マンション修繕事例報告

建替え推進決議を否決した団地の大規模修繕工事

３カ月で着工？！
２００６年の暮れも押迫った１２月、
新宿団地･管理組
合の理事長以下、修繕委員長や建替え運動のリーダーの
方々の訪問を受けた。
「団地･建替えの議決に失敗し、修
繕に転換せざるを得なくなった。２００７年の３月に大
規模修繕工事に着工してもらいたい。
」
との要請であった。
通常、
我々はマンションの大規模修繕工事に向けた
「調
査診断」
「修繕計画」
「修繕設計」
「請負会社選定コンサル」
「工事監理」
などの業務を、
３年位の時間をかけて行う。
区分所有者の協力と賛同なしには大規模修繕工事はでき
ないのだから、時間をかけて実施するのが望ましい。そ
れを３ヶ月で着工しようとするのはムチャクチャである。
大規模修繕工事で「何を、どのように修繕するのか？」
を明示する「修繕設計」が必要であり、その為には「調
査･診断」を行う必要がある。そのために時間が必要であ
るということを強調し、とりあえず３月までの間、１時
間１万円のコンサルタンツ費用で、アドバイスをしまし
ょうということになった。
建替え運動が挫折し、
「あせっている」という印象であ
った。

理事会と修繕委員会が分裂した３月１８日の臨時総会
以降、建替え運動の間に検討された下の表の様な修繕
計画の検討や団地の目視調査や図面調査、大規模修繕工
事までスケジュールや業務内容の提案、調査･診断、修繕
設計に要する費用などを１月から毎月､打ち合わせを重
ね、３月１８日の臨時総会に至った。
３月１８日の臨時総会で､「管理組合理事会」と「修繕
委員会」が分裂してしまった。理事会は我々が提案した
調査･診断､修繕設計のスケジュール､業務内容、
予算を総
会で提案し、
修繕委員会は調査･診断や修繕設計なしに直
接、大規模修繕工事を行うという提案であった。
修繕委員会の提案が可決されれば我々はお払い箱にな
る。ところが理事会の提案が可決されてしまった。乗り
掛かった船から降りるわけには行かなくなった。
３.1 億円の予算枠の中でやれる限りやる
一般には､調査･診断の結果を踏まえて修繕計画に入る。
だが、修繕計画を検討する時間的余裕は極めて少ない。
ぶっつけ本番で修繕設計に入る以外にない。
管理組合が今回の大規模修繕工事に使える予算枠は、
約３億円である。
この枠内でやれる限りやる以外にない。

アンケート調査を 2007 年４月に行い、住戸内調査、物
理的調査を５月に行い、設計を６月から開始した。５ヶ
月間で発注委員会及び棟連絡担当と設計内容の提案や確
認を毎月１･２回行い、10 月にサッシメーカー4 社に、11
月に外壁等修繕工事会社 10 社に見積依頼した。
管理組合の予算：３億円 1150 万円(サッシ更新工事費
用含む)より、高い金額の提示があった。大枠では電気幹
線や TV 共聴設備修繕工事を除外し再見積を依頼した。
予算がオーバーした。そこで、躯体改修・止水工事は
実費精算工事である為、単価のみの契約とし工事範囲か
ら除外し、1150 万円の予備費で賄うこととした。再々見
積を２社に依頼し、渡辺物産株式会社に内定した。
2007 年 12 月の総会で、本体工事：173,250,000 円とサ
ッシ更新工事：114,887,850 円、管理組合の予算３億円
に納まる合計 288,137,850 円が可決された。この契約金
額では、１住戸当りの工事費は 106 万円で、建替え運動
時に管理組合が試算した計画予算より安価に納まった。

バタバタとまとめたにしてはよくできた
通常の半分以下の期間で調査･診断から設計、
請負会社
選定コンサルタンツまで突っ走り、バタバタまとめ上げ
たのが本計画である。
通常、
「調査･診断」と「設計」の間に「修繕計画業務」
をはさみ、幾つかの仕様提案を行い、時間をかけて検討
し、
管理組合･発注委員会や区分所有者の合意を得てから
実施設計にかかる。これを行わないと管理組合や発注委
員会が「なぜ、何のために、どのような修繕工事を行わ
なければならないのか？」理解できないままに工事が進
行してしまい、修繕工事への不満が蓄積される。

事実、工事途中で開催された 2008 年度の通常総会で
は、大いに紛糾した。
架設足場が全棟、
解体された後のアンケート調査では、
以下のようになっていて、バタバタと短期にまとめた設
計にしてはまあまあの評価が得られたと思われる。
今回の大規模修繕工事をどう思いますか
1.

やってよかった

2.

やらない方が良かった

3.

なんともいえない
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また、今回の工事で最も評価が高かったものは、
「サッ
シの取替え」次いで「バルコニー手摺の取替え」
「外壁の
改修・塗装工事」の順になっている。
今回の工事で良かったと思われる工事は何ですか
1.

外壁の改修･塗装工事

93

2.

サッシの取替え工事

152

3.

バルコニー手摺の取替え

97

4.

バルコニー床の防水工事

81

5.

階段室の塗装工事

62

6.

エアコンスリーブの設置

64

7.

玄関扉の塗装工事

51

8.

階段室の照明器具の取替え

70

9.

その他

2

建替え運動時のサッシの取替え費用は 1 億 6393 万円
～5 億1436 万円の計画予算が本工事では1 億1500 万円
で納まり、バルコニー手摺の更新工事は建替え運動時の
9659 万円の計画予算が、今回工事では 2300 万円で納ま
った。コストダウンした上に居住者に喜ばれる結果とな
った。

マンションの建替え運動と大規模修繕工事
一方、建替え運動の評価を大規模修繕工事を通して、
逆の面から問うと以下のような結果になる。
これから団地はどんな方向に進むべきだと思われますか
1. 建物や施設を手入れし末長く使い続ける
48
2. ２～３０年先には建替えるが、それまでは手入 49
れを続ける
3. 近い将来､建物を壊して建替える。それまでは 35
手入れをしない。
4. なんともいえない
22
5. その他
7
建替え運動時には、過半数をはるかに超えていた建替
え賛成の意見がかなり後退し、少なくとも、２～３０年
は手入れをして使い続けようとする方向に転じたと思わ
れる。
バブル期には多くの団地管理組合が建替え運動を開始
した。しかし、バブル崩壊以降、建替え運動から撤退し
た管理組合は多い。これらの管理組合では建替え運動に
要した莫大な経費(数千万～億円のコンサルタンツ費用
など)や時間の浪費に批判が集中し、運動を主導した管理
組合理事やリーダーが村八分になり、引越して行かざる
を得なくなった事例も聞かれる。
建替え運動が挫折した団地の大規模修繕工事
私たちは、今回初めて建替え運動が挫折した団地の大
規模修繕工事を経験した。
今回の大規模修繕工事をコーディネートして感じたこ
とを申し上げる。
① 建替え運動の根底には、
「既存の建物に価値を見出さ
ず、使い続けるに値しない建物である」との発想が
ある。これは、既存建物を修繕し､改修･再生して永
く使い続けようとする発想とは異なるものである。
この様なコミュニティーに入り、修繕設計を行う行
為は「火中の栗を拾う」覚悟がいる。
② 建替え運動は、管理組合の内部に「建替え推進派」
と「建替え反対派」がうまれ、対立し、相互に敵対
関係になり、コミュニティーが分裂・分解し、崩壊
するケースもある。このようなコミュニティーでは
修繕に向けた合意形成は極めて難しい。
③ 建替え運動の挫折は、建替えを主導したコンサルタ
ンツへの敵対感情を抱くこととなり、更には全ての
コンサルタンツを敵視するものとなる。

200 年住宅とストックの時代へ
「フローからストックへ」
「200 年住宅」のスローガンの
下、既存建物を壊して建替えるのではなく、永く使い続
けていく方向に転換しつつある。
これらは「少子･高齢化社会へ」｢地球規模での環境･
エコ対策｣等の流れと軌を一にする。
今回のケースは、築後 35～40 年で建替え運動の火が
ついて挫折し、大規模修繕工事を潜り抜けて、建物の維
持管理､修繕の大切さに気が付き、少なくとも 2～30 年
先までは手入れを続ける方向に転換した事例である。
これから、この団地のコミュニティーがどの様な方向
へ展開するか見守っていこうと思う。
以下、本工事のうち、外壁改修工事、バルコニー手摺
等修繕工事、サッシ更新工事について詳細に報告する。

調査から大規模修繕工事までの流れ
臨時総会(2007.3)
コンサルタント業務委託契約

基礎調査(2007.4)
図面調査・修繕歴調査等

アンケート調査(2007.4)

野帳作成
目視調査

物理的調査(2007.5)

(サッシ更新、

住戸内詳細目視調査(2007.5)

バルコニー物置、
外壁スリーブ等)
各報告書を提出 劣化状態の診断 解説(2007.6)

調査図面作成

大規模修繕工事の基本構想(2007.7)

理事会で検討

サッシ更新計画

外壁等修繕計画

性能発注方式、被せ工法

改修設計の開始

理事会・発注委員会

見積依頼(2007.10)

第１次案、第２次案、第３次案 提案

で検討

仕様書・図面・仕上表・見積記載項目一覧の作成
居住者説明会

理事会・発注委員会

(2007.11)

で検討

最終案を理事会に
提案・承認

サッシ更新工事
見積比較

大規模修繕工事

各社プレゼンテーション

請負業者公募

現場説明会(2007.11)

見積比較、面談 (2007.11～12)

発注委員会

発注委員会

業者内定(2007.11)

業者内定(2007.12)

臨時総会(2007.12)
工事請負会社 工事金額
承認

施工計画書
施工要領書
テスト施工
検査立会

大規模修繕工事(2007.12～2008.8) 請負会社による居住者説明会(2008.1)
色彩計画・仮設計画・居住者への広報：委員会と設計事務所との共同作業は竣工まで続く

外壁などの改修工事
初期のＰＣ板構造の建物
新宿団地は{66-4N-3DK-PC-改型}の建物で、旧･住宅
公団標準設計、
安藤建設㈱により 1969～1970 年にかけ
て建てられた 10 棟の住棟で構成された団地である。
外壁は壁版が現場打設コンクリートで接合された
｢ウェットジョイント｣であり、バルコニー床板は壁板
を隔てた室内の床版とフラットに一体化され、バルコ
ニーの床の水勾配はモルタルで成形している。バルコ
ニー床板と床板の接合部は線防水･目路防水がなく、
モ
ルタルが充填されている。竣工図書にＰＣ板詳細図が
なく､調査･診断などで組立･建て方を推定した。
アルミサッシはＰＣ壁板に工場加工段階に打込まれ、
鋼製の玄関扉･枠は現場取付けであった。
バルコニー手
摺､窓手摺､階段手摺やパイプシャフト扉などの二次部
材はＰＣ建て方の後に現場で取付けられていた。
屋根は昭石化工の改質ゴムアスファルト防水･熱工
法で１５年程前に改修済みで、この施工は良好で性能
保証期間を超えていたが、屋根からの漏水事故は殆ど
なかった。

アンケート調査では漏水、水漏れを経験した住戸は
回答数 207 件中、106 戸もあった。
漏水する箇所は｢北側居室｣、｢玄関・洗面所｣、｢便所｣
などに多く見られることから、南側(バルコニー側)よ
り北側壁面からの雨水の浸入による漏水が多い。
漏水は、横風をともなった雨水が外壁にあたりＰＣ
壁板のジョイント目地廻りやサッシ廻りから室内に浸
入したもの思われる。

外壁の躯体改修工事
外壁の既存塗膜を軟化剤を併用した 500kg/㎠、75℃
の温水で剥離、完全ケレンし、躯体の地肌を表し、浸
透性中性化抑止･防水材を全面塗布し、
躯体劣化箇所を
補修の上､ポリマーセメントモルタル主剤を被せ、
シリ
カ系無機塗材で仕上げた。
ＰＣ板の状態は様々で、ジャンカが多いＰＣ板もあ
れば、木片が混入したＰＣ板もあった。
ひび割れはほとんどなかったが、
躯体内の鉄筋･ジョ
イント鉄板の発錆・腐食による露筋が多く見られた。

修繕箇所指示 詳細平面図

事前調査での中性化深度の平均は以下の通りである。
No.
部位
中性化深さ（mm）
1 階段室天井平均値
１１．３
2 階段室壁平均値
１３．３
3 妻壁平均値
２０．３
バルコニーの上げ裏･見付部などに鉄筋やＰＣ板の
ジョイント鋼板の発錆･腐食現象が多く見られた。
ＰＣ造の壁板と壁板とを接合する鋼板製プレートや
まわりのメッシュ筋が発錆･腐蝕し、
コンクリートを押
し出しているもの、バルコニーの床板と床板を接合す
る鋼板プレートが発錆･腐蝕し、
コンクリートが剥落し
ているものが多く見られた。
そもそもＰＣ板構造建物の耐久性や耐震性は､ＰＣ
板そのものの耐久性は勿論、板と板の接合部の耐力に
かかっている。上下左右の壁板、床板どうしや、床板
と壁板の接合によって建物の耐力は確保される。接合
部の鉄筋や鋼板の腐食劣化が進行すると､地震時など
に建物がバラバラになってしまう恐れがある。
接合部はＰＣ板構造の耐力上､重要な部位で、
丹念な
補修が求められる部位である。上下の壁板とバルコニ
ー床板のジョイント部の腐食･劣化が目立った。
補修方法は、発錆･腐食し体積膨張した鉄筋･鋼板の
周辺のコンクリートをテストハンマー･サンダー等で
入念に斫る。錆びた鉄部は丹念にケレンし、錆を落と
した鉄筋･鋼板とコンクリート躯体面に強アルカリ性
の浸透性中性化抑止･防水材を塗布し、
ポリマーセメン
トモルタルで修復する。浸透性中性化抑止･防水材は
「ケミックス㈱：ハイドロプルーフＨＴ-ＸＰ」を採用
した。これを躯体補修個所やウェットジョイント部を
中心に、
完全ケレンした外壁面の全面に塗布している。

ＰＣ壁板と壁板とを接合する鋼板プレートとメッシュ筋が
発錆・腐蝕し、コンクリートを押し出している。
発錆部ははつり出しケレン後、強アルカリ性の浸透性中性
化抑止・防水材を塗布・含浸させる。

バルコニーの上げ裏面：床板と床板をつなぐ鋼鈑プレート
が発錆・腐蝕し、コンクリートが剥落している。
床板のジョイント目地は線防水がされていない。

外壁等の止水工事
右図のように、壁板と壁板の鉄筋が交差した部分は
１５～２０㎝角のコンクリートを現場打設して接合し
ている。この現場打設コンクリート部には両側から壁
板の鉄筋が交差し、コンクリート内にはジャンカや巣
穴が発生しやすく、漏水事故に至る恐れがある。また
ＰＣ壁板と現場打設コンクリートの境界に目地が形成
され、コーキングが充填されている。
また､雨水の滲入により接合部の鉄筋が腐食･劣化す
れば、建物の耐力も失われる。
外壁の既存塗膜を剥離･ケレンし、目地材を除去し、
浸透性中性化抑止･防水材を十分に含浸させてから、
ウ
レタンシーリングにてシールし、ポリマーセメントモ
ルタルを被覆し、外装仕上材で仕上げた。

外壁目地形状と納まり

バルコニー床面の防水工事
バルコニー床板のジョイント部に液状シール材とシ
ートによる線防水が施されるのが一般的であったが、
このバルコニー床板ジョイント部にはこれがない。
更に、床板に水勾配がなく、水平スラブの上にモルタ
ルで勾配が付けられていた。
県住宅供給公社がこの団地を管理していた 1987 年
(21 年前)にバルコニー床に塗膜防水を行っている。
アンケート調査では、床のひび割れ(111 件)、欠陥
(29 件)、鉄筋露出(29 件)、防水材のはみ出し(12 件)
等の劣化現象が発生している。又、22 件の住戸がバル
コニーの天井から漏水すると回答された。
床面はセメント系塗膜防水(水和凝固型)仕上げとな
っている。立入り調査の結果、[写真-上]のように、こ
のセメント系塗膜防水にひび割れや剥がれ、浮きが確
認され、劣化が進行していた。特にＰＣ板目地部の上
部には、各箇所にひび割れが顕著に見られ、この部分
からの雨水が床板の裏にまわり、鉄筋爆裂[写真-中}
に繋がっていた。
この調査結果から、バルコニー床は既存塗膜防水の
脆弱部を水圧 500kg/cm2、水量 35ℓ/分、75℃の温水で
強洗浄し、脆弱下地を除去した。強洗浄後、環境対応
型水系ウレタン塗膜防水の密着工法で施工した。

塗膜防水のフクレ
ウレタンを被せて見ると、付着していると思われた
箇所が界面剥離し、フクレてしまう現象が現れた。
フクレの原因として、防水下地に含浸している水分
がウレタン防水材の施工により水分を封じ込め、その
後、外気温の上昇に伴い気化した水蒸気圧でフクレが
発生する。フクレは防水性能に問題はないが、居住者
から見ると気になる点である。膨れた個所を剥がすと
下地のセメント系塗膜層ごと剥がれた。工事期間中こ
の補修工事が多く発生した。無機系防水にウレタン塗
膜防水を被せる場合には、工事費用がかかっても完全
ケレンを行うか、絶縁工法を検討する必要があろう。

階段室壁の界面剥離とケレン
階段室の壁面塗装でも同様の現象が起こった。
階段室内壁は外壁以上の付着強度が得られ、中性化
深度の進行は少なかった。
既存の階段室の壁は床から 80 ㎝の範囲の腰壁は平
らなフラット仕上げで、上壁はヘッドカットパターン

の模様が付いていた。当初の修繕設計では、階段室内
壁に硬化材を使用せず、強洗浄で脆弱塗膜を落とす予
定だった。ところが水洗い後、水が含浸した既存塗膜
の界面が剥離してしまう箇所が発生した。[写真-下}
塗膜が剥がれた後のコンクリート板の表面を観察す
ると、
ツルツルした躯体表面が現われていた。
これは、
プレキャストコンクリート板を製作した時の、鋼板型
枠の底面(ベッド面)である。言うまでもなく、ザラザ
ラな面は塗材の付着強度が高く、ツルツルな面は塗材
の付着強度は低い。階段室内壁の既存塗膜は強洗浄に

より膨潤し付着強度が低下した。厄介なことに、全て
が剥げてしまうのではなく、壁面積の半分ぐらいの面
積しか剥がれない。
残りの半分ぐらいは躯体に付着し、
簡単には剥がれない状態だった。

階段室内壁を全面ケレンする工法
階段室は日常、居住者が通行する場所である。
人の肌や衣服に軟化材を触れさせてはいけないので、
外壁のように、壁に軟化材を塗布し、既存塗膜を軟化
させてから超高圧温水によりケレンする工法は採用で
きない。
そこで、
超音波を使用しての剥離ケレンを採用した。
１秒間に２万回以上の高速で刃先を振動させることに
より、壁を剥がす。超音波剥離機は、小型で軽量な電
動工具で作業員が１人で運べ、
騒音や埃が発生しない。
軟化材＋超高圧温水･洗浄機によるケレンは作業ス
ピードが早く、広面積施工でき、面積当たりの剥離工
事費用は比較的安くなる。
超音波剥離機によるケレンは、面積当たりの剥離工
事費用は高くなるが、狭くて人通りのある場所での使
用に向いている。今回のような場合に適している工法
と言えるだろう。渡辺物産㈱は「軟化材＋超高圧温水･
洗浄機によるケレン」単価の半値で実施した。

階段室・内壁のＰＣ板はベッド面で、プラスター分を含ん
だ塗材は水を含むと付着強度が極端に低下する部分が現れ
る。軟化剤による超高圧温水ケレンが不可能な場所だった

階段室内の塗装仕上げ
階段室の内部仕上げは以下の通りである。
内壁はシリカ系厚塗り塗材(ゆず肌模様)の上にオル
ガノポリシロキサン塗料(艶あり)で仕上げた。
また、天井面はシリカ系厚塗り塗材の上にシリカペ
イントで仕上げた。階段室は人の肌に触れるところで
もあり、
また簡単のモップなどで清掃しやすいように、
艶ありのオルガノポリシロキサン塗料を採用した。
更に躯体の中性化の進行速度も相対的に遅いため、
浸透性中性化抑止･防水材やポリマーセメントモルタ
ルなど躯体の耐久性を主目標とした素材の使用は控え
ている。
階段室内の色彩計画は明るい白で壁・天井を統一し、
鋼製のパイプシャフト扉も同一色調とし、薄緑色に塗
装された鋼製玄関扉が引き立つような配色とした。
階段室の床面は雨水の侵入も少ないため床防水は見
送った。

ので超音波剥離機によるケレンを実施した。

外壁などの塗装仕上げ
一方、躯体の中性化が進み、漏水事故も多発してい
た外壁面は既存塗膜を完全ケレンし、躯体の劣化箇所
を露出させ、丹念に補修し、浸透性中性化抑止･防水材
させ、ポリマーセメントモルタルで被い、水系艶消し
のシリカ微粒子ペイント仕上げた。
また､バルコニーや大庇の上げ裏は､スラブ上の防水
機能が低下しても水蒸気等を下面に透過するシリカ系
厚塗り塗材の上にシリカ微粒子ペイントで仕上げた。
更に、バルコニーや大庇の見付部は艶ありのオルガ
ノポリシロキサン塗料でアクセントカラーを配置した。
なお、
建物の基礎､外巾木は中性化防止と耐久性を主
目的とした仕上げとした。
この仕様のコンセプトは、
①外壁面の躯体の耐久性を確保すること。
②外壁面からの漏水を防止し、止水性を高める。
③ＶＯＣ揮発性物質を使用せず無機･水性塗材を使
用し、環境にやさしい仕上材を選択した。
④外壁への汚れの付着が少ない無機塗材を採用。
以上は菊水化学工業㈱の塗材を採用した。
建物全体の色彩計画は、主な外壁塗装色の塗板見本
を３色準備し、居住者によるカラーアンケートで決定
し、
バルコニー見付や大庇見付、
バルコニー隣戸隔板、
北壁階段室面などのアクセントカラーは、アンケート
で決定した外壁のメインカラーに合わせて決定した。
全体的にシンプルで明快な建物形状を引立たせるスッ
キリした色彩の仕上がりになったと思っている。
外壁の下地調査図

完全ケレンし、シーリング材を撤去し、浸透性中性化抑止・
防水材を含浸させた外壁ウェットジョイント目地

漏水事故の発生と原因追求
工事着工前に、ある住棟の２階の住戸から、
「南側６
帖の和室のベランダ側の窓の上部の壁と天井の入隅部
から漏水する。
」との訴えがあった。大規模修繕工事が
始まり、外壁を超高圧水洗機でケレンした工事以降、
「更に漏水がひどくなった。
」という苦情がなされた。
２階や３階のベランダや外壁などを調査したところ、
ベランダの床面の掃出しサッシの下の入隅部にシーリ
ングが施工されていることが判明した。[写真-上]
おそらく下階への漏水対策として、以前、シーリン
グにより止水処理したものと思われる。このシーリン
グ材の劣化が激しく、防水機能はなくなっていると判
断されたため、既存シーリング材を全面撤去し、シー
リングの打ち替えを行った。
これで漏水は止まるであろうと判断したが、当該住
戸からは
「雨が降ると漏水する。
」
との報告がなされた。
その後、ベランダの床面に全面、ウレタン塗膜防水
を施工した。
[写真-中上] 打ち替えたシーリング材を
ウレタン塗膜防水で完全にカバーした。これで漏水は
止まったであろうと期待したが、当該住戸から 「まだ
止まっていない。
」との報告がなされた。
更に、２階住戸の真上階、４階の住戸から「南側６
帖･和室の掃出しサッシ外のベランダ天井から漏水し
ている。
」との訴えがあった。
これら２件の漏水事故は､水の出口が近く(真上)関
連しているのではないかと思われた。
そこで、４階の上部の屋根面を調査し、アスファル
ト防水層のラップ部分の口開きなど[写真-中下]を丹
念に補修し、防水立上り端部のシールを打ち替え、更
に既存屋根防水層の上にビッグサンにて仮防水を全面
被せることにした。[写真-下]
屋根面の防水処理をしたにもかかわらず、２階住戸
の漏水事故は止まらなかった。このことから、２階と
４階の漏水原因は違う箇所から発生していると推測で
きた。
ここまでやって止まらないのであれば、本格的に漏
水原因を調査し、追及する必要がある。そこで、江田
特殊防水工業㈱を管理組合に紹介し、漏水原因の追及
と対策を依頼した。

ミズミチの解明と止水工事
水の出口があれば、どこかに水の入口があり、水が
通る「ミズミチ」があるはずである。炭酸ガスを水の
出口から送り込み､ガスの噴出口を検知する方法で
「ミ
ズミチ」を探る特殊な調査･止水工事を行った。
[写真-上]は、
２階の和室南側の窓上部の漏水個所か
ら炭酸ガスを圧入しているところである。
このガスは、
上階の和室６畳の畳下から検知された。畳と下地材を
剥がしたところ、コンクリートスラブは濡れていて、
雨水が浸入した形跡が発見された。更にミズミチを探
るために、ここから炭酸ガスの圧入を行った。[写真中上]
すると、南側外壁に設置されたテレビ共聴アンテナ
の同軸ケーブルの配管からガスが噴出していた。その
配管に止水処理を行った。[写真-中下]
また、４階の天井面の漏水口から炭酸ガスを圧入し
たところ[写真-下]、
屋根防水の立上出隅部からガスが
漏れたので、この部分を防水処理した。

本工事の防水保証と原因追究
今回の大規模修繕工事では、外壁面の「ひび割れ等
の止水」
「目地防水」
「ベランダ塗膜防水」について５
年間の防水性能保証となっている。ただし、テレビ共
聴アンテナ及び同軸ケーブル更新を含む「地上波デジ
タル対応工事」や、
「屋根防水工事」は行っていないの
で、性能保証対象外となる。今回の漏水原因追求と対
策補修工事には多額の費用を要したが、別の住棟の漏
水事故(ＴＶアンテナ架台廻り補修)と合わせて、修繕
積立金ではなく、 一般管理費・営繕費でまかなった。

バルコニー手摺などの修繕工事
バルコニー廻りの状態
隣戸隔板付近に、
鋼製物置が合計 82 台置かれており、
災害時の隣戸避難経路を妨げていた。又、外壁改修や
バルコニー防水、手摺修繕の障害となっており、撤去
してもらう必要があった。
隣戸隔板は、太平板(アスベスト製品)を鋼製アング
ルＬ‐40×40 で挟み固定していた。鋼製アングルの発
錆・腐食が見られ、
特に下枠アングルの腐食が激しく、
撤去し取替える必要があると判断された。
又、隔板は、竪樋支持金物及びバルコニー手摺支柱
に固定されていた。これを取替えるには竪樋支持金物
及び支柱固定金具を外す必要があった。
鋼製手摺は、バルコニー、階段、北窓に設置されて
いる。バルコニー手摺は約２.5ｍピッチで鋼管支柱
□‐100×50が立っていて、
支柱間にφ13丸鋼組子120

ピッチを［ ‐75×40×15 の上下弦材で固定した竪格
子をボルトで支柱に固定していた。
バルコニー手摺の不具合はアンケート調査結果から、
塗装が剥れている(93 件)、錆びている(96 件)、ぐらつ
いている(1 件)等の意見が寄せられた。目視調査を行
うと、亜鉛メッキに塗装した塗膜が剥がれていた。ま
た、支柱付根部の劣化が激しく、モルタル笠木に埋め
られていたアンカープレートが発錆腐食し、モルタル
が浮き上がり、爆裂、欠落したものも見られた。
階段手摺、北窓手摺に比べて、バルコニー手摺の腐
蝕劣化が目立った。
竪樋支持金物は、硬質塩ビ製で、漏水している箇所
も見られ、隔板を取替える際に、竪樋(支持金物)も取
替える必要があると考えたが、管理組合・理事会が取
替えないと決定した。

南側外観：手摺３スパン分が１住戸

笠木が欠落し、支柱部のベースプレートが露出している

バルコニー手摺：支柱付根部が劣化腐食

隣戸隔板：下枠が劣化腐食

鋼製手摺の修繕設計
バルコニーの修繕を以下の様に設計した。
既存組子パネルを一旦取外し、支柱付根部のモルタ
ル笠木(140Ｗ×20～30)をはつり除去する。角パイプ
支柱のベースプレート及び躯体アンカープレートを切
断し、角パイプ支柱を取外す。
バルコニー床板パネルの目地詰めモルタルを除去し、
シーリング用目地を形成する。笠木天端、見付け、目
地内部に浸透性中性化抑止材を含浸させ、ポリマーセ
メントモルタルで被覆する。取外した□‐100×50 の
角パイプ支柱はパイプの内外共ケレンし、錆止め塗装
する。

当初修繕設計

バルコニー見付け部にステンレス製アンカー金物・
焼付塗装品を設け、内外共防錆塗装した既存角パイプ
支柱を固定しなおす。手摺組子パネル・支柱角パイプ
は、２種ケレンの上、弱溶剤形アクリルウレタン樹脂
塗装を行う。手摺組子パネルと支柱の既存固定ボルト
を撤去し、ステンレスボルトに更新する。
また、隣戸隔板は工事に先立ち取り外し、アルミ製
隔板に更新する。
あまり劣化が進行していない階段手摺、
北窓手摺は、
ケレンの上、
弱溶剤アクリルウレタン樹脂塗装とした。

アルミ製手摺に更新する設計変更
その後、工事を請け負った渡辺物産㈱から既存のバル
コニー鋼製手摺をアルミ製手摺に取替えること、同時
に隣戸隔板も同一デザインで更新すること、又この工
事の金額は当初仕様契約金額に追加して費用を求めず、
同額(約 2300 万円)で行いたいとの提案がなされた。
共同設計は工程表、施工図等の提出を求め、検討、
承認し、管理組合はこの提案を受け入れた。これによ
り、
｢既存の鋼製手摺の修繕｣から｢アルミ製手摺への取
替え｣となった。
｢修繕｣から｢取替え｣に変更したことで、工程表を組
替えた。外壁の塗装工事の前にバルコニーの手摺を修
繕する予定だったが、外壁塗装→サッシ取替え→バル
コニーアルミ製手摺取替えとした。
この設計変更の理由は以下の通りである。
①メンテナンスしやすい
新宿団地は 1996 年(12 年前)に鉄部塗装工事を行っ
ており、その後の過程を居住者は嘆いていた。お金を
かけて塗装しても、すぐに剥がれ、布団が汚れ、布団
を干せないとの意見が出された。このように鉄製手摺
は数年毎に鉄部の防錆塗装が必要になる。一方、アル
ミ製品は、防錆塗装を繰り返す必要がない。

但し、アルミ製品も錆びる場合がある。アルミの表面
に塵や埃などが付着したまま放置すると、アルマイト
処理の不導体皮膜が破れ、点蝕が発生する。定期的に
清掃する必要がある。
②騒音・粉塵対策
当団地の居住者は高齢の方が多く、家で過ごす時間
が長いため、機械を用いてケレンする音にも不安な声
があった。取替えるための撤去時間は、ケレンして修
繕する時間より短いため、騒音と粉塵も少なくなる。
③工事期間が短縮できる
既存手摺を一旦取外し、ケレン錆止塗装し、付根部
の防錆処理をして塗装が乾いた後、再取付けする工事
期間に対して、事前に付根部を補修し、取外し後、そ
の日のうちにアルミ製手摺を取付ける方が工事期間
(１棟当たり５～８日間)の短縮になる。バルコニーに
手摺がない状態の時間が少ないことで、仮設工事は軽
減し、工事期間の居住者の転落事故の恐れも激減され
る。
④安全性が確保される
現状の支柱アンカーの他に、中間に方立が設置され
る。アルミ角パイプの中にステンレスアンカー金物が
設けられる。

アルミ製手摺取替え 工程
古い鋼管製の手摺支柱の付根部分は発錆･腐食が進
行している。[写真-左上] 柱の付け根部分のモルタル
笠木を除去し、鋼管製の支柱を切断する。下部のベー
スプレートの錆を除去、ケレンする。またベースプレ
ート廻りのコンクリート躯体には浸透性中性化抑止材
を塗布し含浸させた。
30 年以上使ってきた古い鋼管製のバルコニーの手
摺や隣戸との隔て板は運搬しやすい大きさに切断し、
撤去する。取り外した鋼製のバルコニー手摺は足場を
使って南側の芝庭に降ろして仮置きし、まとめて場外
に搬出した。[写真-左下]
新しいアルミ製手摺の支柱や下地材、組子や隣戸隔
板などの部材を各階のバルコニーに搬入する。
手摺の支柱位置などを墨出しし、最初に支柱の下地
材(溶融亜鉛メッキ鋼材)を既存の支柱のベースプレー
トに溶接し固定する。この下地材に角パイプのアルミ
製支柱を被せ、固定する。
新しいアルミ手摺の中間支柱の位置には、２本のス
テンレス製ボルトを挿入するための穴をモルタル笠木
の天場に開け、
穴の中にエポキシ樹脂接着剤を充填し、

ステンレスボルトを挿入し、固定する。[写真-右上]
このアルミ製下地材の上にアルミ角パイプ製の方立を
被せて固定する。
支柱の上部を上階のスラブの
「上裏」
面に固定する。
支柱の角パイプの頂部は蓋がされ、雨水が浸入しな
いように処理されている。
全ての支柱が、所定の位置に固定され、アルミ製手
摺の組子、笠木が固定される。隣戸隔板が取付けられ
ていないので、バルコニーは共用廊下のように端から
端まで見渡せる。歪みがなく真直ぐに固定されている
かどうか確認する。
既存の躯体に打込まれたベースプレートに溶接し固
定されたアルミ製支柱の付根部分は、躯体に浸透性中
性化抑止材を塗布、含浸させ、ポリマーセメントモル
タルで整形し、修復する。[写真-右下]
隣戸隔板が取付けられ、隣の住戸との間が行き来で
きなくなる。隣戸隔板には「非常の際にはここを破っ
て隣戸へ避難できます」との文字が表示され、蹴破り
易い位置にサッカーボールマークを表示した。
最後の笠木の養生フイルムが剥がされ、クリーニン
グをして引渡となる。

建具金物などの修繕
[写真-左上]のように、
各戸の玄関扉の脇のメーター
ボックス扉はＴ字型引き手が破損していたり、蝶番が
壊れていたものがあった。Ｔ字型引き手は全数：５４
４カ所の内、３1 個を新品に更新し、蝶番は１枚取替
えた。
[写真-左中]のように、
各戸の玄関脇に設置された室
名札は木製板をアルミでカバーしたものだったが、階
段室の壁面塗装時に取り外したところ、躯体へのアン
カーが弱く、きれいに復旧できないために、２７２戸･
全戸の室名札をアルミ製の新品に更新した。
[写真-左下]のように、
小さくて掲示物が十分に貼れ
ない掲示板は、３４階段の全てを大型掲示板に取替え
た。

折れた T 型ハンドルを新規に更新

[写真-右上]のように、
各戸のベランダに設置されて
いる硬質塩ビ製の雨水排水管は、当初全て新管に取替
える計画だった。
しかし理事会が不要と判断したので、
管の内面を洗浄し、竪樋がひび割れて漏水している箇
所は、外側面からシーリング材で補修し、塗装した。
経年で錆びが発生していた支持金物はステンレス製の
支持金物(272 カ所)に取替えた。
[写真-右下]の枠フレームが鋼製の隣戸隔て板は、
枠
が発錆腐食し、アスベストを含んだ大平板は各所にひ
び割れが発生していた。232 枚の全ての隣戸隔て板は
アルミ製の手摺と同一デザインの新品に取替えた。
その他、階段室の床の段鼻に設置されているノンスリ
ップ(滑り止め)金物のうち、
浮いているもの(６枚)は、
ビスで固定した。

南側の雨水排水管支持金物を北側と同様に、ステンレス製
支持金物に更新。

室名札を新規に更新

マグネット使用可のグレーの大きいサイズに更新

アスベストを含んでいた隣戸隔板を、ケイカル板に更新。
蹴破りやすいようにサッカーボールを配置。

開閉しにくい玄関扉
玄関扉の表面塗装と開閉調整を全戸行った。玄関扉
は更新したかったが、予算の関係で見送り、それまで
の間、既存玄関扉を使い続けられるようにすることを
目的とした。扉の蝶番調整を行い、開閉をスムーズに
した。また、玄関扉の室内側の塗装は、各戸の注文と
費用負担により「オプション工事」として行った。こ
のオプションを申し込まれたお宅は、新宿団地：２７
２件の内、１３５件あった。
開閉調整を行っても開閉しにくい扉が、１１件あっ
た。
なぜ扉がスムーズに開閉できないのか？
玄関扉の下枠が持ち上がり、扉と枠が擦れてしまっ
ていることが原因である。
ではなぜ、扉と下枠が擦れてしまうのか？
これは下枠の下地材、枠と躯体を固定するための鉄
筋が永年の劣化で錆びて、下枠が持ち上がってきてし
まったためである。これを解決するために下枠を鉄鎚
で叩いて平らにした。
それでも平らにならない場合は、玄関扉の下枠を新
しいステンレス枠に取替える。

玄関扉の下枠を取替える
玄関扉下枠が錆びて持ち上がった住戸を確認し、玄
関扉を枠から外す。既存の下枠を両端で切断し、撤去
する。[写真-上]
アンカー鉄筋の錆を落とし、防錆処理した後、新規
下枠設置位置にモルタルを盛り、その上から新しいス
テンレス製の下枠をはめこむ。[写真-中上]
既存の玄関扉の竪枠と、新たに取り付ける下枠を溶
接する。[写真-中下]
モルタルをしごいて、既存階段室床と水勾配を付け
てならす。下枠の養生シートを外す。[写真-下]
既存玄関扉横枠の溶接箇所が、焼けて黒くなってい
るので、その部分に鉄部塗装を行い、完成となる。
このように下枠を取替えた扉は、６件に及んだ。
10～15 年後の次回の大規模修繕工事では玄関扉は
枠ごと更新する必要があると予測される。

サッシ更新工事
アンケート調査結果から
当初のサッシは、56 ㎜見込のＫＪ－Ａ型であった。
その性能は現在の基準で、気密性はＡ－２、水密性は
Ｗ－４、耐風圧はＳ－４相当であり、遮音性は性能規
定がなかった。
サッシの調子について回答された住戸は 220 件あり、
｢調子が悪い｣との回答は 171 件、78％にのぼった。調
子が悪い中では、｢開閉が重い｣119 件、｢隙があく｣78
件、｢鍵がかかりにくい｣53 件、｢変形・歪み｣42 件、｢雨
が吹き込む｣38 件、｢小窓の締り不良｣31 件、｢ハンドル
不良｣20 件、
｢ガラスが外れる｣3 件の不具合が挙げられ
た。この結果から、サッシに期待される気密性、水密
性、耐風圧性、遮音性などの性能が得られていないこ
とが分かる。サッシの性能がゼロになりつつある状態
で、何らかの修繕が必要と判断された。

同潤会アパート外観：木造サッシやアルミサッシなど各

一方、各戸の玄関扉やパイプシャフト扉は、サッシ
ほど劣化していない。玄関扉について回答された 196
件のうち、
｢調子が悪い｣との回答は 65 件、
33％になり、
｢隙間風が入る｣が 43 件だった。

外観目視調査
全棟(10 棟)、272 戸のサッシを外から目視調査を行
った。結果、南側掃き出しサッシ：78 枚、北側腰窓サ
ッシ：13 枚、滑り出しサッシ(便所)：10 枚、FIX 付内
倒窓(浴室)：16 枚などのサッシが交換されていた。
当団地のサッシは、管理組合規約上でも共用部分で
あるが、専有化され統一した建物管理ができなくなっ
ている状態であった。このまま窓サッシを放置してい
ると、
各戸でバラバラにサッシを取替えられてしまい、
同潤会アパートのように建物の外観はスラム化する。

竪框と横框を繋いでいる部品が破損し、型崩れしている

戸が勝手にサッシを取替え、統一感のない外観であった。

擦り減り変形したアルミサッシのレール

掃き出しアルミサッシの片方が減った戸車

サッシを分解し詳細に調査する

風止板(上枠)

障子外止め

換気小窓

換気小窓締り

内障子

外障子

サッシはどのような工法・仕様により修繕・改修す
れば良いのか。修繕方法を検討するため、サッシメー
カーの協力を得て、サッシの分解調査を行った。構成
部品の確認、
納まり確認、
採寸、
構成部品の調査(戸車、
ビード、クレセント、外止め、風止め、小窓締り等)、
メーカー・部品在庫確認をした。詳細調査の結果は以
下の通りである。

枠
框

ガラスビード

■引き違いサッシの劣化状態
1.枠・障子の劣化
・障子のフレーム(框)を繋いでいる部分が破損し、型
崩れしている。[写真-前頁右上]
･アルミ製押出型材(枠･框・中桟等)の埃・塵等の付着
があり、点蝕が発生している。
・下枠レールの擦れ・変形している箇所が見られた。
[写真-前頁左下]
・戸車の擦り減りが原因で、障子の開閉に支障がある
箇所が見られた。[写真-前頁右下]
2.付属部品の劣化
・クレセントは破損、又は更新している住戸が多い。
・竣工当時、エアコンのスリーブがあいておらず、既
存サッシの換気小窓やスリットを設け室内に配管を
通している為、既存のクレセントがかからず、簡易
的なファスナーロックやロックマンを利用している
ものがあり、防犯上、問題である。
・戸車は損耗し、万能戸車などに更新されている。損
耗した戸車はレールを傷める原因となる。
・ガラスビードは収縮・硬化し、外れている箇所・切
れている箇所が見られた。
・障子上枠の外止めの破損・欠落により、サッシがぐ
らつき、開閉時にレールから外れてしまう住戸もあ
った。
・風雨時は、サッシの揺れる音が聞こえ、雨水が浸入
している状態であった。
・ 樹脂製部品の破損・欠落により、隙間風対策で市
販品を利用、又は独自で製作した部品を取り付け
ている住戸があった。

クレセント

戸車

風止板(下枠)

■網戸
・既存サッシと網戸レールが一体枠でない為、住戸に
よって取り付け方が様々である。
・網戸の網が破損している箇所もあり、網戸の機能を
果たしていないものがあった。

修繕方法をケーススタディする
既存アルミサッシは、サッシ本体(アルミ枠・アルミ
障子)の性能の低下、付属部品の破損・欠落、隙間風や
防犯対策、サッシを修繕または更新する必要に迫られ
ている状態であった。
サッシの修繕方法には、３つの方法がある。
a 框ばらし、部品交換、アルミ押出型材修繕
b 被せ工法
c 撤去工法
下表に各修繕方法の特性を示す。
アルミサッシの分解詳細調査から部品交換による修
繕の可能性を考えてみる。
・アルミ押出型材(枠、障子框、中材等)の損耗、変形、
腐食劣化が進み、下枠レールや框材などの取替えが
必要なものが見られる。

・サッシを構成する樹脂製品(外れ止め、風止板、ビー
ド、タイトゴム等)は耐用年数を越え、取替えが必要
であるが、部品の在庫が確認できず、金型から作り
直す必要がある。
・戸車は純正部品の在庫が確認されたが、小窓締まり
クレセント等の付属金物の在庫は確認できない。
以上のことから、全ての部品を特別に製作し、既存
サッシを維持・修繕するには多くのコストと手間がか
かり、かつ部品交換できたとしても当初のサッシ性能
まで回復することは不可能と判断した。つまり、サッ
シの更新を提案することになる。
次に、被せ工法と撤去工法について考えてみる。
被せ工法は既存サッシ枠の上に新規サッシ枠を被せ、
ビスで固定する。撤去工法は既存サッシ枠を除去し、
新規サッシ枠を溶接で固定する。これより、被せ工法
の工事の方がシンプルであり、工期が短い。又、費用
も撤去工法より安価である。既存サッシ枠を撤去せず
に施工するため、外壁や木製額縁、クロスなどの内装
を痛めないというメリットがあるが、被せたサッシ枠
の分、幅・高さ共、少しづつ狭くなるというデメリッ
トもある。

被せ工法を施工する会社の選定
この工事は、外壁等の改修工事請負業者が施工する
よりも、サッシ専門業者の力量を最大限に発揮できる
ことを考え、
分離発注工事とした。
サッシ更新工事は、
大規模修繕工事では核となる工事なので外壁等の改修
工事の請負業者選定よりも先に選定を行い、サッシ施
工会社・金額を決定した。管理組合の予算からサッシ
更新工事費用を引いた金額が外壁等の改修工事の予算
となった。

請負会社の選定方法は、
性能発注コンペ方式をとり、
４社を指名した。要求したサッシ性能は、気密性Ａ４、水密性Ｗ-５、耐風圧Ｓ-５、遮音性Ｔ-２を基準と
した。４社のサッシ見積比較表を下記に示す。
■被せ工法の種類
４社共、サッシ廻りはノンシールによる被せ工法の
提案だったが、詳細は違っていた。各工法の特徴と開
口寸法を示す。当マンションの既存掃き出しサッシの
開口寸法はＷ=1500、Ｈ=1750 である。
ＧＲＡＦ工法
取付工程としては既存サッシ下枠レール部をカット
し、枠を吊り込み、ネジ止め、障子を吊り込み調整す
る。Ｗ=1419、Ｈ=1694
ＨＯＯＫ工法
既存サッシ枠にフック状のアタッチメントを施し、フ
ック専用一体枠を引っ掛けて取り付ける工法。取付工
程としては既存サッシ下枠レール部をカットし、フッ
ク材を取り付ける。専用一体枠・アルミカバーを取り
付ける。Ｗ=1438・1421、Ｈ=1693
ＲＥ工法
既存サッシ下枠レール部をカットすることなく、既
存枠を清掃し、そのまま新規枠を被せて施工する。全
てビス止めで施工する。 Ｗ=1456、Ｈ=1703
３つの工法が各社から提案された。提案された工法
は、所定のサッシ性能はクリアしていた。ここで注目
したのが開口寸法である。被せ工法は開口寸法が狭く
なることは前述した通りである。開口寸法をどれだけ
広く取れるかを選定基準の１つとした。

サッシ見積比較表にも示しているが、例えば AW-1
で検討してみる。工法により、Ｗ寸法は最大 37 ㎜、Ｈ
寸法は最大 10 ㎜の差がある。
この差は今まで住み慣れ
てきた居住者にとっては大きいものと想像できる。
又、ＧＲＡＦ工法とＨＯＯＫ工法は下枠のレール部
をカットするものだった。レール部をカットしても、
ＲＥ工法よりも開口寸法は小さく、かつ、この時には
ドリル音と多少の振動が発生する。ＲＥ工法は、既存
下枠レールをカットする作業工程が省力化される為、
コストダウンに繋がる。
かくして最も廉価な不二サッシリニューアル㈱に発
注が決定した。
面談後、１.15 億円(税込)での契約が決定した。１
住戸当たり、
約 42 万円での更新費用ということになる。
■中桟付、換気小窓付を選択
中桟無し、透明１枚ガラスの引違いサッシの実物大
サンプルを集会所に展示した。居住者に被せ工法で取
替えるサッシを見てもらうためである。ところが、こ
のサンプルに異論が出された。既存の中桟付、下部が
スリガラスの希望が強かった。居住者の意識は永年慣
れ親しんだ形にこだわる傾向が強かった。
掃き出しサッシの

サッシ更新工事がはじまる
各住宅には南バルコニー側の掃き出しサッシ：３窓、
北側の腰高窓サッシ：１窓、それに浴室の小窓と便所
の小窓、合計６カ所の窓サッシがあり、全てのサッシ
を更新対象とした。
2008 年２月から全ての住戸の室内に入り、既存のサ
ッシの採寸調査を行い、標準タイプ、ペアガラスタイ
プ (オプション工事)など、
４種類の窓に 29 種類の施
工承認図が提出された。管理組合と設計事務所の承認
をえて工場で製作にかかる。工場での製作が４月中旬
までかかり、４月１９日から、新宿団地の現場に搬入
された。
５号棟の南西の芝庭に仮置き場兼組立作業スペースを
仮設し、製作された製品が順次、ここに置かれた。[写
真-上] また、ここでは浴室や便所の滑り出し窓サッ
シの組立も行われた。[写真-下]

施工詳細断面図

掃き出しサッシ 更新工程
一日で作業を終わらせるために、バルコニーの掃出
窓サッシと、北側の腰高窓サッシの枠を、足場を使っ
て各住戸のバルコニーの床に仮置きし、手摺にテープ
で固定し、翌日のサッシ更新工事に備える。[写真-上]
サッシ更新工事の当日、窓サッシ廻りの床にシート
を敷き、室内を汚さないように養生する。次に既存の
窓サッシのアルミ製のガラス障子や網戸を外し、既存
サッシ枠をクリーニングし、新規に被せる枠の下地材
を取付ける。[写真-中上]
外した既存サッシのガラス障子や網戸はバルコニーか
ら下に降ろし、仮置き場に集積し、場外に搬出する。
既存の枠に新規サッシ枠の下地材を取付けて、新規
サッシ枠を建て込む。[写真-中下] 新規枠の外周には
気密ゴムが取付けられていて、サッシ廻りにシーリン
グを施工しなくても、雨水に侵入を防ぎ新規サッシの
気密性能や水密性能を確保する納まりとなっている。
この工法を「ノンシール工法」という。
既存サッシ枠と新規サッシ枠の間の数㎜の隙間に、
プラスチック製のスペーサーを挟み込み、調整する。
新規枠の取付け後、枠廻りの室内側にアルミ製の額縁
をはめ込み、
固定し、
ガラス障子と網戸を建て込む。
[写
真-下] この時に、
戸車の高さ調整を行い、
歪みを直す。
同時に、
建付け調整及び、
締まり金具等の調整も行い、
ガラス障子及び網戸の脱落防止の外れ止め金具を設置
する。
サッシの鍵（クレセント）の調整を行い、開閉調整
も行う。最後にサッシをクリーニングし、室内の養生
シートを外して掃除する。バルコニーの床面も清掃し
て施工終了となる。
施工終了後、各居住者にサッシ取付け後の注意点を
説明し、工事完了の「確認印」をもらう。
掃き出し窓の注意点としては、サッシ下場が平らに
なったため、ベランダとの段差が以前とは異なること
を理解してもらうことが挙げられる。

滑り出しサッシ 更新工程
浴室と便所の滑り出し窓は、被せ工法で更新し、型
板ガラスを使用する。サラン網を使用した内開きの網
戸が磁石で開閉できるようになっている。
まず、パテで固定した嵌め殺し窓のガラスが飛散し
ないようにテープで養生し、割って枠から外す。[写真
-上]
次に、既存枠の対角方向と垂直方向の歪み等を調整
し、新規に被せる枠の下地材を取付け、枠の建て込み
をする。この時点で、ガラスは入っていないが、網戸
は取り付けられている。[写真-中上]
既存枠と新規枠の間に、バックアップ材及びプライ
マーを塗布する。この時に新規アルミサッシ枠を汚さ
ないようにブチルテープで枠廻りを養生する。その上
から、変性シリコーンシーリング材を充填し、ヘラで
整形し、養生テープを外す。[写真-中下]
シーリング材は乾くまで時間がかかるので(24 時
間)開閉時に触らないように、気をつけてもらう。
ガラスを室内側から装着する。[写真-下]
ガラスをしっかりと固定するために、
ビードを入れて、
開閉調整をして完成となる。

オプション工事
オプション工事の申込数が一番多かったのは、
｢補助
ロック｣で 163 箇だった。１階の全住戸には、｢補助ロ
ック｣は標準設置されていたので、
防犯意識が高いこと
が伺える。
断熱効果が高い｢ペアガラス｣は 48 枚の申込があっ
た。次いで、｢網入りガラス｣11 枚、｢真空ガラス｣9 枚
であった。

サッシ更新工事にかかった期間と手間
サッシ更新工事(内装工事除く)では、２.3 ヶ月間の
工期の中で、759 人工＋現場代理人 60 人工かかった。
人工数の内訳としては、ガードマン４人工、仮設小屋
組立８人工、サッシ取付け 444 人工、クリーニング・
管理 118 人工、コーキング 55 人工、ガラス工 130 人工
だった。

木造用サッシの修繕と内装工事など
取替済みの 78 枚の掃き出しサッシと 13 枚の北窓サ
ッシが木造住宅用サッシに取替えられていた。木造住
宅用サッシは３階建ての高さまでしか適用できない。
木造住宅用サッシは、鉄筋コンクリート造の中高層建
物に求められる耐風圧性能が不足している。そこで、
既に木造住宅用サッシに更新されたサッシも取替え対
象とし、取替済み住戸に再取替えを求めた。又、全て
のサッシは共用部分と位置づけ、既取替 (今回工事で
サッシを取替えない)住戸の一部居住者から取替費用
を管理組合に返すよう要望がなされたが、管理組合は
これに応じなかった。
サッシ更新工事を辞退された住戸のサッシは主に木
造住宅用サッシであり、サッシ廻りの躯体との間にシ
ーリング防水をする必要があった。シール数量は 195
ｍになり、本体工事請負会社の渡辺物産㈱が足場から
施工した。
既にサッシを取替えていた住戸がサッシ更新工事を
希望した場合、既存のサッシ枠に被せられたサッシ枠
の撤去から工事が始まる。個人で取り付けたサッシや
網戸を撤去してからの更新後、室内クロスの見切りが
通常と異なっており、未塗装の部分が現れ、躯体が見
えたままの状態になった。[写真-左] クロスの張り替
えや額縁の塗装、額縁の造り直しが必要になり、造作
大工や塗装、クロス、シーリングなど室内のサッシ廻
りに補修が必要になった住戸は 50 件強にのぼった。
[写真-右] １件１件は小額でも、日程調整に時間がか
かり、延べ 44 人工の手間を要し、約 170 万円の追加費
用となった。この費用は、個人ではなく、修繕積立金
から捻出された。
この努力の結果、各窓で辞退があっても、272 戸の
うち 269 戸のサッシ更新工事が行えた。

サッシ更新工事辞退拒否精算(減額)、
内装補修工事、
サッシ廻りシーリング代を精算すると、実施工事費用
は１.14 億円となった。
サッシ修繕の流れ

コア抜き工事とエアコンの冷媒配管の移設
アンケート調査では
冷暖房空調機を使っていない住戸は 15 件のみで、
176件の住戸に設置されていた。１住戸に２台使用し
ている住戸は 71 件、
３台以上使用している住戸は４件
あった。アンケートに回答した 176 件には 255 台の空
調機が設置されていた。
又、最近のマンションでは空調機用のインサート、
及び冷媒配管用のスリーブが標準的に設置されている
が、当団地の建設当時にはまだエアコンが普及してお
らず、設備されていなかった。その為、冷媒配管は以
下のような工夫がなされていた。空調機冷媒配管、ス
リーブ調査(外観目視調査)では、117 箇所、確認でき
た。
・サッシの換気小窓を使用(94 件)
・コンクリートの壁に穴をあけて使用(59 件)
・サッシを改造し、設置した配管用の穴を使用(24 件)

コアを抜いているところ

コア抜き工事 計画
サッシを取替える前に、換気小窓等から通している
冷媒配管を移動する必要があった。バルコニー側の和
室４.5 畳と６畳の外壁２箇所に空調機用スリーブを
開けることを計画した。外壁にはステンレス製キャッ
プを、室内側にはプラスチック製キャップを取り付け
る｡
又、外壁に穴をあけて使用している住戸はそれをそ
のまま使用することとし、実費精算工事とした。
■空調機用スリーブを新設する際の基準は以下の通り
である。
・スリーブはサッシ更新工事に先行して行い、サッシ
の開閉に支障にならないものとする。
・冷媒配管及びドレイン管を通すために必要でかつ適
切な口径及び位置とする。
・躯体内の鉄筋を切断しない位置をＲＣレーダーで探
査する。又、躯体内の電気配線を切断しない。
・ドレイン配管の水勾配を確保する。

●

●

室外から室内に向かってスリーブを抜き、１～２㎜
内装材などを残しておき、サッシ更新工事(居住者在
宅)時に残っている内装材を抜くという方法をとった。
最終的に 432 箇所に穴をあけて、冷媒配管移設工事
は各戸負担のオプション工事として行ってもらった。

