たため、金物の間に樹脂製の部品をかませることで、
音をやわらげた。

ア－ム金物

今回の反省点として、試作品の布団干し金物を片側
しか作らず、それのみで動作のテストをしたことが問
題であった。工期が押されていたことや、布団干し金
物の値段が一つ数万円するという事もあったが、十分
な時間をとって動作検討を行う事が必要であった。
両側の金物を手摺に取り付け布団干し竿を通した上
で、動きの検討をすることが大切である。

面取りをしていなかったため、上手く凹み部分に金物
をはめることができなかった。

2）アーム金物の加工

ア－ム金物

樹脂部品

ブラケット金物

3）アーム収納音対策
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06.給換気ダクト清掃工事
1.既存の換気システム

うべき部位であるという修繕委員会意見から、今回の
修繕対象とした。
2007 年に、給気・換気ダクト内に内視鏡を入れダク
ト管内の汚染度調査を行った結果、ほとんどの住戸で
は、竣工後ダクト内部を清掃していなかったため、台
所系統のファン・ファンケースやダクト内部では油塵
の付着、浴室洗面所系統ダクト内部では粉塵の堆積が
みられた。
ダクト内に汚れが溜ると、換気能力が低下し、室内
に臭気がこもったり、ハウスダストが発生する原因と
なる事が懸念された。
今回の大規模修繕工事でダクト内の清掃を行わなず
におくと、今回塗り替えた外壁が、短期間のうちに、
再びパイプフード廻りが汚れてしまう。
よって、全戸一斉にダクト清掃を実施するのが望ま
しいと判断した。

住戸の、新鮮空気の取入れ(給気)は、給気ダクトに
よる強制給気方式がとられ、換気は換気扇による機械
換気と、換気レジスターによる自然換気により行うシ
ステムになっていた。給換気いずれもバルコニー側か
ら行う設計である。
給気ダクトの配管は、バルコニーから住戸内廊下天
井裏で終わり、廊下の天井裏空間自体が大きなダクト
となり、洗面や廊下の天井にある給気口から外気を供
給する。
台所には給排気型機能付レンジフードが設置されて
おり、換気扇を回すと連動してレンジフードの給気孔
が開き、換気と給気が同時に行う仕組みである。

2.給換気ダクト配管の調査
本来、
各住戸の給換気ダクト配管は専有部分である。
当マンションは超高層である事もあり、個人による高
所でのダクト配管内の清掃は危険がともなう。また、
ダクト管内の清掃は専門の清掃道具が必要なため個人
で清掃するには難しい。
台所などからダクト内の汚れに引火し、火災が発生
するなど危険性が懸念されるため、定期的に清掃を行

3.ダクト清掃
換気扇は室内側、排気孔は外壁側に付いているため、
室内側と外壁側の両方からダクトの清掃を行った。
まず、室内側は住戸の玄関扉から台所や洗面所･便
所･浴室までの間の床や壁が汚れないように養生し、
換

PS

中間ファン
排気口

洋室(1)
和室

(洗面所・浴室・トイレ）

排気口(台所)

便所
共用廊下
廊下

玄関

給気口(室内へ)

居間・食堂

PS

台所

給気口(台所)
洋室(2)

レンジフード
給排気一体型
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今回外壁側給気孔に設置されているファイアーダン
パーのヒューズが経年劣化で外れて、ダクト内が閉鎖
している住戸が見られた。ファイアーダンパーが閉じ
たままであると、
室内への給気が十分に取れなくなる。
今回の仕様では、劣化したファイアーダンパーは更
新する事としていたが、ヒューズが取れていただけで
ファイアーダンパー本体に不具合は無かったため、外
れた物に代わり、新しいヒューズを取り付ける事で対
応を行った。また、他のファイアーダンパーについて
も、
経年劣化によるヒューズの破損が考えられたため、
全てのファイアーダンパーのヒューズを交換する事と
した。

気扇やカバー等を取り外した。
台所換気扇系ダクトは油汚れが中心であるため、棒
の先端に洗剤が染み込んだスポンジを取り付け、ダク
ト内部を拭き掃除。浴室・洗面所・便所系換気扇系・
給気ダクトは、油分が少なく砂塵や綿埃などで汚れる
ため、室内側から塵を叩き出し、外部のバキュームで
埃を吸取った。
なお、外壁設置のベントキャップは取り外した後、
清掃し元の位置へ納め、
廻りをシーリングで復旧した。

4.ファイアーダンパーのヒューズ更新
給換気ダクトや、給気孔に取り付けられている防火
区画のためのファイアーダンパーは、火災時にダクト
内へ火炎が入り込むとファイアーダンパーに取り付け
られているヒューズが熱を感知し自動的に外れ落ち、
ダクト内を閉鎖する。

ダクト内の汚れ

ベントキャップ

ﾌｧｲｱｰﾀﾞﾝﾊﾟｰﾋｭｰｽﾞ

ダクト清掃状況

ﾌｧｲｱｰｱﾀﾞﾝﾊﾟｰﾋｭｰｽﾞ交換
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