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● 「歴史を継承する」想いで取り組んだ保存・修復・復元工事
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巻頭言　土木遺産が切り開く新たな地平

JCMA報告 情報化施工技術の活用効果
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　本協会では、国内における建設機械の実態を網羅した『日本建設機械要覧』を

1950年より3年ごとに刊行し、現場技術者の工事計画の立案、積算、機械技術者

の建設機械のデータ収集等に活用頂き、好評を頂いております。

　本書は、専門家で構成する編集委員会の審査に基づき、良好な使用実績を示した

国産および輸入の各種建設機械、作業船、工事用機械等を選択して写真、図面等の

ほか、主要緒元、性能、特長等の技術的事項、データを網羅しております。購読者

の方々には欠かすことのできない実務必携書となるものと確信しております。

　2013年版日本建設機械要覧購入の方への特典として、当協会が運営するWebサ

イト（要覧クラブ）上において2001年版、2004年版、2007年版及び2010年版

日本建設機械要覧のPDF版が閲覧及びダウンロードできます。これによって2013

年版を含めると1998年から2012年までの建設機械データが活用いただけます。

B5判、約1,320頁／写真、図面多数／表紙特製

価格は次の通りです（消費税8％含む）

一般価格　52,920円（本体49,000円）

会員価格　44,280円（本体41,000円）

（注）送料は1冊900円となります。

　　（複数冊の場合別途）
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一般社団法人日本建設機械施工協会　発行図書一覧表（平成 27年 8月現在）

№ 発行年月 図　　　　書　　　　名 一般価格
（税込）

会員価格
（税込） 送料

 1 H27 年 5 月 橋梁架設工事の積算　平成 27 年度版 9,720 8,262 600

 2 H27 年 5 月 平成 27 年度版　建設機械等損料表 7,920 6,787 600

 3 H26 年 6 月 よくわかる建設機械と損料 2014 5,616 4,752 500

 4 H26 年 5 月 大口径岩盤削孔工法の積算　平成 26 年度版 6,048 5,142 500

 5 H26 年 3 月 情報化施工デジタルガイドブック【DVD 版】 2,160 1,944 400

 6 H25 年 6 月 機械除草安全作業の手引き 972 864 250
 7 H25 年 3 月 日本建設機械要覧　2013 年版 52,920 44,280 900
 8 H23 年 4 月 建設機械施工ハンドブック　（改訂 4 版） 6,480 5,502 600
 9 H22 年 9 月 アスファルトフィニッシャの変遷　　 3,240 400
10 H22 年 9 月 アスファルトフィニッシャの変遷【CD】 3,240 250
11 H22 年 7 月 情報化施工の実務 2,160 1,851 400
12 H21 年 11 月 情報化施工ガイドブック 2009 2,376 2,160 400
13 H21 年 9 月 道路除雪オペレータの手引 3,085 2,057 500
14 H20 年 6 月 写真でたどる建設機械 200 年 3,024 2,560 500
15 H19 年 12 月 除雪機械技術ハンドブック 3,086 500
16 H18 年 2 月 建設機械施工安全技術指針・指針本文とその解説 3,456 2,880 400
17 H17 年 9 月 建設機械ポケットブック　（除雪機械編） 1,029 250
18 H16 年 12 月 2005 「除雪・防雪ハンドブック」 （除雪編） 5,142 600
19 H15 年 7 月 道路管理施設等設計指針（案）道路管理施設等設計要領（案） 3,456 500
20 H15 年 7 月 建設施工における地球温暖化対策の手引き　 1,620 1,512 400
21 H15 年 6 月 道路機械設備 遠隔操作監視技術マニュアル（案） 1,944 400
22 H15 年 6 月 機械設備点検整備共通仕様書（案）・機械設備点検整備特記仕様書作成要領（案） 1,944 400
23 H15 年 6 月 地球温暖化対策　省エネ運転マニュアル 540 250
24 H13 年 2 月 建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック（第 3 版） 6,480 6,048 500
25 H12 年 3 月 移動式クレーン、杭打機等の支持地盤養生マニュアル（第 2 版） 2,675 2,366 400
26 H11 年 10 月 機械工事施工ハンドブック　平成 11 年度版 8,208 600
27 H11 年 5 月 建設機械化の 50 年 4,320 500
28 H11 年 4 月 建設機械図鑑 2,700 400
29 H10 年 3 月 大型建設機械の分解輸送マニュアル 3,888 3,456 500
30 H9 年 5 月 建設機械用語集 2,160 1,944 400
31 H6 年 8 月 ジオスペースの開発と建設機械 8,229 7,714 500
32 H6 年 4 月 建設作業振動対策マニュアル 6,172 5,554 500
33 H3 年 4 月 最近の軟弱地盤工法と施工例 10,079 9,565 600
34 Ｓ 63 年 3 月 新編　防雪工学ハンドブック【POD 版】 10,800 9,720 500

35 Ｓ 60 年 1 月 建設工事に伴う濁水対策ハンドブック 6,480 500
36 建設機械履歴簿 411 250

37 毎月　25 日 建設機械施工【H25.6 月号より図書名変更】
864 777 400

定期購読料　年12冊　9,252円（税・送料込）

購入のお申し込みは当協会 HP　http://www.jcmanet.or.jp の出版図書欄の「ご購入方法」の「図書購入申込書」をプリン
トアウトし，必要事項を記入してお申し込みください。
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　日本における世界遺産第一号の国宝姫路城。その大天
守は，1609 年に完成したものと考えられている。完成後，

何度も修理が行われてきたが，直近の「昭和の大修理」
から 50 年近く経過し，漆喰壁や上層部の軒，庇には傷
みや汚れが目立つようになってきた。そこで平成の保存
修理では，工事用の素屋根・仮設構台を建設した後に，
大天守の屋根瓦などの全面葺替えと，上部の外部大壁を
解体し傷んだ軒裏・破風等の漆喰塗修理を行った。

国宝姫路城の保存修理
写真提供 ： 鹿島建設㈱

◇表紙写真説明◇

 110 統　　　計　建設企業の海外展開 …機関誌編集委員会
 115 統　　　計　建設工事受注額・建設機械受注額の推移
   …………………………………………機関誌編集委員会

 116 行 事 一 覧（2015 年 6 月）
 120 編 集 後 記 ……………………………………岡田・久保
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協 会活動のお知らせ ▲ ▲

情報化施工により東日本大震災の復興を支援

施工部会情報化施工委員会（委員長：
植木睦央　鹿島建設株式会社東京建築
支店機材部）は，情報化施工を通じ災
害に強く信頼性の高い復興事業を実現
できるよう被災 3 県の施工者や発注者
などを支援することとしました。

まずは，一般社団法人日本建設機械

施工協会のサイトに復興支援のための
ホームページを立ち上げ，情報化施工
に対する疑問や現場での困りごとにつ
いての相談に応えていくこととしまし
た。次に，復興事業において情報化施
工を取り入れ，自社のレベルアップを
図ろうと考える施工者を，被災 3 県の

中から募り，業務受注後から竣工まで
をトータルサポートしていくこととし
ています。
http://www.jcmanet.or.jp/sekou/
hukkou/index.html

日本建設機械施工協会「個人会員」入会のご案内

個人会員は，日本建設機械施工協会
の定款に明記されている正式な会員
で，本協会の目的に賛同され，建設機
械・施工技術に関心のある方であれば
どなたでも入会頂けます。
会費：年間 9,000 円
★個人会員の特典
○  機関誌「建設機械施工」を毎月お届

け致します。

  　本誌では，建設機械・施工技術に
関わる最新情報や研究論文，本協会
の行事案内・実施報告等のほか，新
工法・新機種の紹介や統計情報等の
豊富な情報を掲載しています。

○  協会発行の出版図書を会員価格（割
引価格）で購入できます。

○  シンポジウム，講習会，講演会，見
学会等，最新の動向にふれることが
できる協会行事をご案内するととも

に，会員価格で参加できます。

お問い合わせ・申込書の送付先
※  お申し込みには本誌差込広告ページ

の申込用紙をご利用ください
一般社団法人日本建設機械施工協会
個人会員係
TEL：03-3433-1501　
FAX：03-3432-0289
http://www.jcmanet.or.jp

平成 27年度「建設施工と建設機械シンポジウム」のご案内

本協会では，“建設機械と施工法”
に関する技術の向上を目的に，技術開
発，研究成果の発表の場として，「建
設施工と建設機械シンポジウム」を毎
年開催しております。本年度も「暮ら
しを支える建設施工と建設機械」を
テーマとし，①災害，防災，復旧・復興，
② ICT の利活用・ロボット，③品質

確保とコスト縮減，④環境保全，省エ
ネルギー対策，⑤安全対策，⑥維持・
管理・補修の 6 項目に関する論文発表
を行うほか，ポスターセッションも行
います。
参加申し込み期限：  6 月 1 日（月）済み
会期：  平成 27 年 12 月 1 日（火）～ 2

日（水）

詳細問い合わせ先：
一般社団法人日本建設機械施工協会
シンポジウム実行委員会事務局
水口・荒川
TEL：03-3433-1501
FAX：03-3432-0289
http://www.jcmanet.or.jp

「平成 27年度版 建設機械等損料表」「よくわかる建設機械と損料 2014」
改訂・発刊のお知らせ

1．平成 27年度版 建設機械等損料表
・  損料算定表の諸元欄の記載要領・表

現を変更し読み易さを改善
・  「機械運転単価表」の作成例を，現

行歩掛に合わせて見直し
・  関連通達・告示に「東日本大震災の

被災地で使用する建設機械の機械損
料の補正」を追加

発刊：平成 27 年 5 月
体裁：B5 判，約 620 頁

価格（送料別）
　一般 7,920 円（本体 7,334 円）
　会員 6,787 円（本体 6,285 円）

2．よくわかる建設機械と損料 2014
・  損料用語，損料補正方法を平易な表

現で解説
・  各通達・告示類の要旨を解説
・  各建設機械の分類コードの体系を図

示

発刊：平成 26 年 6 月
体裁：B5 判，約 400 頁
価格（送料別）
　一般 5,616 円（本体 5,200 円）
　会員 4,752 円（本体 4,400 円）
詳細問い合わせ先：
一般社団法人日本建設機械施工協会
TEL：03-3433-1501
FAX：03-3432-0289
http://www.jcmanet.or.jp/
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巻頭言

土木遺産が切り開く新たな地平
阿　部　貴　弘

蛇口をひねれば，水が出る。そんな“あたり前”の
日常が，あたり前ではなかった時代がある。井戸や河
川から水をくみ，生活用水として大事に使っていた時
代は，実はそれほど昔のことではないはずであるが，
我々が水道の蛇口をひねるとき，そうしたかつての暮
らしに思いを馳せ，現在の豊かさを改めて意識するこ
とはまずない。それこそが，我々が享受しているあた
り前の日常である。

こうしたあたり前の日常を創り出し，支え続けてき
たのが土木施設である。それらの土木施設には，各時
代の社会の要請に応えるため，あるいは地域の発展の
ため，そして何よりも人々の暮らしの質を高めるため
に力を尽くしてきた，先人の知恵や工夫が凝縮されて
いる。「土木遺産」とは，まさにそうした先人が我々
に残してくれた大切な財産なのである。

世界遺産がいわばブームとなっているいま，「土木
遺産」という言葉もそれほど違和感なく一般に受け入
れられているように思う。しかし，そうした土木遺産
に関わる取組みの歴史は比較的新しい。たとえば，公
益社団法人土木学会による総合的な土木遺産の調査が
開始されたのは，1990 年代に入ってからである。また，
同じく土木学会による土木遺産の顕彰制度として「選
奨土木遺産制度」が創設されたのは，2000（平成 12）
年のことである。一方，文化財保護法に基づく「国宝
及び重要文化財指定基準」が改正され，「土木構造物」
が文化財の範疇に位置付けられたのは，1996（平成 8）
年のことである。つまり，土木遺産に関わる本格的な
取組みの歴史は 20 年ほどしかなく，いまだ発展途上
の新しい分野であると言えよう。

少しややこしいが，“土木遺産の新しさ”について，
いくつか論点を示しておこう。

まず，土木遺産の価値付けである。土木遺産にどの
ような価値を見出し，その保全にいかなる意義を認め

るのか，土木遺産の“価値付け”はいまだ試行錯誤の
段階にあり，専門家の間でも議論が続けられている。
これまでの土木遺産は，“我が国初の○○”，“明治期
最大規模の○○”，“現存最古の○○”といった，いわ
ば希少価値に重点を置く狭義の文化財的な視点から価
値付けがなされ，これに基づきいわゆる“逸品”の土
木遺産が評価され，保全措置が講じられてきた。しか
し，そうした逸品の土木遺産は，専門家や好事家はと
もかく，一般の市民にとっては日常生活とは切り離さ
れた遠い存在であり，その価値が広く理解されてきた
とは言い難い。

ところが近年は，価値付けの議論が広がりを見せ，
“なぜその施設が必要とされたのか”，“その施設がで
きたことで，社会や人々の暮らしがどのように変わっ
たのか”といった，社会的・文化的な価値の読み解き
が重視されるようになってきた。これに伴い，土木遺
産の種類は多様化し，よりローカルで身近な土木施設
が，土木遺産として価値付けられるようになってき
た。土木施設という“モノ”に刻まれた歴史を多面的
に読み解くことで，日々の暮らしを支える身近な土木
施設にも光をあて，遺産としてその本質的な価値を見
出そうとする試みである。こうした試みを通して，土
木遺産が身近な存在として広く一般市民にも受け入れ
られ，さらにまちづくりの資源としても活用され始め
ている。

しかし残念ながら，現状ではそうした価値を読み解
くことのできる専門家や技術者は，研究の分野におい
ても，また実務の現場においても不足している。その
ため，価値が顧みられることのないまま撤去されたり，
価値に無配慮な改修がなされたりしてしまう土木遺産
も少なくない。こうした人材不足を解消するためには，
何より土木史教育が重要であることは言うまでもない
が，それに加えて現場の技術者が，土木遺産という発
展途上の分野を牽引しようという気概を持って，実務
を通した鍛錬を積み重ね，土木遺産に向き合う姿勢を
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身につけることも重要である。土木施設に刻み込まれ
た歴史の痕跡を，糸をつむぐように丁寧に読み解いて
いく作業は，とても根気のいる仕事である。しかし，
そうした無数の痕跡が，一本の糸としてつながった途
端，一見どこにでもありそうな土木施設が，かけがえ
のない土木遺産に姿を変えるのである。ぜひ，この楽
しみ，いや驚きを味わっていただきたい。

一方，土木遺産の保全技術も，今後の発展が期待さ
れる分野である。一度造った土木施設を長く使い続け
るというのは，これからの建設分野における大命題で
あるが，土木遺産の保全はその最先端を担っていると
みることもできる。

土木遺産は，現行の技術基準が定められる以前に建
設された施設が多く，つまり現行の技術基準を満たし
ていない施設が多くある一方で，現役稼働中の施設も
少なくない。さらに，たとえばリベットなど，現在で
は使われなくなった技術を用いて建設された施設もあ
る。加えて，まちづくりに活用するとなると，本来の
用途とは異なる用途に転用されることもある。こうし
た施設において，土木遺産としての価値を減ずること
なく，補修や補強を通して現役施設としての性能をい
かに満たしていくべきか。土木遺産に向き合う技術者
が，最も頭を悩ませる場面ではないだろうか。しかし
見方を変えれば，ここに技術革新の好機，すなわちビ
ジネスチャンスがあるのではないか。土木遺産を保全
するためには，新たな施設を建設する場合とは異なる
視点から，診断技術や補修・補強技術を開発する必要
がある。そうした技術開発は，一般的な土木施設の長
寿命化に資する先端技術に通ずる可能性があるのでは
ないだろうか。

最後に，土木遺産にかかわる最新動向を紹介してお
こう。これまでに価値付けされてきた土木遺産は，第
二次世界大戦以前に建設された土木施設が中心であっ
た。それが昨年から，土木学会土木史研究委員会にお
いて，戦後に建設された土木施設の歴史・文化的価値
をいかに評価するかという議論がはじめられた。戦後，
おもに高度成長期に建設された土木施設が更新の時期
を迎えるなか，それらが失われる前に価値を評価して
おこうという取組みである。戦後の土木施設は，大量
かつ現役稼働中の施設も多い。それらの価値をどのよ
うに評価し，補修・補強していくのか，新たな挑戦が
始まっている。

宝探しではないが，少し視野を広げて見方を変えれ
ば，普段見慣れた風景の中に，身近な土木遺産がきっ
と見つかるはずである。そうした土木遺産は，日々の
暮らしの中で意識することのないあたり前の存在であ
るがゆえ，失われてはじめて，その価値に気づくこと
もある。残しておけばよかったと後悔しても，後の祭
りである。同じ価値を備えた施設は，二度と創り出す
ことはできない。そうならないためにも，日ごろから
身近な土木施設に対して，気配りや目配りをして，思
いやりを持って接することが大切である。

先人の残してくれた土木遺産に向き合うとき，現在
の我々の知恵と工夫で，はたしていかなる取組みを講
ずるのか，「さあ，お手並み拝見」と先人に問われて
いるように思う。そこで臆せず，横綱に胸を借りるつ
もりで飛び込んでみよう。その向こうに，きっと新た
な地平が開けるはずである。

─あべ　たかひろ　日本大学 理工学部 まちづくり工学科 准教授 
 （公益社団法人土木学会 選奨土木遺産選考委員会 幹事長）─
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歴史まちづくり法に基づく取組と今後の展開
行政情報

酒　井　隆　行

歴史まちづくり法は，地域の歴史及び伝統を反映した人々の活動と，歴史上価値の高い建造物及びその
周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境を「歴史的風致」と定義し，その維持・
向上を図ることを目的に制定された。

本稿では，法施行から 7 年が経過した歴史まちづくり法について，その概要や支援制度，歴史的風致を
構成する重要な要素の一つである歴史的建造物の整備事例とともに，今後の展開について紹介する。
キーワード：歴史的風致，歴史的建造物，復元，改修，修理

1．歴史まちづくり法の目的

歴史まちづくり法（正式名称：地域における歴史的
風致の維持及び向上に関する法律（平成 20 年法律第
40 号））は，「地域におけるその固有の歴史及び伝統
を反映した人々の活動と，その活動が行われる歴史上
価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体的と
なって形成してきた良好な市街地の環境」を「歴史的
風致」と定義し（図─ 1），この歴史的風致について，
維持するだけでなく，歴史的建造物の復元，修理等の
手法により，積極的に向上させることを目的に制定さ
れた。

2．歴史まちづくり法の概要

我が国固有の伝統的文化を反映する貴重な歴史的風
致について，地域のみならず国家的な観点から次世代
に継承を図っていく必要があることから，歴史まちづ
くり法では，国指定・選定文化財を中心とする歴史的
風致の維持及び向上について市町村が作成した歴史的
風致維持向上計画を国（文部科学大臣，農林水産大臣，
国土交通大臣）が認定し，認定を受けた計画に基づき，
特例措置や各種事業により認定都市の取組を支援する
仕組みとなっている（図─ 2）。

特に，歴史まちづくり法第 2 条第 2 項に基づく重点

図─ 1　「歴史的風致」の概念図及び具体例

特集＞＞＞　歴史的建造物の保存・修復・復元
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区域は，重要文化財建造物や史跡等の用に供される土
地，重要伝統的建造物群保存地区内の土地及びその周
辺で，歴史的風致の維持及び向上を図るための施策を
重点的かつ一体的に推進することが必要な区域であ
り，歴史的風致維持向上計画の策定時には必ず設定す
ることとなっている（図─ 3）。

3．  歴史的風致維持向上計画に基づく支援と
その整備事例

国は，認定された歴史的風致維持向上計画に基づく
事業について，表─ 1 に示す交付金等により，歴史

的まちなみの形成等を支援している。
これらの支援策を活用しながら，歴史的建造物の復

元，改修等について全国で取り組まれているところで
あるが，ここでは歴史上価値の高い城門を復元した石
川県金沢市，土木学会選奨土木遺産等に選定された堰
の改修を行っている群馬県甘楽町，震災による被害か
らの復興に取り組む茨城県桜川市の 3 市町における取
組を紹介する。

（1）石川県金沢市
金沢市歴史的風致維持向上計画は，金沢城跡を舞台

に展開される薪能や加賀鳶などの伝統行事と，ひがし

図─ 2　歴史まちづくり法の概要図

図─ 3　重点区域のイメージ図
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茶屋街などの歴史的建造物とが一体となって良好な市
街地の環境を形成している状況等を歴史的風致とし，
平成 21 年 1 月に国の認定を受けた。

重点区域内の金沢城公園は，特別名勝の兼六園と並
び石川県の歴史・文化・伝統を継承する象徴であり，
特に園内の金沢城跡，石川門はそれぞれ，国の史跡，
重要文化財に指定されている。

金沢城公園の歴史的資産としての価値を一層高め，
永く後世に引き継ぐため，平成 18 年より金沢城石川
門の保存修理が行われるとともに，河北門と橋爪門の
復元が進められた。橋爪門が平成 27 年 3 月に完成し
たことにより，明治期に焼失して以来 134 年ぶりに金
沢城三御門が往事の姿を取り戻している（写真─ 1）。

（2）群馬県甘楽町
甘楽町歴史的風致維持向上計画は，400 年以上前に

開削され，現在も生活用水などに利用されている雄川
堰が住民の生活に溶け込み小幡城下のまちなみと一体
となって良好な市街地の環境を形成している状況等を
歴史的風致とし，平成 22 年 3 月に国の認定を受けた。

甘楽町の歴史的風致の中心となっている雄川堰は，
自然石を積み重ねた構造の用水路で，適切に保全され
てきたこともあり，土木学会選奨土木遺産や，国際か
んがい排水委員会が認定・登録するかんがい施設遺産
に選定されている。

武家屋敷地区における雄川堰（大堰）の石積を調査
した結果，補修が必要な箇所が確認されたため，改修
等が進められている（写真─ 2）。また，網目状に張
り巡らされている雄川堰の小堰については，技術的に
も価値の高いものであるが，大堰と比べると認知度が
低い状況にあったため，大学の構造・デザイン研究室
との連携による改修現場の見学等が継続的に行われ，
地域住民の見学者も増えるなど，関心が高まっている

（写真─ 3）。

（3）茨城県桜川市
桜川市歴史的風致維持向上計画は，中世にこの地を

治めた真壁氏の築いた城跡やこれと一体となったまち
なみが残されており，ここを舞台に実施される祇園祭
や，脈々と続く商いなどが，良好な市街地の環境を形
成している状況等を歴史的風致とし，平成 21 年 3 月

表─ 1　歴史的風致維持向上計画に基づく主な支援策

支援策 概要 計画認定による効果等
（1）社会資本整備総合交付金

（a）街なみ環境整備事業 公共施設の整備や住宅等の修景施設の整
備，電線の地中化等により，良好な街な
みの維持・再生を支援する。

歴史的風致形成建造物（※）の買取，移
設，修理，復原が補助対象に追加される。

（b）都市公園等事業 地域活性化の核となる貴重な歴史的資産
の保存・活用に資する都市公園等の整備
を支援する。

古墳，城跡等の遺跡やこれらを復原した
もので歴史上価値が高いものが補助対象
に追加される。

（c）都市再生整備計画事業 地域の歴史・文化等の特性を活かした個
性あふれるまちづくりを総合的に支援する。

交付率の上限が 40% から 45% へ嵩上げ
されるとともに，電線電柱類移設等が基
幹事業に追加される。

（2）  集約促進景観・歴史的風致形成推進事業 集約型都市構造への転換促進に資する事
業として，歴史的風致形成を促進する取
組を支援する。

歴史的風致形成建造物（※）の買取，移
設，修理，復元が補助対象に追加される。

（3）歴史的風致活用国際観光支援事業 広域観光周遊ルートを形成する歴史的風致
維持向上計画の認定都市における訪日外
国人の受入環境整備を総合的に支援する。

案内板等の多言語化，体験プログラム開
発，観光案内所等の機能向上などが補助
対象となる。

※歴史的風致形成建造物
　歴史まちづくり法第 12 条第 1 項の規定により，市町村は，重点区域内の歴史的な建造物であって保全を図る必要があると認めら
れるものを歴史的風致形成建造物として指定できる。

写真─ 1　復元された金沢城橋爪門
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に国の認定を受けた。また，市内の真壁地区には約
100 棟の登録文化財が存在し，幕末から明治期の重厚
な見世蔵や土蔵，大正から昭和初期の町家や洋風建築
が残されていたこともあり，平成 22 年 6 月には重要
伝統的建造物群保存地区に選定された。

選定直後の平成 23 年 3 月の東日本大震災により，
伝統的建造物の 9 割以上に被害が発生したことから，
指定文化財や登録文化財の災害復旧が進められてい
る。また，平成 24 年には一般社団法人茨城県建築士
会において，被災した歴史的建造物の修理を通じた専
門技術者の育成手法検討調査が実施され，現在も建築
士をはじめ地元住民や高校生，大学生，行政関係者に
よる伝統的工法についてのワークショップなどが開催

されており，歴史的なまちなみの形成に関する取組が
活発になっている（写真─ 4）。

4．観光への活用

歴史まちづくり法に基づく取組により，文化財や歴
史的建造物等の保全が進められ，そこで行われる地域
の歴史と伝統を反映した人々の活動も活性化している
ところではあるが，これらの取組は，各都市における
観光面などでも効果を示し始めている。

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大
会に向けて，政府としては，観光立国実現に向けたア
クション・プログラムを策定するなど，訪日外国人旅
行者数の受入環境整備を加速し，「2000 万人時代」の
早期実現を図ることとしている。
「観光立国実現に向けたアクション・プログラム

2015」においては，特に好調なインバウンド観光の効
果を地方の隅々にまで行きわたらせることができるよ
う，広域観光周遊ルートの形成等の推進がうたわれて
おり，その取組の一環として，本年度，前述の表─ 1

に示した「歴史的風致活用国際観光支援事業」を創設
するなどしている。

5．今後の展開

平成 27 年 3 月末現在，49 市町村が策定した歴史的
風致維持向上計画が認定されている（図─ 4）が，認
定を受けた市町村は，その計画策定過程において，国
の指定の有無にかかわらず，市町村全体に眠る歴史的
資産を掘り起こす作業に長い時間をかけている。この
作業により，指定・選定文化財などこれまで認知され
てきた歴史的な資産だけでなく，市町村として改めて

写真─ 3　雄川堰（小堰）

写真─ 4　伝統工法についてのワークショップ

写真─ 2　雄川堰（大堰）
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価値を再発見した建造物，あるいはそれらの周辺の歴
史的まちなみの形成まで含め，その価値が市町村，あ
るいはそこに住む方々に再認識されている。

計画策定の過程で発見された価値が，住む方々のた
めのまちづくりのみならず，観光でその街を訪れる人
のための取組としても十分に活用されるよう，「歴史
まちづくり」をさらに裾野の広い取組としていきたい。

 

図─ 4　歴史的風致維持向上計画認定都市位置図

［筆者紹介］
酒井　隆行（さかい　たかゆき）
国土交通省
都市局　公園緑地・景観課
景観・歴史文化環境整備室
歴史文化係長
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世界遺産，国宝姫路城を鉄骨で覆う
複雑な牙城を攻略し，大天守を素屋根で包囲した施工記録

望　月　義　延・片　山　　　博

日本における世界遺産第一号の国宝姫路城。その象徴ともいえる大天守は，昭和の大修理から 45 年の
歳月を経ている。昭和の大修理の際，当社は丸太足場の素屋根工事を施工し，平成の保存修理でも再び素
屋根工事に取り組むこととなった。当時と比べ建設技術の発展は著しく，城を保存・継承していく為の法
的な規制が厳しくなっている。丸太で足場を構築した当時の苦労も計り知れないが，平成の保存修理では

「切った，張った」のできない条件の中で ｢4 面角鋼管立体トラス鉄骨造｣ の素屋根工事を計画，実行し，
既存物を損傷することなく建方を完了した。本稿ではその計画内容と施工結果について報告する。
キーワード：世界遺産，保存修理工事，素屋根，建築，アニメーション，クローラクレーン

1．はじめに

施工場所は兵庫県姫路市，JR 姫路駅から南北に走
る 50 m 巾道路の北側約 1 km 先に位置している。姫
路市のシンボルとしてはもとより，築城時の遺構を保
つ名城として，全国的に知られている。

一般的な基本断面が存在する寺社仏閣建築とは異な
り，姫路城は築城当初より攻められにくい形状を呈
し，その至る所にある工夫は目を見張るばかりであ
る。この複雑な形状と連立する小天守群や渡り櫓が，
姫路城大天守に素屋根を建設する上で，難題となった。

また，素屋根内の一部を開放して史跡修理の現場を
公開するという全国初の試みから，素屋根は「雨風を
しのぐための仮設物」だけでなく，快適さも要求され
る（写真─ 1）。

国宝，世界遺産，特別史跡（文化財保護法），火気
厳禁地域（消防法），その上，複雑極まりない特殊な

形状で，世間の注目が集まる中，無事故，無災害，無
破損で素屋根を完成することが当工事の最初の使命と
なった。

2．工事概要と施工条件

（1）工事概要
工 事 名 称：国宝姫路城大天守保存修理工事 
計　画　地：兵庫県姫路市本町 68 番地 
工　　　期：2009 年 10 月～ 2015 年 3 月
敷 地 面 積：  内曲輪（うちくるわ）以内の面積は 23

ヘクタール（230,000 m2）
軒 の 高 さ：約 40.82 m 
最 高 高 さ：約 46.35 m
階　　　数：大天守（木造）5 層 6 階，地下 1 階 
仮　　　設：素屋根（S 造）8 階 
修　　　理：  屋根瓦葺き替え・漆喰塗り替え・木床他

改修・柱床耐震補強 
設　　　備：  見学ゾーン，修理施工ゾーンに機械・昇

降機・電気設置 
建 設 用 途：文化財・城郭 
そ　の　他：国宝・世界遺産 
事　業　主：姫路市 
設計・監理：公益財団法人文化財建造物保存技術協会 
施　　　工：姫路城大天守保存修理 JV
　　　　　　（鹿島・神崎組・立建設共同企業体）

写真─ 1　現場全景（素屋根解体状況）

特集＞＞＞　歴史的建造物の保存・修復・復元



11建設機械施工 Vol.67　No.8　August　2015

（2）施工条件
1：  特別史跡内（文化財保護法）により既存物を含め，

現状地盤の変更（掘削，杭打ち等）の禁止
2：  姫路城内の火気作業厳禁（消防法）
3：  修理工事中に大天守内部へ第三者が入れるルー

トを確保する
4：  素屋根工事中は工事エリアを最小限として見学

者に極力解放する
5：  複雑な建物と周囲の地形との隙間に素屋根を建

てる
6：  4 年後の解体を見据えた施工方法とする
7：  ユネスコの「ヴェニス憲章」に従い，形状，材料，

工法，位置を変更できない

3．  検討事項の抽出と施工計画へ反映，そし
て実行

（1）事前調査
姫路城は天守閣が単独でない。大天守の周りに 3 つ

の小天守が建ち，それらを渡櫓（わたりやぐら）が連
結する。屋根の形状もさまざまである。大天守にはも
ちろん傷ひとつつけられず，屋根や壁に鉄骨が触れる
ことは万一にも許されない。その上で，複雑に重なる
屋根の軒下すべてに工事用の足場を巡らせ，全体を鉄
骨で覆わなければならない（図─ 1，2）。

そこで，素屋根の設計図をもとに『施工前に綿密な
調査を行うことが何よりも大切である』という考えか
ら，軒先の高さ，反りの曲線，隣の壁との間隔，そこ
を通せる部材の大きさなどの調査を行った。また，実
測された結果をもとに鉄骨梁の長さ・位置，各フロア
の跳出し鉄骨が大天守の瓦や漆喰壁，鯱に対してどう
納まるかを詳細に検証した。

（2）準備工事
「昭和の大修理」では，大天守の南側正面の広場か

らスロープ状の桟橋を設置したが，現在はイベントが
頻繁に開催され使用できない。西側は櫓が連なり北側
は絶壁。そこで，東側の足元がたったひとつの“攻め
口”となった。

ところが，車両導線となる東側も各所に碑や石垣な
どがあり，また土地の形状そのものが「特別史跡」の
ため，その地面も傷つけることができない。そこで，
工事期間のすべての搬出入車両をリストアップし，重
量や車両軌跡など綿密な導線計画を行った。特に石橋
には荷重がかからないように橋の上を覆うようにアー
チ型の鉄骨の橋で補強して工事を進めた（写真─ 2）。

また，基礎を安定させる杭も打てないことから，地
面にシートを敷き砕石をまき，地面に荷重が集中しな
いように配慮した。

（3）作業構台の構築
素屋根の工事は「作業構台」を築くことからスター

トした。それは高台の大天守まで資材を運ぶ搬入路で
あり，大型クレーンや資材を置く施工基地である。高
さ 37 m，長さ 66 m，幅 10 m の巨大な鉄骨の桟橋を図─ 1　素屋根完成パース

図─ 2　基本断面イメージ

写真─ 2　工事車両導線
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大天守東側の足元に築いた（図─ 3）。
作業構台では 2 台のクローラクレーンが素屋根の設

置工事にあたり，1 台が 37 m 下の地面から資材を構
台の上へ揚重し，もう 1 台が大天守の周囲に部材を架
設する計画とした。

作業構台上は火気作業禁止という厳しい条件であっ
たため，重機の給油など危険物の取り扱いは，市消防
署と給油場所や管理方法などの協議を重ねた。危険物
持込禁止の解除許可等，数々の課題を解決して作業を
実施した。

また，4 年後の解体を考慮し，基礎コンクリート打
設前に，構造上問題のない範囲で板を挿入し，分割縁
切りを行った。その他，鉄骨解体時，分解が簡単な締
結方式の採用や解体用足場を先行設置する等各所に工
夫を施した。

（4）素屋根鉄骨の建方揚重計画の抜本的見直し
当工事の設計図書には「鉄骨建方に際し，素屋根中

央付近にタワークレーンを設置し…」という特記仕様
の項目があり，入札時にはこの条件で揚重機の選定を
行った。周囲は文化財に囲まれ，基礎より自立するし
かなく，かつ高さ 52 m の素屋根を越えるタワークレー
ンを選定するには，水平ジブ形タワークレーン，通称

「トンボクレーン」を採用するほかなかった。このト
ンボクレーンは作業半径が大きいものの，定格荷重

（1.5 t ～ 2.6 t）が小さいため，重量が 2 ～ 5 t/1 ピー

スの柱材を組み立てることは難しかった。また，大天
守上部に合掌梁を架設する作業では，1 ユニット 6.0 t
に達する鉄骨合掌トラス梁を，1 ピース毎，吊橋架設
的な施工方法を検討せざるを得ない状況にあり，建方
揚重計画を見直すこととした。

なかなかいいアイディアが見出せなかったが「タ
ワークレーンによる施工」という特記仕様にとらわれ
ない発想で，ラッフィングタワー仕様のクローラク
レーンを選定した。指定仮設の構台を延長し，素屋根
の基礎上に建方用の作業構台を作り，その構台上で建
方を行う施工計画を提案し事業主の了解を得た（図─
4）。

トンボクレーンからラッフィングタワー仕様のク
ローラクレーンに変更したことによる効果を以下に列
挙する。
・取扱い重量が大きくなり，鉄骨の分割数増加を抑え

ることで，製作精度が向上した
・ジョイント増加の抑制（90 箇所）により鉄骨重量

が減少し，敷地地盤への負担軽減と鉄骨加工費の増
大を抑制した

・ジョイント数の削減は，建方揚重回数の低減にも繋
がり工程遅延を防止できた

・合掌梁は吊橋形式による単一ピース毎の建方を回避
し，1 ユニットでかつ吊足場を地組みした状態で揚
重することが可能となり，建方精度向上，直設仮設
工事費の低減，安全面のリスク回避ができた

（5）  複雑な建方順序計画を関係者へわかり易く伝
達する

当工事の素屋根工事の鉄骨造の柱，梁部材は，城地
盤の設計地耐力を考慮し，主要部材を角鋼管で構成す
るトラス形状に工場溶接した『4 面角鋼管立体トラス』
という軽量かつ高剛性の特殊な形状を採用している。
また，大天守周りは 3 つの小天守と渡り櫓が連立する
非常に複雑な形状をしており，それらを避けた構造と
なっている。

誰が見てもわかり易い建方計画とするために，鳥瞰

図─ 3　作業構台CG

図─ 4　クレーン変更による揚重計画の比較
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によるアニメーションを使い，検討中に多くの有識者
の意見をいただけるよう，プレゼンテーションするこ
とに尽力した（図─ 5～ 8）。

また，建方時の安定性について応力解析をするため
に構造体をモデル化する時間の余裕が無く，構造設計
者に協力を依頼した。建方順序における各フェーズの
固定荷重と積載荷重に対し，地震力と風荷重の応力解
析によって，倒壊に関する安全性と揺れ幅により城の
屋根等と干渉しないことを確認した。

4．  ｢難所｣ が数多く存在する建方を部位ごと
に検証

建方順序における検討すべき大まかな項目と対策を
以下に列挙する。

①  素屋根の西・北面は構造体が完成しても屏風建て
（写真─ 3）となり，かつ北西角の隅柱が両側面
の屏風建ての梁からの両持ち出しの形で宙に浮い
ている（図─ 6，9）。 

　　⇒  屏風建てを繋ぐ片面はラーメン構造を形成す
るよう建方順序に反映し，浮いている北西角
の隅柱は持出し梁を延伸させ，瓦屋根の無い
空間に支保工を設置し，持出し梁を受ける計
画とした（図─ 10）。

図─ 5　ステップ①　建て方開始

図─ 6　ステップ⑧　施工の難所

図─ 7　ステップ⑬　合掌トラスの設置

図─ 8　ステップ⑱　資材取り込み

写真─ 3　西面（左）と北面（右）での屏風建て

図─ 9　隅柱が浮いている部位
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②  建方用の仮設構台を構築したため，大天守に対
し，南側の本来ラーメン構造となるべき部分も 4
スパンにわたって屏風建ての建方をせざるを得な
くなる（図─ 6）。

　　⇒  仮設の火打梁（250 角鋼管）を取付け，純然
たる屏風建てが 2 スパンとなるよう工夫した

（写真─ 4）。
③  純ラーメン構造となる部位を特定し，その部位を

中心とした建方を行う（図─ 5）。
④  大天守の軒下へ跳出しの床梁鉄骨を差し込む。
　  　トラス柱・トラス梁は既存物の実測結果により

位置決めを行うことにより，狭小な部位もクレー
ンによる垂直揚重で納めることができた。しか
し，大天守へ近づく為の跳出し床梁鉄骨は，大天

守の軒下に鉄骨を納める必要があり，鉄骨重心が
大天守の軒先より「大天守側」にあるものが多く，
普通に垂直揚重すればクレーンのフックやワイ
ヤーが大天守の軒と干渉する。

　　⇒  吊荷を偏芯させて揚重し，素屋根と大天守の
軒との隙間に落とし込み，所定の位置で回転
させて取り付ける方法とした（写真─ 5）。

5．おわりに

歴史的建造物の代表ともいえる姫路城に素屋根を築
いた。通常，寺社仏閣建築における修復工事には，統
一された断面や敷地条件が良い（広い）中で，鉄骨建
方はスライド工法による建方が主流である。

当工事のような地形，城そのものの形状が複雑で小
天守や渡り櫓が付随する中での素屋根工事は，姫路城
を除くと全国的にはあまり類を見ないのではないかと
思う。また，見学スペースを設けながらの保存修理工
事は，重要文化財の保存修理事業の新たな形であった
が，無事に問題なく終えることができた。

本稿が，今後の歴史的建造物改修工事の一助となれ
ば幸いである。

 

写真─ 4　屏風建ての建方とそれを 2方向から支える仮設火打梁

図─ 10　隅柱支保工計画と実施

写真─ 5　跳出し床梁鉄骨の大天守への差し込み

片山　博（かたやま　ひろし）
鹿島建設㈱
関西支店　姫路城大天守保存修理 JV 工事事務所
工事課長

［筆者紹介］
望月　義延（もちづき　よしのぶ）
鹿島建設㈱
関西支店　安全環境部機電グループ
課長
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東京大学（本郷）講堂改修工事
天井耐震改修工事を中心に

櫻　庭　記　彦

東京大学講堂（安田講堂）改修工事のうち，特に天井の耐震化は利用者の安全確保の観点で重要な位置
付けの改修である。2011 年東日本大震災以降，精力的に開発を進めてきた天井耐震化技術の中から，当
社の最新の知見を盛り込んだ「ぶどう棚直貼り方式」による天井耐震改修を実施した。本稿では講堂天井
の耐震改修工事の概要，天井材の検討，振動台実験による検証結果，施工上の留意点などについて述べる。
キーワード：東京大学，安田講堂，天井，非構造部材，天井耐震改修，ぶどう棚，軽量化

1．はじめに

東京大学（本郷）講堂が「安田講堂」と名付けられ
ているのは，安田財閥創始者である安田善次郎による
全額寄付により建設されたことに由来している。

安田講堂は，1922 年に内田祥三，岸田日出刀らの
設計，清水組（現清水建設）の施工で着工し，1925
年に竣工した建物である。着工後の 1923 年には関東
大震災を経験したものの，当講堂の現場に被害は少な
く工事を再開することができ，1925 年 7 月 6 日に竣
工を迎えた。1968 年～ 1969 年の東大紛争による影響
を受け長期間閉鎖をされていたが，1990 年に大規模
改修がなされ，翌年より卒業式が催されてきた。1996
年には登録有形文化財の東京都第 1 号の登録を受けて
いる。

2011 年東日本大震災により一部被害を受け，これ
らの耐震改修と同時に建設当初のオリジナルデザイン
に近い形での全体改修を行うこととなった（写真─
1，2）。

平成 25 年 6 月 12 日～平成 26 年 12 月 26 日にかけ
て改修を実施した内容は，①構造躯体耐震化，②講堂
天井の耐震化，③オリジナル意匠の保存・補修，④居
住環境の向上と省エネルギー化，⑤バリアフリー整
備，⑥内装改修，⑦設備更新，などである。その中で
も防災上重要な位置付けとなった講堂の天井耐震化工
事は，天井材を軽量化してぶどう棚直付けにすること
により，オリジナルデザインを保ったまま耐震性を持
たせることに成功した。

本稿では，改修工事の概要を講堂天井の改修内容と
そのための振動実験など，天井の耐震化を中心に述べる。

2．改修工事全体の概要

工事の概要は下記の通りである。
設計：  東京大学キャンパス計画室（千葉学）・同施

設部　香山壽夫建築研究所
構造：万建築設計事務所
設備：総合設備コンサルタント

写真─ 1　全景（撮影　小川重雄）

写真─ 2　改修前の講堂全景（撮影　小川重雄）

特集＞＞＞　歴史的建造物の保存・修復・復元
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施工：清水建設，関電工，日本装芸
延べ床面積：6988 m2

階数：地下 1 階　地上 5 階　塔屋 4 階
構造：鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造
工期：2013 年 6 月～ 2014 年 12 月

改修工事の内容は以下の通りである。
①構造躯体の耐震化
　RC 耐震壁 214 枚，鉄骨ブレース 24 箇所設置
②講堂天井の耐震化
　  既存講堂天井を全て撤去し，グラスファイバー補

強石膏板（GRG）で新設
③オリジナル意匠の保存・補修
　外壁サッシ，講堂天井を建設当初意匠に復元
④居住環境の向上と省エネ
　各所二重サッシを新設，断熱
⑤バリアフリー整備
　エレベーター新設，バリアフリートイレ新設
⑥内装改修
　講堂の遮音性能の向上，自然光の復活
⑦設備更新
　電気設備，機械設備の全面更新

3．天井改修工事 

（1）天井改修工事の概要
既存の講堂天井は，ラスモルタル下地に砂漆喰にて

左官施工された 100 kg/m2 を超える天井材を，なま
し鉄線またはスチール製フラットバー等で吊り下げる
形式で構成されていた。地震時に天井に生じる慣性力
を躯体に伝達する機構（ブレース等）は無く，また解
体時にはラスモルタルと砂漆喰間の界面剥離の兆候が
見受けられるなど，脱落防止・耐震信頼性に乏しい納
まりとなっていた（写真─ 3）。

今回，与条件として示された改修方針は下記の通り
であった。
①天井下地は吊り天井とせず，地震時に本体構造体か

ら加速度応答増幅が少ない「ぶどう棚直貼り」方式
（本体架構に下地鉄骨を組み付け，そこに天井材を
直結する工法）とする。

②天井材は軽量化を図り，下地の耐震信頼性向上と落
下リスクの低減を図る。

③天井自体の脱落防止の実現と，維持管理工具などの
貫通落下防止を図る。

④天井面の設計用水平震度は 2.75 G とする。
上記方針を受け，砂漆喰の部分には GRG（Glass 

fiber Rein-forced Gypsum）を採用し，天井の軽量化
および維持管理工具などが天井を貫通し固定席まで落
下することを防止する性能を確保すること，天井下地
は本体構造に直接的に取り付け構成すること，として
天井の計画を行った。

（2）天井材について
天井材の GRG に用いた石膏は，天然石膏を精製・

焼成した半水石膏を使用した。補強用のガラス繊維は
ガラスストランドを不規則に重ねて配置し，バイン
ダーで結合したコンティニュアスストランドマットを
使用した。いずれも化学石膏やチョップドストランド
マット（裁断したガラス繊維）よりも強度が確保しや
すい組み合わせである。これらを，既存天井デザイン
にあわせて作成した型を使用し，最低 2 層（2 プライ）
以上重ね合わせて天井材を製作した。

使用箇所が最上階の天井であり，経年により屋根面
からの漏水の影響を受ける可能性があることから，通
常メーカーが規定している気乾基準強度値のほかに含
水時の強度変化等についても，実際に採用する接合部
を再現した試験体によりその強度確認を実施した。結
果を表─ 1 に示す。

鉛直荷重設定は，パネル1枚を6点で鉛直支持する。
最大天井パネル質量が 1232.5 N のため，支持点の長
期荷重は 205.8 N である。

鉛直震度 1.0 および割増計数 1.25（設計条件より）
により，パネル一枚当たりの短期鉛直荷重 1232.5 ×

（1.0 ＋ 1.0）× 1.25 ＝ 3081.25 N，取付け部短期鉛直荷
重 205.8 ×（1.0 ＋ 1.0）× 1.25 ＝ 514.5 N とし，繰返し
荷重は 514.5 N ×低減率約 80％× 4 か所＝ 1626 N と
した。

試験結果から，取付け部強度に関しては，想定荷重
に対し十分な強度を有することがわかった。

さらに曲げ強度は水中浸漬して含水させると気乾時写真─ 3　既存天井下地の状況
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強度の約半分まで強度低下すること，繰返し含水して
もその後の乾燥によりほぼ気乾強度に戻ること，等が
わかった。

熱伸びに関しては，線膨張係数 12.96 × 10 － 6 であ
り，鋼材やコンクリートとほぼ同等であることから，
接合部等に特段の配慮が不要であることがわかった。

（3）天井下地について
写真─ 4，図─ 1，2 に示す通り，天井下地は既存

のトラス梁下弦に直接的に緊結した角形の鋼材に対
し，コ -100 × 50 × 2.3 の束材を剛に接合し構成した。
これらの部材選定は短期許容応力度設計により容易に
行うことができる。

4．振動台での天井耐震性確認実験

改修後の天井はぶどう棚直付けとなるため「吊り天
井」ではなく，国土交通省が告示に規定した「特定天
井」に当たらない。軽量化された天井板の荷重は全て

表─ 1　各種強度試験結果

試験項目 試験結果
1．物性
1.1 比重 絶乾比重 1.644 ～ 1.671

自然乾燥時比重 1.651 ～ 1.655
1.2 乾燥・吸湿速度 乾燥速度　24 時間でほぼ乾燥，48 時間で安定

吸湿速度　48 時間で安定
1.3 熱膨張率 線膨張係数 12.96 × 10 － 6

1.4 長さ変化率 湿乾繰返し 5 回の平均　約 550 × 10 － 6

2．材料強度
2.1 気乾時曲げ強度 4 体平均　47.06 N/mm2

2.2 湿潤時曲げ強度 4 体平均　24.17 N/mm2

2.3 湿乾繰返し履歴曲げ強度 4 体平均　44.01 N/mm2（乾湿 5 回繰返し後）
2.4 衝撃強度 500 × 600 × 80 mm，2 プライの試験体に質量 1 kg の錘を落下させ，状態を観察 → 2 m の

高さまで貫通なし
3．取付け部強度
3.1 固定部引抜試験 4 体平均　8207.5 N（≧想定鉛直荷重 514.5 N）
3.2 気乾時パネル載荷試験 500 × 600 × 80 mm，2 プライの試験体に 400 × 500 mm の平板を載せ加力

最大荷重 23030 N（≧想定鉛直荷重 3081.25 N）
3.3 湿潤時パネル載荷試験 最大荷重 12348 N（≧想定鉛直荷重 3081.25 N）
3.4 気乾時パネル繰返し載荷試験 500 × 600 × 80 mm，2 プライの試験体に 400 × 500 mm の平板を載せ取付部想定鉛直荷重

の 80％程度（1626 N）にて 300 回加力し状態を観察 → 変化なし
3.5 湿潤時パネル繰返し載荷試験 500 × 600 × 80 mm，2 プライの試験体に 400 × 500 mm の平板を載せ取付部想定鉛直荷重

の 80％程度（1626 N）にて 100 回加力し状態を観察 → 変化なし
繰返し履歴後最大荷重 11858N（≧想定鉛直最大荷重 3081.25 N）

4．取付け部長期耐久性
4.1 長期載荷試験 500 × 600 × 80 mm，2 プライの試験体に砂袋（745 N）を載せ取付け部の変化を観察

面材たわみが生じるものの，取付部に変化なし

写真─ 4

図─ 1　天井下地図
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強固な鉄骨下地を介して構造体が支持するため，設計
的に十分な耐震性を保有していることは明らかであっ
たが，天井面の変形，特にガラスとその取り合い部分
での変形による不具合が発生しないか等を動的に確認
することを目的に，振動台での耐震性確認実験を実施
した。

（1）振動台実験概要
躯体側一次鉄骨は天井下地に対し十分に剛な構成と

し，その下に取り付ける天井および天井下地を，現場
計画通りに再現し，振動台にて地震波加振を行った。

試験体に，設計目標値である水平応答加速度の 1/4
倍，1/2 倍，1.0 倍の応答値が出るようにステップバ
イステップで入力加速度を上げて加振し，応答性状を
確認した。この加振は 2 回実施し，1 回目の加振終了
後に各接合部をいったん解体し，加振による局部的な

損傷の有無を確認し，その後，各接合部を再度本施工
同様の状態に復旧して，2 回目の加振を行った。

最後に「極めて稀に発生する地震による力」による
応答性状について観察した。

（2）試験体
試験体は図─ 3 に示す天井図から太い破線で囲っ

た部分を切り出したモデルとした。
試験体設置用フレームは H-400 × 400 × 13 × 21 の

ベースの上に H-300 × 300 × 10 × 15 で組み立てた外
形寸法 3.8 m（D）× 6.6 m（W）× 3.31 m（H）のフレー
ムで，上部に角パイプを取り付けて天井下地部材を設
置し，天井を組み立てた。測定はフレーム上，下地材，
天井面について，それぞれ中央と東端，北端に加速度
計を上下水平 3 成分ずつ設置した。下地材と天井面と
の水平相対変位も 2 箇所で測定した。

（3）入力地震波
加振波としては標準波として多くの実験で使われて

きた El Centro 波を使用した。入力最大加速度の大き
さは El Centro 波については NS 成分（Y 方向入力）
を基準に決め，EW 成分（X 方向入力）については元
波形と同比率で算出した最大加速度で入力し，UD 成
分（Z 方向入力）については NS 成分の半分の最大加
速度とした。

さらに，告示波を用いてより広い周波数帯に対する
応答性状を確認した。告示波は設計目標値である水平
応答加速度の 1.0 倍の応答値が出るように入力した。
「極めて稀に発生する地震による力」としては 2011

年東北地方太平洋沖地震の際に記録された震度 7 相当
（計測震度 6.5）の KiK-net 芳賀（TCGH16）観測波を
振動台に入力した。

図─ 2　天井下地詳細

図─ 3　天井図と試験体として切り出した部分（太い破線で囲った部分，左 : 平面図，右 : 断面図）
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（4）試験結果
地震波加振の前に試験体の振動特性把握のため，ホ

ワイトノイズ波 100 cm/s2 入力の加振を行い固有振動
数を確認した。水平 X 方向はガラス面側で 13 Hz（周
期 0.08 sec），GRG 成形版側で 16 Hz（周期 0.06 sec）
であり，水平 Y 方向はガラス面側中央で 28 Hz（周期
0.04 sec），ガラス面側試験体端部で 21Hz（周期 0.05 sec）
であった。懐 1.5 m の一般的な在来吊り天井の水平固
有振動数が初期剛性で 2 ～ 7 Hz 程度 1）であるのと比
較すると，非常に高い剛性が確保されていた。

地震波加振では，告示波の X 方向加振については
目標の天井面応答加速度 2.75 G を超える加振ができ
たが，Y 方向加振ではフレームの剛性不足もあり，目
標の加速度まで加振できなかった。しかしながら，El 
Centro 波加振ではほぼ天井面応答加速度 2.75 G に近
い加振ができており，Y 方向については変形量も微小
であり，損傷も全くなかったので，要求性能を満足し
ているものと判断した。

地震波加振時の天井面応答加速度・変位は，1 回目
の加振において El Centro 波加振時の下地材（ぶどう
棚）─天井面相対変位（2 点の平均）は目標 2.75 G の
1/2加振時で2.0 mm，目標2.75 G時で3.2 mm～3.4 mm
と小さく，1 回目加振後に実施した接合部を解体して
の損傷確認においても，ビスの緩み，ビス孔の拡大，
変形など損傷の痕跡は認められなかった。再組み立て
後の 2 回目（解体点検後）の加振でも 1 回目とほぼ同
様で，芳賀観測波加振時においても X 方向 3.5 mm，
Y 方向 2.0 mm であり，加振後の損傷も全く見られな
かった。写真─ 5，6 に最終加振（芳賀観測波）後の

試験体を示す。
なお，振動台実験結果の詳細については文献 2）で

参照できる。

5．施工について

（1）改修工事全体の施工
改修工事内容は多岐にわたった。意匠的には原則と

して創建当時の姿に復元しながら，構造躯体本体の耐
震性能向上と省エネルギー化，バリアフリー化，老朽
設備の更新等に加え，天井の耐震化を図った（参照：
文献 3））。

本案件においては創建当時の設計図および写真が明
瞭な形で保存されていたため，現地実測 DATA と照
合しながら復元すべき姿を特定することができた（図
─ 4）。現地の実測は，3D スキャン技術を用いた。レー

写真─ 5　芳賀波加振後の試験体全景

写真─ 6　芳賀波加振後の試験体（左右とも）

図─ 4　保存されていた創建当時の竣工図
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ザースキャナによる位相差方式で点群 DATA を取得
し，3 点実測により 3 次元化した。合計 40 GB，約 11
億 5000 万点の点群により再現された実測図は，現地
測量結果との差異が最大 5 mm 以内という精度であっ
た（図─ 5，6）。

取得した 3 次元点群 DATA は，3 次元作図ソフト
等を用い図面化を行い，施工に使用するのはもちろん
のこと，既存建物の記録図書として保存・活用するこ
ととした。

また，過去の改修において，老朽化部位や紛争時の
損傷等を復旧する際，創建時とは異なる材料で改修さ
れていた部位が散見されたため，今回の改修では老朽
部分のみではなく，改修時に変更された仕様も極力，
創建当時に戻す作業を実施した。一部事例を写真─ 7

～ 9 に示す。

（2）天井改修工事の施工
本案件の天井改修工事では，耐震性確保のために，

躯体に固定したぶどう棚（天井下地鉄骨フレーム）に
天井を緊結する形式を取ったので，ぶどう棚を固定す
る既存躯体の状況，現況寸法等を正確に把握すること
が重要であった。

多くの場合，天井内では設備や既存躯体との取合い
などの理由で天井支持部分の全ての躯体を実測できる
例は少なく，一部の抽出実測値と設計図，施工図情報
などをもとに発注部材を決めていく。ところが実際の
施工現場では，既存躯体が図面情報や一部の実測値と
異なっていたりし，予測した寸法通りに発注部材が適
用できない場合も多く，既存天井を解体して初めて有

図─ 5　3次元実測した点群DATA

図─ 6　3次元実測結果より作図した鉄骨詳細図

写真─ 7　元の風合いに復元した外装タイル，左：従前の改修，右：今回の改修

写真─ 8　接合部など補強し無垢材で復元した座席
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効な施工情報が得られることが多い。
結果として天井解体前に発注した部材は，実測値と

の整合を図るため再発注になるなど，工期，コスト面
で制御が難しい。

当工事では工期中に，天井解体後の既存躯体実測・
作図期間を設け，部材発注を行うことにより結果的に
手戻りを防止し，短工期化を図った。

以上より，この種の天井改修の施工・準備における
注意点をまとめる。
①現地での既存躯体の実測調査が重要。調査工期を事

前に確保しておく必要がある。
②レベル調整機構，誤差が生じた場合の逃げ方などの

事前計画が重要。下地の精度は仕上げ精度に直結す
る。

③ 3 次元計測による既存躯体の把握が有効。
④特に鉄骨工事は，現地実測の結果変更せざるを得な

い場合，施工情報を即時に製造サイドに伝達し，タ
イムリーに部材製造・供給可能とする生産システム
の構築が不可欠となる。

写真─ 9　解体し破損した石材は，復元加工し再利用

6．おわりに

2014 年 4 月 1 日より国土交通省から，天井耐震化
に関する告示 4）が示された。

当告示において最も注視すべき吊り天井の特性は，
地震時の躯体床応答加速度から生じる天井面の応答加
速度である。中地震時であっても，天井面 2.2 G に達
する可能性が示唆され，これによって生じる天井面慣
性力に対し弾性設計を行うことが骨子となっている。

ただし，吊天井における力学的特性はいまだに不可
知な点が多く，様々な形態，材質，吊長さや質量の天
井に，告示に示された手法がいつも適用できるわけで
はない。現時点では，フラットな形状で吊り長さが一
定，天井質量が 20 kg/m2 以下のものに関してのみ適
用可能な基準であり，東大安田講堂の天井のように複
雑な形状で質量が大きな天井への適用は難しい。

学術界や様々な研究機関において，現在もなお吊り
天井に関する力学的研究が進行中であり，その知見に
基づく新たな設計手法は今後も開発が進んでいくもの
と思われる。そのような状況下において，当稿に示す
ような複雑な形状の天井に対しても，容易に耐震性を
確保し適法性を満足する一つの手法として，「ぶどう
棚直貼り形式」が有効であることを示した。

仮に，告示による吊り天井形式で今回の改修を想定
した場合，既存躯体や設備との干渉を避けながら十分
な量のブレースを設置したり，天井周囲等に必要なク
リアランスを防音，断熱，空調効果，排煙などの天井
が持つべき耐震性以外の性能を満足しながら設置する
ことや，吊長さが躯体形状により必然的に異なるため
天井の各部位において事前にその挙動や発生応力を想
定し，それに対し各所の接合部を適切に設計すること
は，現時点での天井に関する学術的知見を駆使しても
極めて難易度が高く，実現が困難であったと思われる。

当工事においては，吊り天井形式ではなくぶどう棚
直貼りとし，軽量化した天井材を強固に固定すること
で容易な設計手法で耐震性を実現し，かつ適法性を満
足した。

一方で，日本建築学会からは天井に関するガイドラ
イン 5）が報告されており，人命保護・安全確保を大
前提に機能維持性（耐震性）を確保する原則が示され
た。しかし具体的な設計・施工指針が出されるのはま
だ先で，現時点では関係者らが案件ごとに最適解を模
索し，合意形成を図りながら天井耐震改修を進めてい
るのが実情である。

今回の改修事例が示す通り，告示に示された天井耐
震化の手法以外にも，容易に耐震性を確保できる様々
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な方法を構築し整備，実施していくことが喫緊の課題
である。さらに，その手法を誰もが使えるように一般
化していく必要がある（写真─ 10，11）。

膨大な量の既存天井ストックが存在している現状に
おいて，可及的速やかにこれら耐震的に課題のある既
存天井の安全安心化を，業界を挙げて推進することが
急務である。

写真─ 10　改修後の講堂全景

写真─ 11　改修後の天井全景
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重要文化財自由学園明日館の保存と活用
保存修理工事後 10 年経過時の建物調査と評価

杉　江　夏　呼

「近代の重要文化財建造物を活用しながら保存する」初期事例となった重要文化財自由学園明日館の建
物調査を実施した。調査の結果［当初材の継続利用］［創建時技法の継承］した部位については，不具合
が現れつつあった。文化財価値を守った上で建物性能を確保しようと，工法・材料を選定するのだが，不
具合が現れてしまうこともある。ここに保存修理工事の難しさ・課題がある。一方，［復原］「不具合の改
善」「活用のための改変」した部位について，不具合はみられない。このことは，保存修理の内容が活用
を後押ししているといえよう。
キーワード：重要文化財，近代建築，使いながら保存，活用，評価，フランク・ロイド・ライト

1．はじめに

自由学園明日館は 1997 年に重要文化財指定を受
け，1999 年から 2001 年まで 3 年間を費やして保存修
理工事が行われた。その活用実績が 10 年を経過し，
自由学園明日館は多くの人々に活用されて「重要文化
財建造物を活用しながら保存する近代建築の好例」と
して社会的に認められている。また自由学園明日館
は，「使い続ける」保存（当時は動態保存と言われた）
を実践する重要文化財の初期事例と言われている注 1）。
本稿は，重要文化財自由学園明日館保存修理工事完了
後，10 年経過時に実施した建物調査について報告す
るものである。保存修理工事の妥当性を検証すること
を目的に，以下の方法で行った。

①  保存修理工事後 10 年経過時点での「建物調査」
を実施

②   1999 年から 2001 年に実施した「保存修理工事の
内容・目的」の確認

③  ①と②との関連性の確認
明日館職員への聞き取り調査も実施し，建物に現れ

てきた問題点や保存修理工事における課題の抽出を試
みた。

2．歴史と建物概要

自由学園明日館は，20 世紀の巨匠アメリカ人建築
家フランク・ロイド・ライトと，その弟子遠藤新によ
り設計された学校である。明日館の軒高を低く押さえ
水平線を強調した立面，幾何学的な建具の装飾は「プ
レーリー・ハウス」と呼ばれるライトが設計した一連
の住宅群の意匠に共通している。伸びやかな外部構成
と，外光を巧みに取り込んだ変化に富んだ内部空間が
特徴的である。2015 年の外観を写真─ 1 に，保存修
理工事竣工時の平面図を図─ 1 に示す。

3．10年経過時の建物調査

保存修理後 10 年経過時での建物の状況を把握する
ために「目視調査」「屋根棟レベル測定」「傾斜調査」
を行った。

注 1）  1997年3月15日 日本経済新聞は「ライト設計の明日館重文指定へ，
建築物の動態保存に脚光」という見出しで「収益事業に継続利用す
る動態保存を前提に重文指定される数少ない事例になるが，国内で
は近代建築の多くが取り壊しの危機に直面しており，動態保存は文
化財保護の新たな流れを切り開くことになりそうだ。」と報じ，同年
4月 11日朝日新聞は「学園の名建築生かそう，重文指定される明日
館改修へ，大正期の設計，使いながら保存」と報じている。 写真─ 1　外観写真　2015 年 5月撮影

特集＞＞＞　歴史的建造物の保存・修復・復元
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（1）目視調査
目視調査は耐久性あるいは耐用年限に関するもの

で，表面から観察する手法で行った。調査対象は建築
物とし，設備機器は対象外とした。指摘する「劣化部
位」には，経年変化による品質の低下及び人為的な損
傷や不具合なども含んでいる。主な不具合の内容は漆
喰のひび，大谷石のえぐれ，木部ねじのゆるみなどで
ある。不具合の原因は 4 つに分類でき，その数は以下
の通りであった。

①：経年劣化によるもの　　　 88 箇所
②：活用による人為的なもの　 12 箇所
③：その他　　　　　　　　　  7 箇所
④：①～③が複合したもの　　112 箇所

（2）屋根棟レベル測定調査
保存修理工事において屋根棟レベルたわみは，

1/300 とすることを目標としていた。たとえば西教室
棟はスパンが約 9.0 m のため 30 mm 以下のたわみに
抑えるものとして工事を実施した。2001 年保存修理
工事完了時に確認した屋根棟レベルたわみ測定結果と
2011 年修理工事 10 年経過時に行った測定結果の一部
を図─ 2 に示す。測定結果には多少のばらつきはあ
るが，2001 年保存修理工事において目標としていた
屋根棟レベルたわみ量 1/300 以下は，どの棟もクリア
していた。また 2011 年測定結果においても同様に
1/300 以下をクリアしていた。ただし両端の壁位置で
の屋根棟レベルたわみは施工誤差や長期クリープによ
る木の癖が残り多少の違いがある。

（3）傾斜調査
2012 年 6 月に壁及び床の傾斜を調査した。目視で

明らかに柱壁の傾斜が確認できる工事前写真（写真─
2）が残っている。

評価の基準として，壁は文化庁重要文化財（建造物）
耐震診断指針により木造建物の損傷限界変形角の面内
1/120 を準用した。床は保存修理工事時に採用した
1/300 を採用した。測定結果まとめを以下に示す。

図─ 1　自由学園明日館平面図
出典：重要文化財自由学園明日館保存修理工事報告書 1）より（一部修正）

写真─ 2　中央棟 FLライトミニミュージアム　柱壁が外側に傾いている

図─2　2001年と2011年の屋根棟レベルたわみ測定結果（一部）（単位mm）
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（a）壁の傾斜
基準値 1/120 を上回ったのは 1 階南北方向で 1 箇

所，東西方向で 4 箇所，2 階南北方向で 5 箇所，東西
方向で 3 箇所であった。構造的に複雑な FL ライトミ
ニミュージアム部分の壁の傾斜が目立った。基準値を
超えた部位の詳細を目視確認したが，ひび割れもな
く，利用に支障は出ていなかった。
（b）床の傾斜
基準値 1/300 を上回ったところは，2 階の FL ライ

トミニミュージアムと西食堂であった。壁の傾斜同様
に，利用に支障は出ていなかった。

4．保存修理工事の目的と主な内容

保存修理報告書 1）で，10 年前に実施した保存修理
工事内容を振り返る。一般に重要文化財の保存修理工
事は「文化財価値の維持」を最優先に行われる。自由
学園明日館においても「文化財価値の維持」のために

［当初材の継続利用］［創建時技法の継承］［復原］が
行われた。一般の改修工事では新規材料に置き換える
ような劣化した材料でもできる限り継続利用し，創建
時の技法が今日では廃れてしまっていても，その技法
によって保存修理工事を行った。これら「文化財価値
の維持」のための工事に加えて，使いながら保存する
ため「不具合の改善」と「活用のための改変」の工事
が行われた。これら保存修理工事の 5 つの目的を表─
1 に示す。

5．  「10年経過時点の建物調査結果」と「保
存修理工事の目的・内容」との関連性

1999 年から 2001 年に実施した保存修理工事の目的
ごとに，そこで行われた修理工事内容と保存修理後

10 年経過時点の建物調査の結果との関連を確認し
た。結果，工事の目的・内容によって建物調査結果に
違いが現れていることが確認できた。

（1）  〔A：文化財価値の維持〕を目的に修理した部
分の劣化状況

（a）〔A1：当初材の継続利用〕部分の劣化状況
①大谷石（外部敷石，張石）
重要文化財指定を受ける前から，自由学園は大谷石

の脆弱さに対する根深い不信感を持っており，保存修
理工事において石種の交換を強く主張した。設計者で
ある財団法人文化財建造物保存技術協会（以下文建協
と記す）と議論を重ねた上で，最終的に大谷石の他の
石種への交換は断念した。自由学園の不信感を払拭す
るために，修理工事では敷石と張石とで異なる薬剤を
含浸させた大谷石を使用した。修理前の外部敷石は，
地盤に砂を敷き 90 mm の厚さの大谷石を並べていた
だけだったので，創建当初から沈下があったという。
保存修理工事では RC を打設してその上に敷石を敷い
た。10 年後の調査においては沈下や不陸は確認され
なかった。張石については，えぐれている部位があっ
た。これは「みそ」と呼ばれる褐色の部分が取れてし
まったもので，大谷石において一般的によくおきる現
象である（写真─ 3）。

②外部木建具
外部木建具は，外観デザインの構成要素として重要

な部位である。保存修理工事においては，できる限り
既存の材料を補修した上で再利用した。10 年後の劣
化状況として，丁番など金物の取り付けに使用してい
るビスが効かなくなっている部位が多く見られた。明
日館職員によると，建具が外れてしまう事例も発生し
ているそうである。その場合はビス穴に楊枝をつめて
埋木し，建具を付け直しているとのことであった。ま
た框扉の框部分が緩んで開いてきて，開閉時に扉と床
がこすれてしまっている部位が 2 箇所あった。いずれ

表─ 1　保存修理工事の目的

A 文化財価値の維持 主な工事内容
A1 当初材の

継続利用
大谷石敷石：  ベースコンクリート打設
大谷石張石：表面保護材塗布
外部建具：補修

A2 創建時技法
の継承

壁，天井：漆喰塗

A3 復原 屋根：瓦棒銅板葺き
外部塗装：茶色から緑色に復原

B 不具合の改善 基礎：RC による嵩上げ
木軸組，小屋組：補正
庇屋根部：雨漏り改善

C 活用のための改変 空調：新設
断熱材：新設

写真─ 3　張石のえぐれ
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も木自体が枯れてやせてきていることが原因である。
（b）〔A2：創建時技法の継承〕部分の劣化状況
①漆喰（外壁，内壁，内部天井）
漆喰は今日ではあまり使われない材料である。特に

創建時自由学園明日館では，3 層塗りの上塗りに「引
摺り仕上げ」と呼ばれる特殊な技法が採られていた。
保存修理工事でも既存に倣い同様の技法で仕上げた。

「引摺り仕上げ」とは，鏝で引摺りながら押さえて仕
上げる技法で，表面に引摺った筋ができ，自然な風合
いをもった仕上がりとなる。この技法は今日において
は廃れている。施工は「引摺り仕上げ」の経験のある
ベテランの職人と若い職人がペアになり，技術を伝承
しながら二人並んで塗り仕上げた。

10 年後の調査の結果，全般的に広い面積を目地な
しで仕上げている割にはひび割れやクラックは少な
く，保存修理工事における漆喰塗り施工の確かさが感
じられた。劣化状況として外部では雨がかりとなる煙
突下部（屋根面との取り合い部）において，漆喰の浮
きが多く見られた。
（c）〔A3：復原〕部分の劣化状況
①屋根（山形部）を鉄板から銅板葺に復原
②外部塗装を茶色から緑色に復原
劣化状況として，銅板葺接合部にはがれが生じてい

る部位があった。また緑色塗装の色あせが確認され
た。特に南面破風板部分に顕著であった。

（2）  〔B：不具合の改善〕を目的に修理した部分の
劣化状況

文化財の保存修理工事は，現状を保存することが原
則である。しかし不具合があるものについては，現状
変更申請をした上で改変が実施された。

①煉瓦基礎を RC として嵩上げ
雨水流入の改善のために，土台形状を図─ 3 のよう

に変更した。変更後，雨水流入は一度も起きていない。
②庇屋根部納まり変更
改修前は庇屋根部と山形屋根の接合部から雨漏りが

頻発していた。雨漏り改善のために，保存修理工事に
おいて立ち上がりの納まりを図─ 4 B 部を B’部のよ
うに変更した。保存修理後この部分での雨漏りは起き
ていない。

③木軸組，小屋組，ギャラリー床補正
改修前は棟が弛緩し垂木が外側へ開き，壁や柱が外

側に傾斜していた。保存修理工事において，軸組みを
垂直に正し，鉄板プレートや構造用合板を使って補正
を行った。2011 年 3 月発生した東北地方太平洋沖地
震でも，構造補強についての不具合は発生していな

い。長期荷重による不具合もない。

（3）  〔C：活用のための改変〕を目的に修理した部
分の劣化状況

①空調・断熱材
活用のために壁の柱間及び天井の木摺り上に断熱材

を設置し，断熱性を高め，新規に空調設備を導入した。
明日館職員によると，窓際近くでは少し寒さを感じる
ものの，活用に問題ない空調環境が確保されていると
のことである。

②階段手摺
自由学園からの要望によりバリアフリー対応とし

て，以前はなかった手摺を設置した。「文化財価値の

図─ 3　土台の形状変更図
出典：重要文化財自由学園明日館保存修理工事報告書 1）より（一部修正）

図─ 4　屋根の納まり変更図
出典：重要文化財自由学園明日館保存修理工事報告書 1）より（一部修正）
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維持」を阻害しないように，後設であることが明らか
に分かるようなデザインとされた。明日館の利用者の
年齢層は幅広いため高齢者らの利用などに役立ってい
る。

6．結論

「文化財価値の維持」を目的に行った 3 種類の工事
の中で［当初材の継続利用］［創建時技法の継承］し
た部位については，建物として不具合が現れつつある
と言わざるをえない。特に外壁の漆喰については，今
後も注視していく必要がある。漆喰仕様については保
存修理時に，材料・調合を変えて 7 種類の漆喰の試し
塗りを行い，2 ヶ月の経過観察を経た上で仕様を決定
した経緯があった。その結果外壁一般部は，引摺り仕
上げのようなざらついた吸水しやすい仕上げの割には
健全であった。特に問題が顕著に現れているのは，煙
突下部水切り部と独立柱のコーナービード部である。
煙突下部水切り部については，保存修理工事時に水切
り形状を変更し，漆喰壁をより保護するような配慮を
するべきだったとも考えられる。コーナービード部で
は，そこに文化財価値があると考え［創建時技法の継
承］を行った。しかし保存修理時にその痛んだ状況を
見て，内部においては金属製から塩ビ製に変更した。
10 年経過時の外部コーナービードの錆発生状況を見
ると，外部を塩ビ製に変更し，雨がかかる恐れのない
内部において金属製を採用してもよかったのではない
かと筆者は考える。
「不具合の改善」を目的に改変した部分についての

10 年経過した状況は，良好である。長年悩まされて
きた地盤からの雨水流入や庇屋根と山形屋根の接合部
からの雨漏りは，保存修理工事によって完全に止める
ことができた。10 年前に検討の上実施した工事に妥
当性があったといえる。庇屋根のアスファルトシート
防水については，今後も観察していく必要がある。材
料自体の耐用年数が 15 年と言われるので，今後補修
又はやり替えの時期がくるであろう。
「活用のための改変」を目的に工事した部分につい

ては，特に問題は起きていない。この改変を行ったこ
とで，活用がしやすくなり，所有者にとって非常に有
効であった。活用を後押ししたといえる。

保存修理工事において，現場で許される裁量の中で
工夫を重ねた。全体的には妥当性があったと考える
が，中には配慮不足判断ミスもあったと思われる。真
摯にとらえ今後他の事例に水平展開する貴重な事例と
したい。

7．今後の課題　

今後の課題として，今回発見された不具合への対処
方法がある。それは文化財価値によって 2 通りの対応
があるべきだろう。高い文化財価値がそこにあるなら
ば，10 年周期で修理を繰り返し，材料は換えながら
同じ仕様を踏襲すべきである。今回で言えば，漆喰壁
や木製建具がそれにあたる。一方文化財価値がそこに
は低く，維持・活用が重要と判断できるならば，改良・
変更して延命させ，一体に維持することに保存の意味
を見い出すべきである。今回で言えば煙突下部の水切
りなどがそれにあたる。改良についてはどこまで許容
されるのか，保存修理工事時に行われたように再度議
論が必要であろう。保存修理工事での土台改変時の議
論のように，耐久性を考え守るべきものをある程度の
優先順位をもって判断することも必要になる。外部金
属製コーナービードについて，今一度その文化財価値
と耐久性についての議論が必要と考える。
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「歴史を継承する」想いで取り組んだ 
保存・修復・復元工事
東京都選定歴史的建造物 昭和 5 年創建「江戸橋倉庫ビル」の再生

谷　田　進　一・松　野　正　人・根　本　　　真

本工事は，日本橋川，江戸橋，首都高速環状線江戸橋 JCT に隣接した場所に位置し，歴史的建造物に
指定されている既存建物の一部を残し，高層建築物を増築する計画である。今回，特定街区制度を活用し，
建物の外装など一部を保存し，従前からの内部機能を継承することにより容積割増を得て，土地の高度利
用を図った新しいビルに生まれ変わった。本報文では，既存外壁を残しながらの解体・新築工事ステップ
および工事中における景観への配慮，保存品の再利用，外壁の改修についての施工概要について紹介する。
キーワード：  保存，修復，復元，再生，既存外壁，街並み景観，外部足場，メッシュシート転写，

3D-CAD，ガラス圧着方法，モルタル，塗厚

1．はじめに

日本橋地域は，江戸時代から商業・流通・経済・情
報の中心地として発展した。明治時代に日本橋川に面
したこの地に「三菱の荷蔵」（写真─ 1）が建設され
たが，関東大震災の飛び火により焼失し，その後，帝
都復興の一環として 1930（昭和 5）年に三菱倉庫の本
店ビルを兼ねた都市型倉庫として，「船橋（せんきょう）
状搭屋」を持つ日本橋川に停泊する船をイメージした
外観の「江戸橋倉庫ビル」（写真─ 2）が建設された。
日本初の「トランクルーム」が設置された都市型倉庫
の先駆けとして活躍した同ビルは，2007（平成 19）
年に我が国における表現派風建築の代表作品として

「東京都選定歴史的建造物」に選定されている（写真
─ 3）。

写真─ 1　明治時代の「三菱の荷蔵」 写真─ 2　  1930（昭和 5）年創建時の 
「江戸橋倉庫ビル」

写真─ 3　  2011（平成 23）年解体着手前の 
「江戸橋倉庫ビル」

2．工事概要

工事名称：日本橋ダイヤビルディング建設工事
建 築 地：東京都中央区日本橋一丁目
建 築 主：三菱倉庫株式会社
設計監理：株式会社三菱地所設計
　　　　　株式会社竹中工務店
施　　工：株式会社竹中工務店
工　　期：2011 年 10 月～ 2014 年 9 月
　　　　　（解体 + 新築）
階　　数：地下 1 階，地上 18 階，塔屋 1 階
　　　　　（保存部は地上 5 階まで）
構　　造：既存 RC，地下・低層 SRC，高層 S
　　　　　中間階免震
基礎形式：多段拡径杭を含む場所打ち杭
延床面積：30,029.44 m2 建築面積：2,518.00 m2

最高高さ：SGL+89.28 m 建物用途：事務所，倉庫

特集＞＞＞　歴史的建造物の保存・修復・復元
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3．既存外壁を残しながらの工事ステップ

施工に当たっては，まず既存建物のうち再利用など
を予定しているエレベーターのインジケーターなどの
保存品を，ひとつひとつ丁寧に取り外し保管した。続
いて解体工事に先立ち，保存する東西既存建物の基礎
補強として，既存建物内部に重機を配置して既存松杭
を引き抜いた後に TBH 杭を打ち，既存基礎上にマッ
トスラブを施工した。この基礎補強は建物の安定性を
考慮し，既存建物中央部の躯体解体着手までに完了さ
せる必要があったが，狭く限られた空間での資材搬出
入や重機配置などの調整も必要であったため，時間を
要した。

既存建物中央部の解体工事は，保存部分の基礎補強
作業後に，保存部分と既存建物の中央部分を縁切りし
てから取り掛かり，保存部分に配慮しながら解体工事
を終了するまでに，全体工期の約3分の1を費やした。
既存建物中央部解体完了時の状況を写真─ 4 に示す。

解体終了後，低層部の鉄骨工事を実施し，東西の既
存建物をつなぐ 6 階床躯体を先行して構築し，免震装

置を設置した。新旧建物の接合に当たっては，既存鉄
筋（丸鋼）と新築鉄筋を溶接で固定し，創建当時のコ
ンクリートとつないだ。6 階床躯体構築後は，地下の
逆打ち工事，低層部の躯体工事，高層部の躯体工事及
び外装工事という 3 層の多段施工を進め，効率化を
図った。図─ 1 に解体から新築への主な躯体工事ス
テップを示す。

図─ 1　解体から新築への躯体工事のステップ

写真─ 4　既存建物中央部解体完了状況
（撮影：㈱カツタ写真事務所）
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4．工事中における景観への配慮

本工事は，日本橋地区の街並み景観を保存する目的
を持った工事である。既存（保存）部外装は改修，低
層増築部は SRC 在来工法のため総足場を設置しての
工事となり，従来の方法では工事期間中は歴史的建造
物外観を隠す形で工事を行うことになり，街並み景観
を損ねる結果となる（図─ 2）。当建物は本工事竣工
後も数十年～百年以上，創建から通算して 200 年超え
の建物継続性が期待される中，「80 年以上親しまれた
既存建物外観を大切にしたい」という建築主ニーズを
受け，足場を設置する工事期間中も途絶えることな
く，歴史ある建物外観を見せることはできないかを目
指し，外部足場の養生メッシュシートに保存建物外観
写真を実物大で転写することを考案した。

（1）対策実施に伴う課題
本提案を実施するに当たり事前に対象法令等を調査

し，抵触する可能性がある項目の把握と事前に建物外
観写真を撮影することで，以下に示す課題を抽出した。

①建築主の理解獲得
②メッシュシートへの建物外観写真転写における諸

官庁の許可（屋外広告物条例等）
③建物外観写真撮影とメッシュシート転写データの

画像調整

（2）解決方策
①建築主理解の獲得
外部足場に外観写真を貼り付けた 3D-CAD を用いて

様々な角度から事前プレゼンテーション（図─ 3）を実施
し，建築主の建物への熱い思いと合致し，賛同され，本
提案をやり遂げるための建築主側の協力体制が整った。 

図─ 2　工事による街並み景観を損ねる期間

図─ 3　3D－CADによるプレゼンテーション

図─ 4　写真合成の概略



31建設機械施工 Vol.67　No.8　August　2015

②  メッシュシートへの写真転写における諸官庁の許可
最初に施工者単独で行政への交渉を試みたが，屋外

広告物条例において，歴史的・都市美的建造物及びそ
の周囲での自家用広告は，「高彩度の色彩の使用」が
禁止されており，「写真」は高彩度の色彩の使用に該
当するため，条例上不適格と判断された。そこで建築
主と当社が一体となり，地元町会の理解を求め，行政
への説明を重ね，街並み景観への配慮をアピールし，
表─ 1 に示す項目を条件に外観写真の掲出が許可さ
れた。

③  建物外観写真撮影とメッシュシート転写データの
画像調整

当初，既存建物外観を通常のカメラで撮影したが，
高速道路や周辺建物，街路樹等が障害となり，市街地

では建物正面からの撮影が困難であった。そこで，各
面外観を図─ 4 上段写真のように，広角レンズを使
用した撮影や，街路樹等で隠れて外壁が撮影できてい
ない部分については，街路樹の内側からも撮影し，入
隅コーナー面も個別に撮影した。これらの写真を合成
して繋ぎ合わせ，図─ 4 下段写真の外壁展開写真を
作成した。建物とカメラの位置関係により，それぞれ
の写真で距離が異なり，近くで撮影したものと遠くか
ら撮影したものでは解像度や色あいが異なるため，合
成写真をメッシュシートへ試験転写して調整を重ねた。

（3）実施状況
メッシュシート写真転写実施手順を図─ 5 に示す。

足場設置地盤レベルが均一でない中，シート写真がい
かにきれいに見えるかを考慮し，足場建地位置やレベ
ル等，足場割付を検討した。既存建物中央部解体時は，
既存建物イメージの継続性を図るため，保存部を外壁
のままとし，中央部解体直後に低層部の足場を架設し
て，外壁写真転写シートを設置し，保存建物の存在イ
メージを継続させて工事を行うことが可能となった。
工事期間中の既存建物の佇まいを残し，街並み景観を
保持するとともに，建設工事現場のイメージアップを
意図した。本取組は，第 47 回 SDA 賞に入選した。

図─ 5　メッシュシート写真転写実施手順

表─ 1　許可条件（東京都中央区）
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5．保存品の再利用

建築主の思いを受けた本工事のコンセプトは“つづ
ける”であった。江戸橋倉庫ビルの 80 年の歴史を新
しいビルに継承するために，建具の仕様など遺すべき
ものを選定するための歴史調査や，エントランスホー
ル床大理石の保存工法，船橋状搭屋の再現など，過去
の歴史的建造物保存・再生のノウハウを生かした取り
組みを実施した。写真─ 5 に床大理石の「ガラス圧

着方法」による取外し状況を示す。
また，既存品の中から再利用・保存品を約 70 項目

選定し，残置・再現・再利用・保存 平面プロット図
により新しい空間へ利用した。写真─ 6 に再利用・保
存品の一例を示す。

6．外壁の改修

創建当時の素材感を継承する低層外壁の工事におい
ては，外装モルタルを詳細調査したところ劣化が著し
かったため，技術研究所をはじめ当社が培ってきた技
術と学識経験者の知見を踏まえ，オリジナリティーと
メンテナンス性を考慮して，下地・材料・色・テクス
チャーなどを決定し，剥がれ落ちないモルタルをテー
マに“1930 年当時の手仕事”を再現した。以下に施
工概要を示す。

（1）事前調査
事前調査は，業務営業中であったため，ごく一部分

の調査であり全体像の把握ができず，解体工事着工に
伴い，保存部分全域にわたり以下の調査を行った。

①塗膜引張試験
②目視・打診検査
③既存モルタル面引張試験
④ CCD によるクラック・界面剥離調査

（2）調査結果
調査結果より，モルタルの界面剥離が各所に確認さ

れ，内部側からもクラックが確認され，設計方針の見
直しを行うこととなった。外壁としての止水性能の確
保，躯体劣化防止措置を行う必要性と既存モルタルの
脱落防止が難しい状況であったため，モルタルを撤去
し既存同等の形状復元で建築主の了承を得て実施する
こととなった。調査結果後の躯体断面状況イメージを
図─ 6 に示す。

写真─ 6　再利用・保存品の一例

写真─ 5　床大理石の「ガラス圧着方法」による取外し状況

図─ 6　躯体断面状況イメージ
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（3）施工範囲
施工範囲は，図─ 7，8 に示す外壁復元範囲であり，

保存西工区と保存東工区合わせて約 2,435 m2 である。

（4）施工方法
施工にあたっては，躯体の健全化を図るために躯体

状況の調査結果を図面上にプロットし，作業項目・位
置を明確化すると共に，施工手順に反映することで，
施工ミス・見落としのない施工を行った。図─ 9 に
躯体状況プロット図を示す。

また，100 年脱落しない外壁モルタルを実現するた
めに，図─ 10 に示すモルタル塗厚プロット図をモル
タル塗厚実測値を反映して作成し，施工場所と作業工
数を見える化することによって，作業員が手順通りに

各工程と作業量を把握しながら確実な作業を行えるよ
うにした。

更には，構造躯体補修・鉄筋かぶり厚確保のため，
左官材料選定において付着力・強度，厚塗り施工，吹
付施工等で比較検討し，アンカー，ワイヤーメッシュ，
吹付厚さ 10 mm ごとの施工手順・施工フローを計画
し，試験施工を行い計画の作業性・品質の確認を行い，
各部位ごとに違う状況に対応した施工を行った。図─
11 に見える化図面・チェックシートによる日々の施
工管理概要について示す。

図─ 9　躯体状況プロット図

図─ 10　モルタル塗厚プロット図

図─ 11　見える化図面・チェックシートによる日々の施工管理概要

図─ 8　施工範囲（立面）

図─ 7　施工範囲（平面）
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7．おわりに

80 年余りの歴史的価値を持ち，建築主のこだわり
がある既存建物を保存・修復・復元しつつ，新たに最
先端の機能を持つ建物として新築と融合させる難工事
であった。「遺すべきところ」を見極め，それを「使
いつづける」技術を結集し，昭和初期の先輩たちが既
存建物を丁寧につくられたことに感銘を受けつつ，「歴
史を継承する」という想いをひとつにして取り組み，
2014（平成 26）年 9 月に無事竣工（写真─ 7）した。

今後もスクラップ＆ビルドだけではなく，日本の古き
良き建造物を保存・再生するニーズは継続的にあると
思われ，建築に携わる者として「歴史を伝える」一助
となれるよう研鑽する所存である。

尚，完成建物の 1 階は，創建当時の柱梁やスチール
サッシをそのまま残した公開スペースに改修されてお
り，この場所に 1876 年に最初の倉庫がつくられて以
来の歴史を伝えるパネルなどが展示されている。

謝　辞
最後に，本工事を行うにあたりご尽力いただいた関

係各位に感謝の意を表すと共に，本報文が今後の歴史
的建造物の保存・再生工事の参考となれば幸甚です。

 

写真─ 7　全景
（撮影：㈱ミヤガワ）
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東京本店 作業所
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㈱竹中工務店
横浜支店 作業所
課長
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谷田　進一（たにだ　しんいち）　
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転倒防止機能を備えた 
塔状建物対応型トラベリング工法の開発

小　野　孝　一・三　幸　謙　一・春　川　久　郎

本工事は薬師寺の境内に遺る国宝の東塔（とうとう）の大規模解体修理のため，東塔を覆う素屋根を建
設する工事である。奈良県発注の総合評価落札方式による入札物件であり，国宝である東塔の保護，周辺
環境から素屋根をトラベリング工法により施工することが指定されていた。さらに 2011 年に日本を襲っ
た東北地方太平洋沖地震の影響のため，トラベリング工事中においても大地震に対応し得る高い安定性が
求められた。新たに考案した転倒防止機能を備えたトラベリング工法を実施し，無事工事を終えることが
できたのでここに紹介する。
キーワード：トラベリング，伝統建築物，解体復元作業，素屋根，油圧ジャッキ

1．はじめに

薬師寺は西暦 680 年，天武天皇の発願により，飛鳥
の藤原京の地に造営が開始され，平城遷都後の 8 世紀
初めに現在地の西ノ京に移転したものである（写真─
1）。東塔は，薬師寺で唯一約 1300 年前の創建当時か
ら現存する建物である。奈良県文化財保存事務所の調
査の結果，内部を貫く心柱が空洞化するなど劣化が確
認され，110 年ぶりに 10 年間に及ぶ大規模解体修理
が始まろうとしていた。

寺院境内という多くの制限がある中，無事素屋根を
トラベリング工法により施工できた（写真─ 2）。大
地震にも対応した転倒防止機構を中心に紹介する。

2．概要

（1）工事概要
工事名 国宝薬師寺東塔素屋根建設工事
発注者 奈良県教育委員会
設計 ㈱東畑建築事務所
監理 ㈱京成設計
施工   竹中・中村・大倭特定建設工事共同

企業体
工期   2011 年 9 月 1 日～ 2012 年 3 月 30 日
構造・階数 S 造，地上 7 階
建物高さ軒高 38.3 m，棟高さ 42.5 m
素屋根平面積　920 m2（東西 30 m ×南北 28.5 m）

写真─ 1　薬師寺　東塔

写真─ 2　素屋根西立面

特集＞＞＞　歴史的建造物の保存・修復・復元



36 建設機械施工 Vol.67　No.8　August　2015

（2）トラベリング概要
総移動距離・回数   22.5 m　4 回（4.5 m × 3 回 ＋

9 m × 1 回）
移動体重量   最大　470 t（素屋根総重量約

1,000 t）
牽引装置   50 t センターホールジャッキ×

4 台

（3）施工条件
国宝である東塔の周囲は回廊が近接しており，多数

訪れる参拝客の安全性を確保しながら工事を進めなけ
ればならない（図─ 1）。また境内は全域史跡指定さ
れており，遺構保存の観点から掘削等の禁止及び短期
地耐力 160 kN/m2 に制限され，入札時点からトラベ
リング工事が指定されていた。さらに類のない高さの
塔状の素屋根をトラベリング施工することから技術提
案用件の一つとして，建方から移動に至るすべての段
階において，大地震にも対応し得る高い安定性が求め
られた（図─ 2）。

3．工事計画

（1）トラベリング実現に向けた課題の抽出
施工条件の中で安全にトラベリング工事を実施する

ために解決すべき課題は以下のとおりである。
①設計変更を少なくいかに牽引機構やレール，補強等

を盛り込むか
②高さ 42.5 m の素屋根をトラベリングする中で，もっ

とも不安定となる初期トラベリング時の安定性をい
かに確保するか

③ 7 年後の素屋根解体時にも利用できるトラベリング
機構をいかにローコストで実現するか

（2）対策
通常，トラベリング機構を採用するうえで最も大き

く変更を要するのはレールと取り合う柱脚部である。
多くのトラベリング工法では，平滑度や強度確保，施
工性から H 型鋼をレールに採用する場合が多いが，
柱は斜材との接合部，柱脚アンカー部などで設計変更
が必要であり，調整に時間を要していた。

そこで今回，柱脚部の形状をほとんど変えることな
く，かつ，レベル調整モルタル代 50 mm の中で対応
できるトラベリング機構として，以下を考案，採用す
ることとした。
①ベースプレート上部まで突出しているアンカーボル

トを上部 40 mm を雄ねじとした長さ 180 mm の特
注カプラー（長ナット）を基礎コンクリートに埋め
込む納まりに変更（図─ 3）

②レベル調整用モルタル代 50 mm の高さに納めるた
め，厚さ 19 mm の鉄板をレールに，厚さ 25 mm の
低摩擦ナイロン樹脂（商名：MC ナイロン）をすべ
り材に採用（写真─ 3）
これらにより，移動の妨げにならず，移動完了後は

柱脚ベースプレートを六角ボルトとナットで挟み込
み，強固に支持する機構を柱脚形状，アンカーボルト
配置等をほとんど変えることなく実現できた。この結
果，7 年後の素屋根解体時においても，補強ブレース
の再設置と六角ボルトとナットを緩めるだけでトラベ
リングが可能である。

（3）転倒防止機構
トラベリング初期段階は，素屋根高さが 42.5 m に

対し，幅 9 m の非常に細長い形状となっている。移
動中は地面と縁が切れているとはいえ，すべり材の静
止摩擦係数（μ＝ 0.2）に加え，レール面に不陸，段
差等があると大きな抵抗となるため，この状態で大地

図─ 1　敷地平面図

図─ 2　初回トラベリング時　南北方向断面図
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震が発生すると素屋根が転倒する恐れがある。そこで
以下の対策を講じることとした。
①横方向への滑動と柱脚部の浮き上がりを防止するた

めのガイドレールを設置
②移動方向前方の安定度を高め，柱脚引抜力を低減す

るためのアウトリガー（図─ 4）
③後方への転倒防止用にベント構台上部に設けた屋根

トラス支持レール（写真─ 4）
これらを計画するに当たって，移動中でも震度 5 強

の地震に耐え得ることを目標とした。

図─ 3　柱脚詳細図

写真─ 3　すべり材配置状況
図─ 4　アウトリガー

写真─ 4　屋根トラス支持レール
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（4）素屋根構造補強と牽引設備
本工事の素屋根は梁接合部がピン支持となってお

り，妻面の鉄骨と一体化されて成立する構造であっ
た。このため，トラベリングステップ毎のフレーム解
析を行ない，必要なブレース補強を行なった（図─5）。

同時に解析で得た柱脚部の反力から，滑り材の摩擦
係数やレール継目の段差抵抗等を考慮して，油圧
ジャッキ等の牽引設備を選定した。採用した牽引設備
は，素屋根前方 4 か所から伸ばした呼び径φ 32 mm
の総ネジ PC 鋼棒（写真─ 5）を前方のコンクリート
基礎端部に設置した 50 t 油圧センターホールジャッ
キ（写真─ 6）で牽引する構成とした。牽引中，過大
な負荷や偏差が生じないよう，ジャッキ荷重を圧力計
で，移動量をレーザー距離計（写真─ 7）で計測し，
リアルタイムで監視できるシステムとした。

4．トラベリング工事実施状況

トラベリングに先行して南側の鉄骨のみ西エリアか
ら 25 t ラフタークレーンを用いて建方を行なった。
その後 F-H 通り間に素屋根組立用のベント構台を設
置し（図─ 6），まず 2 スパン分の鉄骨建方と仕上げ
工事を行ない，1 スパン分トラベリングを行なった。
以降，1 スパンずつ，建方とトラベリングを繰り返し
た後，ベント構台の解体，残鉄骨建方を実施した（図
─ 7）。

トラベリング当日は，KY ミーティング後，仮固定
ボルトの撤去とレール面への界面活性剤塗布を行な
い，9：00 より牽引を開始した。移動開始直後は，ナ
イロン樹脂製すべり材のスティックスリップ現象（す
べり面での静・動摩擦係数差による振動）に起因する
素屋根仕上げ材の振動音が発生したが，事前塗布した
界面活性剤により納まった。トラベリング中の牽引荷
重は移動体計算重量の 20％程度（摩擦係数 0.2）とほ

図─ 5　フレーム解析による補強計画

写真─ 5　PC鋼棒設置状況

写真─ 6　ジャッキ設置状況

写真─ 7　レーザー距離計設置状況
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ぼ計画通りの値であった。移動量の偏差に関しては，
隣接するジャッキ間では 5 mm 程度，20 m 離れた② -
⑦間では，20 mm 程度で制御でき，それぞれの目標
管理値である10 mm，100 mmを満足できた（図─8）。
準備 0.5 時間，1 スパン 4.5 m の移動時間 1.5 時間，定
着 1 時間を加え，全 3 時間で 1 回のトラベリングを完
了した。建方 8 日，屋根折板・換気扇取り付け 1 日，
トラベリング 1 日の 10 日タクトで工事を進めること
ができた（図─ 9）。全体工程は図─ 10 のとおりであ
り，基礎工事から素屋根完成まで 7 か月で安全に工事
を終えた（写真─ 8）。

図─ 6　基本配置図

図─ 7　トラベリングステップ概要

図─ 8　移動量・牽引荷重管理画面

図─ 9　タクト工程

図─ 10　総合工程

写真─ 8　トラベリング実施状況
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5．おわりに

失敗の許されない厳しい条件の中，塔状の素屋根を
トラベリング工法により安全に構築することができ
た。素屋根建設後，解体修理は2012年6月より始まり，
昨年は 1300 年の歴史上初めて，心柱が基壇から移さ
れ，解体修理の大きな節目を迎えた。「凍れる音楽」
という愛称で親しまれてきた東塔が，我々の前に姿を
再び現すのは今から 5 年程先になる予定である。

伝統建築は明治の解体修理から 100 年以上経過し，
今後は全国各地で修理工事が予想される。耐震診断技
術，補強解析技術，免制振技術に加え，素屋根工事を
含めた複合技術により，国宝・重要文化財といった，
伝統建築物の保存・再生の力になれるよう研鑽を積む
所存である。

 

春川　久郎（はるかわ　ひさお）
㈱竹中工務店
大阪・中之島プロジェクト西地区新築工事　作業所
主任

三幸　謙一（みゆき　けんいち）
㈱竹中工務店
西日本機材センター　施工グループ
課長

［筆者紹介］
小野　孝一（おの　こういち）　
㈱竹中工務店
西日本機材センター　電気グループ
担当

27
■改訂内容
1．鋼橋編
　・送出し設備における説明文章，写真の追加
　・少数I桁橋の足場工及び防護工の一部改定
　・プレキャストPC床版工，場所打ちPC床版工の一部改定

2．PC橋編
　・門構移動装置の新規掲載
　・ポストテンション桁製作工他，各工種の
　　適用範囲の明確化
　・横組工　地覆・高欄施工足場の記載
　・緩衝ゴム設置工　新規掲載　ほか
3．橋梁補修編
　・足場タイプ別詳細作業内容の掲載
　・落橋防止システム工の一部改定

　・ストップホール工の新規掲載
　・塗替塗装　素地調整工の改定
　・はく離材による塗膜除去作業の注意点の新規掲載

■B5判／本編1,201頁（カラー写真入り）
　　　　 別冊197頁      セット
■定価
　一般：9,720円（本体9,000円）
　会員：8,262円（本体7,650円）

※別冊のみの販売はいたしません。
※送料は会員・一般とも
　沖縄県以外600円
　沖縄県　　610円（但し県内に限る）
■発刊　平成27年5月21日

一般社団法人　日本建設機械施工協会



41建設機械施工 Vol.67　No.8　August　2015

城郭を中心とした歴史的建造物の復元と 
それを支える技術
木造天守と石垣の復元・修復工事に携わって

外　舘　　　寛

わが国の歴史的建造物において最もシンボリックなものとして城郭が挙げられる。現在，地方再生の役
割も担い，全国に数多くの天守が復元されているが，伝統木造構法に基づき忠実に復元されたものは数少
ない。また，城郭において石垣や土塁は天守と並びその景観を構成する重要な要素であり，歴史的・文化
的な価値の高い土木構造物である。本報では，伝統木造構法による天守の復元と，日本古来の石積み技法
による石垣の調査・修復に関して，それら伝統技術を解明し後世に継承していくために，さまざまな現代
の技術やノウハウを活用した事例を紹介する。
キーワード：城郭，伝統構法，木造天守，木組み，石垣，修復技術

1．はじめに

現在，全国各地に城郭の天守や石垣が復元されてい
るが，伝統的な技術の発掘や継承なくして，歴史的建
造物の復元や修復は不可能である。それと同時に，伝
統技術を駆使して木造天守や城郭石垣を復元する場
合，現代の設計法に則した厳しい安全基準をクリアし
なければならない。

本報では，筆者が携わった歴史的建造物の復元工事
のうち，本格的な伝統木造構法で建築された大洲城と
白石城の復元工事について紹介する。なお，大洲城の
復元工事については既報 1）で完成に至るまでの地域
住民の熱意と取り組み，工事内容の詳細について紹介
しているので，ここでは工事に関連して開発・適用し
た現代技術を中心に紹介する。

また，わが国の城郭においては，石垣や土塁も天守
とともにその景観を構成する重要な要素であり，歴史
的・文化的な価値の高い土木構造物である。そこで，
日本古来の石積み技法による石垣修復工事に欠かせな
い最新技術についても合わせて紹介するものとする。

2．木造天守の復元と導入した現代技術

（1）大洲城天守の復元
鎌倉末期の築城に始まる大洲城は，17 世紀初頭に

天守を戴く本格的な城郭としての姿を整えたといわれ
ている。その天守が姿を消して百十余年，大洲市民の
夢と情熱が実を結び，平成 16 年に往時の雄姿そのま

まに大洲城天守が甦った。写真─ 1 に大洲城の全景
を，写真─ 2 に天守 1 階の内部の状況を示す。

本工事は本丸跡に 4 層 4 階の木造天守を築き，現存
する重要文化財の台所櫓と高欄櫓を多聞櫓で結び，複
連結式天守群として復元したものである。天守の最高
高さは 19.15 m であり，戦後復元された木造天守とし

写真─ 1　大洲城の全景

写真─ 2　天守 1階内部

特集＞＞＞　歴史的建造物の保存・修復・復元
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ては国内一の高さを誇っている。この工事は，史料や
古写真などの資料が豊富だったことに恵まれ，高い精
度の復元工事であったことから，建築基準法 3 条の適
用除外を受けることができた。

木造伝統建築の復元で最も重要な木組みでは，経験
豊富な宮大工と地元大工が熟練した技術を展開し，伝
統技術を継承，練磨する一方で，全天候型仮設屋根の
構築，漆喰壁の保存，構造耐力の確認など，さまざま
な分野で最新技術を導入した 1）。

（2）白石城天守の復元と震災による復旧
白石城は，江戸時代に仙台藩で唯一天守を戴いた城

であり，片倉小十郎（伊達政宗の忠臣）の居城として
知られている。明治 7 年（1874 年）に解体されてか
ら 120 年近くを経た平成 7 年（1995 年）に再びその
姿を現した。元和 1 年（1615 年）に発せられた一国
一城令では，特別に破却を免れた。慶応4年（1868年），
戊辰戦争に際して，官軍に抗戦する目的で締結された
三十一藩から成る奥羽越列藩同盟の調印もこの城で行
われている。

本工事が実施された平成 4 年（1992 年）においては，
建築基準法により 13 m を超える本格的な木造建築は
禁じられていたが，建築基準法の第 38 条の建設大臣
特別認定（当時）により，16.7 m の高さ（当時の木
造で最高高さ）を実現することができた。

この工事においては，本丸内にあった三階櫓（天守）
や大手一ノ御門，二ノ御門，土塀が復元された。本工
事は，日本古来の木組み，8 寸の厚さに 19 の工程を
要する土壁塗り，そして，発掘されたものを忠実に再
現した 4 万枚以上の瓦を使用する瓦葺など，伝統技術
を総動員して進められた。また，土壁のせん断試験な
ど，現代の技術を随所で活用し，木造による本格的な
城郭の完全復元という日本初の試みを成功させた。

さらに，この白石城は，平成 23 年（2011 年）3 月
11 日に発生した東日本大震災およびその後の余震に
よって，壁の損傷や屋根瓦の落下などが生じ，大きな
被害を受けた。被災後の調査では，被害は大規模かつ

広範囲にわたり，石垣の崩落や木組みの損傷には至ら
なかったものの，地震発生時に大きな揺れが建物に作
用したと考えられる痕跡と変形が確認された。写真─
3 に白石城の全景を，写真─ 4 には東日本大震災によ
る被災状況を示す。

（3）復元工事に関わる技術事例
（a）伝統木造構法の構造実験
伝統木造構法とは，仕口部（柱と梁の接合部）に釘

や金物などを使わない構造で，貫や梁は木材のめり込
みを利用した一種のモーメント抵抗接合である。構造
要素としては，貫，脚固め，差し鴨居や土壁などがあ
る。しかし，これらの構造要素は構造性能が明確になっ
ていない点が多く，構造設計を行う際，構造要素の強

写真─ 3　白石城の全景

写真─ 4　3.11 地震による被災状況

図─ 1　在来工法と伝統工法の構造要素の比較
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度試験を実施しその構造性能の確認が必要である。図
─ 1 に在来工法と伝統工法の構造要素の比較を示す。

前述の白石城の復元では，㈶日本建築センターの構
造評定を取得する際に，土壁が負担できるせん断力の
評価が課題となった。そこで，実際の土壁を模擬した
試験体を用いてせん断加力実験を実施し，土壁のせん
断強度を定量的に評価し，土壁には 1.0 × 10 － 3N/
mm2 以上の終局せん断強度が期待できることを明ら
かにした 2），3）。図─ 2 に塗り土壁の断面図と構造実
験の状況を示す。

また，大洲城の復元工事において，設計では図─ 3

に示す立体フレームモデルによる構造解析を実施 4）

しているが，その際，貫や繋ぎ梁による柱梁接合部の
回転剛性の設定が課題となり，設定モデルの妥当性を
検証するため，木造仕口部の強度変形性状に着目した
構造試験を実施した 5）。図─ 4 に試験体の部位と構造
実験の状況を，図─ 5 にはト型試験体の構造実験で
得られた荷重─変形関係を示す。試験体の主な柱と梁
の仕口は，「長ほぞ差し鼻栓打ち」と「込み栓打ち」
の 2 種類で，柱と貫の仕口は通し貫とした。実際の構
造体では，柱には地桧と木曽桧，土台は栗が使用され
ていたことから，試験体も同じ材料で作成した。試験
の結果，構造設計で設定した回転剛性の評価方法は，
ト型試験体および十字型試験体の実験結果と概ね良い
対応を示すことが確認された 5）。
（b）天守の振動測定
伝統木造構法は長い歴史による実績がある反面，鉄

筋コンクリート造や鉄骨造などの近代構法に比べ，耐
震工学的な性能の解明が置き去りにされてきた。地震
の多いわが国では，伝統木造構法によって建てられた
天守の振動特性を把握することは重要であると考え，
上記の大洲城と白石城において振動測定（常時微動測
定と人力加振実験）を実施した 6），7）。

常時微動とは，地盤に常時生じている 0.1 ミクロン図─ 2　塗り土壁の断面図と構造実験の状況

図─ 3　構造解析モデル

図─ 4　試験体で取り出した部位と構造実験の状況

図─ 5　荷重─変形関係（ト型試験体の例）
No.1-1：長ほぞ差し，込み栓打ちの試験体，
No.2：長ほぞ差し，込み栓なしの試験体の結果



44 建設機械施工 Vol.67　No.8　August　2015

～数百ミクロン程度の微小な揺れであり，これによっ
て励起される建物の微小な揺れを測定・分析すること
で，建物の固有振動数（建物の揺れやすい振動数）や
振動モード（立体的，平面的な揺れ方）などの基本的
な振動特性を把握することが可能となる。
図─ 6 に大洲城において減衰性能を把握するため

に行った人力加振実験の様子を示す。建物が共振する
タイミングに合わせて建物の揺れを増幅させ，加振停
止後の振動（自由振動）を測定し，自由振動が小さく
なる傾向から建物の減衰定数の値を把握した。人力加
振実験の結果，木造天守の減衰定数は 2 ～ 3％程度と
推定された 7）。

白石城は前述した通り東日本大震災で被災したた
め，震災前と震災後さらに補修後の常時微動を測定し
ている 8），9）。図─ 7 には，震災前後の振動モードを
比較した結果を示す。この図から，震災前には土壁の
剛性が効いてロッキング（回転）の生じる振動モード
形を示していたが，震災後はロッキングが減少し，せ
ん断型の振動モード形となり，かつ 3 層部の変形が大
きい傾向を示し，震災後の目視調査結果による被害程
度とも対応することがわかった。これは，震災による
土壁の被害により壁の剛性が低下し，木軸組のみのせ
ん断剛性による，せん断型の挙動を示すように変化し
たためと考えられる。震災により壁の剛性は低下した
が，地震時に土壁がエネルギーを吸収して損傷するこ
とで，木軸組の柱や梁への地震力の負担が軽減され，
大きな損傷を免れたとも言うことができる。すなわ

ち，土壁が現代技術でいういわば制震要素的な働きを
したと考えられ，非常に興味深いデータが得られた。

また，震災前，震災後，補修後の常時微動測定結果
を利用して，天守の各層の剛性を評価し，震災前と比
較して検討した 9）。その結果を図─ 8 に示す。この図
から，震災後の剛性は，震災前に比べて被害程度の大
きい短辺方向の 3 層部では 33％程度まで低下し，そ
の他の層では 50 ～ 60％程度の低下であったものが，
補修工事後には 50 ～ 75％程度まで剛性が回復したこ
とがわかる。しかし，天守の剛性は震災前の状態には
完全に回復していないことから，塗り土壁の内外から
の補修のみでは不十分であることがわかった。こうし
たことから，目視できない土壁の内部の被害程度など
を把握して，その内部まで補修できる補修材や補修方
法の開発が今後期待されている。

3．石垣の調査・修復技術

天守等の木造構造物と並んで，その基礎をなす石垣
もわが国の城郭の大きな特徴を示すものであるが，セ
メント等の接着剤を用いない「空

から

積
づ

み」で構築される
石垣の力学的な特徴や耐震性などは十分に研究されて
いるとは言い難い。こうした背景において，以下では，
石垣の内部構造を評価する調査技術と安定性評価のた
めの解析技術について紹介を行うものとする。

図─ 6　人力加振実験の様子と実験で得られた減衰振動波形

図─ 7　白石城の振動モード形（短辺方向 1次モード）

図─ 8　震災後と補修後の層剛性比（2005 年比）
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（1）レーダーによる石垣調査技術
石垣の健全性評価において，その内部構造を調査す

ることは非常に重要である。筆者らはレーダーによる
石垣調査技術を開発し，実際の石垣調査に適用するこ
とでその有効性を確認してきた。この技術は，電磁波
を石垣内部に送信し，その反射波を分析することで内
部構造を把握する技術であり，貴重な文化財を傷つけ
ないで調査できる非破壊調査法である。反射波の解析
から，石材の控え（奥行き方向の長さ）や裏栗石の分
布状況，空洞の有無やその範囲を推定することができ

る。写真─ 5 にレーダーによる石垣調査の状況を，
また，図─ 9 にはこの調査方法による石垣背面の断
面構造の推定結果の事例を示した。この図から石材の
控えや裏栗の状況などが確認できることがわかる
10）。なお，本技術は石垣の安定性評価に関する調査の
ほか，補修計画の立案などに広く適用されている。

（2）石垣の安定性解析
石垣の安定性を客観的に評価するためには，不連続

体である個々の石材および裏栗石と地盤の相互作用
を，適切にモデル化して解析する必要がある。ここで
は，筆者らが関西大学と共同で開発した個別要素法に
よる石垣の解析技術を紹介する。個別要素法は，連続
体構造物の解析に用いられる有限要素法とは異なり，
要素間の接触や分離，すべりなどを表現できる手法
で，石垣のような不連続な構造物の解析に適してい
る。図─ 10 に個別要素法の概要を示す 11）。

本技術により石垣の根石前面の補強効果を検討した
事例を図─ 11 に示す。実際の城郭石垣（高さ 13 m）
を参考とした解析モデルについて，同じ地震動を入力
して解析を行った結果，根石周辺に補強工である「枠
工」を施し，同時に裏栗石層の整備と背面地盤の改良写真─ 5　レーダーによる石垣調査の状況

図─ 9　石垣背面の断面構造の推定結果

図─ 10　個別要素法による石垣の安定性解析
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を行った「補修後の石垣」では根石周辺の変位量が「補
修前」より大きく低下しており，より高い耐震性能を
有していることが示された。このような解析技術は，
実験的に評価することが難しい石垣の耐震性の評価や
補強工の効果を確認する上で有効な方法であると考え
られる。

以上のように，最新の調査・解析技術を駆使するこ
とは，日本独特の伝統技術による石垣の維持・管理，
保全を進める上で，その技術の伝承と同様に極めて重
要である。

4．おわりに

伝統構法による歴史的建造物の復元・修復について
木造天守と石垣を例に，現代技術との関わりについて
紹介した。

歴史的建造物の復元においては伝統技術の伝承とそ
の技術を受け継ぐ職人の育成が必要で，そのためには
座学ではなく実際のものづくりが不可欠であり，今
後，多くの職人がものづくりの現場に携われる機会が
増えることを切望する。

また，伝統技術を継承していくためには，その技術
のしくみや成立性を解明・把握することが重要である。
現代技術に基づく実験や試験，コンピュータを駆使し
た高度解析技術はその有効な手段である。伝統技術と
現代技術のコラボレーションが今後さらに期待される。

数百年から千年を経て現代まで受け継がれ守られて
きた歴史的建造物は，建設当時の人々の思いや技術だ
けでなく，さまざまな歴史の変遷の中で，各時代の人々
の熱意とその時代の技術を駆使して守り抜いた歴史が
あり，平成の時代に生きる我々も，情熱を傾け技術を
駆使して後世に継承していくことが必要である。「平
成の復元・修復」の妥当性については，おそらく 100
年以上経過した後世の人々が評価してくれるはずであ

り，その評価に値するものを，我々は残していかなけ
ればならない。
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歴史的建築物の外観デザインを保った耐震改修工事
北九州市　旧戸畑区役所庁舎図書館活用耐震改修工事

宮　﨑　信　宏

1933 年竣工の旧戸畑区役所を図書館に再生する計画の施工を担当した。建物の外観を変えない計画で
あり，耐震補強はすべて屋内で行う計画とされた。アーチ状の鉄骨ユニットを中廊下に配置するアーチフ
レーム補強と名付けられた補強方法が採用された。併せて基礎梁の補強と耐震壁の増設が行われた。既存
躯体は設計時の想定以上に劣化が激しく，工事時には綿密な調査と慎重な材料選定，最良な施工方法が求
められた。歴史的建築物の再生に対して与えられた様々な設計の意図と要求，それらに応じて取り組んだ
一連の耐震補強工事，躯体補修工事について示した。
キーワード：耐震補強，リファイニング（再生）建築，アーチフレーム補強，鉄骨工事，既存躯体補修

1．はじめに

福岡県北九州市戸畑区のほぼ中央に位置する『旧戸
畑区役所』は 1933 年に戸畑市役所庁舎として建設さ
れた。1963 年から 5 市合併に伴い北九州市役所本庁
舎として 9 年間を経て，2006 年まで戸畑区役所とし
て使用された。この戸畑区役所は，2011 年に図書館
への転用が決定され，使い勝手のよい図書館を目標に
築 80 年を超える歴史的建築物の再生工事が始まり，
2014 年 3 月に新生『北九州市戸畑図書館』としてオー
プンした（写真─ 1）。

2．改修設計の基本方針

帝冠様式の独特な雰囲気を纏ったスクラッチタイル
仕上げの重厚な外観は，北九州市戸畑区の歴史的な歩

みと共に存在感とその魅力を表現している。その歴史
的な建築物の外観を変えることなく，旧庁舎から図書
館に再生するべく，基本設計が行われた。建物外部に
耐震補強部材を設けず，内部にスチール製のアーチフ
レームを用いることは，戸畑の製鉄の歴史を内部空間
に創出させることを意図としている（写真─ 2）。今
回の計画は，地域資産の維持保全はもちろん，建替え
と比較して大幅な廃棄物の抑制ができることから，地
球環境の保全にも寄与している。

（1）耐震補強計画
耐震診断の結果，既存建物は中性化の進行が著し

く，経年劣化の影響も大きく，靭性指標が低い値であ
る事がわかった。また，構造図や構造計算書が現存し
ないことから，具体的な補強設計は現地調査を行い，

写真─ 1　建物外観（改修後）

写真─ 2　アーチフレームによる補強

特集＞＞＞　歴史的建造物の保存・修復・復元
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部材断面を実測しながら進める計画とした。耐震補強
は，仕上げ等撤去による建物の軽量化，経年劣化部の
修復，基礎・基礎梁の補強，鉄骨アーチフレームと
RC 耐震壁の増設による全体架構の補強，鉄骨フレー
ムによる塔屋の補強から構成されている（図─ 1）。

（2）リファイニング（再生）の手順
当工事におけるリファイニング建築への基本的な流

れは次の通りである。
①既存の建物を減築し，新築当初の建物の形へ復元す

る。
②既存スラブを一部解体して開口を設け，不要な壁や

押えコンクリート，既存のサッシ等を撤去して軽量
化を図り，既存躯体の補修と中性化対策を施す。

③基礎・基礎梁の補強，鉄骨補強，RC 耐震壁，鉄骨アー
チフレーム補強，塔屋の鉄骨補強等の耐震補強を施
す（図─ 2）。

④スラブ開口部へのトップライト設置，新規アルミ
サッシ等の取付，EV 棟や階段室の新規外装を施す

（図─ 3）。

（3）アーチフレームによる補強
アーチフレーム補強が考案・採用された理由は，戸畑

が鉄鋼産業と共に発展した地区にふさわしい意匠である
こと，比較的小さな断面部材となることで見通しの良い
空間を確保できること，補強部材が軽量化され躯体への
負担が軽減できること，ウェブ部分の円形の開口により
圧迫感を無くし，排煙経路や温熱環境が考慮された意匠
と構造が合致した補強となっていることが挙げられる。

スチール製のアーチフレームの柱は，複雑な変形 4
面ボックス柱として構成されている。組立手順や溶接
手順などの製作要領は，関係者にて詳細な確認を行い
ながら製作を進めた（図─ 4）。柱ボックス部の閉鎖
前には監理者による組立時の中間検査が適宜行われた

（写真─ 3）。

図─ 1　耐震改修計画概要

図─ 2　耐震補強概要

図─ 3　新規外装

図─ 4　補強鉄骨柱組立要領
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既存躯体と鉄骨部材間の取り合い部を含めた施工手
順は，補強鉄骨の品質確保という観点から，補強鉄骨
建方要領として定められた（図─ 5）。

（4）基礎梁の補強と耐震壁の増設
構造図等が現存しない為，設計時に想定した位置に

基礎や基礎梁がない事が判明することもある中で，既
存躯体に合せて，通し配筋や端部の納まりを変更する
など，監理関係者が現地にて確認対処しながら基礎梁
や耐震壁の補強工事を進めた（写真─ 4，5）。また，
工事段階での諸調査では，コンクリートの劣化が顕著
であり，中性化も想定以上に進んでいることがわかっ
た。このため，あと施工アンカーの設置は，既存躯体

鉄筋と干渉しないようにすることに加え，躯体劣化部
とも干渉しないように十分考慮して位置を決定した。
その確認の為，現地でのあと施工アンカーの引張り試
験を，施主と設計の監理者立会いの下で全て実施し，
品質強度を確認した（写真─ 6）。

3．耐震補強工事

（1）鉄骨建方（図─ 6）
塔屋部分以外の一般部の建方は，補強鉄骨建方要領

にも図示されている通り，先ず既存スラブを撤去・開
口し，建方を行った。アーチフレームの柱の重量は約
3 t あり，重量バランスも複雑な変形 4 面ボックスで

写真─ 3　アーチフレーム柱組立検査

図─ 5　補強鉄骨建方要領

写真─ 4　基礎梁の補強

写真─ 5　耐震壁の増設

写真─ 6　あと施工アンカー引張試験
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あった。エレクションピースは，既存躯体と干渉する
部分もあり，その取付位置は 2 ～ 3 方向に限定され，
建方精度の確保に苦心した。塔屋下部の地下 1 階から
2 階までは，鉄骨資材を最寄りのスラブ開口より地階
へ取り込み（写真─ 7），台車やチルホールなどを利
用して水平移動を行い，マストやブームなどを使用し
て（写真─ 8）建方を行った（図─ 7）。塔屋部分では，
最上層に各層への資材荷上げ取り込み用の支持架台を
設置し（写真─ 9），塔屋 1 階から各層への荷揚げと
建方を行った。

（2）アーチフレームと既存躯体の接合部の施工
既存躯体からの鉄骨フレームへの水平力の伝達につ

いて，当初は既存鉄筋と新設鉄筋を溶接接合し，コン
クリートで一体化する計画であったが，既存鉄筋の劣
化が著しい為，あと施工アンカーを打設した。そのア
ンカーと鉄骨ウェブ面のスタットボルトが重なり合う
ように配置し，コンクリートで一体化した部分を介し
て水平力を伝達するように計画を見直された（写真─
10，11）。

写真─ 7　鉄骨柱取り込み状況

写真─ 8　塔屋下部鉄骨建方仮設ブーム

図─ 7　塔屋下部の鉄骨建方計画

図─ 6　鉄骨建方全体概要図

写真─ 9　塔屋鉄骨取り込み架台

写真─ 10　接合部状況 1
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4．補修工事

（1）既存躯体の調査
内部造作等の解体撤去が進み，主要構造部が現れて

くるにつれて，躯体劣化の状況がはっきりとわかるよ
うになった（写真─ 12）。なかでも劣化が激しい柱で
は，躯体の健全部まで斫り出そうとすると，柱の水平
断面の半分以上が欠損するような非常に劣化が進んで
いる状態であった為，第 1 段階での調査は柱の水平断
面の 1/3 程度の斫り出しに留めることとした。

このような状況であった為，市の監理者だけでなく
設計監理者を含め，直接現場での状況確認と計画変更
が適宜行われた。なお，劣化状態を，赤：爆裂（露筋）， 黒：ジャンカ（露筋），緑：欠損（外壁浮き），黄：ひ

び割れ，というように，現場と調査図を同様に色分類
することで，容易に識別確認ができるようにした（写
真─ 13，14，図─ 8）。

（2）既存躯体の補修
既存コンクリートの中性化，鉄筋の腐食が進行して

いるため，浸透性アルカリ付与剤や含浸固結剤を塗布
することとした。補修の分類は，爆裂（露筋）部補修，
ジャンカ（露筋）部補修，鉄筋添筋溶接補強，欠損部
補修，モルタル部浮き補修，グラウト注入，炭素繊維
シート補強となる（写真─ 15，16）。

写真─ 11　接合部状況 2

写真─ 12　柱の劣化状況確認

写真─ 13　既存躯体調査状況①

写真─ 14　既存躯体調査状況①

図─ 8　既存躯体劣化調査図

写真─ 15　柱グラウト打設
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爆裂・ジャンカ・欠損部の補修については，躯体の
健全な部分まで斫り出した後，露筋時は錆を除去し，
露筋の劣化が著しい場合は状況に合わせて添え筋を溶
接などして補強した。その後，浸透性アルカリ付与剤
の塗布，含浸固結剤の塗布，防錆ペーストの塗布（写
真─ 17），ポリマーセメントによる充填などを行っ
た。なお，アルカリ付与剤は浸透乾燥すると塗布の確
認が難しいため，フェノールフタレイン溶液にて塗布
の確認を行った（写真─ 18）。

5．おわりに

80 年を超える長い歴史がある旧戸畑区役所の外観
を保存し，図書館として再生させる当工事において，

建物内部への耐震補強の手法について各技術者の知恵
を結集することで，所期の品質を確保することができ
た。また，既存躯体の老朽化問題等への対処について
も，関係各方面の責任者による現地確認，検討，指示
が的確に行われたことにより，施工者としての対応が
可能となった。

歴史的建築物の外観を残しながらのリファイニング
（再生）という貴重な工事経験を，増加しつつあるリ
ノベーション工事に活かしたいと考える。また，図書
館へと生まれ変わった建物（写真─ 19，20）が，こ
れからも多くの市民に長く愛されることを願っている。

謝　辞
施工にあたりご指導，ご協力いただいた北九州市建

築都市局，㈱青木茂建築工房，㈲金箱構造設計事務所
をはじめとする関係各位に，厚くお礼申し上げます。

 

写真─ 16　柱炭素繊維補強

写真─ 17　防錆剤塗布

写真─ 18　アルカリ付与材確認

写真─ 19　吹き抜け部とトップライト

写真─ 20　閲覧室（書架配置状況）

［筆者紹介］
宮﨑　信宏（みやざき　のぶひろ）
㈱鴻池組九州支店
建築工事事務所
所長
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歴史的鋼橋の補修工事
長浜大橋の補修工事の紹介

池　田　一　郎

長浜大橋は，愛媛県西部を流れる肱川に，昭和 10 年に架橋された橋梁であり，日本で現存する最古の
道路開閉橋である。平成 10 年に「国の登録有形文化財」（文化庁）に登録，平成 21 年に「近代化産業遺産」

（経済産業省）に認定，更に平成 26 年に「国の重要文化財」（文部科学省）に指定され，文化財としての
価値も高い橋梁である。この橋梁における補修方針，工事の概要について報告する。
キーワード：歴史的鋼橋，リベット接合，補修工事，文化財，開閉橋

1．はじめに

長浜大橋は，愛媛県西部を流れる一級河川「肱川」
の河口に昭和 10 年に架橋された橋梁で，日本で現存
する最古の道路開閉橋である（写真─ 1）。

橋全体が赤く塗られていることから，地元では「赤
橋」の愛称で親しまれており，架橋付近には，秋から
冬にかけて自然現象「肱川あらし」が見られることで
有名な観光名所であり，県内外から観光客が訪れてい
る。平成 10 年に「国の登録有形文化財」（文化庁）に
登録，平成 21 年に「近代化産業遺産」（経済産業省）
に認定，更に平成 26 年には「国の重要文化財」（文部
科学省）に指定され文化財としての価値も高い橋梁で
ある。

長浜大橋では，国土交通省による肱川水系河川整備
計画に基づく堤防改修計画に伴い，橋梁延伸改造工事
が予定されていたため，それに併せて道路管理者であ

図─ 1　補修一般図

写真─ 1　長浜大橋開閉状況

る愛媛県により，補修工事が同時期に実施された（図
─ 1）。

本稿は，愛媛県事業で実施した補修工事について報
告するもので，歴史的評価を受けた鋼橋の文化的，歴
史的価値を保持することを重視して実施した補修計画
および補修工事について，歴史的象徴であるリベット
接合でのボルト取替を中心に，補修方針や実施内容に

特集＞＞＞　歴史的建造物の保存・修復・復元
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ついての概要について報告する。
肱川あらし：  肱川上流の大洲盆地で冷やされた空気が

肱川沿いに標高の低い河口に流れ込み，
伊予灘の海水との温度差が原因で発生す
る帯状の霧のことで早朝など放射冷却の
強い時に発生する（写真─ 2）。

2．橋梁概要

（1）橋梁諸元
長浜大橋の橋梁諸元について，以下に示す。
橋梁名：長浜大橋（通称：赤橋）
所在地：愛媛県大洲市長浜町（図─ 2）
橋　長：226.0 m
幅　員：5.5 m
橋　種：下路式トラス橋（主径間）
　　　：バスキュール（跳ね上げ）式鉄鋼可動橋
　　　　（国内現役最古）
竣工年：昭和 10 年（1935 年）
設計者：増田淳（吉野川橋も担当した橋梁技術者）
工事費：29 万円（当時，現在の価格で約 20 億円）

（2）長浜大橋に関するエピソード
1977 年に下流側に現在の主要道路であるコンク

リート製の「新長浜大橋」が架橋された際には，撤去
すべきとの議論も出たが，旧長浜町が管理者である愛
媛県に対して陳情書を提出するなど，地元の強い熱意
ある行動により残すこととなり，現在でも生活道路と
して利用されている。

また，夏場はイルミネーションや地元の花火大会が
実施されるなど地元の愛着が深い橋である。歴史的な
評価としては，太平洋戦争での米軍戦闘機の銃撃によ
る弾痕が，トラス桁の斜材部などに数十箇所も残って
おり，歴史的価値が高い橋である（写真─ 3 参照）。

毎週日曜日 13 時には，点検作業も兼ねて開閉部を
可動させているため，開閉状況が見られ，それを目当
てに訪れる観光客も多い。

3．  歴史的鋼橋の補修・補強計画における留
意事項

（1）歴史的鋼橋のストックと現状
近年は全国的に既設橋梁の老朽化に伴う補修・補強

工事が行われている状況である。高度経済成長期に整
備された多くの社会資本が既に建設後 30 ～ 50 年程度
経過しており，今後 20 年ほどで全ストックの半分以
上が建設後 50 年以上を迎える時代に入る。

これらの橋梁の中には，歴史的な評価を受ける鋼橋
（以下，歴史的鋼橋とする）も多く含まれており，社
会的ニーズとして歴史的鋼橋の保全に対する補修・補
強工事も増加していくことが予測される。

今後の歴史的鋼橋の維持管理計画においては，土木
構造物本来の役割である安全性・耐久性等の確保と
いった基本性能に加え，次世代へ継承するべき歴史的図─ 2　長浜大橋の位置

写真─ 2　肱川あらし

写真─ 3　太平洋戦争での銃撃痕
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評価を受けた鋼橋の文化的，歴史的価値を保持するこ
とまでも考慮した補修・補強工法を選定することが求
められてくる時代になっている。

（2）歴史的鋼橋と文化財の位置付け
歴史的鋼橋とは，土木学会が定めた土木遺産であ

り，歴史的評価を受けた鋼橋の総称で，橋の持つ歴史
性・文化性を映し出し，次世代へ継承するべき鋼橋を
指す。これらについては，土木学会が公開している歴
史的鋼橋集覧で歴史的鋼橋調査台帳が閲覧可能であ
る。

具体的には，1960 年までの約 90 年間に製作・架設
された橋であり，1960 年という区切りは，新幹線や
高速道路をはじめとする大量生産時代前におけるリ
ベット橋の最終期までを意味している。これらの中に
は，国の重要文化財や登録有形文化財などに指定，登
録された橋梁も含まれている。下記に，文化財・土木
遺産について示す。

Ⅰ . 登録有形文化財（文化庁）
建築・土木構造物その他工作物で原則，建設後 50

年経過し，次の各号の一つに該当するもの
①国の歴史的景観 ②造詣の模範 ③再現の困難性
Ⅱ . 近代化産業遺産（経済産業省）
建築・土木構造物その他工作物で歴史的であり，地

域活性化に優れるもの
※  文化財の歴史的価値を保全していく上で，既存の

材料や工法を用いるなど全体的に及ぶような変更
は避け，外観を損なわない補修・補強を検討して
いくことが大前提として重要であるが，届け出に
おいて，①文化財の保護に対する努力をした上で
他に選択肢が無い場合，②莫大なコストが発生す
る場合においては，協議等での申請確認を行った
上で構造変更も可能である。

（3）歴史的鋼橋の補修設計時の留意点
歴史的鋼橋を補修する場合の留意点について，長浜

大橋で考慮した点を下記に示す。
（a）材質
この時代の橋梁は鋳鉄・錬鉄が多く，鋼材であって

も年代によっては，鋼材の溶接性や強度が劣るため試
験による確認が必要である。1925 年の鋼材規格は，
溶接性能が乏しいため溶接割れの可能性があり，あて
板補修する場合は，特に注意を要する。

→  長浜大橋では，『国土交通省の第 7 径間延伸工事』
にて材料試験を実施し，現在の SM400 相当の性
能が確保されていることを確認している。

（b）リベット接合
リベット接合とは，1100℃程度に熱したリベットを

ボルト孔に挿入し，リベットハンマーで頭部をかしめ
て緊張する工法である。高力ボルト使用以前の一般的
な継手構造であったが，高力ボルトの方が扱いやすく
接合構造としての信頼性が高いこともあり，昭和 40
年以降ほとんど使用されていない。

→  長浜大橋では，愛媛県の歴史的価値を保持してい
く方針に基づき，リベット取替を行うことに決定
した。

リベット接合は，歴史的鋼橋における代表的な特徴
であり，補修を行う場合は，下記の点に留意する。

①リベット頭が腐食している場合
リベット頭が腐食している場合でも，緩んでいなけ

れば継手機能はほとんど低下しない。取り替えること
で逆に隙間から水が進入し，腐食する事例も多いた
め，取り替えよりシール材等の止水を目的とした腐食
対策を実施する。

②取り替える場合
HTB に取り替える場合，リベット接合面は，塗膜

厚の厚い鉛丹塗料が塗布されている。また，リベット
周辺の母材変形影響により，すべり摩擦係数 0.4 が確
保できない場合が多いため，接合面の入念な処理や
HTB のサイズアップの検討を行う。

→  長浜大橋では，頭部のみが腐食しているボルトは
取り替えを実施していない。また，HTB ボルト
への取り替えも実施していない。

（4）リベット工事の現況
リベット接合は，1970 年代以降，高力ボルトや溶

接に取って代わられた。現在では，現場打ちによるリ
ベット施工が可能な業者は極めて少ない。また，施工
技術を持っているリベット職人も高齢化しており，そ
の技術の伝承についても施工件数が少ないため，現場
経験が積めない等の問題がある。

しかし，近年では施工技術も併せて保存していくと
いう目的も踏まえて，歴史的な橋や建築物を建築当時
の施工技術を用いて復元しようとする動向がある。

例えば，筑後川昇開橋（福岡県，2010 年に国の重
要文化財に指定）や若戸大橋（北九州市）などについ
てもリベットによる補修工事が実施されている。

（5）リベット接合の歴史
リベット接合は，昭和 30 年代前半までは鋼構造に

おける接合方法の主流であり，歴史的鋼橋のほとんど
に用いられてきた。工場においては，昭和 20 年代末
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頃から導入された溶接工法の台頭により，リベット接
合が昭和 30 年頃から次第に姿を消し始めるが，現場
継手の施工においては昭和 40 年代前半までほとんど
でリベット接合が用いられている。

しかし，昭和 30 年代後半からは，高力ボルト摩擦
接合法が開発されると，昭和 40 年頃から現場継手で
は，次第に高力ボルト継手が普及し始め，昭和 50 年
代初期では，ほとんどの現場接合で高力ボルトが使わ
れている。

なお，道路橋示方書からリベットの規定が消えたの
が平成 2 年の改訂であり，昭和 55 年の示方書が最後
である。巧みに施工されたリベットは，リベット孔を
完全に充填し，冷却に伴って収縮するため，比較的大
きな初期張力が導入され，これにより接合材間に適度
な材間摩擦力が生じる。このことから，リベット接合
は剛性の高い信頼性のある接合法であるといえる。

また，リベット接合は施工が現場合わせ的な要素が
あり，多少の孔寸法の間違いや位置の食い違いなどの
加工誤差を吸収できるため，技術的に加工精度を高め
ることが困難であった古い時代には特に有用であった。

歴史的鋼橋の代表的な特徴はリベット接合であり，
この継手の外観や形状は，歴史的価値と密接な関係を
持つことも多い（写真─ 4）。

4．長浜大橋における補修計画

（1）損傷概要
（a）鋼部材
前回の塗替塗装より 10 年が経過しており，塩害の

影響もあって塗装劣化が著しく，鋼材の穴あきや断面
欠損などの損傷が確認される（表─ 1 参照）。

表─ 2　補修区分表

補修区分 損傷概要 補修方針
補修区分 A 断面欠損は無いが腐食箇所 ケレン塗装
補修区分 B 断面欠損の損傷が小さい箇所 あて板補修
補修区分 C 断面欠損の損傷が大きく，周辺に腐食が進行している箇所 ガス切断による腐食部材撤去 + 補強部材取付
補修区分 D 断面欠損の損傷が大きく部材全体に腐食している箇所 部材取替
補修区分 E リベットの腐食 リベット取替

※リベット取替について
　  長浜大橋は，国の登録有形文化財の登録を受けているため，愛媛県の補修方針としては，この歴史的価値を保持していく方

針でリベットの取替補修を行う。

表─ 1　損傷一覧表

写真─ 4　現況のリベット
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（b）コンクリート部材
竣工より 75 年が経過しており，経年劣化及び中性

化や塩害の影響による損傷が見られる。床版部はコン
クリート保護工（塗装材被覆）が施工されているが，
保護工の剥がれ，うきや剥離・鉄筋露出等が確認される。

（2）補修計画
（a）鋼部材
道路橋補修・補強事例集を参考に，表─ 2 に示す

ように損傷程度により 5 つの補修区分を設定し，各区
分の補修方針に従い，補修図・補修数量の算定を行う。
（b）コンクリート部材
本橋は，潮位の影響を受ける干満帯に位置してお

り，塩害対策として表面保護工（塗装材被覆）が施工
されているが，平成 2 年の施工から約 20 年が経過し

ており，一般的な更新時期でもあるため，表面保護工
（含浸材）の更新を行う。

また，うきや剥離・鉄筋露出等の損傷が確認される
ため，損傷部については断面修復を行う。
（c）支承
本橋は，景観に配慮した改造が重視されていること

からも歴史的鋼橋の象徴である鋼製ピン支承を踏襲す
るのが望ましく，塗替塗装や一部の部材取替などの部
分的な補修をすることで機能的に問題ないと判断され
る場合は，現在の支承を流用する方針として計画を行
う。

国交省の嵩上げ工事に伴い，A1・P1・P6・A2 の
支承については，オーバーホールや部材取替は行う
が，基本的には現在の支承を流用する。

P2 ～ P5 の支承は，現在の支承を使用することにな

表─ 3　リベット接合とボルト接合比較表
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るが，腐食が確認される程度で，支承本体の機能的に
は問題ないため，基本的にケレン塗装による補修を行
う方針とする。

なお，P5（P4 側）の支承は，可動橋開閉部に位置
しているため，腐食に加えて開閉時の繰り返しの制動
荷重により断面欠損に至っているため支承取替を行
う。

5．リベット取替について

（1）リベット接合とボルト接合との比較
長浜大橋におけるリベット接合とボルト接合につい

ての比較表を表─ 3 に示す。
リベット接合を採用することで，概算工事費で約

22 倍程度のコストアップとなっている。

（2）リベット接合の施工手順
①リベット長さ調整→②リベット焼き（焼き鋲）→

③リベット受け（受け鋲）→④差し込み（鋲差し）→⑤
リベット締付け（撃鋲）→⑥完成 が一連の作業となる

（図─ 3，写真─ 5，6）。

6．おわりに

歴史的価値と構造物の安全性・耐久性・経済性とは，
トレードオフの関係にあり，その両立については，非
常に難しい問題である。

近年，各機関で長寿命化計画が策定され，対策工事
が進めており，今後は歴史的鋼橋に対する歴史的，文
化財的価値の継承を考慮した維持管理計画を実施して
いく必要性が増加していくものと予測される。

そのため，歴史的鋼橋などの文化遺産の補修工事に
あたっては，安全性・耐久性・経済性といった評価に
加え，文化的・歴史的評価も考え，技術や文化の継承
を担う必要があると考える。また，文化遺産を活かし
た観光振興・地域活性化事業など地域社会の発展に繋
がるようにその価値の正しい評価と保存を図っていく
ことも重要と考える。

 
写真─ 5　リベット締付け状況

写真─ 6　リベット施工手順

［筆者紹介］
池田　一郎（いけだ　いちろう）
四国建設コンサルタント㈱
愛媛支店　橋梁・構造部　設計課
課長

図─ 3　リベット接合の施工手順
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土木遺産のリノベーションと長寿命化
余部鉄橋「空の駅」展望施設のデザインと設計

中　山　　　元・増　田　貴　充・大　波　修　二

社会環境の変化や劣化，機能不全により所定の役割が果たせなくなった時に寿命として廃棄される土木
構造物が多い中，建設時の優れた姿が地域の風景を牽引し地域の資産として愛され，所定の役割を終えた
後にそのままの姿で残される土木遺産も全国に多くある。余部鉄橋「空の駅」展望施設は，鉄道橋として
の役割を 2010（平成 22）年に終えた後，一部を保存・改修し，地域の観光拠点となる展望施設として
2013（平成 25）年にオープンした。100 年を超える風雨に耐えた土木遺産の保存と，利用性・安全性が重
要な観光施設への大規模改修を両立させた数少ないプロジェクトとして，本報で概要を報告する。
キーワード：土木遺産の保存・利活用，リノベーション，鋼トレッスル式橋脚，展望施設，長寿命化

1．余部鉄橋の概要と保存までの経緯

（1）余部鉄橋の建設
余部鉄橋は，兵庫県美方郡香美町香住区（旧香住町）

の JR 山陰本線餘
あまるべ

部駅東側（鎧
よろい

駅側）に位置する長さ
310.70 m，高さ 41.45 m の鋼トレッスル式橋梁である。
1900（明治 33）年に着工した山陰本線福知山～出雲
今市間の最後の工事区間として 1909（明治 42）年 12
月に着工した。路線計画では，余部集落の深い谷間を
避ける内陸ルートの案もあったが，当時の掘削技術で
は不可能な長大トンネル工事が必要となるため断念さ
れ，現在の海沿いルートが採用された。計画当初，米
子出張所技師岡村信三郎は，潮風害による腐食を考慮
し鉄筋コンクリート橋を鉄道院に上申したが，建設費
の低減（鉄橋案の 33 万円に対して鉄筋コンクリート
橋案は 47 万円）や欧米での前例がないことなどから
鉄橋が採用された。鉄橋の設計は，我が国の鉄道橋を
牽引してきた鉄道局イギリス人建築技師 C.A. ポーナ
ルの下で橋梁設計技術を習得した鉄道院技術研究所の
古川晴一が行った。

余部鉄橋には，19 世紀末から米国で広範に使われ
ていた「鋼トレッスル式橋脚」が採用された。古川は
1907（明治 40）年 7 月より 1 年間欧米に出張し，技
術的に可能なことを確認した上で，帰国後，採用を決
定した。鋼トレッスル式橋脚は，米国のアメリカン 
ブリッジ カンパニーで製造し，組立は米国のセール
フレーザ社が請負った。海路門司港経由で運ばれた鋼
材は，余部沖で艀に積み替えて陸揚げされ，橋脚の組

み立てが始まった。足場丸太を 45 m の高さまで塔状
に組み上げ，3 ～ 5 基を 1 回に組み立てた。橋脚 1 基
当たりの組み立てに 13 日を要し，足場の設置・撤去
も含めると 1 基あたり約 40 日を要したという（写真
─ 1）。

鋼桁は東京石川島造船所で製作され，神戸から陸路
で鎧駅まで輸送された後，駅構内で組み立てられた。
鋼桁の架設は，橋脚間に総足場を組み，鎧駅側より縦
取り架設された（写真─ 2）。

1909（明治 42）年 12 月に着工し約 33 万円の建設費，
延べ 25 万人を超える人員を投入した工事は 1912（明
治 45 年）1 月に竣工した。余部鉄橋の完成によって

写真─ 1　鋼トレッスル式橋脚架設 4）

写真─ 2　鋼桁架設 4）

特集＞＞＞　歴史的建造物の保存・修復・復元
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山陰本線福知山～出雲今市間が同年 3 月 1 日に全線開
通した。レール面までの高さ 41.45 m，11 基の鋼トレッ
スル式橋脚，23 連の橋桁を有し，建設当時「東洋一」
と言われた。

（2）橋守による維持管理そして新橋架替え
冬季は日本海からの厳しい季節風にさらされ腐食が

進行しやすいことから，鉄道院の工手 2 名が鉄橋の補
修のために常駐（いわゆる橋守）し，建設 3 年後から
腐食を防止するための塗装工事や部材の交換などが行
われた。鉄橋の維持管理にかかる大きな費用（昭和
61 ～平成 15 年の平均で 2,300 万円／年）も問題となっ
ていた。

1986（昭和 61）年 12 月 28 日，突風により余部鉄
橋通過中の回送列車が転落し，死傷者 12 名という大
事故が発生した。その後，渡橋時の風速規制強化に伴
う列車定時性の低下や安全に対する不安等もあり架替
えの議論が本格化し，2002（平成 14）年からの「余
部鉄橋定時性確保のための新橋梁検討会」を経て，新
橋への架替えが決定した。そして，2007（平成 19）
年 3 月からの PC 5 径間連続エクストラドーズド箱桁
橋への架替え工事が着手され，2010（平成 22）年 7
月 16 日夜に鉄道橋としての運用を終了した。

（3）余部鉄橋の保存・活用へ
架替え計画が進む中，2006（平成 18）年度に学識

経験者や地元代表を交えた「余部鉄橋利活用検討会」
が立ち上げられ，余部鉄橋の歴史的価値および観光資
源としての価値や利活用を行ううえでの構造的要件を
明確にするとともに，地元住民の意見を十分に反映
し，鉄橋の保存・利活用の基本方針が取りまとめられ
た。

新橋が鎧駅側のトンネルを利用した線形であるため
支障となる鎧駅側 3 基のトレッスル橋脚は撤去するこ
とが決定していたが，残る 8 基の鉄橋の保存方針は未
定であった。保存範囲のシミュレーション等により落
下物に対する住宅への危険性の少なさや維持管理のし
やすさから，餘部駅側の 3 基 3 スパン（P9 ～ A2）を
保存することが決定した。

2009（平成 21）年に保存利活用に向けた「余部鉄
橋利活用基本計画」にて，道の駅整備，公園整備など
とともに，余部鉄橋の利活用として展望施設化する基
本方針が決定した。その後，新橋建設に合わせて，余
部鉄橋は餘部駅側 3 基を残し撤去された（写真─ 3，
図─ 1）。

2．既設橋梁の腐食状況と鋼材調査

平成 22 年度より余部鉄橋展望施設化の実施設計に
着手した。設計に先立ち，補修履歴の文献調査と現状
の腐食状況調査を実施した。

（1）補修履歴の整理
昭和 25 ～ 26 年には主柱の副部材の交換，昭和 32

年から昭和 50 年までの 3 次にわたる修繕が順次実施
され，腐食材の取替えや腐食リベットの打替えおよび
塗装が行われた。

近年では 1996（平成 8）年に大規模補修が実施され
ており，塗装は厚膜エポキシ樹脂＋ポリウレタン塗
装，補修として高力ボルト 4,288 本の取替えと橋側歩
道の修繕が行われた（表─ 1）。

（2）鋼材特性の把握
建設後補修した材料については材質が SS 41（現在

の SS 400）と判明していたが，建設当時から使われ
ている上部工および橋脚支柱の材質が不明であった。
そこで，橋脚支柱部材の材料試験を実施し，降伏応力

写真─ 3　鉄道橋時代（上）と餘部側橋脚撤去後（下）

図─ 1　余部鉄橋保存区間
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度が 254 ～ 259 N/mm2，引張強さが 447 ～ 449 N/mm2

であったことから，SS 400 相当（下降伏応力度が
245 N/mm2 以上，引張強さが 400 ～ 510 N/mm2）で
あることを確認した。

（3）現況の腐食・損傷状況調査
鉄橋の損傷種別・程度・範囲を確認するため，腐食

状況他調査を残された 3 脚および鋼桁に対して実施し
た。調査は既存の点検梯子を利用しつつクライミング
ケーブルを用いて全部材を調査した。損傷の評価は「橋
梁定期点検要領（案）／国土交通省 国道・防災課
H16.3」に基づき実施した。

主桁は，ウェブに対して上下フランジに相当するア
ングルをリベットにより接合した I 断面で構成されて
いる。ウェブはおおむね健全である一方で，上下フラ
ンジのアングル材，対傾構・横構のガセット部，支承
付近，リベットは腐食による損傷が進んでいた。これ
は，積雪や枕木による湿気，部材端部の塩分付着など
が要因と考えられる（写真─ 4）。

橋脚支柱は，溝型鋼 2 本にカバープレート，タイプ
レートをリベットにより接合された部材で構成されて
いる。損傷状況は溝型鋼フランジ部，タイプレートお
よび斜材のガセット部等の狭隘部の腐食が激しく，断
面欠損が進んでいた。支柱部のボルトの欠損率は 7％
程度であった。

3．既設橋梁の腐食状況と鋼材調査

本鉄橋の特徴は透過性の高い鋼トレッスル式橋脚で
あり，その形態を残すことを重視し補修方針を決定し
た。

上部工は，損傷が激しい箇所について，部材取替え
を基本とした。特に腐食による断面欠損が激しい上フ
ランジについては，展望施設としての橋面設備を設置
するための連結部材であることを踏まえ，全部材を取
り替えることとした。

橋脚は溝型鋼フランジ部の断面欠損が激しく取替え
が困難な部材であることから，支柱全長にわたりアン
グルで補強し，フランジを無視した U 断面を有効断
面とした。アングル補強は外観から目立たないように
内側に設置し，ボルトの頭が外側となるように配慮し
た。

4．既設部材の補強

鉄道橋から歩行者利用の展望施設へ用途変更となる
ため，歩道橋の現行基準を適用することとした。

（1）耐震設計方法
レベル 2 地震動に対しては，落橋に対する二次的被

害を防止するため，道路橋示方書に準拠し，耐震性能
3 を確保する方針とした（表─ 2）。

解析モデルは，上部工は 2 主桁の剛性を換算した 1
本棒モデル，鋼トレッスル式橋脚は部材ごとにモデル
化した立体モデルとし，レベル 2 地震動に対して非線
形域となる可能性のある支柱基部をファイバーモデル

表─ 1　供用後の補修履歴概要

年 塗装塗替 橋脚部材取替
明治 45

鉛丹

供用開始
大正 4 ～
大正 10 ～ レーシングバー取替
昭和 22 ～ 31 レーシングバー等取替

昭和 31 ～ 36
第 1 次修繕 5 ヵ年計画として，水
平材と垂直材，レーシングバー，
リベット等の腐食部取替

昭和 37 ～ 41 フタル酸
第 2 次修繕 5 ヵ年計画として，水
平材と垂直材，レーシングバー，
リベット等の腐食部取替

昭和 43 ～ 50
塩化ゴム系

第 3 次修繕 5 ヵ年計画として，支
柱を除いた 2 次部材を全面的に取
替

昭和 52 ～ 55
昭和 56 ～ 60 厚膜エポキシ

高力ボルト腐食部取替
昭和 61 ～平成 1

厚膜エポキシ +
ポリウレタン平成 2 ～ 7

平成 8
※　橋側歩道や桁下足場は継続的に取替

写真─ 4　上部工の状況

表─ 2　設計地震動と目標耐震性能及び照査方法

レベル 1
地震動

耐震性能 1
・  地震によって橋としての健全性を損なわない
（地震前と同じ機能確保）

･  線形静的解析及び線形時刻歴応答解析の実施

レベル 2
地震動

耐震性能 3
･  地震による損傷が橋として致命的とならない
（落橋しない）
･ 非線形時刻歴応答解析の実施



62 建設機械施工 Vol.67　No.8　August　2015

とした。入力地震波は，当該地域における過去の地震
波形に対して加速度を補正した「余部橋りょう改築に
おける設計地震動の設定（平成 18 年 9 月㈶鉄道総合
技術研究所）」に示される地震動および「道路橋示方
書 V 耐震設計編（平成 14 年 3 月㈳日本道路協会）」
に示される地震動を採用した。

安全性の照査では，落橋に対する安全性を確保する
ため，最大応答変位の照査と残留変位の照査を行った。

最大応答変位の照査は，ファイバー要素とした材料
非線形と幾何学的非線形を考慮した複合非線形モデル
によるプッシュオーバー解析を実施し，上部構造位置
での変位急増点（橋梁全体系の降伏）を算出し，非線
形動的解析により求める最大応答変位が降伏変位以下
であることを照査した（図─ 2）。

結果，応答変位に達しても変位急増点は見られず構
造全体系の安全性は確保されている。

（2）既設部材の照査および補強方法
橋脚支柱はフランジ部の腐食による断面欠損を考慮

した断面性能で，その他の部材は補修した部材の断面
性能で照査を実施し，耐力が不足となる箇所について
補強する方針とした。

上部工は，常時，風時，地震時（L1 および L2）で
上部工部材の応力を照査した結果，鉄道橋から展望施
設への転用のため活荷重が減少したことにより，曲げ
応力度は許容応力度の 50％以下と小さく，補強は不
要であった。

橋脚支柱は，内側に追加した補強アングルによる断
面性能で L2 地震時の耐力が確保できたため，補強は
不要とした。P10 橋脚基部の斜材のみ防風時に発生応
力度の許容値を超過したがタイプレート追加で耐力を
確保できた。

橋脚基部は，レベル 2 地震動に伴う柱基部の上向き

の力に対して既設アンカーの引抜耐力が不足するた
め，浮上がり防止を目的とした PC ケーブルによる補
強を実施した。

P9 および P10 橋脚基礎の松杭（φ 229 mm × L7.31 
m 程度）は，地下水位深において 80 年以上使用にし
ても腐朽は見られず健全な状態で残っていること，健
全な場合に耐震性能にも優れているとの既往文献 6），7）

が出されている。当該基礎は，常時地下水位以深にあ
ることおよび酸性土壌等の腐食環境下でないと考えら
れることから，健全な状態で残存しているものと判断
される。よって，松杭は杭基礎としての挙動を示すと
想定されることから，杭基礎モデルで解析した。なお，
松杭の非線形性が明確でないことから，L2 地震時に
おいても杭，地盤を弾性体とした変位法により照査し
た。結果，変位，支持力とも許容値を満足したため，
補強は不要とした。

（3）落橋防止システム・支承部
落橋に対する安全性を確保するため，道路橋示方書

に準拠した落橋防止システムを設置する方針とした。
A2 橋台部の沓座拡幅設置，桁連結部の連結板の交

換，橋脚ごとの上部工との緩衝連結チェーン設置，桁
間への鋼製ブラケットを設置した。これらはトレッス
ル式橋脚のデザインを阻害せず目立たないように設置
した（図─ 3，写真─ 5）。

5．展望施設のデザイン

土木遺産としての「歴史性」，展望施設としての「利
用性」，利用者と周辺住民に対する「安全性」に特に
配慮してデザインした（表─ 3）。

（1）断面構成
鉄橋時代の面影を残すように，2 本のレール（代用

品）を橋面に残し枕木の長さ（約 3 m）を有効幅員と

図─ 2　解析モデル

図─ 3　写真─ 5　PCケーブルによる橋脚基部補強
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する展望空間と，両側に位置するグレーチングの点検
通路で構成した。

防護柵は，点検通路外側に転落防止柵，展望空間の
両側に高欄を設置し，利用者に対する 2 重防護とし
た。床版構造は，床版下に枕木を設置し覗き窓から見
える構造とするため，床版厚の薄い鋼床版を採用した。

（2）展望施設としての仕掛けづくり
本施設は通常の展望施設と異なり，眺望が最も優れ

る場所に向かって進む施設ではなく，眺望対象である
日本海と平行に配置される。また地上 41 m の高所か
つ土木遺産の上を歩く特異な施設となる。そこで，鉄
道遺構を歩く，高所を歩くという実感を与え，先端の
P9 側に向かって歩かせるストーリー性のある空間整
備を行った。

（a）日本海の眺望と浮遊感を楽しむ眺望ベンチ
P10 橋脚上には，海側に 3 脚の木製ベンチ（1,850

× 550 mm）を設置し，ゆったりとたたずんで日本海
側の眺望や波の音を感じられるようにした。また，橋
脚上に設置したためトレッスル橋脚を真上から見られ
るようにした（写真─ 6）。

（b）床面のガラス窓
P9 ～ P10 間の舗装面には，開口寸法 1,000 × 600 mm

のガラス窓（ノンスリップ合わせガラス）を設置し，
枕木や横構を見せて，「鉄橋の上を歩いている」とい

う感覚を利用者に感じさせる。
（c）鉄橋の先端部分に手つかずの空間を残す

鉄橋の先端にあたる P9 橋脚上を含む約 14 m は，
鉄橋時代の姿がそのまま分かるように枕木や転落防止
柵を残し，人が立ち入れない保存区間とし，転落防止
柵越しに鉄橋時代の姿と接続されていたトンネルを見
えるようにした（写真─ 7）。

（3）夜間や荒天時の安全対策
展望施設は夜間や荒天時に立ち入りできないように

門扉で閉鎖することとした。門扉は高さ約 2 m とし，
足がかりがない 50 mm 以下の縦桟式とした。門扉支
柱は展望施設のゲートになるため，地場材の神鍋石を
用いた石柱とした（写真─ 8）。

表─ 3　主な配慮事項

観点 主な配慮事項
歴史性 ・既存の姿を極力変えない。 

・歴史ある姿との調和を図る。 
・新たな施設整備は最小限にする。

利用性 ・  高齢者や車椅子利用者等多様な来訪者が使いやす
いように，バリアフリーに対応する。 

・  日本海や周囲の自然などに対する眺望を確保する。
安全性 ・  積雪やつらら等，特に冬季の気候に対して配慮する。

・  投棄防止，墜落に対し，利用者及び橋梁下に対す
る安全を確保する。

写真─ 6　眺望ベンチ

写真─ 7　鉄道橋時代（上）と先端の鉄橋保存区間及び床面のガラス窓（下）

写真─ 8　門扉（閉鎖時）
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夜間閉鎖前の運用および防犯対策として，展望施設
およびアプローチ部に照明を設置した。展望施設では
目立たないように，線路側の転落防止柵支柱の忍び返
し部に LED 照明を埋め込んだ。 

6．展望施設としての運用開始

2013 年 5 月 3 日，余部鉄橋「空の駅」展望施設と
して一般開放された。1959（昭和 34）年開業の餘部
駅設置前は余部集落の住民が隣の鎧駅まで余部鉄橋の
上を歩いていたので約半世紀ぶりに余部鉄橋の上を人
が歩いたことになる。同年 8 月には鉄橋下の「空の駅」
公園施設も一般開放された。

施設は対岸に渡ることができなくなり橋としての役
割は失ったが，展望施設化や公園化によって多くの人
が利用を通じて土木遺産としての橋の歴史や技術を知
ることができるようになった。旅行会社が展望施設利
用と日本海の魚介類料理とのツアーを始めるなど，土
木遺産をそのままの姿で保存する以上の観光波及効果
を生み出しはじめている。余部鉄橋建設時の鉄道が近
代日本を牽引した時代から，観光産業振興が進む現代
に合わせた機能転換ともいえる。

時代に応じた保存・利活用で歴史的価値を後世に伝
えていくことは立派な文化活動である。寿命を迎える
橋梁が今後右肩上がりで増えていく中で，類似事業の
参考となれば幸いである。
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土の史跡
機械化施工による近代改修工事

岡　本　直　樹

日本の原風景に融け込んだような河川堤防の形成が，機械化施工の始まりであると知る人は少ない。そ
んな明治期からの近代河川改修の代表例を河川の成立ちから紹介する。また，機械化施工による土堰堤築
造の黎明期に誕生した多摩湖・狭山湖についても記す。併せて，それらの建設当時を知るための展示資料
館を案内する。
キーワード：  土木史，土木遺産，機械化施工，河川改修，淀川改修・利根川改修・大河津分水・荒川放水

路・石狩川改修，村山貯水池，山口貯水池

1．はじめに

日本の土木工事は弥生時代の水稲栽培に伴う灌漑に
始まり，ため池や治水に関する遺構が多く残ってい
る。近年，土木遺産や産業遺産等がブームとなってい
るが，「土の史跡」が注目されることは少ない。一般
的な遺産・遺構（建造物）の石造りやコンクリート造
りの構築物と違って，堤防等の土構造物は自然に融け
こみ，あまりその存在を主張しない。そのためその建
設の時代や建設法に想像が及ぶことはない。しかし，
近代の「土の史跡」はその隠された建設法にこそ魅力
がある。そこで，そんな近代改修工事の代表例と建設
当時を窺える併設展示資料館を紹介する。

2．河川改修

明治 29 年 4 月に河川法が制定され，指定河川の直
轄河川改修工事が始まった。この背景には洪水が頻発
していて，内陸輸送も舟運から鉄道網への移行が進
み，河川改修は低水工事から高水工事への転換が要請
されていたことが挙げられる。また，財政的にも日清
戦争の賠償金により社会資本整備の拡大が可能となっ
た。

明治 32 年に手始めの淀川改修工事に本格的な機械
化土工が導入され，ラダーエキスカベータと土工機関
車による河川土工スタイルを確立した。そして，これ
以降の主要河川改修工事に展開し，全国の河川堤防の
原型が形造られた。また，これらの河川改修は水はけ
の悪かった河川周りの湿地帯を良田に変え，都市周辺

では土地の高度利用を推し進め，都市化・産業化によ
り様相を急激に変貌させた。

（1）新淀川放水路の開削
大阪平野は，縄文時代前期に海面上昇（縄文海進）

により海となり，半島化した上町台地に回り込んで河
内湾となっていた（図─ 1）。やがて海面後退と淀川
や大和川が運ぶ土砂の堆積により河内潟，河内湖と変
遷し，更に陸化が進んで沖積平野が形成された。

淀川流域は，琵琶湖からの瀬田川（宇治川）と桂川，
木津川が巨椋池（戦前に干拓）付近で三川合流して淀
川となって大阪へ流れ，大阪平野は幾つもの川が縦横
に流れていた（図─ 2）。平安時代には京の都と大阪
湾を繋ぐ大動脈となり，水利や舟運に恵まれた大阪は
やがて「水の都」として発展するが，淀川は澱んだ川
で洪水被害には度々見舞われた。

明治元年になると新政府は治河史を置き，治水と蒸
気船による淀川舟運を図り，明治 3 年に早くもバケッ
ト浚渫船 2 隻を輸入して安治川に投入している。その

図─ 1　古代の大阪平野（河内湾）

特集＞＞＞　歴史的建造物の保存・修復・復元
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後，デ・レーケ等のお雇い外国人技師達を招聘して，
淀川修築を進め，明治 20 年には 13 隻の蒸気船が大阪
～伏見間に就航するようになっていた。また，明治
18 年に着工した琵琶湖疎水は，若き田辺朔郎が計画
し，衰退しつつあった京都を総合開発計画で再生さ
せ，明治 28 年に竣工した。一方，明治 18 年の淀川大
洪水をきっかけに，沖野忠雄が邦人初の河川改修計画
を明治 27 年に作成し，明治 29 年の河川法制定を待っ
て，淀川改修工事に着手した。

明治 32 年 8 月に機械化施工を開始，淀川改修工事
は 3 工区に分かれ，下流の佐太～海口 16 km が第 1
工区の「新淀川放水路」の開削区間（図─ 3）となる。
浚渫土量 570 万 m3，堤防築立 31 km，この大土工を

6 年で完遂するため本格的な機械化土工を初めて導入
し，工区主任三池貞一郎が陸上の機械化土工を指揮し
た。

投入機械は，大型浚渫船 4 隻，小型浚渫船 2 隻，仏
アッシプルレ製ラダーエキスカベータ（120 m3/h）×
3 台，英国製 20 t 機関車× 6 台，30 ポンド軌条と半
坪（3 m3）木箱トロ 660 台，仏ドコービルの 9 ポンド
軌条と 5 勺（0.3 m3）鍋トロ 760 台等を使用した。

明治改修時の建設機械の写真はあまり残されていな
いが，写真─ 1 が代表的なものである。写真─ 2 は，
若き沖野忠雄（右端）と補佐した原田貞介（前列）や
三池貞一郎（左端）が写っている。

この当時の淀川改修工事の様子を知るには，「淀川
資料館」（写真─ 3）に行くとよい。京阪牧方市駅よ
り徒歩 7 分の淀川河川事務所横にある。展示には淀川
の自然環境や歴史コーナ等があり，改修工事当時が窺
える。また，企画展示や開架式図書もあり「淀川百年
史」等を閲覧できる。淀川改修の展示は，大阪歴史博
物館等でも観ることができる。

（2）利根川改修工事
利根川はかつて東京湾に注いでいたが，江戸時代初

期の 60 年間において数次の付替え工事「利根川東遷」
（図─ 4）が行われ銚子沖の太平洋に流れるようになっ
た。

河川法制定後の利根川改修計画では，烏川と利根川
の合流地点から河口までを改修し，栗橋地点の計画高
水流量を 3,750 m3/s とした。

利根川第Ⅰ期改修の銚子～佐原（42 km）は，明治
33 ～ 42 年 12 月に行われ，蘭製 600 坪，400 坪，200 坪，

図─ 2　中世の淀川流域

図─ 3　新淀川放水路

写真─ 1　エキスカベータとバケット浚渫船

写真─ 2　沖野達 写真─ 3　淀川資料館
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100 坪等のロングシュー式，ラダー式，ポンプ式，攫
上式を輸入，9 ポンド鉄枕軌条，木造 7 勺トロ 3,600
台を投入した。第Ⅱ期改修の佐原～取手（52 km）は，
明治 40 年に着手され陸上機械化施工も始まり，第Ⅲ
期改修の取手～芝根（110 km）も併行して明治 42 年
に着工された。しかし，明治 43 年 8 月に中条堤が破
堤し利根川は大洪水，23 万 ha が浸水して東京市区は
冠水した。このため，明治 44 年に栗橋地点の計画高
水流量を 5,600 m3/s に引上げた。第Ⅲ期改修時の投入
機械は，200 坪ラダーエキスカベータ 16 台，土工用
20 t 蒸気機関車を 17 台使用し，掘削数量 2 億 1,400 万
m3 となり，パナマ運河 1914 年開通時の掘削量 1 億
8,000 万 m3 を上回った（写真─ 4，5）。

利根川改修を知る「利根川資料閲覧室（旧利根川資
料館）」は，JR 栗橋駅から徒歩 15 分の位置にある利
根川上流河川事務所横に併設されている。プレハブで
あるが，驚くほど資料が充実している。1 階が資料庫
で 2 階が閲覧室となっている。しかし，近年は 3 日前
の予約制になっているようなので，注意が必要である。

（3）信濃川大河津分水（図─ 5）
越後平野は大河津分水ができるまで，潟や沼の多い

広大な低湿地帯で，信濃川の流れは幾筋にも分かれて
曲がりくねり，ひとたび氾濫すると，家屋や田畑が長
期間湛水するため赤痢やコレラ等の伝染病が猖獗し多

くの人命が奪われた。繰り返す水害をなくすために，
人々は信濃川を分水して洪水を日本海に流す大河津分
水の建設を幕府や明治政府に訴え続け，明治 3 年に漸
く着工されたが，洪水被害地区と河口港の利害対立や
技術的問題を生じ，8 年に断念されてしまった。

断念した分水工事が明治 42 年に機械化施工で再開
される。掘削土量 2,878 万 m3，主任技師は新開寿之
助が担当。投入機械は，200 坪掘（1,200 m3/10h）長
梯鋤簾式掘鑿機（独 LMG 製 80 t ラダーエキスカベー
タ）× 12 台，200 坪掘短梯鋤簾式掘鑿機（新潟鉄工
所製 40 t ラダーエキスカベータ）× 4 台，100 坪

（600 m3/10h）掘スチームナビー（英国製 46 t スチー
ムショベル）× 2 台を導入して，東洋一の大規模機械
化土工となる。土砂部をラダーエキスカベータで，軟
岩部をスチームショベルで掘削した（写真─ 6，7）。

図─ 4　利根川東遷

写真─ 4　利根川Ⅲ期の浚渫船

写真─ 5　エキスカベータとプリストマン

図─ 5　信濃川下流域

写真─ 6　山間部掘削のエキスカベータと土工機関車

写真─ 7　長梯鋤簾式掘鑿機とスチームナビー
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運搬は 20 t 機関車＋ 3 m3 積土運車× 25 両を一列車と
し，20 t 機関車 20 台と 10 t 機関車 2 台，3 m3 木箱ト
ロ× 1,700 両，人力ドコービルは，0.3 m3 鉄製鍋トロ
× 2,000 両を使用。

平地部の掘削は，短梯掘鑿機 4 台による掻上げ掘
り，高地部掘削は，左岸 EL.15 m 以上は人力掘削（人
力トロ運搬），その他は長梯掘鑿機 3 台による 2・3 段
掻上げ掘り，山間部掘削は，左岸は急峻でほとんど人
力掘削，上流 EL.12 m 以下と下流 EL.24 m 以下は長
梯掘鑿機 3 台を使用。右岸の EL.66 m 以上は人力掘
鑿トロ運搬で 3 m 高さ毎の階段状に掘削した。機械
掘削は EL.57 m ～ 12 m に掘削深度 12 m 毎の掘削線
を設け，EL.12 m 以上は掻下げ掘削，EL.12 m 以下は
掻上げ掘削。スチームナビー 2 台，長梯掘鑿機 11 台（3
台は高地部より流用），短梯掘鑿機 1 台（平地部より
流用）。爆破穿孔は当初は人力による突タガネであっ
たが，大正 5 年以降は 15 馬力石油発動機式可搬空気
圧搾機と汽力 65 馬力固定空気圧搾機によりジャック
ハンマを使用した。

13 年余りの歳月を掛けて大正 11 年に通水に漕ぎ着
けたが，通水から 5 年後の昭和 2 年 6 月に自在堤が洗
掘により陥没倒壊した。修復工事は内務省が威信をか
け青山士と宮本武之輔等が取組み，昭和 6 年に完了し
た。この間の様子は，田村喜子の「物語分水路」にも
描写されている。近年は，老朽化した洗堰の改築事業
を平成 12 年に完成させ，15 年より可動堰の改築に着
手して 23 年に竣工した。
「大河津資料館」は分水路入口にあり，周辺地形や

可動堰の模型，ジオラマ（長梯エキスカベータとナ
ビー），発掘鍋トロ等を展示し，開架資料も豊富で宮
本武之輔の日記や著作集も揃っている。

また，信濃川河口手前（図─ 5 上部）に関屋分水
路が，新たに開削され昭和 47 年に通水している。こ
の工事はショベル＆ダンプトラック工法であったが，
モータスクレーパも投入された。分水路河口の新潟大
堤橋（写真─ 8）左岸の関屋出張所横に，コンパクト

な「関屋分水路資料館」がある。更に，本川河口近く
まで足を延ばすと「新潟市歴史博物館みなとぴあ」が
あり越後平野の歴史に触れることができる。写真─ 9

は，館内展示の新川放水路開削時（江戸時代）のジオ
ラマである。

（4）荒川放水路の開削
荒川放水路は，東京の下町を水害から守る抜本対策

として明治 44 年に着手された。放水路の延長は
22 km，川幅 455 ～ 582 m で開削され，掘削土量は 2,180
万 m3，築堤土量 1,204 万 m3 となった。掘削は図─ 6

のように高水敷を人力掘削とし，低水路上部 3.7 m を
ラダーエキスカベータ（写真─ 10）で掘削し，20 t
機関車牽引の 3 m3 トロッコで運搬して築堤に流用し
た。低水路底部は浚渫船（写真─ 11）により掘削し，
浚渫土は旧川の締切や埋立等に利用した。
「荒川知水資料館」（写真─ 12）は隅田川との分流

写真─ 9　新川放水路開削（文政 3年（1820））

写真─ 8　関屋分水路と新潟大堤橋

図─ 6　荒川放水路の改修平面図と断面図
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点の岩淵にある荒川下流河川事務所の横である。JR
赤羽駅から歩いて行ける。展示は 1 階で荒川の自然を
紹介し，2 階で荒川放水路開削の様子を知ることがで
きる。青山士のコーナやエキスカベータのジオラマ等
も展示されている。3 階の交流スペースには，河川関
係の図書棚が用意されている。そこにある「荒川放水
路物語」は，地元小学校教員の絹田幸恵がその建設史
を綴ったものである。

3．多摩湖と狭山湖

狭山丘陵の多摩湖と狭山湖は，風光明媚な憩いの場
所として周辺住民に親しまれて，近年ではトトロの森
として周辺の里山の保存運動が進んでいる。この湖
は，正式には村山貯水池と山口貯水池と称し，東京の
水瓶として，東京市水道局が大正から昭和にかけて狭
山丘陵の二つの渓谷を堰堤で締切って造った人造湖で
ある。

近年の山口貯水池堤体強化工事開始前に現地を訪れ
たとき，住民説明用の大型パネルに建設当時の写真が
多数展示されていて，蒸気式の建設機械やアースダム
の堤体敷に張巡らされた軌道に驚いた覚えがある。

村山貯水池は大正 5 年着工し，13 年に上貯水池が
竣工し，下貯水池は昭和 2 年の竣工となっている。写
真─ 13 は，上堰堤盛土竣工式の鏑矢の儀（烏帽子に
東京市のマーク）と通水式である。資材運搬や運土に
村山境線（図─ 7）や羽村村山線（図─ 8）のような
軽便軌条が敷設され，堤体の締固めには蒸気ローラ（写
真─ 14）を導入した。

山口貯水池（狭山湖）工事は，内地で当時最大級の
アースダム（150 万 m3，堤長 691 m）となり，昭和 4
年に堤体掘削に着手，堤体盛立は 5 年 3 月に開始し，

写真─ 10　人力掘削と機械掘削

写真─ 11　浚渫船 写真─ 12　荒川知水資料館

図─ 7　軽便軌条路線図

図─ 8　羽村村山線

写真─ 13　村山調整池上堰堤竣工式の鏑矢と通水式

写真─ 14　蒸気ローラ 写真─ 15　粘土試験所

写真─ 16　山口調整池の土取場と堤体敷の線路網
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2 千人が昼夜 3 交代により 2 年 4 ヶ月で盛立てた（720
立方坪／日）。プロクタの締固め理論が確立されてい
ない時代に，粘土試験室（写真─ 15）を設置して，
初めて盛土材の物理的・力学的試験による管理が行わ
れた。蒸気ローラ（英製 10 t × 2，米製 8 t × 2，補
助英製 6 t × 1）により，盛土締固め厚 3 寸（敷均厚
5 寸），粘土止水壁は締固め厚 1.5 寸（敷均厚 3 寸）で
施工した。掘削積込みは最新の内燃機関建設機械を輸
入した。1.5yd3 ディーゼルショベル（DS）× 3 台（新
規 購 入 ），3/4yd3DS × 1 台（ 鉄 道 省 よ り 借 入 ），
3/4yd3 スチームショベル（SS）×2台（東電より購入），
5/8yd3SS × 1 台（ 東 京 市 土 木 局 よ り 譲 受 ）， 計 
Bucyrus 製ショベル 7 台。

機関車は，3.5 ～ 7 tGL（ホイットコム , 加藤 , プリ
マウス）× 20 台，5 ～ 7 tDL（ドイツ社）× 6 台，
5 tSL（大日本軌道部）× 2 台である。2 合積鍋トロ
× 300 台等を投入し，盛体内の線路は 18 ポンド軌条，
250 間× 15 線を敷設した（写真─ 16）。

軽便鉄道羽村村山線について付け加えると，村山貯
水池の建設に際し，大正 10 年に多摩川の羽村堰付近
から引水の導水管を敷設するため 7.5 km の工事用線
路を敷設した。3 年後，工事終了により撤去されたが，
昭和 4 年に山口貯水池堰堤の砂利運搬のために復活
し，軽便鉄道羽村山口線となり，前述の機関車 28 台
と 450 輌以上のトロッコが活躍し，昭和 19 年の堰堤
耐弾層の工事まで使われた。現在，その軌道跡の一部
が野山北公園自転車道（写真─ 19）となっている。

近年，山口調整池と村山調整池の堰堤は，それぞれ
平成 10 ～ 14 年と平成 15 ～ 21 年に堤体の耐震強化工
事が行われ，戦時中に施された耐弾層の撤去と強化盛
土として下流側の抑え盛土を造り直している（写真─
17）。

両貯水池の建設史や軽便鉄道について知るには，周
辺に「東村山ふるさと歴史館」，「東大和市郷土博物
館」，「武蔵村山歴史民俗資料館」がある（写真─
18，20）。

4．石狩川流域の開拓

明治初期，北海道の玄関口小樽港に着くと，石狩川
河口から篠路を経て伏籠川を遡上して開拓使のある札
幌を人びとは目指した。この石狩川流域の発展と共に
北海道開拓は進められていく。発見された幌内炭鉱の
石炭輸送に石狩川を利用しようとしたが，河川未整備
のため断念，代わりに幌内鉄道が小樽西の手宮まで敷
設された。石狩川も汽船の運行とともに整備が進み，
幌内鉄道と石狩川の水運が交わる要衝として江別が発
展した。明治 22 年には外輪船の上川丸が就航してい
る。

石狩川は毎年春の雪解け水を氾濫させていたが，明
治 31 年に未曾有の大洪水を引起こした。連続的な豪
雨に続いて大暴風雨が襲い，氾濫は幅 40 km，延長
100 km に亘り，琵琶湖二つ分の巨大な湖が忽然と出
現した。

この大洪水の翌月に「北海道治水調査会」が設立さ
れ，水位観測を始める一方，中心技師岡崎文吉は欧米
の河川管理の実状を視察調査した。そして，明治 43
年に岡崎が道庁に提出した「石狩川治水計画調査報告」
は，内地と違った北海道原野での石狩川改修の方向性
を示した。蛇行した流れをそのまま残し，護岸と別の
放水路を利用するが，河川の過剰な矯正を避けた「自
然主義」と呼ばれたものである。岡崎は石狩川治水事
務所長として，明治 43 年に第 1 期治水工事を生振～
篠路の放水路掘削から開始した。しかし，河川事業の
ドンとなっていた内務技監沖野忠雄が大正 6 年に来道
し，彼の捷水路（ショートカット）主義と対立し，岡
崎は北海道を去ることになった。これにより石狩川改

写真─ 17　耐震強化工事中の山口貯水池と村山貯水池

写真─ 18　東村山ふるさと歴史館 写真─ 19　自転車道

写真─ 20　東大和市郷土博物館と武蔵村山歴史民族資料館 写真─ 21　石狩川の浚渫船とエキスカベータ
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修（写真─ 21）は，捷水路工法に大きく転換した。
大正 8 年には工事の拠点基地として「江別機械工場」

（写真─ 22）が造られ，機械・器具の製作や修理から
資材補給等を行った。尚，石狩川生振捷水路は，平成
14 年に土木学会選奨・土木遺産に認定されている。

戦後には，食糧増産のため世銀の融資を得て，江別
北側の篠津原野の泥炭地開発事業が進められた。この
とき泥炭地を克服するために，日特が三角シューを考
案して湿地ブルドーザが誕生した。

近年，岡崎の自然主義が環境面から再評価されてい
て，捷水路を蛇行河川に戻す試みも行われている。写
真─ 23 は，本誌 2013 年 5 月号自然再生特集で表紙
を飾った釧路川の蛇行復元の写真である。

石狩川の歴史は，石狩放水路への分流地点にある「川
の博物館（旧石狩川治水資料館）」を訪ねるとよい。
治水の歴史や岡崎文吉の紹介コーナがあり，文吉使用
の旧式プラニメータが目を惹く（写真─ 24）。そして，
江別町大川通にあった江別機械工場（後の開発局建設
機械工作所）跡地は，「江別河川防災ステーション」
となっていて，ここにも展示がある（写真─ 22）。1
階の吹抜けに前述の外輪船「上川丸」の実物大模型が
空中に据付け展示されている。2 階には船着場のジオ

ラマや開架図書や資料があり，事務所内の閉架図書も
閲覧可能である。

更に時間に余裕があれば小樽まで足を伸ばして欲し
い。廣井勇の小樽築港，小樽運河，幌内鉄道の手宮機
関区，開拓時代の土木遺産の宝庫である。

5．おわりに

土の遺構は風景に融け込んで目立たない。日本の原
風景のようになった河川堤防は，明治 30 年頃からか
たち造られている。そんな土の近代土木遺産の代表例
を紹介した。ぜひ近くの資料館を訪れてその黎明期の
機械化施工に触れて欲しい。
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写真─ 24　川の博物館と文吉のプラニメータ

写真─ 23　釧路川の蛇行復元

［筆者紹介］
岡本　直樹（おかもと　なおき）
建設機械史研究家

写真─ 22　江別機械工場と河川防災ステーション
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豊岡市新庁舎建築工事に伴う 
旧本庁舎の曳家改修工事

河　本　　　潔・瀧　本　賢　治・恒　川　　　聡

コウノトリの飛ぶまちで知られる豊岡市の中心に位置する豊岡市役所の旧本庁舎は，北但大震災（1925
年 5 月）の復興シンボルとして震災直後に建築家・原科準平の設計により 1927 年に建築された近代建築
である。平成 17 年に兵庫県の北但 1 市 5 町が合併して豊岡市になったことで，豊岡市新庁舎が今回新築
整備された。

本報告は，新庁舎の一部として保存・活用するために移設・改修された旧本庁舎の曳家工事及びレトロ
フィット免震工事についての施工の記録である。
キーワード：近代建築物，歴史的建築物，曳家，レトロフィット免震

1．はじめに

本報告は，豊岡市役所の旧本庁舎における曳家改修
工事及びレトロフィット基礎免震工事について，施工
の取り組みを報告する。

豊岡市新庁舎建設工事は，築 80 年を経過した豊岡
市役所の旧本庁舎を新庁舎の一部として保存・活用す
るために，旧本庁舎を曳家改修工事で移設後，その跡
地に RC 造 7 階建の新庁舎を建設する工事である。

曳家工事の移設距離は約 25 m で，レトロフィット
基礎免震工法による耐震改修も実施した。

旧本庁舎は，大正 14 年 5 月の北但大震災後，昭和
2 年に震災の復興シンボルとして建築されたものであ
る（写真─ 1）。

旧本庁舎は，建築家　原科準平によって設計され，
アーチ窓や持ち送り風の装飾，メダイヨン（円形飾り）
などの幾何学模様の装飾など，当時としては画期的な

洋風建築であり，「堅実宏壮，県下五州町村役場多シ
ト雖，未タ曾テ其比ヲ見ス」（豊岡市史）と誇示され
るほどの建物であった。当時は 2 階建てであったが，
昭和 25 年の市制施行にあわせて，昭和 27 年に当時の
雰囲気を残しつつ 3 階部分を増築しているが，周辺の
建物とともに震災の復興建築群として認識されている

（写真─ 2）。

2．旧本庁舎の工事概要（写真─ 3）

建物名称：豊岡市本庁舎
所 在 地：兵庫県豊岡市中央町 2 番 4 号
用　　途：市役所
設 計 者：原科 準平（1881 ～ 1951）
竣 工 年：1，2 階新築　昭和 2 年（1927 年）

（築 85 年）写真─ 1　建築当時の豊岡町役場（豊岡市ホームページより）

写真─ 2　  昭和 27 年に建築当時の雰囲気を残して 3階部分が増築された
曳家前の旧本庁舎（豊岡市ホームページより）

特集＞＞＞　歴史的建造物の保存・修復・復元
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3 階増築　昭和 27 年（1952 年）
構造規模：1，2 階：RC 造，

3 階：S 造（一部木造）
基礎形式：松杭基礎（独立フーチング）
建築面積：528.32 m2

延床面積：1,480.98 m2

階　　数：3 階
曳家工法：基礎共移動工法

建物重量：約 30,000 kN
 （内，補強地中梁 約 18,000 kN）
転動装置：16 箇所　推進装置：4 箇所
移設距離：約 25 m

改修工法：レトロフィット免震工法
天然ゴム系積層ゴム支承　4 基
十字型直動転がり支承　23 基
鉛ダンパー　4 基
鋼材ダンパー　4 基
オイルダンパー　4 基

3．旧本庁舎の建物配置

新しい庁舎を建設するにあたり，敷地の制約で旧本
庁舎の位置を南側に約25 m移設する曳家を実施した。

旧本庁舎の移設前と移設後の建物配置を以下に示す
（図─ 1）。

4．施工記録

旧本庁舎において今回実施した曳家工事及びレトロ
フィット免震工事について，以下に順次説明する。

（1）旧本庁舎の補強・基礎梁の構築
一般に曳家工事では，建物下部を掘削して建物の下

に軌条レールを敷き，建物を油圧ジャッキで押して移
動させる。旧本庁舎内部の既存の基礎・柱は独立して
おり，曳家時のジャッキアップ・移動に伴う水平力等
に耐え得るように，元位置において基礎梁を繋いで補
強する必要があった。
（a）旧本庁舎の仮設補強
［平成 23 年（2011 年）6 月～ 9 月］
まず，建物下部の作業をするために 1 階土間スラブ

を撤去及び掘削しても建物が倒壊しないように，予め
耐震診断により補強用応力解析を行い，桁行き方向の
外壁の一部に鋼材等を配置して建物の仮設補強を実施
した。
（b）建物内部及び外周掘削・礎盤の構築（写真─ 4）
［平成 23 年（2011 年）9 月～ 10 月］
旧本庁舎の仮設補強が終わった後，まず 1 階土間ス

ラブの全面撤去を行った。その後，建物内部及び外周
部の掘削を行った後に，移設時に転動路盤（レール）
を設置するための礎盤のコンクリートを建物下部に打
設した。
（c）1 階床組の築造（写真─ 5）
［平成 23 年（2011 年）10 月～ 11 月］
旧本庁舎が曳家時の水平力等に耐え得るように，基

礎梁の新設と 1 階床の再構築を行った（図─ 2）。
新設基礎梁の築造では，既存の独立柱をつなぐ長手

方向の地中梁のコンクリートを打設した後に，既存柱
と新設地中梁が付着面でズレないようにするために，
柱周りで PC 鋼棒を締め付けて緊張させることによ

写真─ 3　完成写真

図─ 1　旧本庁舎の移設前後の配置 写真─ 4　建物内部の礎盤の構築



74 建設機械施工 Vol.67　No.8　August　2015

り，既存柱と新設地中梁の一体化を図った。
長手方向の地中梁の PC 鋼棒による一体化が終わっ

た後に，直交する方向の地中梁のコンクリートを構築
した。

その後，1 階スラブを再構築したが，1 階床スラブ
を全て築造してしまうと次工程作業ができなくなるた
め，1階床スラブに交互に作業用の仮設開口を設けた。

（2）移転先の耐圧版の築造
旧本庁舎の建物本体の基礎補強等の準備工事と平行

して，南側の建物移設先では，地盤改良と鋼管杭の打
設を行った後，免震層の下部基礎スラブとなる新設の
耐圧版の築造を行った。
（a）地盤改良及び新設杭の築造
［平成 23 年（2011 年）8 月～ 10 月］
地盤改良では，液状化対策を目的とした静的締固め

砂杭（φ 700 mm，深さ 1FL-11 m）による静的締固
め砂杭工法を採用した。

砂杭の施工管理としては，杭材料の砂の材質確認，
施工中は施工機搭載の施工管理計器システムによる深
度計と砂面計による計測管理，施工後は事後ボーリン

グ（指定箇所）による液状化性能確認及び出来型（位
置，間隔，砂杭径）の確認を実施した。

新設杭打設は，場所打ち鋼管コンクリート拡底杭工
法を採用した。杭径は 800 ～ 1,600 mm，杭先端深さ
は 1FL-43.6 m（杭実長 39.45 m），本数は合計 26 本の
打設を行った。
（b）曳家礎盤，新設耐圧版の築造（写真─ 6）
［平成 23 年（2011 年）11 月～ 12 月］
旧本庁舎の建物内部と同様に，移設地までの間にも

転動路盤（レール）を敷設するための曳家礎盤（移設
用仮設基礎スラブ：厚さ 400 mm）を築造した。

曳家移設先の南側敷地においては，新設の耐圧版（免
震層の下部基礎スラブ）を築造するための掘削を行
い，掘削が完了した曳家移設先に免震層の下部基礎ス
ラブとなる耐圧版（厚さ：800 mm）を築造した。

（3）ジャッキアップ工事
基礎梁下にジャッキを配置して建物全体の重量を仮

受けして，ワイヤーソーにて基礎を切り離した後に，
旧本庁舎を 650 mm ジャッキアップして持ち上げた。
（a）ジャッキアップ準備工事（写真─ 7）
［平成 23 年（2011 年）12 月］
旧本庁舎の基礎をワイヤーソーにて切り離すに当た

り，建物をジャッキで一時的に仮受けした。
仮受け位置は，各柱周りに 1,000 kN ジャッキ 4 台

を配置し，所定軸力相当分の 100％を仮受けで負担さ
せた。約 30,000 kN の建物を合計 64 基のジャッキで
対応。各柱のジャッキの配置は，梁補強後の各柱地軸
力により配置を行った。

油圧ジャッキと計測器及び油圧ポンプをセットした
後に油圧配管を実施し，その際，各ジャッキまでの油
圧ホース長さは原則として等距離にした。

その後，新設の補強基礎梁下のレベルにおいて，現
存基礎と補強基礎梁の間をワイヤーソーで柱切断を行
い，旧本庁舎と現存基礎の縁を切った。切断後のレベ

写真─ 5　新設地中梁の構築状況

図─ 2　新設基礎梁の築造範囲

写真─ 6　移設先の耐圧版打設状況
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ル変位確認については目視にて行った。
（b）ジャッキアップ工事（写真─ 8）
［平成 23 年（2011 年）12 月］
各柱周りにジャッキを 4 台配置し，0 ～ 130 mm ま

でのアップは 30 mm ストロークの 1,000 kN ジャッキ
（安全ナット付き）を使用し，20 mm 毎で盛替え作業
を 行 っ た。130 mm 以 降 は 75 mm ス ト ロ ー ク の
1,000 kN ジャッキと鋼製サンドル（サポートジャッキ）
を併用し，40 mm 毎に盛替え作業を行い，650 mm ま
でのジャッキアップを行った。

ジャッキは油圧式と機械式を併用し，ジャッキアッ
プは一度に全体を持ち上げた。

ジャッキアップ時は，各柱にワイヤー式変位計を設
置し，PC 画面で各柱のジャッキアップ量と相対変位
差を表示して，アップ量をリアルタイムで管理した。
（管理項目）
①変位量：  各柱の相対変位量差はスパン間 1/2,000

以下で管理を行った。
②荷　重：  所定柱荷重の± 10％程度の荷重差以内

で管理を行った。

（4）転動路盤の設置と建物の移動
ジャッキアップで持ち上げた建物を曳家移転先の南

側敷地に移設するための転動路盤（レール）と転動装
置を設置した後に，油圧ジャッキで押して旧本庁舎を
5 日間かけて約 25 m 移動させた。
（a）転動路盤及び転動装置設置工事
［平成 23 年（2011 年）1 月］
①転動路盤の設置（図─ 3，写真─ 9）

仮受け状況

柱切断位置状況

写真─ 7　柱周りの状況

写真─ 8　ジャッキアップ状況

図─ 3　転動路盤の平面図・断面図

写真─ 9　転動路盤設置状況
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転動路盤の設置は，レール下の鋼製枕木を同一間隔
で水平を確認しながら設置し，レール下端のレベル調
整は，なじみ板を用いてばらつかない様に設置した。
一組のレール 4 本の間隔は 260 mm とし，二組を 1 セッ
トとして 8 セット（全 64 本）のレールを，スケール
で地墨を確認しながら設置した。
（使用材料）
レール：0.3 kN/m × 4 列
鋼製枕木：  山留主材　H-300×300×10×15 L＝2.0 m，

H-350×350×12×19 L＝2.0 m
なじみ板：薄ベニヤ板 t＝2.5 mm・5.5 mm
ベニヤ板 t＝12 mm
②転動装置の設置（写真─ 10）

転動装置は，転子（コロ棒）L ＝ 1,100 mm，φ 60 
mm のものを 200 mm ピッチで設置し，舟座鉄板 t ＝
9 mm，鋼製枕木 H-150 mm，鋼製サンドル（サポー
トジャッキ）を現場にて組み合わせて設置した。

転動装置の設置にあたっては，転子（コロ棒）の本
数・向き・両端の余長，舟座鉄板の前後・向きに留意
して確認した。

転動装置設置時のプレロード荷重は，柱軸力 100％
を導入した。
（b）移動工事（写真─ 11）
［平成 24 年（2012 年）2 月］
建物を移動させるため 1,000 kN の油圧ジャッキと

レールクランプを取り付け，レール挟み込み方式で反
力を得ながら移動を行った。

X1，X4，X5，X8 通りの 4 箇所に各 2 台の 1,000 kN
の油圧ジャッキを設置し，0.38 m 毎に油圧ジャッキ
の盛り替えを行った。

推進力は，油圧ジャッキ 1 台当たり約 130 kN で全
体 1,040 kN であり，油圧ポンプに圧力変換器を設置
し，PC 画面に表示して管理した。設計建物重量
29,540 kN に対して，3.5％程度の推進力であった（通
常移動時は 6 ～ 7％）。

建物の移動は 1 日約 5 m で，5 日間で約 25 m の移
動を実施した（H24.2/2 ～ 2/4，2/6，2/7）。

移動距離は，ワイヤー式変位計を X1，X8 通りに設
置し，その移動値を PC 画面に表示して左右のバラン
スを管理した。

移動完了の確認は，建物の芯墨と耐圧版の地墨を下
振り及びラインレーザーで確認を行った。

（5）ジャッキダウン工事と免震装置設置工事
移動が完了した建物の下部に免震装置の設置を行う

ために，免震装置設置高さまでジャッキダウンを行
い，免震装置の据え付けを行った。
（a）ジャッキダウン工事（写真─ 12）
［平成 24 年（2012 年）2 月～ 3 月］

写真─ 11　油圧ジャッキによる推進状況

写真─ 12　ジャッキダウンの状況

写真─ 10　転動装置の側面から
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次工程の免震装置設置高さまで，466 mm のジャッ
キダウンを行った。
（耐圧盤上面から基礎梁下面までの距離を 1,621 mm

から 1,155 mm までジャッキダウンを実施）
油圧ジャッキは，1,000 kN-75 mm ストロークを使

用し，40 mm 毎に盛替え作業を行った。
変位量，荷重などの管理方法・管理項目は，ジャッ

キアップ時と同じ。
ジャッキダウン完了後，東面 X8 通りを基準に，西

面 X1 通りを約 50 mm アップして不同沈下の修正を
行った。

ジャッキダウンは，建物四隅の基準点をレベルにて
確認して完了した。
（b）免震装置設置工事
［平成 24 年（2012 年）3 月～ 4 月］
以下の手順で免震装置を設置した（図─ 4）。

①仮受けジャッキの設置
前工程の所定の高さへのジャッキダウン完了後，仮

受けジャッキ設置を行った。
②下部アンカープレート設置
設置場所へ台車で水平運搬し，位置・高さを確認し

て据え付けた。
③免震下部基礎の鉄筋型枠・コンクリート打設
④免震プレート下の無収縮モルタル注入
免震プレート下の無収縮モルタルの注入に当たって

は，事前に施工試験をして充填率調査を行った結果，
空隙に少し形の大きいものが見受けられたが，充填率
が 98.2％と合否判定基準の 95％以上になっていたた
め合格とした。

⑤免震装置セット及びプレロード（写真─ 13）
免震装置及び上部アンカープレートを設置する。
ジャッキダウンして建物荷重が掛かった時に，免震

装置に作用する鉛直変位の変動を小さくするためにプ
レロードを行った。

免震装置設置後に装置上部に設置したプレロード
ケース内に油圧ジャッキを挿入し，免震装置プレロー
ドを実施した。油圧ジャッキからプレロードケースに
プレロード荷重の受替えを行った後に油圧ジャッキを
取り外し，プレロードケースは免震上部基礎にそのま
ま埋め込んだ。

プレロードの対象は，免震装置設置後に鉛直荷重の
掛かる，転がり支承 23 基と積層ゴム支承 4 基の合計
27 基。

プレロード荷重の導入は，各柱の長期軸力に対し
て，転がり支承は分担荷重の 100％（積層ゴム支承は
分担荷重の 50％）とし，5 段階に均等分割して載荷し
た。

プレロード荷重の除荷（プレロードケースへの受替
え）は，3 段階に均等分割して除荷した。

写真─ 13　プレロードケース設置状況

写真─ 14　グラウト注入の前後

図─ 4　免震装置の配置
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⑥上部配筋型枠・コンクリート打設
⑦  免震基礎上部と建物基礎下部の隙間にグラウトを

注入（写真─ 14）
（c）外周復旧工事
［平成 24 年（2012 年）2 月～ 4 月］
移設前の敷地に残された礎盤の解体を行い，外周の

擁壁・犬走りを構築し，埋め戻して復旧を行った。

5．おわりに

旧本庁舎は，大正末の北但大震災の復興のシンボル
として建築されたものであり，老朽化などにより庁舎
の建て替えが検討されると，旧本庁舎を保存したいと
いう市や市民の強い思いを受け，旧本庁舎を組み入れ
た形で新庁舎を建設することになったと聞く。

今回の曳家及びレトロフィット免震などの一連の工
事により，市民の愛着と誇りという思いを引き継ぐべ
く，この歴史的に価値の高い建築物を更に 100 年先の
後世まで伝え，長く残すための工事に携われたことを
誇りに思う。

本施工報告が，今後の建築施工の参考となれば幸い
である。

謝　辞
最後に本工事の施工にあたり，ご指導，ご協力を頂

いた関係者各位に深く御礼申し上げます。
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重要文化財修理工事（筑後川昇開橋修理工事）

田　中　晴　彦

有明海に注ぐ筑後川に架かる，重要文化財指定と機械遺産認定を受ける昇開式可動橋の筑後川昇開橋の
可動桁滑車修理工事である。現場は，全長が 507 m ある橋の中央部分に位置する高さが 30 m ある吊り上
げ鉄塔の塔頂部に設置されている，直径 1240 mm の滑車修理工事である。重量が 700 kg ある滑車を地上
に降ろし，原因調査と修理後再び，取り付けるものである。滑車を取り外すことで可動桁の重量 48 t と
同重量のカウンターウエイトの固定作業及び，滑車の降ろし作業について紹介をする。
キーワード：重要文化財，機械遺産，ジンポール工法，河川上，保護

1．はじめに

筑後川昇開橋（旧筑後川橋梁）は，有明海に注ぐ筑
後川河口より約 8.5 km 上流に位置し，福岡県大川市
と佐賀県佐賀市を結ぶ橋である。橋は昇開式の可動橋
で，昭和 10 年に旧国鉄佐賀線の鉄道橋として建設さ
れ，昭和 62 年まで列車が走っていた。現在は，可動
橋の機能を残しつつ，遊歩道として活用され，重要文
化財指定と機械遺産認定を受けている観光施設である

（写真─ 1）。

橋は，全長 507 m の中央部分にある重量 48 t の可
動桁をそのまま水平に 23 m の高さまで引き上げる構
造となっている。昇開径間の両側に高さ 30 m の鉄塔
を立て，一方に巻き揚げ装置を設けワイヤーロープを
導いて可動桁を昇降させている。左右の鉄塔内には，

20 t と 28 t のウエイトを設け，鉄塔上部の滑車を渡っ
て各単独にワイヤーロープを可動桁の両側に連結して
重量を釣り合わせている。この鉄塔上部に設置されて
いる直径 1240 mm の滑車修理工事を行うことになっ
た。

鉄塔上部の滑車は 4 基設置されている。故障した滑
車はそのうちの 1 基であるが，すべての滑車を取り外
し，分解して滑車やローラーベアリングの損傷状況を
確認する。

施工するにあたり，重要文化財であることの認識と
構造物への破損防止に重点をおくこと。また，作業場
所が鉄塔上部で作業スペースに限りがあることから，
滑車を地上に降ろす工法としてジンポール工法を採用
することにした。

以下，修理工事の施工手順を紹介する。

2．施工手順

（1）保護養生工
（a）進入路
資機材搬入通路となる遊歩道面の保護のために合板

を敷き養生（大川市側 196 m，佐賀市側 286 m）を行っ
た（写真─ 2）。
（b）鉄骨部
ワイヤーロープ設定部には，角材をあてがって保護

養生を行った（写真─ 3）。

（2）仮吊りワイヤー設置工
ワイヤーロープ（φ 30）を可動桁に大回して，鉄

写真─ 1　筑後川昇開橋全景

特集＞＞＞　歴史的建造物の保存・修復・復元
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骨部に 10 t と 5 t のチェーンブロック 4 基を使用して
固定する。

ワイヤーロープ設定部は，ゴムマットを使用して保
護した（写真─ 4）。

（3）カウンターウエイト仮受工
枕木を遊歩道上に敷き積み上げ，枕木とカウンター

ウエイトの間に油圧ジャッキを入れ，メインワイヤー
ロープが約30 cm程度緩むまで押し上げる（写真─5）。

（4）ジンポールデリック設置工
はじめに，必要な資機材荷揚用電動ウインチを設置

する。鉄塔上の床に枕木を敷き養生を行った後，縦
300 mm，横 300 mm，長さ 4000 mm のジンポールを
組み立てる。ジンポールの先端部には作業用滑車の取
付けとステーワイヤを 3 方向へ張り，チェーンブロッ
クとチルホールを用いて設定した（写真─ 6～ 9）。

（5）滑車取り外し工
φ 1240 mm の滑車を取り外し，ジンポールデリッ

クを使用して，30 m 下の遊歩道部まで下ろす。
ジンポールデリックに接続している動力は，遊歩道

写真─ 2　遊歩道保護養生状況

写真─ 3　鉄骨部の養生状況

写真─ 4　仮吊りワイヤー設置状況

写真─ 5　カウンターウエイト仮受状況

写真─ 6　電動ウインチ設置状況

写真─ 7　電動ウインチ設置完了



81建設機械施工 Vol.67　No.8　August　2015

上に設置したウインチで行った。
可動桁滑車は，一度可動桁に降ろし，遊歩道側へ方

向を変える（写真─ 10～ 12）。
滑車は修理のため工場へ（写真─ 13，14）。

写真─ 8　ジンポールデリック設置状況

写真─ 9　ジンポールデリック設置完了

写真─ 10　可動桁滑車取り外し状況

写真─ 11　滑車を取り外し可動桁へ移動

写真─ 12　可動桁から遊歩道上へ下ろす

写真─ 13　遊歩道上の運搬

写真─ 14　工場搬入車両への積み込み

写真─ 15　滑車軸の溶接肉盛り作業

3．可動桁滑車修理工

取り外した滑車は，工場へ持ち込み破損箇所の検査
を行い破損部分の修理を行った（写真─ 15，16）。
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4．可動桁滑車修理完了（写真─ 17，18）

5．おわりに

筑後川昇開橋は，昇開式可動橋としては国内に残る
最古で唯一のものです。昇開橋は，当時の技術者たち
が先端技術の枠を駆使して築き上げた建造物であり，
我が国の鉄道可動橋建設技術の確立を象徴する貴重な
遺構であり，また，技術的，歴史的価値の高いものと
して平成 15（2003）年に重要文化財に指定され，平
成 19（2007）年には機械技術発展史上重要な成果を
示すもの，機械技術で国民生活，文化，経済，社会等
に貢献したものとして機械遺産に認定されました。昇
開橋は人に譬えれば 80 歳です。形あるものはいずれ
かは崩れていくものと思いますが先人達が作った昇開
橋という作品のすばらしさ，そして，すごさを出来る
だけ多くの人に見に来ていただくと共に，鉄道は走っ
ていませんが，今もなお架橋当時と同じように可動桁
が上下に動く仕組みを実際に目の前で体験し，触れて
いただきたいと願うと同時により長く後世に残してい
くため，維持管理に努めていきたいと思っております。

謝　辞
最後に，本工事の施工にあたり，ご指導と協力をい

ただいた関係者各位に深くお礼申し上げます。
 

《参考文献》
 1） 坂本種芳，彙報「佐賀線筑後川橋梁可動装置の設計について」，土木
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会誌，第 21 巻第 1 号，昭和 10（1935）年 1 月
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写真─ 16　滑車軸孔加工作業

写真─ 18　修理完了②

写真─ 17　修理完了①

［筆者紹介］
田中　晴彦（たなか　はるひこ）

（公財）筑後川昇開橋観光財団
事務局長



83建設機械施工 Vol.67　No.8　August　2015

国指定重要文化財 旧下野煉化製造会社煉瓦窯 
保存修理工事
歴史的赤煉瓦建造物の修理・保存・復元

鈴　木　行　雄

本工事の「保存修理工事」は，明治 23 年（1890）に築造され昭和 54 年（1979）国指定重要文化財となっ
た，旧下野煉化製造会社煉瓦窯（写真─ 1）の保存修理工事についてである。「構造形式は煉瓦窯及び木造，
建築面積 840.0 m2，16 角造，鉄板葺，中央煙突付，階段 2 箇所付属，直径（地盤面外周部）33.00 m，煙
突高（地盤面より煙突頂上まで）34.67 m」（注 1）の煉瓦窯の躯体修理工事であり，本文はさまざまな部所
での煉瓦の修理工事についての経緯と完了までを紹介するものである。
キーワード：近代化産業遺産，歴史的建造物保存修理，ホフマン式輪窯，赤煉瓦，ヴォールト積み，グラ

ウト工法

1．はじめに

明治新政府は文明開化を旗印に，列強に追いつき追
い越せと産業・軍事・風俗を含め欧米化を推進した。
近代的手法により各種の建築物，工作物が造られたが
その建築材料は赤煉瓦であった。明治 19 年には諸官
庁の建築物に赤煉瓦を使用する指導があり，急速かつ
大量の供給が必要となり，製造所の建設に官民問わず
躍起となった。ここに登場したのが従来のだるま窯や
登り窯に変わり，良質で大量生産が可能なドイツの「ホ
フマン式輪窯」（注 2）であり，下野煉化製造会社はこの
時代に創業され近代化の一翼を担うのである。

下野煉化製造会社のホフマン輪窯は従来の窯を長く
し最初の窯と最後の窯を連結させ一周の間に 16 の窯
を環状（円形）に配置して，連続して煉瓦を大量に製
造できるようにしたもので，一度点火した火は窯上の

投炭口から投下する粉炭（石炭）が切れなければ際限
なく焚き続けることが出来る（図─ 1，2）。良好な煉
瓦の大量生産を可能とし国策に多大な貢献をし近代化
産業の礎となったものである。日本に現存するホフマ
ン輪窯 5 基のうち創業時の姿で残っているのは唯一旧
下野煉化製造会社煉瓦窯のみである。

平成 24 年 1 月に始まった工事は，平成 13 年に解体
されたままとなっていた 11 号窯のヴォールト（アー
チ状天井のトンネル），投炭坑，外壁の手すり壁，11
号窯 3 号窯の階段の壁体，踏み段，煙道，集煙道を元

（注 1）野木町Web ページより引用
（注 2）  ドイツ人ホフマン（Friedrich.Hoffman）の開発した輪窯で 1858 年

特許を得た。

写真─ 1　修理工事前

図─ 1　  断面図（水野新太郎著『日本煉瓦史の研究』法政大学出版局 1999
年より引用）

特集＞＞＞　歴史的建造物の保存・修復・復元
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通りに積み直す工事と，他に一旦解体された煙道上
部，床および窯上部床の敷煉瓦の復元工事，また煉瓦
の劣化している部分をハツリ取り，煉瓦を積み直す工
事，煉瓦のクラックにグラウト材を注入，並びに目地
の劣化している部分の目地を詰め直す補強工事などの
保存修理工事を行い，平成 26 年 9 月に完了した。

2．補足煉瓦の新規制作

修理箇所の煉瓦は解体し，斫りそして同じ位置に再
設置されるが，部分的には破損，破壊された箇所の修
理に必要な煉瓦の新規制作が必要となる。原則は寸
法，形状，色合いとも各箇所の既存の煉瓦に倣うこと
にした，また吸収率，圧縮強度は JIS 規格に適合した
ものとする。また煉瓦小口面に「平成二十四年補修」
の刻印を押し焼成した。新規制作煉瓦は 9 種類 21,282
個であった。その他は再使用した。

3．敷煉瓦撤去復旧（写真─ 2～ 8）

敷煉瓦の撤去は投炭坑入口を拠点にするか，投炭坑
の中間を拠点にするか当初から非常に困難なことにな
ると予想された。放射状に敷かれた煉瓦は不揃いに置
かれ，寸法の統一もなく長期間放置されていたため風
化が始まり粉々になっていた。以上を踏まえ以下の工
程にて修復を進めた。敷煉瓦を撤去後外部に集積した
が，復旧が約 2 年後になり煉瓦風化現象によって一部
煉瓦が粉になり，復旧に支障が出た。そのため外部で
の見直し対策を考えた。粉になった煉瓦もそのままで

図─ 2　焼成工程図（野木町Web ページより引用）

写真─ 2　撤去前 写真─ 3　復旧後

写真─ 4　投炭坑口撤去前の状況 写真─5　投炭坑口の撤去前の番付作業

写真─ 6　外部での煉瓦積み替え 写真─ 7　窯ごとの煉瓦搬出

写真─ 8　風化が始まり粉々
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復旧した。パレットに積んだ煉瓦番付番号を全部裏返
しにし，元の位置に復旧した。

4．外周壁復旧

地震により崩れかけた煉瓦壁を修復するに当たり，
壁中間から下部にかけた部分だけを直そうとしたがや
はり無理があり，袖壁上部から煉瓦を外した。外した
煉瓦を全部ケレンし一度水で洗い修復した（写真─
9）。

煉瓦壁，中央部アーチ上部は約 25 cm 膨らんでい
た。煉瓦修復後も既存の膨らみに合わせ，蛇腹煉瓦ま
でに膨らんだ壁を少しずつ直線に修復し隣の窯の壁に
すり付けた（写真─ 10）。

煉瓦積みにおいて最下段は，根付と呼ばれ非常に重
要な工程である（写真─ 11）。
写真─ 12，煉瓦積み，外周壁仕上げ状況。
写真─ 13，外周蛇腹部，この部分が手すり壁の根付

となる。解体時煉瓦壁後ろから壁を支える煉瓦壁が発
見され作業に支障が出た。壁がセットバックしている
ため倒れ止めのための過去の補強修理と思われた。

5．11号窯外部アーチ芹枠制作（写真─ 14）

煉瓦壁を完了させ，芹枠を乗せる土台を制作しアー
チ芹枠を乗せる。芹枠は煉瓦壁面の角度に合わせ現場
で制作する。芹枠制作時の重要箇所は撓みを考え少し
頂点を高くし，レベル調整は楔で行った。

6．ヴォールト芹枠制作

ヴォールト芹枠の工夫は，高さを約 14 センチ均等
にするために 350 mm 程度間隔で枠を変形させる工夫
を考えた。

土台となる木台は，通常横に木を置きその上に芹枠
を乗せるのが一般的だが，今回は高さ調整が大幅にあ
るため，縦に木を設置し 350 mm 間隔で木柱を置き，
その上に芹枠を乗せた（写真─ 15）。

芹枠は 12 mm のべニアだけでは約 3,000 mm 程あ
る開口寸には強度的に少し弱く，角材でべニアの両面

写真─ 9　外周壁修復

写真─ 12　外周壁仕上げ 写真─ 13　外周蛇腹部

写真─ 10　アーチ上部の膨らみ 写真─ 11　根付

写真─ 15　350mm間隔の木柱

写真─ 14　アーチ芹枠の取り付け
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をはさみ補強した。高さ調整は全部の柱に柄を用いレ
ベルを調整した（写真─ 16）。

枠を掛け中央部にべニアの固定材を設け下部の枠の
強化に努めた（写真─ 17）。枠上部強化はサンギ材で
強化をし打設を考え全部釘，ビスをわざわざ下から打
込んだ自在べニアを斜に切り（写真─ 18），少し隙間
を空け上部の段差を鉋で削り仕上げた（写真─ 19）。

煉瓦積みの墨出しは，緩やかな曲線を出すために，
木材で定規をつくり（300 mm）煉瓦割を決め定規で
一段一段書き入れた（写真─ 20）。煉瓦積み作業前に
下部の柄は撓みを考慮して通常高さより若干高めの施
工に努めた（写真─ 21）。

7．ヴォールト煉瓦積み

平成 13 年度の工事範囲で 11 号窯，12 号窯，10 号
窯も修復予定であったものの，11 号窯の側壁だけを

施工し工事が中断した。今回は 11 号窯のみの修復に
なり，10 号，12 号窯との取り合いがヴォールト復旧
工事の重要ポイントとなった。10 号から 12 号にかけ
てのヴォールトのレベルが約 14 cm も違っていたこ
とで，芹枠を乗せる際にレベルを均等に設置したが，
困難な調整となり最終的に側壁での調整で解決した。

側壁は二枚積みで，角度を決め加工し施工したが完
全ではなく，ヴォールトでの調整も行った（写真─ 22）。

一層目の積みは 150 × 230 × 55 mm 程度の台形型
煉瓦を縦積みしながら施工した。四角い穴は投炭坑の
穴でこれは全部手加工し，加工した面が解体前の形と
同様にした。

二層目の積みは小端立積みで巻いた（写真─ 23）。
ヴォールト積みは，均等に煉瓦を積むことが重要であ

写真─ 22　側壁とボールドの境界 写真─ 23　小端縦積み

写真─ 17　べニア枠強化の固定材 写真─ 18　枠上部のサンギ材

写真─ 19　段差の削り 写真─ 20　墨出し

写真─ 21　中心の柄

写真─ 24　均等配分で積む

写真─ 16　柄の取り付けと調整
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る。外輪を 5 列施工し，内輪を 5 列積みと両サイドか
ら少しずつ芹枠に荷重が均等になるよう配分し施工を
完了させた。外輪，内輪の施工完了後それぞれヴォー
ルトの上から水締めを行い強度が出るようにした（写
真─ 24）。

8．周煙道ヴォールト補修

この建造物は長期間放置されて幾度の天災にも見舞
われ疲労が蓄積していたが，より顕著に表面化してい
たのが周煙道ヴォールトであった。目地と煉瓦が抜け
落ち，クラック幅も広くサポーターでのリフトアップ保
持をしていないと危険な状態であった。以下の手順で
周煙道ヴォールド倒壊予防措置及び復旧工事を行った。

目地が抜け落ちた部分に煉瓦楔を打ち込んだ。既存
煉瓦での楔はすぐに折れてしまい新規煉瓦を採用した

（写真─ 25）。
クラック周辺の欠落した煉瓦を油圧ジャッキにてリ

フトアップし煉瓦楔を打ち込む（写真─ 26）。
欠落し粉砕した部分は選定した煉瓦に積み替えた

（写真─ 27）。またヴォールト上部からのグラウト材
の注入も行っている。煉瓦楔を打ち込む時，既存煉瓦
目地からは砂が落ちる。これを持って楔が効いたと判
断しヴォールトの強化に努めた。

9．投炭坑修理と復元

（1）投炭坑の修理（写真─ 28，29）
敷煉瓦撤去後投炭坑の高さ，大きさを確認し既存の

投炭坑の崩壊を考え養生し管理した。崩れ落ちた煉瓦
は，最終的に元の位置に戻し，角度，高さ，大きさを

合わせ積み直した。

（2）投炭坑の復元（写真─ 30，31）
11 号窯の投炭坑積みはヴォールトの寸法を出し，

25 個の穴の位置を決め煉瓦を積んだ。全投炭坑は放
射状に作られていたため配分が難しいが床の高さをあ
げるため投炭坑の煉瓦を積み足した。敷煉瓦を元の位
置に戻すため，角度，寄りを既存に合わせ調整した。
投炭坑積みは基本的に数 cm ずらした変形積みであり
頂部は投炭坑上蓋の金物寸法に合わせ調整した。

10．ひび割れ補修（グラウト材注入）

（1）穿孔（写真─ 32）
ひび割れ箇所の穿孔位置は，意匠を損なわないよう

周辺目地に照準を定め，穿孔深さ及び角度は既存煉瓦
壁の厚さ，クラック状況に応じその都度変えた。穿孔
の向きはグラウト材の流動性を活かすため壁に対して
下向きに穿孔した。穿孔径に合わせた専用ノズルの吸
塵機を制作し塵を吸い取った。煉瓦塵は非常に粘り分
を含んでいる場合があり，その場合は一度乾燥させて
から粉塵を吸い取った。

写真─ 28　施工前状況 写真─ 29　投炭坑の修理

写真─ 32　電動ドリルで窄孔

写真─ 25　煉瓦楔の打ち込み

写真─ 27　修理後

写真─ 26　  油圧ジャッキによる押し
上げ

写真─ 30　投炭坑の煉瓦積み 写真─ 31　投炭坑頂部
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（2）皮膜材塗布
吸収性の高い煉瓦とグラウト材のドライアウトを防

ぐため合成樹脂エマルジョンを特殊ノズルにて塗布。
清掃時同様ノズルを改良し孔内周に塗布できるよう噴
射した。往々にして明治，大正に作られた煉瓦は吸水
が高く，この工程は注入材の流動性を保持する意味で
非常に重要である。

（3）グラウト材準備
グラウト材（セメント系無収縮モルタル）と水の混

合剤を滑らかになるまで攪拌する。90 分以内で使用。

（4）グラウト材注入（写真─ 33）。
特殊注入ガンに改良ノズル（写真─ 34）を用い，

煉瓦壁内奥側からの補強となり目視での確認が困難な
ため，すべて手動式機器を用い感覚を重要視し，一定
の経験を積んだ者に注入させた。充填終了の目安は注
入ガンが押し戻される時点。この作業を繰り返し行う

（深さ 500 mm 前後まで可能）。煉瓦壁の 2，3 cm 手
前で注入を止めバックアップ材で孔を塞ぎ養生をした

（写真─ 35）。目地材は現場調合し周辺煉瓦の目地と
同色にし景観重視とした。

11．おわりに

本工事の特徴でもある煉瓦窯の複雑な構造は，いき
おい修理保存工事においても難度の高いものであった。

工事前には解らなかったことが多く，新たな発見や
課題のたびに手探りの試行錯誤を重ね，工具や工法の
開発をもとに解決していった。これには長年の経験と
実績に加え，国の重要文化財の工事を担うという現場
の職人の誇りと情熱が問題解決の機転と知恵の発揮に
つながったものと確信するものである。追加工事を経
て 2 年半余りという長期間の歳月で完成された，この
由緒ある産業遺産の修理，保存工事に携われたことに
感謝するとともに，今後とも赤煉瓦建造物の歴史的遺
産とその修復技術を後世に継承すべく精進と使命感を
覚える次第である。

謝　辞
最後に当工事に当たりご指導ご鞭撻を賜った野木

町，松井建設㈱，公益財団法人文化財建造物保存技術
協会の方々に御礼申し上げます。

 

写真─ 36　修理工事後

［筆者紹介］
鈴木　行雄（すずき　ゆきお）
㈱肥後屋
常務取締役

写真─ 33　グラウト材注入

写真─35　バックアップ材で孔を塞ぐ写真─ 34　  グラウト特殊穿孔ドリル
と特殊ノズル
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歴史的建造物改築工事の記録
ヴィクトリアシアター＆コンサートホール（シンガポール）

加　藤　　　純

築百年を超える歴史的建造物改築工事の記録である。既存レンガ造壁の一部をアンダーピニングで保持
して直下に地下躯体を新たに築造し，構造体へのダメージを最小限に抑えながらレンガ壁をくり抜き，全
長 20 m の鉄骨柱を屋根の開口部から挿入。また，既存建物への損傷を最小限に抑えるために雨避けの移
動式仮設テントを設ける等，多岐にわたって斬新な工夫を凝らして遂行した工事の詳細を紹介する。
キーワード：歴史，保存，修復，改修，レンガ，アンダーピニング，浮き床

1．はじめに

シンガポール共和国にて施工したヴィクトリアシア
ターおよびヴィクトリアコンサートホール改築工事の
記録である。本工事は国家遺産に登録された歴史的建
造物を改修・修復するもので，壁延長 40m にわたっ
て高さ 23 m の既存レンガ造外壁をアンダーピニング
で保持しつつ地下 2 階・地上 3 階の躯体工事を行い，
最新の音響設備を有する劇場・コンサートホールに改
築するものである。

ヴィクトリアシアター（以下，VT）は 1856 年から
1862 年にかけて市役所として建設され，ヴィクトリ
アコンサートホール（以下，VCH）は 1906 年に英国
ビクトリア女王を追悼してメモリアルホールとして建
設された。今回の改築工事では，VT は既存外壁のみ
を残し内部を地下 2 階・地上 3 階の RC 造（一部 S 造）
に建て替える。言わば「外壁は約 150 年前と同じだが，
内部は最新の建築技術による劇場施設」に生まれ変わ
るもので，改修の要素が大である（写真─ 1）。対し
て VCH は既存の木造床を S 梁＋ RC 床に造り替えて

遮音性能を高め，かつ屋根鉄骨をより強度の高い構造
に替えて空調・劇場設備を保持できるように改修する
が，建物の内外観とも既存のモチーフをそのまま残す
ことから，保存修復の要素が大である。

意匠面では，可能な限り外観をオリジナルの仕様で
維持し，新規に構築した構造部材は仕上げ面に現れな
いように配慮されており，歴史の重みと世界水準の音
響性能を合わせ持つ劇場とコンサートホールとなる。

2．アンダーピニング

VT では，直接基礎の上に自立した既存レンガ造の
外壁の直下を掘って地下を構築するため，仮設のアン
ダーピニングによって外壁を保持するよう，あらかじ
め施工手順が設計図書に示されていた。また，VCH
では増大する自重と積載荷重を支持するため基礎補強
のための本設アンダーピニングが計画された。

（1）アンダーピニングに関する請負範囲
アンダーピニングに関しては，入札時にコンセプト

図面のみコンサルタントから提示を受け，実施構造設
計や関係官庁との許認可手続きを含む実施工が請負者
の工事区分と規定された。コンセプト段階での荷重設
定などはあくまでも概算であったため，施工に先立ち
詳細な構造設計と検証を行った。

（2）事前計画
工事契約締結後に，既存建物形状や先行杭の測量を

行い，荷重条件等を詳細に検討し，現状に合わせて大
梁，小梁の設計を行った。アンダーピニングを行うに写真─ 1　全景写真（着工前）

特集＞＞＞　歴史的建造物の保存・修復・復元
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あたり，支持フレーム構造体のうち大梁を既存壁に貫
通させるために開口部を設ける必要があった。振動を
抑え，かつ施工性・経済性の高い解体工法として，開
口部周囲に十分な空間がある VT にはワイヤ ･ ソーを
用いて切断する工法を，地盤面より下の掘削後の狭い
空間での施工となる VCH では連続コア抜き工法を採
用した。

工事を円滑に進める上で最も重要な点は，アンダー
ピニング施工時の躯体および周辺地盤の変位を正確に
把握し，異常値が認められた場合に直ちに対応できる
体制を整えることであった。変位の測定項目と管理値
を表─ 1 に示す。

（3）VTのアンダーピニング
（a）概要
工事契約を締結した時点では VT 既存内部の解体工

事はすでに完了し，既存外壁のみが残り鉄骨支柱で支
えられた状態であった。VT のアンダーピニングは，
場所打 RC 杭（600 mm φおよび 800 mm φ）施工時
に埋め込んだ H 型鋼（350 mm × 350 mm × 106 kg）
を所定の高さまで継ぎ足し，ベースプレートとロード
セル（許容荷重 25 ton/個）を設置し，大梁，小梁お
よびつなぎ梁からなる仮設構造物を築造し，壁延長
40 m にわたって最大壁厚 1.1 m・高さ 23 m の既存レ
ンガ造外壁を支えるというものであった。荷重条件に
合わせ，13 台ある大梁断面は 400 × 1000 mm または
500 × 1000 mm の 2 種類とした。実施工したアンダー
ピニングの施工図を図─ 1 に，3 次元図（BIM）を図
─ 2 に示す。
（b）実施
時系列に沿って施工手順を示す。
①仮設鉄骨柱にベースプレートを設置
先行設置された H 型鋼の先端は地中 2 m 程度の位

置にあったので，一旦掘削をして実施設計したベース
プレートレベルまで柱を延伸した（写真─ 2）。柱毎
に異なる作用荷重に合わせてロードセル個数を決定し
たため，実施工にあたってはロードセル個数に合わせ
て，形状の異なる 5 タイプのベースプレートを設置し
た。

②大梁の施工
実施設計と測量結果をもとに外壁に開口を設けた。

最初に開口の四隅をコア抜きし，孔と孔にワイヤを通
して，開口の四辺をワイヤ・ソーで切断した（写真─
3）。外壁のカドにあたる箇所では壁に対して斜めに
開口を設ける必要があったので，特注の固定治具を準
備した（写真─ 4）。ワイヤ・ソーで切断し既存壁と
縁を切った後は，切断片をブレーカーで破砕して除去
した。一箇所に集中して，同時に大梁貫通開口を複数
個所設けることは，構造壁の欠損箇所が集中すること
になり既存外壁を損傷する原因になる恐れがあったた

表─ 1　測定項目と管理値

項目・計器 警告値 工事中止値
建物沈下 －11.0 mm －15.0 mm  
傾斜計 1：1500 1：1000  

光学プリズム 10.0 mm 15.0 mm  
電光傾斜計 1：1500 1：1000

図─ 1　VTアンダーピニング実施施工図

図─ 2　VTアンダーピニングBIM図
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め，大梁の施工はランダムに行った。
③小梁の施工
小梁断面は 250 mm × 900 mm と 350 mm × 900 mm

の 2 タイプとし，既存壁自体の荷重が既存柱，小梁，
大梁，仮設鉄骨柱と円滑に伝達されるように，小梁天
端に既存壁が 100mm の幅で載るように既存壁をハツ
リ込んだ後，小梁を施工した（写真─ 5）。

④貫通ボルトの設置
さらに既存壁を小梁ではさみ込むように，直径

30 mm の高張力ボルトで締め上げて既存壁保持力を
高めた（写真─ 6）。なお，トルクレンチを使用して
ボルトには 230 kN の軸力を導入した。

⑤鉄骨つなぎ梁の設置
大梁先端を溝型鋼でつなぎ，アンダーピニング構造

体の変形を防止した。
⑥無収縮グラウト注入
アンダーピニング構造体と既存壁の間に隙間がある

と，ジャッキアップ荷重が既存壁に有効に作用しな
い。対策としてコンクリートを充填しきれずに生じた
RC 大梁・小梁天端と既存壁との隙間に無収縮グラウ
トを注入した。

⑦ジャッキアップ
円盤状のロードセルは底盤と上蓋で構成されてお

り，内部にエポキシを注入することにより上蓋が上昇
する仕組みになっている。この上蓋の上昇圧力をアン
ダーピニング梁のジャッキアップ力として利用してい
る。エポキシの硬化が数十分後に始まるため，失敗は
許されず，慎重に作業を行った。またポンプによるロー
ドセルへの加圧は一度に 7 つまでとしたため，一回に
つき大梁 1 台の両端を加圧した。各セル毎に荷重条件
が異なるため，個別にチェックリストを作成して，段
階的に加圧した。加圧メーターの読みと共に，実際の
外壁の上昇量をモニターし，上昇量が計画値の＋ 1.5 
mm を超えないことも確認した（写真─ 7，8）。

写真─ 2　H鋼柱（延伸後） 写真─ 3　大梁貫通開口 写真─ 4　ワイヤ・ソーと固定用治具

写真─ 5　施工状況 写真─ 6　貫通ボルト 写真─ 7　加圧メーター

写真─ 8　レベル測量 写真─ 9　掘削開始前 写真─ 10　掘削後，梁に支持された既存壁
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⑧掘削および水平つなぎの設置
13 台の大梁のジャッキアップが完了後，掘削を開

始した。また掘削の進捗に伴い H 型鋼柱に水平つな
ぎを設置した（写真─ 9～ 11）。

⑨新設地下 RC 壁との接続
既存外壁直下に新設地下 RC 壁を施工する際は，型

枠を漏斗状にして打設し，余分なコンクリートを打設
後はつり取った。既存壁と RC 壁の相互の隙間は
0 mm から 100 mm 程度で，無収縮グラウトを充填し
て構造体を完全に一体化させた。

⑩仮設大梁，小梁の解体除去
無収縮グラウト注入後に，大梁・小梁の解体に伴う

既存壁沈下が無いことを計測機器で確認し，ひび割れ
等の不具合が発生していないことを目視で随時確認し
ながら実施した。

（4）VCHのアンダーピニング
（a）概要
VCH のアンダーピニングは前述の通り，改修によ

り増大する自重および積載荷重に対し既存の基礎を補
強するという目的で，本設としてアンダーピニングが
設置された点が VT とは異なる。施工手順は，マイク
ロパイルの施工，掘削，アンダーピニング基礎梁施工，
基礎梁天端と既存壁の隙間への無収縮グラウトの注
入，ジャッキアップ，埋め戻しであった。

（b）実施
時系列に沿って施工手順を詳述する。
①マイクロパイルの施工
柱の四周に杭打機アクセスが可能な箇所は，柱の四

隅にマイクロパイルを施工した。杭打機のアクセスが
限られる柱については，片持ち梁で支持するなど変則
的なアンダーピニング構造となった（写真─ 12）。

②アンダーピニング基礎梁貫通開口の設置
既存壁に連続してコア抜きをし，基礎梁貫通用の開

口を設けた（写真─ 13）。
③アンダーピニング基礎梁の施工
マイクロパイルの頂部にベースプレートおよびロー

ドセルを設置した後，基礎梁を施工した。
④無収縮グラウト充填とジャッキアップ
コンクリート打設時に塞ぎきれなかった基礎梁天端

と既存壁との隙間に無収縮グラウトを充填した。その
後，基礎梁とベースプレートの間に設置したロードセ
ルに VT の場合と同様にエポキシを注入し加圧するこ
とにより，柱毎にジャッキアップを行った。ロードセ
ルは全て埋め殺しとなり，本設構造体の一部として残
置した。

3．仮設屋根テント（雨避け）の設置

VCH の工事に際しては，既存屋根の撤去後から新設
屋根による止水が整うまでの期間，雨水の浸入を極力

写真─ 14　テントを移動してのトラス建方 写真─ 15　新設屋根鉄骨施工中 写真─ 16　屋根テントと新設屋根

写真─ 11　水平つなぎの設置 写真─ 12　マイクロパイル用杭打機 写真─ 13　貫通開口と梁
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防止する必要があった。これは雨水による汚損防止の
ほか，雨水がレンガ壁に浸み込んで壁内部に存在する
塩化物が溶出し，溶出した塩分が壁表面部で再結晶化
することにより引き起こされる塩害を防止するためで
もある。検討の結果，VCH の既存天井および既存屋根
を解体する際に使用する足場をベースにして，可動式
テントを設置することとした。原価低減のためテント
本体は建設地で既製品として調達可能なものを探し出
し，テントの柱部分を改造して柱脚部にキャスターを
取り付けた。足場上に溝型鋼を固定してテントが移動
する際のレールとなるようにし，テントのキャスターが
レール上を転がることにより，可動式テントを実現させ
た。結果，実際に数名の作業員のみで容易に移動させ
ることが出来，非常に有用であった（写真─ 14～ 16）。

4．既存レンガ壁内に鉄骨柱を設置

VCH では，改修前と比較して大幅に増大する屋根
鉄骨構造物を支持するため，鉄骨柱が新設された。た
だし国家遺産に登録されている建物であり，増改築時
に追加された構造物は竣工後には見えない意匠とする
という制約条件があるため，鉄骨柱をレンガ壁に埋め
込む設計になった。レンガ壁に柱設置のための欠き込
みを作ることは，すなわち柱設置までの期間に既存構
造物に断面欠損が生じるということである。鉄骨柱が
アーチ開口の端部に位置する場合には，アーチ開口を

サポートで仮に支持した後，柱設置用の欠き込みを設
けた（写真─ 17）。

また，欠き込みを設ける際には，丸ノコでレンガ壁
に切り込みを入れて，構造的に縁を切り，はつり工事
等の振動による既存構造物への影響を最小限に留める
よう配慮した（写真─ 18，19）。

施工を迅速に行うため，全長 20 m の柱に鉄骨工場
で鉄筋を取り付けし，現場に搬入し建て方を行った（写
真─ 20，21）。

5．フローティングフロア（浮き床）

VT および VCH は築百年を超える建物の外観を維
持したまま，つまり建物の絶対容積を変えないまま，
建物内部に最新の劇場・舞台・音響設備を設けるとい
う，建築家にとっては頭の痛い要求事項があった。こ
の平面計画上の問題の解消策として VT 客席部や 2 階
ホワイエの上部にクーリング・タワー（以下，CT），
ダンス・ドラマ・リハーサル・ルーム（以下，DDRR）
およびミュージック・リハーサル・ルーム（以下，
MRR）等振動が発生する諸室を設けるという，音響
上問題が発生しやすい諸室の配置とならざるをえな
かった。

音響面での配慮として，CT，DDRR および MRR
の床にはフローティグフロア（浮き床）が施工された。
施工にあたっては，上部の雨仕舞いがととのった段階

写真─ 20　鉄骨建方状況 写真─ 21　鉄骨建方状況 写真─ 22　配筋状況

写真─ 17　アーチ開口部の補強状況 写真─ 18　丸ノコによる壁切断 写真─ 19　平滑な切断面
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で浮き床のコンクリート打設を行うため，工数の多さ
から，これらの諸室の施工がクリティカル・パスにな
らないように，工程計画上も注意が必要であった。フ
ローティングフロアの施工手順を写真で振り返える

（写真─ 22～ 24）。

6．レンガ壁の保存修復工事

本建物で最も目を引く点は，何と言っても築百年を
超える多様なモチーフを持つ外観であろう。築百年以
上の劣化したレンガ壁を補修しつつ，モチーフ部分も
含めた修復を行うため，基本的な施工手順を設計者側
と確認し，以下の通りとした。

① Pre-Condition Survey（施工前調査）
② Paint Removal （既存塗装除去）　（写真─ 25）
③ Rising Damp Treatment（湿気防止）
④ Biocide Treatment（防カビ剤，下地）
⑤ Salt Inhibitor（耐塩害処理）　（写真─ 26）

⑥ Consolidant（表面強化剤塗布）
⑦ Rendering（左官塗り）　（写真─ 27）
⑧ Biocide Treatment（防カビ剤，表面）
⑨ Painting（塗装）
⑩ Water Repellent（撥水処理）

写真─ 29　正面ファサード 写真─ 30　ヴィクトリアシアター 写真─ 31　コンサートホール

写真─ 26　耐塩害処理剤塗布 写真─ 27　左官仕上げ塗り状況 写真─ 28　上空より全景

写真─ 23　コンクリート打設後 写真─ 24　防振装置の設置 写真─ 25　既存塗装除去

図─ 3　調査立面図
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このうち施工前調査は特に重要であり，調査は専門
コンサルタントに発注し細部まで行い記録を作成し
た。建物前面の調査結果図を図─ 3 に示す。壁面に
根付いた植物の状況，ひび割れ，破損状況，モルタル
層の浮き，湿気による損傷，塩害の状況等を記録した。

最後に，完成したヴィクトリアシアター＆コンサー
トホールを写真─ 28～ 31 で紹介する。

7．おわりに

謝　辞
近年，国内外において歴史的建造物の保存・修復工

事例が多数報じられている。実際の工事に際しては，

立地環境に適した材料や工法の選定を行うことが大変
肝要である。当該工事は日本国内とは異なる気象環境
にあるシンガポールにおいての工事だが，施工方法・
手順の記録が将来工事の施工計画策定の踏み石となる
ことを願うものである。この場をお借りして，ご助力
頂いた関係者の皆さまに，改めて感謝申し上げたい。
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1．はじめに

福井県は北陸トンネルの抜ける木ノ芽峠を境に，北
を嶺北地方，南を嶺南地方と呼んでいる。また，嶺北
地方に敦賀市を加えて越前と呼び，その西を若狭と呼
んでいる。これらの地域には，それぞれ異なった風土，
歴史があり，建築の違いに大きな影響を与えている。

嶺北地方は多雪であるのに対し，嶺南地方は比較的
温暖な気候であることや，越前は古くは東大寺の荘園
として開拓されたのに対し，若狭は大陸や日本海から
都への門戸としての往来文化の影響を受けたことが，
その要素として考えられる。

このような福井の各地域の歴史・文化の中で保存・
継承された建造物は，その歴史的あるいは芸術的な価
値を評価されることで，国宝・重要文化財の他，県・
市町の文化財の指定を受け，地域の宝として個々に活
用されている。

しかし，文化財の指定を受けていない建造物の中に
も優れた価値をもつものや，地域の歴史や文化の中で
育まれた地域の宝となるようなものが数多く残ってい
るのに，価値を理解されないまま取り壊されるものが
多い。近年，地域の歴史的建造物を観光資源として活
用する機運が年々高まっている中で，少しでも多くの
方に歴史的建造物の価値を知ってもらい，地域づくり
等に活用してもらえるよう，福井県では様々な取組み
を行っている。

2．福井の伝統的民家の保存

福井県内には，地域の文化とともに洗練された特有
の形態・意匠の伝統的民家が数多く残っている。個々
の建造物に特別な価値があるというわけではないが，
その佇まいは福井らしい集落や街並み景観の保全を図
る上で欠かせないものである。福井県では平成 18 年
に「福井県伝統的民家保存および活用の推進に関する
条例」を制定し，地域特有の民家を『ふくいの伝統的
民家』として保存・活用する取組みを行っている。

（1）ふくいの伝統的民家とは
福井県では『ふくいの伝統的民家』の基準を設けて

いる。伝統技法に配慮した木造建築で戦前の意匠を継
承したものをベースに，大きく「農家型」と「町家型」
の 2 つに分類しており，「農家型」は妻側の壁を格子
状の漆喰塗りとした切妻屋根の民家，「町家型」は切
妻屋根で格子戸や袖壁等の町家の伝統的意匠を基調と
した民家としている（写真─ 1）。その他，これらに
該当しない地域独特の民家が残っており，これらは個
別に専門家の意見を踏まえた上で「地域固有型」と位
置づけしている。

（2）ふくいの伝統的民家認定制度
所有者の申請に基づき県が「ふくいの伝統的民家」

として認定を行うもので，伝統的民家に誇りを持って
住み続けていただき，後の世代に継承していただくこ
とをねらいとしている。「ふくいの伝統的民家」に認

蟻　塚　直　人

福井県では，歴史的建造物等の保存・活用を推進することによって，地域の歴史・文化を後世に伝える
とともに，特色ある街並み景観づくりを進めている。対象とする歴史的建造物は，国宝をはじめとする指
定文化財だけでなく，その他の身近な建造物も含んでおり，ふるさとの象徴として保存・活用し続けてい
く価値があるものについては，改修支援も行っている。近年，観光資源としての活用が重視され，歴史的
建造物を核とした街づくりが県内各地で盛んに行われている。本報では，行政の取組みや活用事例を紹介
する。
キーワード：歴史的建造物，伝統的民家，活用，街づくり，改修支援

福井の歴史的建造物等の 
保存・活用に向けた取組み
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定された建物の所有者には，越前和紙で作った認定証
や県産材で作成した認定表札（写真─ 2）をお渡しし
ている他，改修マニュアル等の維持保全に関する情報
の提供を行っている。認定制度は平成 18 年度から開
始しており，平成 27 年 5 月末時点で，1,144 件の伝統
的民家の認定を行っている。認定は随時募集しており，
今後も継続して行う予定である。

（3）伝統的民家に関する調査
県内のどの地域にどれくらい伝統的民家が残ってい

るのか，その全容を明らかにするため，全県的に古い
民家や蔵の多い集落内の民家や蔵の実地調査を行った

（平成 22 ～ 23 年）。調査対象は，昭和 25 年以前の木
造住宅が世帯数の 10％以上を占める集落や土蔵が世
帯数の 10％以上を占める集落とし，県内約 275,000 世
帯のうち約 105,000 世帯を対象とした。調査は建築士
による目視にて行い，集落毎に伝統的民家と土蔵の位
置及び棟数をまとめた。その結果，『福井の伝統的民家』
が約 5,400 棟，土蔵は約 4,500 棟残っていることが分
かった。エリア別にみると，丹南エリア（鯖江市，越
前市，越前町，南越前町）や奥越エリア（大野市，勝

山市）の集積率が高い（図─ 1）。
福井県は戦争中の空襲や戦後の震災により，福井の

平野部や敦賀の街中の建物はほとんど焼失した歴史が
あるため，このような分布になったと考えられる。ま
た，若狭エリアには，異文化の影響があるためか，地
域固有の伝統的民家が多く残っており，調査ではカウ
ントされなかったものが多いため，実際の集積率はさ
らに高くなると思われる。県では，調査結果をもとに
伝統的民家活用推進事業（“（4）福井の伝統的民家活
用推進事業”にて紹介）をより充実させ，県民の方に
伝統的民家により形成される景観の魅力を発信してい
る。

（4）福井の伝統的民家活用推進事業（平成 18年度～） 
この制度は，伝統的民家の外観等の改修事業に対し

て支援することにより，伝統的民家の保存・活用を促
進し，福井らしい街並み景観を保全していくことを目
的としている。補助の対象は伝統的民家と付属する土
蔵や門・塀としており，外観および構造体の改修を補
助対象として支援（補助対象事業費の 1/2 以内，最大
300 万円）を行っている。

写真─ 1　農家型および町家型の伝統的民家の例

写真─ 2　伝統的民家認定表札 図─ 1　伝統的民家集積分布図
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また，伝統的民家の集積が優れており，集落景観を
「面」として保全する取組みを行う地区を伝統的民家
群保存活用推進地区（以下，推進地区）として県が指
定し，改修支援対象を拡充する他，新築支援（外観工
事費の 2/3 以内，最大 160 万円）や一般建造物の修景
支援（対象となる外観工事費の 1/2 以内，最大 200 万
円），空家改修支援（最大 600 万円），景観づくり活動
に対する支援（最大 20 万円）等の重点支援を行って
いる。地区指定は平成 23 年度から開始しており，現
在までに計 24 地区を指定している。指定した地区に
は，かつての城下町や街道沿いの宿場町の他，伝統産
業が受け継がれる町や農村集落など，それぞれの地域
の歴史や文化を反映した街並み景観が残っており，さ
らにその景観を守り継承する人々が生活している。そ
れらの方々の取組みをバックアップすることで，個性
溢れる地域づくりの推進を図っている。

市町が事業主体となる当事業は現在，県内 17 市町
のうち 14 市町が補助制度を設けており，改修事業に
関しては現在までに計 208 件の支援を行ってきた。改
修事業は，瓦屋根の葺替えや外壁板貼りが特に多く，
伝統産業である越前瓦や，県産の杉材が多く使われる
ことから，地場産業の活性化にもつながっている。

3．歴史的建造物の保存

（1）歴史的建造物に関する調査
福井県内に残る歴史的建造物の存在と価値を明らか

し，市町や県民の方々に認識してもらうため，県下全
域を対象とした調査を行った（平成 15 ～ 17 年）。調
査にあたって，既存の調査結果報告書等を参考に，調
査対象リストを作成した。

現地調査では，まだ十分に価値が認められていない
建築や地域に根ざした建築の発掘に最も重点を置い
た。調査は建築の専門家の手で行い，県内各地を隈な
く訪ねていただいた。結果，各地で得られたわずかな
情報を手がかりにしながら，約 3,000 棟の建築が抽出
された。そのうちの約 500 棟を報告書としてまとめ，
各市町や図書館等で閲覧できるようにするとともに，
県の HP でも発信している。

（2）  福井の歴史的建造物保存促進事業（平成 18年
度～）

この制度は，「福井の歴史的建造物」の外観及び構
造体の修繕や復元事業に対して支援を行うことで建造
物の保全・活用を進めることを目的としている。ここ
でいう「福井の歴史的建造物」とは，原則として第二

次世界大戦終結時までに建造され，下記の基準のいず
れかに該当するもので，専門家を集めた会議（歴史的
建造物・歴史・まちづくり・伝統技能の専門家により
構成）において検討したうえで，ふるさとの象徴とし
て保存継承していく価値があると認められた建造物と
しているが，指定文化財は対象外としている。
＜歴史的建造物の基準＞
①地域の歴史を象徴するもの
②建築文化や生活文化を継承するもの
③民俗学的に価値のあるもの
④街並みおよび景観の整備に貢献するもの

民間の事業に対する支援は，補助対象事業費の 1/2
以内で最大 300 万円を助成している。また，市町の事
業に対しても支援を行っており，補助対象事業費の
1/4 以内で最大 150 万円を助成している。市町が事業
主体となる当事業は現在，県内 17 市町のうち 8 市町
が補助制度を設けており，現在までに 19 棟の建造物
に対して支援を行っている。その多くは街並み景観の
整備に寄与するものであり，地域のまちづくりに活用
されている。

4．歴史的建造物等活用事例の紹介

現在，国宝や重要文化財をはじめとする指定文化財
の多くは，建造物の本質的価値を発信する公開施設と
して観光活用されている。一方で，それ以外の歴史的
建造物は地域の街づくりの拠点施設や物販店，街並み
景観の象徴としての活用が中心である。指定文化財に
比べて規制等が少ない分，自由度が大きく，利活用が
容易であることから，各地で活用する取組みが展開さ
れている。その中の幾つかの事例を紹介する。

（1）昔の街道沿いに残る旅籠の活用
南越前町今庄地区は，江戸時代に北国街道沿いの宿

場町として栄えた地区であり，天保年間の記録によれ
ば，55軒の旅籠があったとされている。旅籠『若狭屋』
は，そのうちの 1 軒であり，当時の佇まいを良く残す
建造物であるが，近年空き家となっていた（写真─ 3）。
集落内にも空き家が増加し地域の存続が危惧される
中，平成 21 年に地元有志により NPO 法人『今庄旅
籠塾』が結成され，『若狭屋』を拠点にまちづくりを
開始した。建造物整備にあたっては，歴史的建造物保
存促進事業を活用して外壁の修繕を行い，内部の改修
については，教育実習や改修ワークショップの一環と
して利活用しながら進めている。また，平成 23 年度
に集落全体を推進地区に指定し，『若狭屋』を核とし
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た歴史的街並み景観の保全・活用が進められている。

（2）大学生の創作活動拠点としての活用
鯖江市の河和田町は伝統産業である漆器産業が盛ん

な地域である。平成 17 年の豪雨による災害で集落に
は甚大な被害が生じたが，10 年間で見事に再生した。
道路や建物は時間を費やせば修復は可能であるが，精
神面の再生は容易な事ではない。河和田地区がこの
ハードルをクリアできた要因は，地元住民の努力は勿
論であるが，ボランティアとして参加した大学生の影
響が大きい。被災時の支援活動をきっかけに，毎年約
1 ケ月もの間，創作活動の場として滞在するように
なったのである。その人数は 100 近い数であり，学生

の活動が，街に活気を呼び込んでいる。
その活動拠点として『ふくいの伝統的民家』が活用

されている。河和田地区に残る農家型の伝統的民家の
中で空き家になっていたものを大学の先生が買い取
り，そこで学生達が活動しているのである。農家型の
伝統的民家には田の字型の畳の間があるなど，現代の
住宅に比べて内部空間が大きく，100 人近い人数を収
容することも可能なのである。建物の内部には広々と
した土間を中心に開放的な空間が広がる一方，外部の
修繕は伝統的民家活用推進事業を活用していただき，
その意匠を継承した外観を残している（写真─ 4）。

写真─ 3　旧旅籠『若狭屋』

写真─ 4　学生の創作活動拠点

写真─ 5　丈生幼稚園（旧福井県警察部庁舎），事務所利用の例（旧武生郵便局）
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（3）歴史的建造物を活用したまちなか散策
越前市の中心市街地はかつて国府が置かれ，江戸時

代に町割りを整備され城下町として発達したエリアで
ある。地域には，その歴史・文化を受け継いだ社寺仏
閣や近代の商業建築が数多く残っており，歴史的街並
み景観を形成している。越前市ではこれらのうち 22
の建物を「まちなか博物館」として指定し，まちなか
周遊ポイントとして活用している。指定されている建
物は，観光施設となる建物や住宅や事務所として使用
する建物など，公開できないものも含まれているが，
外観は建設当時の意匠を残しており，修繕の際には歴
史的建造物保存促進事業を活用していただくことで街
景観の保全を展開している（写真─ 5）。

5．おわりに

文化財ではない身近に存在する歴史的建造物に対す
る地域の人々の意識は一般に低く，壊されることに疑
問を抱かないことが多い。また，伝統的民家に対して
も，古臭い，規模が大きく使い勝手が悪いなど，デメ

リットの意見が先行する所有者が多い。その一方で，
それらは個性ある地域づくりに必要な資源として注目
されている。我々は，今後も地域住民や所有者の方々
に関心を持ってもらえるよう，その魅力や価値を伝え
続けていく。関心を持ってもらえない方も，隣近所や
集落内で機運が高まることで自然と意識の変化が生じ
てくる。その変化が「点（建築物）」の保全だけでな
く「面（集落景観）」の保全へとつながり，その「面」
の保存・継承を考えていくことが地域づくりにもつな
がる。そこで生じる環境，社会，経済，各分野での課
題の解決のための適切な助言や支援を行っていくため
に，精進していきたいと思うので，今後も皆様のご理
解ご協力をお願いしたい。

 

［筆者紹介］
蟻塚　直人（ありづか　なおと）
福井県観光営業部文化振興課
主査
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「蛇ぬけ」の教訓
原　　　一　儀

1．梨子沢の土石流災害

平成 26 年 7 月 9 日に長野県南木曽町梨子沢で台風

8 号の豪雨により，大規模な土石流災害が発生し，死

者 1 名，負傷者 3 名，家屋全壊 10 戸，浸水家屋 9 戸

等の被害が発生した。また，県道 ･ 町道橋 4 橋，JR

橋梁 1 橋が流失し，国道 19 号線は崩壊等により交通

止となり，同時に砂防堰堤及び流路工等も大きな被害

を被った。

2．土石流の発生状況

梨子沢の主峰は南木曽岳（1,679 m）で急勾配の山

腹斜面で形成されている。

上流域は花崗岩が分布しており風化（真砂土）厚は

概ね 1 m 程度である。

風化の層が薄いため滑り面までの降雨浸透が速く，

土層の水分貯留量が少ないため，時間 97mm の豪雨

直後に土石流が発生し，その後河床堆積物を巻き込み

ながら発達し，扇状に直進して木曽川まで流下したと

考えられる。

3．過去の土石流災害

南木曽地方では明治以降，土石流等の災害が繰返し

発生していた。特に昭和 41 年 6 月の豪雨では 9 つの

渓流で次々と土石流が発生し激甚な被害が起きた。

・  明治 37 年 7 月　死者 39 名　流失 78 戸

・昭和 28 年 7 月　死者 3 名　流失 8 戸

・  昭和 36 年 6 月　死者 1 名　全壊 1 戸

・昭和 40 年 7 月　全壊 17 戸

・昭和 41 年 6 月　負傷者 10 名　全壊 38 戸

・昭和 44 年 8 月　全壊 8 戸

4．「蛇ぬけ」の碑

南木曽地方では，流れ下る土石流の様子を蛇に喩え

て，古来より土石流を「じゃぬけ（蛇ぬけ）」と呼ん

できた。

昭和 28 年 7 月，伊勢小屋沢の蛇ぬけ災害によって

犠牲になった 3 名の霊を慰めると共に，この災害に

よって得られた幾多の教訓を後世に伝え，再びこの惨

事を繰り返さない事を念願し「蛇ぬけの碑」を渓流の

岸辺に建立した。

碑には地元に伝わる土石流災害の前兆 ･ 予兆現象を

刻み後世の戒めとした。

蛇ぬけの碑

白い雨が降るとぬける　　尾先　谷口　宮の前

雨に風が加わると危ない

長雨後　谷の水が急に止まったらぬける

蛇ぬけの水は黒い

蛇ぬけの前には　きな臭い匂いがする

地元の方々は梨子沢の土石流が発生する直前の豪雨

を「雨で真っ白の状況…」と口を揃えて訴えていた。

5，蛇ぬけの教訓

伊豆大島，広島市，南木曽町等の災害においては，

想定外の豪雨の後に大規模な土砂災害がおきた。

土砂災害は「土石流」「地滑り」「崖崩れ」に区分さ

れ，その其々に特色ある前兆 ･ 予兆現象が現れるとい

われている。

「蛇ぬけの碑」は想定外の豪雨の発生を肝に銘じ，「前

兆・予兆現象に細心の注意を払い」早期の対応，「自

発的な行動（水平・垂直避難）」を強く訴えている。
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蛇ぬけの碑は

「避難が，空振りに終わってもいいじゃないですか。」

「その行動が命を守ることに繋がるのですから。」

 と悲惨な経験を胸に，強く語り続けている。

注）  防災科学技術研究所の「台風 8 号による南木曽

土石流災害」等を参考にさせて頂いた。

─はら　かずよし　災害復旧技術専門家，  
㈱不動テトラ　参与　中部支店部長─

被災全景 蛇ぬけの碑
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芝公園界隈を散策
内　山　康　夫

港区芝公園エリアを歩いてみます。芝公園は一丁目
から四丁目までの余り広くない範囲の地域となってい
ますが，やはりその中心は，なんといっても増上寺を
中心とした緑豊かな地域です。特に芝公園（都立公園）
は，1873 年に開園して，上野恩賜公園に次ぐ古い公
園となっています。またこの地域は，寺院等の宗教施
設が数多く点在している地域で港区から風致地区の用
途指定を受けていますので昔の風情が色濃く残ってい
ます。

歴史的背景から見たときには，その中心はやはり増
上寺であり，徳川家の菩提寺として 1598 年に現在の
地に移転して江戸幕府には大隆盛となったところで
す。

増上寺には，二代秀忠公，六代家宣公，七代家継公，
九代家重公，十二代家慶公，十四代家茂公の六人の将
軍が安置されています。また，各公の正室や側室も祭
られていますが，家茂公の正室で静寛院和宮のお墓も
あります。

江戸時代には，僧侶の修行及び学問所として大変な
賑わいを博していたようです。常時三千人余りの修行
僧がいたとされ，その境内の広さは二十五万坪程度と
言われています。従って現在の東京タワー一帯も増上
寺の境内となっていたようであります。

その一角に金地院があります，当院は，1638 年に
現在の東京タワーの敷地を含む広大な境内にて創建さ
れたが戦後に現在の地に再建立されたとされていま
す。

やはり，増上寺や他の神社仏閣よりは，興味深く感
じられるのが，これからご紹介する「幸稲荷神社」で
あります。芝公園三丁目に位置してややもすると見逃
してしまいそうな社殿ですが，びっくりするほどの歴
史を重ねています。江戸時代の初期で都内でも最も古
い神社となっています。

幸稲荷神社の創立は，1394 年ですから増上寺より
は，479 年以前となります，現在から見ると 600 年以
上の時が経っていることとなります。

幸多きおやしろ「幸稲荷神社」の境内に入りますと，
荘厳な空気が流れ時を忘れさせそうな感を感じなが
ら，今流で言えば「パワースポット」ということでしょ

うか。
幸稲荷神社の宮司さんは，30 歳前後のとても優し

いお方です。何度かお会いする機会があり，その時に
昔のお話をお伺いすることがあり，その話の内容が，
とても興味深いものでしたのでご紹介いたします。

幸稲荷神社は，飯倉の交差点を東京タワーに向かっ
て進み，㈱長谷川商店，ハセガワフローリストを左に
進み，道なりにもう少し進むと東京都水道局芝給水所
の前にあるのが当神社となります。宮司さん曰くこの
道は，江戸時代からの道で非常に古い道とのことです。
この付近は，鎌倉街道に当たっていたようで非常に人
通りも多く，賑わいがあったとのことです。

江戸末期「幕末」においては，勝麟太郎こと勝海舟
が赤羽橋や本所から江戸城に何度も天璋院「篤姫」に
呼ばれ，登城したとの歴史の本に記されている場面が
あり，想像するにこの道を急いだのではないかと勝手
に思いを廻らしています。幸稲荷神社を参るとまた別
の時代に引き込まれる気持ちになるところです。勝海
舟が紋付き袴で小走りに急いでいた様子が見て取れる
ような気がしています。

近年になり，芝公園地域も急速な発展により街全体
が大きく変わることとなりました。最大のインパクト
は，やはり東京タワーの建設が 1957 年にスタートし
て翌年の 1958 年 12 月に完成して営業を開始した事に
なります。現在では，日本国内はもとより海外のお客
さんも大勢の方々が訪れる観光名所となっています。

昨年末には，日本電波塔株式会社のご発案により飯
倉の交差点から芝公園交番までの都道を通称「東京タ
ワー通り」と命名し使用することが港区役所からも承
認を頂き看板も設置いたしました。

この「東京タワー通り」沿線には，歴史的建物も多
く神社仏閣に限らず建造物の散策も興味深いところで
す。

まず，飯倉の交差点にある「ノアビル」は外観が斬
新そのもので地下 2 階，地上 15 階建てです。竣工は，
1974 年で設計者は，白井晟一氏で施工は㈱竹中工務
店となっております。建築家白井晟一氏（1905 ～
1983）はベルリンで哲学を勉強した建築家で昭和 10
年から本格的に建築設計をスタートしました。ノアビ
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ルは外観下層部に赤煉瓦を積み上げ，上層部に硫酸胴
仕上げを施したインパクトのある建物です。

次にタワー通りを入ると二つの教会が並んで建って
います。手前にあるのが「聖アンデレ教会」とその隣
に「聖オルバン教会」が建っています。両教会も 60
年以上の歴史があります。礼拝のみならず各種イベン
ト活動も行っており，親しみやすい教会として活動し
ています。

また，その向かいにあるのが，知る人ぞ知るという
「フリーメーソン」の東京グランドロッジがあります，
そもそもこの敷地は，戦前は日本海軍士官の親睦団体
の水交社があったところです。戦後のGHQやマッカー
サーの関係でロッジが出来たとなっています。

さらに進むと長谷川グリーンビルがあり本業は，「フ
ラワーブティック」であり，そのビルの壁面は，ユニッ

ト型壁面緑化システムを採用して緑化事業を進めてい
ます。

その先に，1964 年に竣工した「機械振興会館」が
あります，設計は㈱梓設計，施工は清水建設㈱で建築
顧問は岸田日出刀先生です。この建物は，東京建築ガ
イドマップにも掲載されている，デザイン性の高い建
築物として推薦されています。

このように芝公園界隈には，江戸時代の想いにふ
けったり，戦後の日本の歴史を体感できる地域となっ
ております。

是非，「三丁目の夕日」の時代にタイムスリップして，
東麻布の「五代目　野田岩」で鰻を食べて芝公園界隈
を散策してみては如何でしょうか。

─うちやま　やすお　（一財）機械振興協会　理事・事務局長─
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日本建設機械施工協会情報化施工委員会において
は，復興支援ワーキングを設置し，東日本大震災の災
害復興事業に情報化施工を活用することで，安全・安
心できる復興事業を実現し，一日も早い復興を遂げら
れるよう活動を行っている。本活動の一つに情報化施
工技術を復興工事に試験的に活用いただき，その効果
を体験していただく“チャレンジ工事”を実施している。

また，チャレンジ工事ではその導入効果の測定につ
いてご協力をいただくこととなっており，本報告は，
チャレンジ工事で確認された情報化施工技術の活用効
果について報告する。

1．はじめに

東日本大震災からの早期復興を目指して，三陸沿岸
道路等の復興道路や復興支援道路の整備が急ピッチで
進められている。このため，短期間での完成と供用開
始に向けた発注と工事が進められており，工事におい
ても短い工期と適切な施工品質の確保を両立させるこ
とが重要である。

一方，情報化施工技術は，作業性の改善と均一な施
工品質の確保に有効な技術として認知されつつある
が，新たな技術への不慣れや，復興工事での具体的な
活用事例が少なくその効果も未知といった背景から活
用が進んでいない。

そこで，復興支援WG では工事の早期完成に向けて，
情報化施工技術を上手に活用できる人材育成に向けた
研修会の実施の他，適用事例における効果や現場での
応用例などを周知するための活動を実施している。

一般社団法人　日本建設機械施工協会　情報化施工委員会　復興支援 WG
相良　幸雄，小櫃　基住，藤島　　崇

情報化施工技術の活用効果

JCMA報告

さらに，情報化施工技術を活用してみたい施工者を
対象に，無償での情報化施工機器貸与とその活用方法
に関する技術指導を実施し，情報化施工技術の活用効
果を体験していただく“チャレンジ工事”を実施して
いる。本報告は“チャレンジ工事”の第 1 号となった
施工現場において，その活用前後の比較を行い，どの
ような効果が得られたかを報告するものである。

2．現場概要

当該工事は，復興道路・復興支援道路として建設が
進む宮古盛岡横断道路で，沿岸部の宮古市と内陸部の
盛岡市を結ぶ約 100 km の地域高規格道路を構成する

「宮古箱石道路」の一部（図─ 2 の②区間）である。
現場は，宮古側の 500 m 程度が盛土の施工区間，盛
岡側の 500 m 程度が掘削の施工区間となっており，
盛土は場内の掘削土を利用する計画である。

http://www.jcmanet.or.jp/sekou/hukkou/index.html
図─ 1　復興支援WGの活動概要 図─ 2　施工箇所と現場概要
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3．導入技術の概要

本現場では，技術提案等により，当初から TS 出来
形管理および TS・GNSS を用いた締固め管理技術が
導入されている。また，締固め管理技術についてはネッ
トワーク型の RTK-GNSS が活用されていることから，
チャレンジ工事による情報化施工技術としてネット
ワーク型 RTK-GNSS 方式の MC（ブルドーザ）と
MG（バックホウ）を導入していただくこととなった。

4．活用効果

本工事では情報化施工技術の導入効果を把握するた
めに，丁張り作業や施工管理等の労務に関する長期ア
ンケート調査に加え，作業能力や施工精度の均一化に
関する現場検証を実施した。

（1）現場検証の条件と検証状況
ブルドーザによる盛土の敷均し作業，バックホウに

よる盛土法面の整形作業を対象に，情報化施工技術を
活用した場合と，情報化施工を活用せず丁張りを目安
に施工する従来手法との比較を行い，その違いを確認
した。さらに，重機の操作経験が豊富な熟練技能者（20
年以上の実務経験）の場合と，重機の操作経験が浅い
技能者（冬季の除雪作業で 1 ヶ月程度の実務経験）に
よる作業の違いについても確認した。
（a）ブルドーザによる敷均し作業
当該工事では，掘削土を盛土材として利用している

ことと，運搬路の制約があることから，ダンプトラッ

クによる土砂運搬（1 台分）ごとに敷均し作業を行っ
ている。検証作業においても同様の作業手順とし，土
運搬の待ち時間は作業時間から除いている。

施工現場内の同条件の箇所に，MC による施工区間
と MC を利用せず，従来の丁張りを設置して施工す
る区間を設けて作業時間を比較した。丁張りは検証
ヤードの四隅に丁張りを設置して作業を行った。
（b）バックホウによる法面整形作業
施工現場内の同条件の箇所に，MG による施工区間

と MG を利用せず，従来の丁張りを設置して施工す
る区間を設けて作業時間を比較した。丁張りは検証
ヤードの 2 箇所に設置して作業を行った。検証区間は
盛土区間であり，余盛り分を削りながら整形する作業
である。

各区間：延長約 30 m ×幅約 6 m
各区間：延長約 15 m ×法長約 3 m

（2）作業性の向上
（a）ブルドーザによる敷均し作業
図─ 3 は，熟練技能者の場合と経験の浅い技能者

の敷均し作業について，ダンプ 1 台分の土砂を整地す
る際の機械の前後進の回数を分析した結果である。
図─ 3（上）に示すように，熟練技能者の場合は，

従来施工（丁張りを目安にした施工）は，ダンプ 1 台
分の土砂に対して概ね 4 回程度の敷均し作業で完了し
ているが，MC を利用した場合は概ね 3 回程度の敷均
し作業で完了している。また，丁張りを目安にしてい
る場合は，作業の終盤になると施工範囲全体を見渡し

写真─ 1　チャレンジ工事で導入した情報化施工技術

図─ 3　MCの有無による作業状況の違い
（上：熟練技能者，下：経験の浅い技能者）
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ない場合について技能者の操作経験の違いによる作業
時間の差を整理したものである。

熟練技能者は，従来手法では運転席から目視で法面
仕上がりを確認するが，MG を利用した場合でも，バ
ケット幅の法面整形作業が終了時に数秒程度確認する
程度での違いであり，作業時間もほぼ同等であった。

一方，経験の浅い技能者では，従来手法では運転席
から仕上がり状況を目視判断し，最終的には降車によ
る丁張りとの確認を実施しながら何度も整形作業を繰
返している。MG の利用により降車作業により確認は
削減されているが，運転席のモニタに表示された設計
との差が所定の目標値になるまで微修正を繰り返すこ
とになり完成に至るまでに細かな修正時間を要してい
た。このため，MG を利用した場合でも，バケットの幅
毎に何度も画面を確認しながらほぼ設計どおりになる
まで操作を繰り返す作業となり，MG を利用しない場
合の完了までの作業時間とほぼ差がない結果となった。

上記の結果，MG の利用の有無によって運転技能が
向上するという効果は見られなかった。ただし，技能
者へのヒアリングでは操作の結果として，目標値との
差が数値で確認できるため，自己の操作に対する評価
が常に出来ることとなり，技能の習得や習熟にも効果
があるのではとの意見も聞かれた。

（3）施工精度の均一化
（a）ブルドーザによる敷均し
図─ 7（上）は熟練技能者が MC ブルドーザを利用

しない場合の仕上がり状況と，経験の浅い技能者が
MC を利用する場合と利用しない場合の仕上がり状況
の違いを比較した図である。

MC ブルドーザによる施工後に，TS を用いてほぼ
2 m 間隔（ランダム）で計測を行った結果について，設
計値との差を抽出し平均値からのばらつきを整理した。
図─ 7（上）より，MC ブルドーザを利用することで，

経験の浅い技能者でも熟練技能者並みのばらつきで敷

各区間：延長約 30 m×幅約 6 m

各区間：延長約 15 m×法長約 3 m

図─ 4　  ブルドーザの敷均し作業（上）とバックホウの法面整形作業（下）
の検証ヤード

図─ 5　MCの有無と経験の差による作業時間

図─ 6　MGの有無と経験の差による作業時間

て最終整形を行っているが，MC を利用した場合は最
終整形作業が僅かな微修正のみで完了している。

一方，図─ 3（下）の経験の浅い技能者では，MC
を利用しない場合は作業終盤で全体を俯瞰した際の修
正作業回数が熟練技能者に比べて多いが，MC を利用
することで終盤での整形作業が熟練技能者相当の回数
まで削減できている。
図─ 5 は，MC を利用した場合と丁張りによる作業

について，熟練技能者の場合と経験の浅い技能者の作
業時間を比較したものである。経験の有無に関係なく，
MC を利用することで正確な操作が実現されるため作
業の繰り返し回数が減少し，MC を利用しない場合に
比べて作業時間が短縮されている。

また，経験の浅い技能者でも効率的に操作ができる
ことにより，従来手法による熟練技能者程度の作業時
間で敷均し作業ができる結果となった。
（b）バックホウによる法面整形作業
図─ 6 は MG バックホウを利用した場合と利用し
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均しが完了しており，施工が均一化していることが解る。
ただし，熟練技能者の場合は，単純に均一に敷均す

だけでなくブルドーザの軌跡が一箇所に偏らないよう
にレーンを変えて敷均しを行うことや，土砂の盛りこ
ぼしを減らす方向での作業を行うなど，土質や現場の
状況ごとに細かなノウハウを加えており，MC の利用
だけでは補えない作業のノウハウもある。この様に，
MC の利用により操作の支援は可能であるが，現場状
況の把握と基本的な知識による的確な判断技術は不可
欠である。
（b）バックホウによる法面整形
図─ 7（下）は，バックホウによる法面整形作業後

に TS を用いて計測を行い，設計値との差を抽出し平
均値からのばらつきについて整理した。
図─ 7（下）より，MG バックホウを利用することで，

熟練技能者経験の浅い技能者の両者で，施工のばらつ
きが減少していることがわかる。また，技能者のヒア
リング調査では，MG を利用することでミスのリスク

図─ 7　施工後のばらつき
（上：MCブルドーザ，下：MGバックホウ作業）

が低減でき安心感があるとの意見が聞かれた。

（4）労務作業の改善
情報化施工技術の効果として，精度および作業時間

に関する短期調査の他に，作業に必要な人員構成の変
化や丁張り設置作業の変化についてヒアリング調査に
より分析を行った。
（a）作業員の構成について
図─ 8 は当該現場での作業員体制を整理したもの

である。当該現場では，初めての技術導入となったこ
とから導入初期は従来の人員構成であったが，技術へ
の理解とシステムのチェック方法の確立によって，図
─ 8 に示すような人員構成での作業が可能となった。

（b）丁張り設置作業について
図─ 9 は丁張りの削減効果を試算した結果である。

実現場においては，丁張りは現場で作業する職員の共
通認識を行うための目印である他，土工以外での作業
指示にも利用することから全てを無くすことはできな
い。特に，法面施工では小段部分の排水構造物などの
設置にも利用されることから，従来施工の半分程度の
削減となっている。

一方，盛土部分の敷均し作業については，従来でも
敷均し作業用の丁張りであることと，目印としては法
面の丁張りがあることから全数削減が実現している。

図─ 8　作業員構成の変化

図─ 9　丁張りの削減効果（左：ブルドーザによる敷均し作業，右：バックホウによる法面整形作業）
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（5）工程の短縮
図─ 10 は日当たり作業量の推移（一部）をとりま

とめたグラフである。図─ 10 から解るように，導入
当初は従来施工の日当たり作業量付近で推移している
が，その後，MC ブルドーザを利用した敷均し作業で
は当初計画のおよそ 160％，MG バックホウを利用し
た法面整形作業では当初計画のおよそ 110％の施工量
で推移している。これは，技能者が情報化施工技術に
慣れたことと，現場のマネージャが導入後の個別作業
の効率向上を確認し，当該現場に適した土砂運搬体制
などへ転換を図ったことである。

5．まとめ

今回のチャレンジ工事における効果検証により，情
報化施工技術が個別の作業スピードの向上，施工精度
の均一化といったポテンシャルを有していることが確
認できた。また，導入当初は新たな技術への不安や不
慣れもあるが，情報化施工技術を扱う技能者を育成す
ることで，労務の削減に寄与できることが再確認され
た。さらに，MC や MG といった情報化施工技術が経
験の浅い技能者への支援にも有用であるとの意見も伺
うことができた。

一方，MC ブルドーザを運転したオペレータの感想
では作業スピードは 3 倍以上との声も聞かれている
が，現場ごとに土砂運搬やその他の制約条件があり，
作業のスピードアップがそのまま作業量の増加に繋
がってはいない。また，盛土作業だけが進んでもその
他の付帯作業が進められない状況下では全体の進捗向
上に繋がらないことも明らかとなった。

この様に，情報化施工技術の導入による個別作業の
効率化を現場進捗の向上に繋げるためには，情報化施
工技術に適した作業手順への変更，情報化施工システ

図─ 10　日当たり作業量の推移（左：敷均し作業，右：法面整形作業）

ムのチェックなどの新たな機器の運用体制の確立の他
に，周辺作業や現場環境による制約条件を踏まえた現
場の作業手順や資機材調達などのマネジメントが重要
であることがより明確となった。

6．おわりに

本報告は，震災復興工事で“信頼性の高い構造物を
効率的に作りたい”そんな施工業者様の熱意を情報化
施工で支援することを目的として，情報化施工を使っ
てみたい施工業者様を募集し，対象の施工業者様には，
情報化施工導入・実施に関するトータルコンサルティ
ングをさせていただくチャレンジ工事第 1 号での支援
報告をとりまとめさせていただきました。

本チャレンジ工事では，現場の杉枝所長を始め施工
者様の皆様と支援 WG メンバの熱心な取り組みのも
と，情報化施工技術を生産性向上に繋げるという明確
な目的で技術を利用いただき，情報化施工技術の導入
を前提とした作業体制や運用体制を臨機に導入いただ
いたことで“信頼性の高い構造物を効率的に構築する”
という効果が得られました。ご協力いただいた関係者
各位に記して感謝致します。

さらに，最近の情報化施工技術は，機械の稼働状況
などをインターネットに繋ぐことで施工の進捗をリア
ルタイムに把握することも可能となってきており，マ
ネジメントに必要な情報の入手環境が改善されつつあ
り，技術と情報を上手に利用することで一層の生産性
向上が期待できるものと考えております。

当復興 WG では，情報化施工技術と情報の活用に
より一日も早い復興が実現するよう活動を続けて参り
たいと考えております。関係各位には今後ともご協力
の程よろしくお願い申し上げます。
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建設企業の海外展開

1．はじめに

戦後日本の建設業の海外進出は，東南アジア諸国における賠償工

事から再開し，1970 年代以降は中東の建設需要，1980 年代以降は，

日本の製造業の海外進出と ODA の拡大に伴って，その受注を増加

させてきた。こうした状況を背景に，政府や国土交通省は，これま

で各種の成長戦略において建設業の海外展開促進策を掲げてきた。

国土交通省では，2012 年 2 月，「建設産業戦略会議」において，

昨今の建設産業を取り巻く状況を踏まえ，建設産業が持続可能で活

力ある国土・地域づくりの担い手としての役割を果たしていけるよ

う，その在り方について検討を行った。その結果，同 7 月に「建設

産業の再生と発展のための方策 2012 ～『方策 2011』を実現し，東

日本大震災を乗り越えて未来を拓く」が取りまとめられた。この中

では，当面講ずべき 5 つの対策の 1 つとして「海外展開支援策の強

化」が掲げられた。具体的には，他業界との連携強化を含む官民一

体の体制づくりとして，他業界との連携強化のための「官民一体の

推進・協議組織の立ち上げ」，「技能実習生など日本式の施工を理解

した現地技能労働者の育成・活用」の必要があると指摘されている。

この様な状況の中，我が国建設企業の海外展開等について，（一社）

海外建設協会「海外建設受注実績の動向」より紹介する。

2．受注実績の動向

2014 年度の（一社）海外建設協会会員の海外建設受注実績は，

図─ 1 をみるとシンガポールの病院や空港などの大型案件を受注

したことで，2014 年度より 2,125 億円（13.3％増）増加し 1 兆 8,153

億円となった。これにより，2007 年度の 1 兆 6,813 億円を上回り，

過去最高の受注実績となった。

地域別の受注額を図─ 2 でみると，アジアでは昨年度より 994 億

円増加し 1 兆 2,296 億円（8.8％増），北米では昨年度より 1,719 億

円増加し 4,500 億円（61.8％増）となった。中南米では昨年度より

31 億円増加し 507 億円（6.5％増），東欧地域では 76 億円増加し

349 億円（28.0％増），欧州地域では 130 億円増加し 181 億円（258.7％

増），大洋州では 99 億円増加し 158 億円（167.6％増）となっており，

各地域で増加となった。しかし，中東では昨年度より 676 億円減少

し 86 億円（88.7％減），アフリカでは 250 億円減少し 78 億円（76.3％

減）となり，両地域では受注額が減少する結果となった。

受注件数については，2013 年度の 1,999 件より 12 件減少し 1,987

件となり，前年度より 0.6％減少した（表─ 1 参照）。

本邦法人の受注額は，142 億円減少（1.8％減）し 7,799 億円であり，

現地法人の受注額は，2,267 億円増加（28.0％増）し，1 兆 355 億円

図─ 1　海外建設受注実績の推移（1964 年度～ 2014 年度）※
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となった。また，本邦法人と現地法人の比率は 43：57 で，前年度

の 50：50 に比し，本邦の比率は減少し，現地法人の比率は増加し

た（表─ 2 参照）。

資金源別にみると，自己資金案件では 2,388 億円増加し 1 兆 6,988

億円（16.3％増），国際金融機関案件では33億円（前年度は受注なし），

アジア開発銀行融資案件では 37 億円（前年度受注なし）となり各

案件において増加となった。

一方，無償資金案件では昨年度より 238 億円減少し 337 億円（0.4％

減），有償資金案件では 96 億円減少し 757 億円（11.2％減）となり，

両案件では減少となった。なお，ODA 全体では，前年度の 1,427

億円と比べ 333 億円減少し，1,094 億円（23.4％減）となった。

発注者別にみると，公共機関案件は昨年度より 330 億円増加し

6,032 億円（5.8％増），民間案件は 1,794 億円増加し 1 兆 2,121 億円

（17.4％増）となり，両案件ともに増加した。構成比は，公共機関

案件が 33％，民間案件は 67％となっており，前年度の公共機関案

件 36％，民間案件 64％と比べ民間案件が増加した。

契約形態別では，施工のみの案件は 2,746 億円増加し 1 兆 1,159

億円（32.7％増），PM/CM 案件は 34 億円増加し 40 億円（606.2％増），

技術指導案件は 800 万円増加し 1 億円（8.5％）となり，各案件で

増加となった。設計施工案件は 361 億円減少し 6,832 億円（5.0％減），

ターンキー案件は 121 億円減少し 8 億円（92.5％減），その他の案

件は 174 億円減少し 113 億円（60.7％）となった。

（1）本邦・現地法人の動向

受注全体を本邦法人，現地法人別にみると表─ 2 のようになる。

本邦法人の受注は，件数では前年度より10件減少し557件となり，

金額も 142 億円減少し 7,799 億円（1.8％減）となった。地域別にみ

ると，アジアでは昨年度より 312 億円増加し 7,001 億円（4.7％増），

北米では 17 億円増加し 103 億円（20.3％増），中南米は 95 億円増

加し 372 億円（34.1％増）となった。欧州地域でも昨年度より 44

億円増加し 45 億円，東欧地域では 900 万円加し 9 億円（1.1％増）

図─ 2　海外建設受注実績の地域別推移（1982 年度～ 2014 年度）※

表─ 1　2013，2014 年度海外建設受注実績※

2013 年度 2014 年度 差引増減（％）
件数 1,999 1,987 －12 件（－0.6％）
金額 1 兆 6,029 億円 1 兆 8,153 億円 2,125 億円（13.3％）

表─ 2　本邦法人，現地法人別海外建設受注額※

2013 年度 2014 年度 増額（％）
（法人別） （件数） （金額：億円） （件数） （金額：億円） （金額：億円）
本邦法人 567 7,941（49.5％） 557 7,799（42.9％） －142（－1.8％）
現地法人 1,432 8,088（50.5％） 1,430 10,355（57.1％） 2,267（28.0％）

計 1,999 16,029（100.0％） 1,987 18,153（100％） 2,125（13.3％）
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となり，各地域で受注が増加した。しかし，大洋州では昨年度より

107 億円減少し 157 億円（212.5％減），中東では 322 億円減少し 86

億円（79.0％減），アフリカでも 250 億円減少し 78 億円（76.3％減）

となり，3 地域において大幅に減少した。

一方，現地法人の受注は，件数では前年度より 2 件減少し 1,430

件となったが，金額は 2,267 億円増加し 1 兆 355 億円（28.0％増）

であった。地域別にみると，アジアでは昨年度に比べ 682 億円増加

し 5,295 億円（14.8％増），北米では 1,702 億円増加し 4,397 億円（63.2％

増），東欧地域では 76 億円増加し 340 億円（28.8％増）となった。

中南米では昨年度より 83 億円増の 186 億円（80.0％増），欧州地域

は 85 億円増の 135 億円（169.6％増）と増加した。しかし，大洋州

では昨年度 8 億円減の 1 億円（88.6％減），中東では今期は受注な

しで昨年度より 354 億円減となった。アフリカでの受注は，昨年度，

今年度ともにゼロであった。 

（2）地域別の動向（表─ 3参照）

受注全体を地域別にみると，アジア地域における受注は，前年度

より 51 件減少し 1,475 件となり，金額は 994 億円増加し 1 兆 2,296

億円（8.8％増）となった。同地域の受注を発注者別にみると，公

共機関は 880 億円増加（22.0％増）し 4,889 億円となり，民間も

114 億円増加（1.6％増）し 7,407 億円となった。 

北米地域の受注は，前年度に比べ 32 件増加し 166 件となり 4,500

億円で，金額は 1,719 億円増加（61.9％増）した。同地域の受注を

発注者別にみると，公共機関は 218 億円増加し 805 億円（37.2％増）

となり，民間も 1,501 億円増加し 3,695 億円（69.4％増）となった。

中東地域は，前年度より 14 件減少し 12 件であり，676 億円減少

し 86 億円（88.7％減）であった。同地域の受注を発注者別にみると，

公共機関は 665 億円減少し 62 億円（91.5％減）となり，民間も 11

億円減少し 24 億円（31.8％減）となった。 

欧州地域は，37 件で昨年度と同数であり，130 億円増加し 181 億

円（258.7％増）であった。同地域の受注を発注者別にみると，公

共機関は 20 億円増加し，21 億円（1,820.2％増）となり，民間も

110 億円増加し 160 億円（224.2％増）となった。 

東欧地域は，前年度より 6 件増加し 53 件であり，金額でも 76 億

円増加し 349 億円（28.0％増）となった。同地域の受注を発注者別

にみると，前年度は公共機関からの受注はなかったが今年度は 7 億

円であった。また，民間は 69 億円増加し 341 億円（25.3％増）となっ

た。

中南米地域は，前年度より 23 件増加し 184 件であり，31 億円増

加し 507 億円（6.5％増）であった。同地域の受注を発注者別にみ

表─ 3　地域別海外工事受注額※

2013 年度 2014 年度 増減額
（地域） （件数） （金額：億円） （件数） （金額：億円） （金額：億円）
アジア 1,526 11,301（70.5％） 1,475 12,296（67.7％） 994（8.8％）
中　東 26 762（4.8％） 12 86（0.5％） －676（－88.7％）

アフリカ 21 327（2.0％） 15 78（0.4％） －250（－76.1％）
北　米 134 2,780（17.3％） 166 4,500（24.8％） 1,719（61.8％）
中南米 161 476（3.0％） 184 507（2.8％） 31（6.5％）
欧　州 37 50（0.3％） 37 181（1.0％） 130（262.0％）
東　欧 47 273（1.7％） 53 349（1.9％） 76（27.8％）
大洋州 47 59（0.4％） 45 158（0.9％） 99（167.8％）

計 1,999 16,029（100.0％） 1,987 18,153（100.0％） 2,125（13.3％）

表─ 4　2014 年 4，5月の海外工事受注実績※

（単位：百万円）
2014 年度 2015 年度 伸び率（％）

月 件数 受注額 件数 受注額 （受注額による）
4 月 本邦法人 18 10,254 35 7,854 －23.4％

現地法人 145 109,913 128 103,513 －5.8％
計 163 120,167 163 111,367 －7.3％

5 月 本邦法人 50 74,947 29 24,863 －66.8％
現地法人 97 56,902 124 135,649 138.4％

計 147 131,849 153 160,512 21.7％
累計 本邦法人 68 85,201 64 32,717 －61.6％

現地法人 242 166,815 252 239,162 43.4％
総合計 310 252,016 316 271,879 7.9％
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ると，公共機関は 12 億円増加し 28 億円（77.8％増）となり，民間

も 19 億円増加し 479 億円（4.1％増）となった。

アフリカ地域は，前年度より 6 件減少し 327 億から約 250 億円減

少し 78 億円となり，大洋州地域の受注は 99 億円（2 件減）増加し

158 億円（167.6％増）となった。

3．最新の動向

2015 年の 4，5 月期の受注額と地域別構成比を，2014 年度同時期

と比較すると次のようになる。

（1）2015年 4，5月の海外工事受注実績（速報値）（表─ 4参照）

2015 年度 4 月の海外工事受注額は，本邦法人では 35 件 7,854 万

円であり，2014 年度の同期受注額 18 件 102 億 5,400 万円と比べ

23.4％減となった。現地法人の受注額は，2015 年度 4 月期は 128 件

1,035億1,300万円であり，2014年度の同期受注額145件1,099億1,300

万円と比べ 5.8％減となった。

また，2015 年 5 月期の海外工事受注額は，本邦法人では 29 件

248 億 6,300 万円であり，2014 年度の同期受注額 50 件 749 億 4,700

万円と比べ 66.8％減であった。現地法人では，2015 年度 5 月期は

124 件 1,356 億 4,900 万円であり，2014 年度同期受注額 97 件 569 億

0,200 万円と比べ 138.4％の大幅な増となった。

（2）2014年 4，5月期の地域別構成比（速報値）（表─ 5参照）

2015 年度 4，5 月期の海外工事受注実績を地域別構成比でみると，

北米からの受注が 1 番多く，本邦法人と現地法人の受注額の総額は

51 件で 1,285 億 0,700 万円であり，受注総額の 47.2％を占めている。

2014 年度の同受注額の 36 件 667 億 8,800 万円と比べ，92.4％の大

幅な増となっている。

次いで，アジア各国からの受注が多く，本邦法人と現地法人の受

表─ 5　2015 年 4～ 5月の地域別構成比※

2014 年度 2015 年度 伸び率（％）
件数 受注額 構成比（％） 件数 受注額 構成比（％）（受注額による）

アジア
本邦法人 37 72,905 28.9％ 34 13,532 5.0％ －81.4％
現地法人 186 89,367 35.5％ 182 106,780 39.3％ 19.5％

計 223 162,272 64.4％ 216 120,312 44.3％ －25.9％

中東
本邦法人 1 51 0.0％ 6 3,409 1.3％ 6,584.3％
現地法人 0 0 0.0％ 0 0 0.0％ 0.0％

計 1 51 0.0％ 6 3,409 1.3％ 6,584.3％

アフリカ
本邦法人 3 2,359 0.9％ 1 1,353 0.5％ －42.6％
現地法人 0 0 0.0％ 0 0 0.0％ 0.0％

計 3 2,359 0.9％ 1 1,353 0.5％ －42.6％

北米
本邦法人 5 2,189 0.9％ 2 111 0.0％ －94.9％
現地法人 31 64,599 25.6％ 49 128,396 47.2％ 98.8％

計 36 66,788 26.5％ 51 128,507 47.2％ 92.4％

中南米
本邦法人 18 7,252 2.9％ 12 5,378 2.0％ －25.8％
現地法人 11 6,758 2.7％ 4 2,300 0.8％ －66.0％

計 29 14,010 5.6％ 16 7,678 2.8％ －45.2％

欧州
本邦法人 0 0 0％ 1 368 0.1％ ―
現地法人 9 1,739 0.7％ 8 200 0.1％ －88.5％

計 9 1,739 0.7％ 9 568 0.2％ －67.3％

東欧
本邦法人 0 0 0.0％ 0 0 0.0％ 0.0％
現地法人 5 4,352 1.7％ 9 1,486 0.5％ －65.9％

計 5 4,352 1.7％ 9 1,486 0.5％ －65.9％

大洋州
その他

本邦法人 4 445 0.2％ 8 8,566 3.2％ 1,824.9％
現地法人 0 0 0.0％ 0 0 0.0％ 0.0％

計 4 445 0.2％ 8 8,566 3.2％ 1,824.9％

累計
本邦法人 68 85,201 33.8％ 64 32,717 12.0％ －61.6％
現地法人 242 166,815 66.2％ 252 239,162 88.0％ 43.4％
総合計 310 252,016 100.0％ 316 271,879 100.0％ 7.9％
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注額の総額は，216 件で 1,203 億 1,200 万であり，受注総額の約

44.3％を占めている。2014 年度の同受注額の 223 件 1,622 億 7,200

万円と比べ，25.9％減となっている。

4．おわりに

国土交通省では，専門工事業者を含む地方・中小建設企業の海外

展開を促進するための施策の拡充として，今後新たに海外への進出

を検討している建設企業を対象とする「海外展開経営塾」を開催。

海外展開に成功している企業の成功事例の共有を図るとともに，長

年海外事業に従事してきた大手建設企業出身者などの知見を地方・

中小建設企業で活かせる仕組みの構築，さらには地方・中小建設企

業に対する融資・保証制度等金融面での支援策についても継続的に

検討していく必要があるとしている。

また，我が国の建設企業の海外受注実績の目標を見直し，「2 兆

円以上」に設定することにより，我が国の建設企業の海外展開に対

する気運を一層高めていくことが望まれると述べている。

今後の我が国建設業界は，2020 年に開催が予定されている東京

オリンピック・パラリンピックに係る関連事業等により，工事量が

増大し一部では人手不足，機械不足等の状況にあるが，各事業終了

後の建設業を取巻く環境は，再び厳しい状況となることが予測され

る。このため，海外建設市場へ進出するための努力は怠ってはなら

いないように思われる。

 ［文責：清水］
※出典：一般社団法人 海外建設協会
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建設工事受注額

建設機械受注額（海外需要を除く）

建設機械受注額（総額）

建設工事受注動態統計調査（大手 50 社） （単位：億円）

年　　月 総　　計

受　　　注　　　者　　　別 工　事　種　類　別
未消化 
工事高 施工高民　　　間

官 公 庁 そ の 他 海　　外 建　　築 土　　木
計 製 造 業 非製造業

2008 年 140,056 98,847 22,950 75,897 25,285 5,741 10,184 98,836 41,220 128,683 142,289
2009 年 100,407 66,122 12,410 53,712 24,140 5,843 4,302 66,187 34,220 103,956 128,839
2010 年 102,466 69,436 11,355 58,182 22,101 5,472 5,459 71,057 31,408 107,613 106,112
2011 年 106,577 73,257 15,618 57,640 22,806 4,835 5,680 73,983 32,596 112,078 105,059
2012 年 110,000 73,979 14,845 59,133 26,192 4,896 4,933 76,625 33,374 113,146 111,076
2013 年 132,378 89,133 14,681 74,453 31,155 4660 7,127 90,614 41,463 129,076 120,941
2014 年 139,286 80,477 16,175 64,302 43,103 4822 10,887 86,537 52,748 138,286 125,978

2014 年 5 月 8,849 5,100 1,158 3,942 2,700 345 705 5,540 3,309 135,057 8,332
6 月 11,538 7,114 1,385 5,729 3,782 361 281 7,615 3,922 135,239 11,171
7 月 10,588 6,435 1,187 5,247 2,864 373 916 6,605 3,983 138,035 7,882
8 月 10,877 5,546 1,194 4,352 3,247 336 1,749 7,446 3,431 138,708 9,176
9 月 13,461 9,484 1,926 7,557 2,855 466 657 9,250 4,211 139,433 13,045

10 月 11,711 7,083 1,417 5,666 2,927 471 1,231 7,219 4,492 140,773 8,915
11 月 9,504 6,319 1,225 5,095 2,449 385 350 6,602 2,902 139,657 10,204
12 月 12,199 7,249 1,334 5,915 3,290 386 1,274 8,117 4,082 138,286 14,320

2015 年 1 月 10,538 7,525 1,502 6,023 2,490 360 164 7,817 2,721 147,814 10,220
2 月 11,306 7,809 1,174 6,635 2,910 438 148 7,788 3,517 136,998 10,628
3 月 19,543 12,683 1,855 10,828 6,342 407 112 11,622 7,921 140,330 19,823
4 月 11,836 8,791 2,135 6,656 2,383 557 105 8,489 3,347 145,449 9,296
5 月 8,193 5,622 1,131 4,491 1,958 353 260 5,284 2,908 － －

建　設　機　械　受　注　実　績 （単位：億円）

年　  　月 08 年 09 年 10 年 11 年 12 年 13 年 14 年 14 年
5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 15 年

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月

総　   　 額 18,099 7,492 15,342 19,520 17,343 17,152 18,346 1,473 1,653 1,541 1,427 1,679 1,652 1,370 1,514 1,388 1,584 1,732 1,593 1,388
海 外 需 要 12,996 4,727 11,904 15,163 12,357 10,682 11,949 975 957 1,005 872 1,120 1,063 883 1,037 920 1,024 1,075 973 844
海外需要を除く 5,103 2,765 3,438 4,357 4,986 6,470 6,397 498 696 536 555 559 589 487 477 468 560 657 620 544

（注）2008 ～ 2010 年は年平均で，2011 ～ 2014 年は四半期ごとの平均値で図示した。
2014 年 5 月以降は月ごとの値を図示した。

出典：国土交通省建設工事受注動態統計調査
　　　内閣府経済社会総合研究所機械受注統計調査
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■路盤・舗装機械技術委員会 要覧分科会
月　日：6 月 2 日（火）
出席者：山口達也委員長ほか 15 名
議　題：①建設機械要覧 2016 12 章，13

章の総説・概説の見直し内容と各担当
者についての確認　②その他

■情報化機器技術委員会
月　日：6 月 5 日（金）
出席者：白塚敬三委員長ほか 8 名
議　題：①除雪 ICT システムを理解し

て Eagle JCMAS 活用についての議論
②建設機械搭載型の傾斜検出表示シス
テムについての議論　③「社会インフ
ラ用ロボット」について　④ ISO/TC 
127 SC3/WG5 有志会合（5/19 開催）
の報告　⑤その他

■基礎工事用機械技術委員会
月 日：6 月 10 日（水）
出席者：山下高俊委員長ほか 9 名
議 題：①話題提供「洋上風力発電の基

礎工事用 モノパイル掘削機械」の紹
介　②基礎工事用機械の分類とそのア
タッチメントの整理について　③6/12
開催の合同技術連絡会で当委員会の発
表資料確認について　④ 7 月予定の東
京外環道本線シールド発進用ニューマ
チックケーソン立坑工事の現場見学会
について　⑤その他連絡等

■コンクリート機械技術委員会
月　日：6 月 11 日（木）
出席者：大村高慶委員長ほか 9 名
議　題：①前回（4/9）委員会の議事録

内容の確認　② ISO/TC195/SC1 のト
ラックミキサの各国意見を反映した修
正審議　③ ISO/TC195/SC1 のコンク
リートおよびモルタル準備用機械およ
びプラントの審議　④その他（6/12
開催の機械部会，製造業部会合同技術
連絡会の内容について他）

■平成 27年度 第 1回 機械部会・製造業
部会 合同技術連絡会
月　日：6 月 12 日（金）
参加者：大野俊弘部会長ほか 40 名
議　題：①機械部会の平成 26 年度事業

報告と平成 27 年度事業計画について
②製造業部会の平成 26 年度事業報告
と平成 27 年度事業計画について　　
③ボーリング機の施工技術（平成 26

年度活動調査）について　④除雪グ
レーダの復活について　⑤トンネル工
事用排出ガス対策型建設機械に関する
現状の課題と要望について　⑥国土交
通省 公共事業企画行政の最近の動向
について　⑦意見交換その他

■トンネル機械技術委員会 建設システム
の変革分科会
月　日：6 月 17 日（水）
出席者：橘伸一分科会長ほか 11 名
議　題：①過去の JCMA における活動

報告の再確認について　②山岳トンネ
ルの最近の案件情報について　③シー
ルドトンネルの最近の案件情報につい
て　④その他

■トラクタ技術委員会
月　日：6 月 19 日（金）
出席者：高松伸匡委員長ほか 6 名
議　題：①各社のトピックス　② JCMAS 

H022 ホイールローダ燃料消費量試験
方法改訂案に対する意見の反映につい
ての確認について　③経産省 省エネ
建機導入補助事業の平成 27 年度事業
の実施について　④災害時における道
路啓開作業用ホイールローダの検討状
況について　⑤ 6/12 開催の機械部会・
製造業部会 合同技術連絡会の報告に
ついて　⑥その他

■路盤・舗装機械技術委員会 幹事会
月　日：6 月 23 日（火）
出席者：山口達也委員長ほか 10 名
議　題：①平成 27 年度の活動計画の分

科会および各担当の進捗状況について
②上期委員会総会や見学会の日程と内
容について　③その他

■路盤・舗装機械技術委員会 アスファル
トプラント変遷分科会
月　日：6 月 23 日（火）
出席者：吉野友純分科会長ほか 11 名
議　題：①アスファルトプラントの変遷

資料の機関紙掲載に向けた第 4 章から
の編集作業について　②編集作業の進
め方について　③その他

■トンネル機械技術委員会 環境保全分科
会
月　日：6 月 24 日（水）
出席者：坂下誠分科会長ほか 11 名
議　題：①平成 26 年度活動結果の最終

まとめ確認について　② 6/12 開催の
合同技術連絡会での発表結果の報告に
ついて　③上記①，②を踏まえた上で
の国土交通省との意見交換について　
④その他

■路盤・舗装機械技術委員会 要覧分科会
月　日：6 月 25 日（木）
出席者：山口達也委員長ほか 16 名

議　題：①建設機械要覧 2016 第 12 章，
第 13 章の総説・概説の見直し内容の
確認　②その他

■原動機技術委員会
月　日：6 月 26 日（金）
出席者：六本木明人委員長ほか 17 名
議　題：①前回（4 月 17 日）議事録の

確認について　②オフロード法 2014
年排出ガス規制の各実施要領等につい
ての情報交換　③海外排出ガス規制の
動向についての情報交換　④陸内協と
国交省との排出ガス対策型建設機械指
定制度についての意見交換について　
⑤前々回押尾委員から提案のあった第
3 次排出ガス対策型建設機械における
黒煙測定器からオパシメータによる計
測・判定基準の追加についての検討結
果 ⑥工藤委員の油脂技術委員会 燃
料・エンジン油分科会長 就任につい
て　⑦佐野前副委員長の副委員長後任
について　⑧ 6/12 開催の機械部会・
製造業部会 合同技術連絡会の報告に
ついて　⑨その他

■自走式建設リサイクル機械分科会
月　日：6 月 30 日（火）
出席者：佐藤文夫分科会長ほか 4 名
議　題：①建設機械要覧 2016 に向けた

第 10 章の「総説」および 10.4 破砕機，
10.5 土質改良機の「概説」の改訂見直
しについて　②その他

■製造業部会 マテリアルハンドリング
WG

月　日：6 月 9 日（火）
出席者：内海光博 WG 主査ほか 10 名
議　題：①平成 27 年度の製造業部会マ

テリアルハンドリング WG の活動計
画について　②既納機へ装着できるア
タッチメントの対応について　③車両
系木材伐出機械に係るその後の動きに
ついて　④その他

■国交省・作業燃費検討WG代表打合せ
月　日：6 月 26 日（金）
出席者：尾上裕 WG リーダーほか 6 名
議　題：①ホイールクレーンの燃費測定

方法，評価値算出方法，クラス分け，
燃費基準値素案について　②既存燃費
基準の更新について（次回目標年次，
データ収集方法，スケジュール），「低
炭素型建設機械認定制度」及び「燃費
基準達成建設機械認定制度」の施行状
況（普及状況），普及策の紹介，次期
約束草案

（2015 年 6 月 1 日～ 30 日）

行事 一覧
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■三役会
月　日：6 月 4 日（木）
出席者：鈴木嘉昌部会長ほか 6 名
議　題：①各 WG 報告　②夏季現場見

学会について　③その他
■クレーン安全情報WG

月　日：6 月 22 日（月）
出席者：久保隆道主査ほか 8 名
議　題：①平成 27 年度活動計画につい

て（基本骨子は，クレーン事故防止に
向けた情報収集と発信・再教育テキス
トの充実・タイムリーな情報共有によ
る各社安全活動への展開（案）1．引き
続き，地道に情報を収集　2．昨年まで
にまとめた情報の公開方法を確立する
3．再教育テキストの次回改定に向けた
検討を開始，※再教育講習を見学し，
足りない部分などを補完する　4．各社
の再教育状況を調査し，受講に向けた
提言を検討する　5．メーカー，レンタ
ル会社の取り組みを理解し，協力し合
う等々）　②クレーン協会講師養成講
座についてご紹介（一社 日本クレー
ン協会 荒井委員）　③ 150 t タワー式
クローラクレーン転倒事故パート 2 に
ついてご紹介（清水建設㈱門脇委員）

（当 WG でなにができるかを討論（案）
1．メーカーヒヤリング　2．WG として
の会員へのダブルリミット底に関する
提言　3．再教育テキスト外で講習で受
講者へその危険性についてアナウンス
する等々）　④その他

■コンプライアンス分科会
月　日：6 月 2 日（火）
出席者：阿部弘二分科会長代理ほか 7 名
議　題：①「レンタカー運用の適正化」

を目指した活動展開について　②その
他

■レンタル業部会
月　日：6 月 4 日（木）
出席者：隼直毅部会長ほか 14 名
議　題：①平成 26 年度事業報告内容に

ついて　②分科会の活動状況について
③各社の取組事項，部会員共通の問題，
課題について　④その他

■機関誌編集委員会
月　日：6 月 3 日（水）

出席者：渡辺和弘事務局長ほか 19 名
議　題：①平成 27 年 9 月号（第 787 号）

の計画の審議・検討　②平成 27 年 10
月号（第 788 号）の素案の審議・検討
③平成 27 年 11 月号（第 789 号）の編
集方針の審議・検討　④平成 27 年 6
～平成 27 年 8 月号（第 784 ～ 786 号）
の進捗状況の報告・確認

■建設経済調査分科会
月　日：6 月 24 日（水）
出席者：山名至孝分科会長ほか 6 名
議　題：①「平成 27 年公共事業関係予

算」，「平成 27 年主要建設資材価格の
動向」掲載予定原稿の確認　②その他
原稿検討　③その他

■新機種調査分科会
月　日：6 月 25 日（木）
出席者：江本平分科会長ほか 2 名
議　題：①新機種情報の持ち寄り検討　

②新機種紹介データまとめ　③その他

支部行事一覧

■第 1回施工技術検定委員会
月　日：6 月 17 日（水）
場　所：さつけんビル 6 階会議室
出席者：北村征施工技術検定委員長ほか

32 名
議　題：建設機械施工技術検定学科試験

の実施要領と監督要領の打合せ
■建設機械施工技術検定学科試験会場設営

月　日：6 月 20 日（土）
場　所：北広島市，道都大学
出席者：堅田事務局長代理ほか 6 名

■建設機械施工技術検定学科試験
月　日：6 月 21 日（日）
場　所：北広島市，道都大学
受 験 者：1 級 335 名，2 級 669 名（ 延

798 名）
■平成27年度除雪機械技術講習会（第1回）

月　日：6 月 29 日（月）
場　所：ホテルポールスター札幌
受講者：231 名
内　容：①除雪計画　②除雪の施工方法

③冬の交通安全　④除雪の安全施工　
⑤除雪機械の取り扱い

■広報部会（「EE東北 2015」開催）
月　日：6 月 3 日（水）～ 4 日（木）
場　所：夢メッセみやぎ
来場者数：14,000 名

内　容：当支部関係 10 社（全体 310 社）
技術数全体 845 テーマ ①キャッチコ
ピー「東北の明日を支える新技術」　
②技術分野　1）復旧 ･ 復興　2）建設
段階　3）維持管理 ･ 予防保全　4）建
設副産物・リサイクル　5）防災 ･ 安
全　6）その他共通

■情報化施工セミナー（施工部会）
月　日：6 月 11 日（木）
場　所：夢メッセみやぎ
受講者：77 名
議　題：①ガイダンス　②主催者挨拶…

東北支部及び東北地方整備局施工企画
課　③情報化施工の概要と効果　④衛
星測位　⑤ MC，MG　⑥締固め管理
⑦ TS 出来形管理

■情報化施工セミナー（施工部会）
月　日：6 月 12 日（金）
場　所：八戸市グランドサンピア八戸
受講者：20 名
議　題：①ガイダンス　②主催者挨拶…

東北支部及び東北地方整備局施工企画
課　③情報化施工の概要と効果　④衛
星測位　⑤ MC，MG　⑥締固め管理
⑦ TS 出来形管理

■広報部会
月　日：6 月 16 日（火）～ 17 日（水）
場　所：仙台市宮城野区仙台港北テクノ

センター（西尾レントオール㈱）
来場者数：約 200 名
内　容：3.1 m 級モーターグレーダ他新

機種発表会開催
■施工部会（建設機械施工技術検定学科試
験）
月　日：6 月 21 日（日）
場　所：岩手産業文化センター（アピオ）
受験者数：1 級  349 名

2 級  1,043 名
種別毎　1 種 171 名
　　　　2 種 735 名
　　　　3 種 36 名
　　　　4 種 88 名
　　　　5 種 11 名
　　　　6 種 2 名
1 級 ･2 級合計 1,392 名

■情報化施工セミナー（施工部会）
月　日：6 月 25 日（木）
場　所：岩手県滝沢市岩手産業文化セン

ター（アピオ）
受講者：52 名
議　題：① ガイダンス　②主催者挨拶

…東北支部及び東北地方整備局施工企
画課　③情報化施工の概要と効果　　
④衛星測位　⑤ MC，MG　⑥締固め
管理 ⑦ TS 出来形管理
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■情報化施工セミナー（施工部会）
月　日：6 月 26 日（金）
場　所：秋田市秋田テルサ
受講者：51 名
議　題：①ガイダンス　②主催者挨拶…

東北支部及び東北地方整備局施工企画
課　③情報化施工の概要と効果　④衛
星測位　⑤ MC，MG　⑥締固め管理
⑦ TS 出来形管理

■東北地方整備局情報化施工研修（施工部
会）
月　日：6 月 29 日（月）～ 30 日（火）
場　所：東北技術事務所研修所
　情報化施工技術委員会の鈴木勇治委員

長ほか 2 名派遣
受講者：11 名
研修内容：①情報化施工データ作成要領

② TS 出来型管理要領及び監督・検査
要領　③ TS 出来型管理監督・検査実
技及びバックホウ等紹介

■大規模津波防災総合訓練第 2回実行委
員会
月　日：6 月 3 日（水）
場　所：北陸地方整備局会議室
出席者：宮村兵衛事務局長
議　題：訓練の実施（案）について
■建設機械施工技術検定学科試験

月　日：6 月 21 日（日）
場　所：新潟コンベンションセンター朱

鷺メッセ
受験者：1 級 延 263 名，2 級 延 670 名

■技能検定委員会会議
月　日：6 月 3 日（水）
出席者：永江事務局長出席
議　題：建設機械整備技能検定の実施に

関する実務打合せ
■広報部会

月　日：6 月 15 日（月）
出席者：高木広報部会長ほか 6 名
議　題：「中部支部ニュース」第 33 号に

ついて
■建設機械施工技術検定学科試験

月　日：6 月 21 日（日）
場　所：愛知学院大学名城キャンパス
受験者：1 級 396 名，2 級 630 名
■愛知県ブロック春期災害対策用機械操作
訓練
月　日：6 月 24 日（水）～ 25 日（木）
出席者：会員企業 21 社 43 人
内　容：無線操縦バックホウ，排水ポン

プ車，照明車等の操作訓練

■平成 27年度 1・2級建設機械施工技術
検定試験（学科）試験監督者打合せ
月　日：6 月 8 日（月）
場　所：関西支部 会議室
内　容：①学科試験監督要領について　

②その他留意事項
■広報部会

月　日：6 月 11 日（木） 
場　所：関西支部 会議室
出席者：河村部会長以下 6 名
内　容：①平成 27 年度事業計画　　　

②「JCMA 関西」について
■「緊急災害応急対策業務に関する協定」
に関わる災害時機械関係業務の現場対応
訓練
月　日：  6 月 12 日（金）
場　所：  近畿地方整備局 近畿技術事務所
出席者：64 名
内　容：①災害対策に関する講義　②操

作訓練　③意見交換
■平成 27年度 1・2級建設機械施工技術
検定試験（学科）
月　日：6 月 21 日（日）
場　所：大阪工業大学 大宮キャンパス
受験者：1 級 580 名，2 級 919 名（1 種

61 名，2 種 838 名，3 種 4 名，4 種 53 名，
5 種 15 名，6 種 12 名）

■建設用電気設備特別専門委員会（第419回）
月　日：6 月 24 日（水）
場　所：中央電気倶楽部 会議室
議　題：①前回議事録確認　②「JEM-

TR236 建設工事用 400V 級電気設備施
工 指 針 」 の 見 直 し 検 討　 ③「JEM-
TR246 建設用電気設備の接地工事指
針」の見直し検討

■「損料・橋梁・大口径」積算技術講習会
月　日：6 月 29 日（月）
場　所：追手門学院 大阪城スクエア 会

議室
参加者：31 名
内　容：①大口径岩盤削孔の施工技術と

積算　②建設機械等損料の積算　③鋼
橋架設の施工技術と積算　④ PC 橋架
設の施工技術と積算

■第 2回広報部会
月　日：6 月 9 日（火）
場　所：協会事務所
出席者：松村邦則部会長ほか 5 名
議　題：①広報誌（CMnavi）42 号編集

について　②広報誌（CMnavi）42 号
の企画について　③支部ホームページ
のリニューアル後の状況について　　
④支部パンフレットの改訂作業につい
て　⑤その他懸案事項

■「建設機械等損料・橋梁架設・大口径岩
盤削孔の施工技術と積算」講習会
月　日：6 月 16 日（火）
場　所：広島 YMCA 会議室
参加者：23 名
内　容：①大口径岩盤削孔の施工技術と

積算…（一社）日本建設機械施工協会大
口径岩盤削孔委員会委員 加藤充氏　
②建設機械等損料の積算…（一社）日本
建設機械施工協会中国支部事務局長 
清水芳郎氏　③ PC 橋架設の施工技術
と積算…（一社）日本建設機械施工協会
橋梁架設工事委員会委員 梶原省一氏
④鋼橋架設の施工技術と積算…（一社）
日本建設機械施工協会橋梁架設工事委
員会委員 藤原誠治氏

■平成 27年度 1級・2級建設機械施工技
術検定（学科）試験
月　日：6 月 21 日（日）
場　所：広島工業大学
受験者：1 級 146 名，2 級 430 名
■第 1回施工技術部会

月　日：6 月 30 日（火）
場　所：広島 YMCA 会議室
出席者：齊藤実部会長ほか 10 名
議　題：①平成 27 年度部会事業実施計

画について　②情報化施工関係行事
（案）について　③平成 27 年度道路除
雪講習会（案）の企画について　④そ
の他懸案事項

■平成 27年度建設機械施工技術検定【学
科】試験
月　日：6 月 21 日（日）
場　所：香川大学（高松市）
受験者：1 級：237 名，2 級：563 名　計 

800 名

■ CIM普及促進セミナー
月　日：6 月 10 日（水）
参加者：136 名
内　容：①九州地方整備局における

CIM の取り組みについて　② 3D 活用
の極意　③ CIM ソリューションの紹介

■企画委員会
月　日：6 月 17 日（水）
出席者：久保田正春企画委員長ほか 6 名
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議　題：① CIM 普及促進セミナーにつ
いて　②建設機械施工技術検定試験に
ついて　③平成 26 年度決算報告につ
いて　④日本建設機械施工大賞 地域
貢献賞について　⑤その他

■平成 27年度建設機械施工技術検定学科
試験
月　日：6 月 21 日（日）
場　所：福岡女学院大学（福岡市）
受験者：1 級 573 名，2 級 1,340 名
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皆様もニュースなどでご存知のこ
とかと思いますが，「明治日本の産
業革命　製鉄・鉄鋼，造船，石炭産
業」がユネスコの世界遺産（文化遺
産）に登録されました。遺産は，山
口・福岡・佐賀・長崎・熊本・鹿児
島・岩手・静岡の 8 県に点在してい
ます。西洋から非西洋世界への技術
移転と日本の伝統文化を融合させ，
幕末から明治時代までに急速な発展
をとげた炭鉱，鉄鋼業，造船業に関
する文化遺産です。私事ですが，6
年ほど前，今回世界遺産に登録され
た遺産群のひとつであります三池炭
鉱の各種資料館や遺跡群を巡る機会
がありました。実際の竪坑櫓，巻揚
機，レンガ造りの建物などを目の当
たりにすると，当時のエンジニアや
炭鉱労働者の熱い思いを感じずには
いられませんでした。

さて，今月号は「歴史的建造物の
保存・修復・復元」特集です。歴史
的建造物を維持し続けると言うこと
は，持ち主や国，関係者，近隣の方々，
その建造物（遺産）に思い出や思い
入れがある方々等々の「歴史を継承
する想い」が無ければ成り立たない
と思います。当然，コストも掛かり
ます。そんな中，今回の特集では，
多くの種類の地道な取組みをご紹介

しております。それぞれに大変ご苦
労されて取り組まれている様子が伝
わってくると思います。

巻頭言は，日本大学理工学部の阿
部准教授に土木遺産の価値，保全技
術，最新動向に関してまとめて頂き，
行政情報では法施工から 7 年が経過
した歴史的まちづくり法について，
概要，支援制度，実際の整備事例を
紹介して頂いております。技術報文
では，城郭，耐震改修，保存修理，
修復復元，素屋根トラベリング，橋
梁補修長寿命化，曳家保存改修，煉
瓦保存修理，改修修復（海外）等，
建築土木分野の多岐にわたり 14 編
掲載しております。交流の広場では，
歴史的建造物を地域の観光資源とし
て活用する機運が年々高まっている
中で，福井県の歴史的建造物等の保
存・活用に向けた取り組みを紹介し
ております。是非，今回掲載した報
文が皆様の今後の取り組みのご参考
になり，ひいては歴史的建造物を中
心とした地域づくりの一助となれば
幸甚です。

最後になりましたが，ご多忙中に
も関わらず，ご執筆頂いた皆様に深
く感謝申し上げますと共に，執筆依
頼に快諾して頂き，社内調整等々ス
ピーディーに対応して頂きました各
社関係者の皆様に，改めて深く御礼
申し上げます。

 （岡田・久保）

9 月号「維持管理・延命化，リニューアル特集」予告
・道路メンテナンス技術集団　・鉄道構造物の維持管理に関する基準の検証　・橋梁の維持管理
における非破壊検査技術の研究開発　・既設橋梁の復元設計システム　・時速 100 km でトンネ
ル覆工コンクリート表面を点検する技術　・鉛直シャフトを昇降・旋回する水中作業機械　・次
世代社会インフラ用ロボット開発・導入の推進　宮ヶ瀬ダム堆砂深浅測量　・スマートフォンを
用いた舗装路面評価手法の開発　・鉄道構造物の維持管理の現状と新しいリニューアル技術の開
発　・ハンマーを用いずに新幹線トンネル覆工コンクリートを打音検査　・スマートフォンを活
用した漁港施設の点検と今後の課題　・中大口径管きょ更生工法

本誌上へ 
の広告は  有限会社 サンタナ アートワークスまでお申し込み、お問い合せ下さい。
　　　　〒 103-0013　東京都中央区日本橋人形町 2-21-5　井手口ビル 4F　TEL：03-3664-0118　FAX：03-3664-0138
　　　　E-mail：san-mich@zam.att.ne.jp　担当：田中

【年間購読ご希望の方】
①お近くの書店でのお申込み・お取り寄せ可能です。　②協会本部へお申し込みの場合「図
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● 世界遺産，国宝姫路城を鉄骨で覆う
● 「歴史を継承する」想いで取り組んだ保存・修復・復元工事
● 歴史的鋼橋の補修工事

技術報文 ● 土木遺産のリノベーションと長寿命化
● 豊岡市新庁舎建築工事に伴う旧本庁舎の曳家改修工事
● 国指定重要文化財 旧下野煉化製造会社煉瓦窯保存修理工事

巻頭言　土木遺産が切り開く新たな地平

JCMA報告 情報化施工技術の活用効果

国宝姫路城の保存修理

歴史まちづくり法に基づく取組と今後の展開行政情報
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