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時代背景
サステナブル建築への指向
国土強靱化の中での建築物の耐震化

→ 既存建築物の耐震診断・改修の要請の高まり

問題点・課題
耐震補強のイメージが地味である
新築に比べ、構造設計者の創造的な関わりの意識が少ない

活動の背景と内容

解決策：耐震改修における構造デザインの意識を高める

機能改良・デザイン性を考慮した耐震改修の実現
耐震改修における構造デザインの積極的な関与
構造設計者への情報提供、活動サポート

１）構造設計者としての耐震改修設計の実践

２）出版、雑誌発表により設計手法・事例を公開

３）講演会、シンポジウムなどの啓発活動



１）主な耐震改修設計の実践

改修に対する２種類の構造デザイン
・イメージを変える改修
・既存建築の雰囲気やデザインを残す改修

改修設計での配慮
・クライアントの意識を汲み取る
・既存建物の構造の特性を把握し、効果的な補強を考える
・イメージを変える補強においては魅力ある補強を提案
・普遍性のある技術、工法を応用した斬新な提案

改修の構造デザインの手法
・置換、添える
・構造体の付加、減築
・外付けブレースのデザイン
・集中型の補強と分散型の補強
・見える補強、見えない補強



事例１：笹塚の集合住宅 ＜分散型の方杖補強＞

＜改修設計＞みかんぐみ
＜延床面積＞170㎡
＜規模、構造＞鉄骨造、地上２階、地下1階
＜既存建物竣工＞1976年
＜改修工事＞2006年

既存

改修後



既存構造の特徴

日の字形柱、不十分な突き合わせ溶接
柱：H-175×175、カバープレート
梁：張間H-300×150、桁行H-250×125
床：ALC＋水平ブレース
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補強方杖はインテリアの一部となる

方杖による分散的な補強



既存建物 南側の外廊下
外側増築

既存外廊下上屋：撤去

既存遊戯室

＜改修設計＞環境デザイン研究所
＜延床面積＞1,406㎡
＜規模、構造＞鉄骨造、地上1階
＜既存建物竣工＞1975年
＜改修工事＞2006年

既存建物を残し外側の増築部で全体を補強する
南側の外廊下の上屋は撤去

事例２：さつき幼稚園 ＜加える改修＞

既存フレーム

増築フレーム 増築フレーム



追加した補強フレーム
柱：□-200×200，梁：H-194×150

教材庫

屋外玄関

内部廊下

デッキテラス

改修計画

外周増築部のフレームで地震力負担

既存フレーム
柱：H-175×175
梁：H-250×125



事例３：黒松内中学エコ改修 ＜減らす改修＞ 日本建築学会作品選奨
JIA環境建築賞

既存（左：1階，右：2階） 改修後

＜改修設計＞アトリエブンク
＜延床面積＞3,583㎡
＜規模、構造＞鉄筋コンクリート造、地上２階
＜既存建物竣工＞1978年
＜改修工事＞2007年



既存
薄暗い中廊下

改修後
環境改修（光、通風）
建物重量20％削減



建替えに匹敵する耐震改修＝耐震ファサードの実現

事例４：上野ビル ＜耐震ファサード＞

＜改修設計＞みかんぐみ
＜延床面積＞8,002㎡
＜規模、構造＞SRC造、地下2階、地上9階
＜既存建物竣工＞1965年
＜改修工事＞2007年

日本建築学会技術部門設計競技「既存建築物
の耐震改修デザイン」優秀賞



外周補強鉄骨フレーム

補強計画 居ながら改修
外周フレームの補強がメイン
内部で、RC造増打ち、独立柱の炭素繊維補強

補強鉄骨フレームの形状
（くの字ブレース）



事例５：自由学園初等部食堂 ＜置換による補強＞

＜原設計者＞遠藤新
＜改修設計＞袴田喜夫建築設計室
＜延床面積＞706㎡
＜規模、構造＞木造、地上1階
＜既存建物竣工＞1929年
＜改修工事＞2008年

東京都選定歴史的建造物
開放的な木造建築
耐震性は低い
空間イメージを残す補強



現状

4隅の2本の組柱とトラス梁による構造
耐力壁はほとんど無い

補強計画

夏休み40日間で施工可能な補強方法

柱：H-300×150

柱：□－200×200

①外側の柱を鉄骨柱に置き換え、
天井内に鉄骨梁を設けてラーメンを形成

②既存の木造トラスと鉄骨梁を一体化



事例６：自由学園女子部体操館 ＜添える補強＞

＜原設計者＞遠藤新
＜改修設計＞袴田喜夫建築設計室
＜延床面積＞590㎡
＜規模、構造＞木造、地上1階
＜既存建物竣工＞1934年
＜改修工事＞2010年

東京都選定歴史的建造物
開放的な木造建築、耐震性は低い
空間イメージを残す補強



補強計画

吹抜け

第二教師室

2階平面図

職員室

体操館

委員室

1階平面図
鉄骨補強

鉄骨補強

①既存の壁を構造用合板補強

②構造用合板耐力壁の新設

③中央の体操館は鉄骨補強

構造用合板壁新
設

構造用合板補強

夏休み40日間で施工可能な補強方法



事例７：自由学園女子部講堂 ＜置換・添える補強＞

＜原設計者＞遠藤新
＜改修設計＞袴田喜夫建築設計室
＜延床面積＞488㎡
＜規模、構造＞地上1階、木造
＜既存建物竣工＞1934年
＜改修工事＞2010年

東京都選定歴史的建造物
開放的な木造建築、耐震性は低い
空間イメージを残す補強



補強計画

舞台講堂予備室

1階平面図 2階平面図

①既存の壁を構造用合板により補強

②短手方向に耐力壁の新設

③講堂および前面短手は鉄骨補強

既存鉄骨柱は撤去

鉄骨補強

鉄骨補強

前面鉄骨補強 構造用合板補強

構造用合板新設



事例８：浜松サーラ
＜スパイラル・ブレースド・ベルト補強＞

＜原設計者＞黒川紀章建築都市設計事務所
＜改修設計＞青木茂建築工房
＜延床面積＞14,942㎡
＜規模、構造＞地上7階地下1階、RC,SRC造
＜既存建物竣工＞1981年
＜改修工事＞2010年

日本建築防災協会 耐震改修優秀建築賞

・外周にスパイラル状のブレース補強
・内部補強を組み合わせる
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内付け補強ブレース

6階平面

スパイラル状の補強ブレース



スパイラル状の
補強ブレース

1階の建物外部の補強ブレース

下層階はSRC造の
ため補強が少なく
内部補強で対応

内付け補強ブレース
スパイラル・ブレースド・ベルト補強



事例９：相模女子大学1号館

＜モダニズム建築の雰囲気を保つ改修＞

構造的な特徴
・吹抜によって3分割
・RC打ち放し壁柱によるデザイン
・両端の大きな片持ち

＜原設計者＞東京大学吉武研究室
(吉武泰水、香山寿夫)

＜改修設計＞大宇根建築設計事務所
＜延床面積＞3,161㎡
＜規模、構造＞地上4階、RC造
＜既存建物竣工＞1964年
＜改修工事＞2013年



補強計画

増 増

増 増 増

増

増

床の増設

新

新新新

新

柱せん断補強は3階のみ

ＶＶ

3,4階補強( 終)

柱増

柱増

柱 増

柱 増

新

①吹抜部や開口部にRC壁を新設
②既存壁に増し打ち
③外壁に添って鉄骨ブレース設置
④RC壁柱のせん断補強（３，４階）

改修後

新

増 増 新

新 新

新新

新新

新 新

1,2階補強( 終)

新

増 増 増

柱

柱

柱

柱

新 増 Ｖ 柱 ：柱せん断補強：柱新設：鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ：増打ち壁：新設壁



事例１０：北九州市立戸畑図書館
＜歴史的建造物のアーチフレーム補強＞

＜改修設計＞青木茂建築工房
＜延床面積＞2956㎡
＜規模、構造＞RC造、地上3階地下１階
＜既存建物竣工＞1933年
＜改修工事＞2014年日本建築防災協会 耐震改修優秀建築賞

第56回BCS賞

既存建物の特徴
・細い構造体 柱350×350
・比較的高い階高

1階：4200mm、2階：4350mm



補強計画

①鉄骨フレーム補強

②RC耐震壁の新設、増打ち
③基礎補強
④躯体劣化部の補修

外部は手を加えない
内部での分散的な補強

平面図

断面図

既存躯体の状況

・構造図面無し
・コンクリート強度が低い

12.5～18.1N/mm2

・躯体劣化が大きい
・直接基礎（独立基礎）

地盤強度は小さい

鉄骨フレーム補強

RC耐震壁の新設、増打ち



建物の終局限界変形を1/250（F値1.0相当）に設定
鉄骨フレームは1/250の変形時の強度が地震力抵抗に寄与

→ フレームの剛性の確保が必要となる

鉄骨フレームの剛性を確保する工夫
L型柱（通路幅の確保）
アーチ梁（柱の可撓長さを短く）

補強鉄骨フレームの特徴

補強鉄骨フレームの形状

補強詳細

600

1
0
0
0

1
0
0
1
0
0

600700700600 597.5 597.5

1
0
0
0

1
0
0
0

600

900

1000

3
0
0

1
5
0
0

3
5
0 6
4
0

25
0



2階ラウンジ 2階閲覧室

鉄骨建て方



＜改修設計＞青木茂建築工房
＜延床面積＞2956㎡
＜規模、構造＞RC造、地下1階地上6階
＜既存建物竣工＞1968年
＜改修工事＞2013年

事例１１：豊橋商工会議所

＜繊細なダイヤ型ブレース補強＞

耐震改修対象部分

1 8765432

開口閉鎖

そで壁端部補強

梁端部曲げ補強

そで壁補強

外付け鉄骨補強

柱、梁：H-200×200
ブレース：H-194×150

複数の補強方法を組合せ、補強箇所を 小とする

基準階平面図



繊細なブレース補強
柱、梁：H-200× 200
ブレース：H-194 ×150



単行本 「構造計画の原理と実践」 2010年発行、建築技術
7章「耐震改修の構造デザイン」

２）出版、雑誌発表による設計手法・事例の公開

雑誌原稿 ①補強計画における構造の原理や体系を述べたもの

・学校建築の耐震補強の原理と新技術：School Amenity、2005.8
・耐震改修の構造デザインに向けて：建築技術、2006.8
・耐震改修の構造デザイン：鉄構技術、2008.1
・構造デザインの多様な世界（２）耐震改修における構造デザイン：

Live Energy,Vol.97,2011.10
・耐震診断・改修設計における社会とのコミュニケーション：

建築防災、2014.5
②改修設計事例の紹介

・建築技術、鉄構技術などに多数掲載

国際会議 ・Fifth International Conference on Urban Earthquake Engineering 2008年3月東京

Retrofit Design of Office Building Using Seismic Resistant Facade
・SEWC2011 Structural Engineers World Congress 2011年4月イタリア

Seismic Retrofit Design with the Steel Frames Integrated Structural Element and 
Facade Design

・UIA2011 TOKYO The 24th World Congress of Architecture 2011年9月東京
"Hamamatsu SALA" Refinement Project



・平成16年度環境省学校エコ改修研究会 「躯体改修の可能性」 2004年

・平成18年度環境省学校エコ改修研究会 「躯体改修の可能性」 2006年

・平成22年度環境省学校エコ改修研究会 「躯体改修の可能性」 2010年

・東京工業大学 COE懇談会講演 「耐震改修における構造デザイン」 2008年

・バンクアート Renovation Project  Vol.3  

シンポジウム「リノベーションの可能性を探る」 2008年

・バンクアートスクール 「躯体改修における法規と技術」 2010年

・建築技術支援協会 シンポジウム：「建築物の長寿命化を考える」

「耐震改修の事例、これからの耐震改修」講演 2011年

・HEAD研究会 第2回リノベーションスクール北九州 2012年

「耐震改修リノベーションの今、これから－耐震改修における構造デザイン」

・JIA建築セミナー2013 近代名建築の耐震改修 「自由学園の耐震改修事例」

講演及び見学会 2013年

・AGC studio デザインフォーラム 「耐震構造から耐震建築へ」 2014年

・北九州市講演会 「21世紀の建築と構造デザイン（戸畑図書館）」 2014年

・JSCA東京 「実務者のための耐震診断・補強設計」研修会 2014年

・名古屋大学防災アカデミー講演会 「建築構造の安全を考える」 2015年

・多くの大学で学生向けに設計事例の紹介や改修の魅力を伝える

３）講演会、シンポジウムなどの啓発活動

青字：教育関係・意匠設計者向け、黒字：建築専門家向け、赤字：構造設計者向け


