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1.  はじめに 
 
近年，耐震改修技術や省エネ改修技術の発達により，

建物の長寿命化が進んでいるが，その一方でインフラ

の老朽化や収益性の低下などを理由に，やむを得ず取

り壊される建物も少なくない。諸外国では築 30 年から

40 年の間に取り壊しや建て替えが行われるケースが最

も多く，1980 年代に超高層建物の建設が本格化した我

が国でも，今後数年の間に高さ 100ｍを超える建物の

解体需要が増加する可能性が高い。現在，超高層建物

の多くは都市部に集中しており，解体する場合は，近

隣への配慮と十分な安全性を確保する必要がある。そ

こで本研究では，超高層建物における閉鎖型解体工法

を開発し，実際の建物における基本計画を立案し，実

施適用を行う事で，その有効性を把握する事を目的と

した。 
 

2.  従来の方法およびその課題 
 
従来の解体工法は，建物に隣接して揚重機（クロー

ラークレーン）を設置し，大型解体重機（ブレーカ

ー）を用いて最上階で部材を粉々に破砕し，揚重機で

外部から荷下ろしを行うのが一般的である。建物の外

周部に仮設足場と養生材を設置するものの，上部が解

放されるため，図-1 に示す課題が発生する。工事中の

騒音の影響拡大やコンクリートガラから発生する粉塵

飛散が広範囲に及ぶこと。外部荷下ろしによる解体部

材の飛来落下の危険性が増すこと。工事が長期化し，

近隣の方々へ与える圧迫感・不安感が増すこと。更に,
上空の風は通常でも地上の２倍程度となるため，台風

時以外も作業不能日が増え工期が長くなり,仮設養生材

の設置，撤去，盛り替えも高所危険作業となり安全対

策のコストが高くなることが挙げられる。 
 

 

図-1 超高層建物解体における課題 

Fig.1  The problem of a demolition system  

for high-rise buildings 

 

3.  閉鎖型解体工法の概要 
 
3.1  本工法の概要 

閉鎖型解体工法の閉鎖空間と主要機能を図-2 に示す。

既存の最上階躯体を有効利用して閉鎖空間を構築し，

内部で解体工事を行うことを特徴としている。内装・

設備機器撤去に続き，躯体を解体する前に閉鎖空間を

構築する。この閉鎖空間の中では，各部材を解体する
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のではなく，取りはずし分解ができることを想定して

おり，内部に水平搬送機（天井走行クレーン），垂直搬

送機（テルハ）を設置した。建物は最上階から１フロ

アずつ下階に向けて解体を進める。１フロア解体後の

閉鎖空間の盛り替えは，全体を支える仮設柱に組み込

んだ自動降下装置を使用し，安全かつ敏速に行うこと

ができる。 
3.2  本工法の構築手順 
閉鎖型解体工法を構築するには，初めに最上階の利

用する部分を決定し，閉鎖空間の構造的検討を行う。

step1 において所定の先行解体および補強を行う。step2
で吊り下げ方式で外周養生足場を設置し，閉鎖空間内

部の屋根鉄骨に天井走行クレーン及びテルハを設置し，

閉鎖空間全体の重量を支える仮設柱を設置する。この

仮設柱内部にはジャッキを備え付け，自動降下（ジャ

ッキダウン）できるようにする。ここまでの施工で，

必要な仮設部材の設置は完了となる。step3 として，１

フロア分を先行で解体し，閉鎖空間全体の重量を既存

鉄骨柱から仮設柱に移行し，閉鎖空間構築が完了する。

step4，5，6 は基準階解体として覆われている階を解体

し，基準階高さのジャッキダウンを行う。これを繰り

返すことで，この閉鎖空間を 1 階まで降下させ，最後

にこの閉鎖空間の解体を行い，全ての解体工事を完了

することができる。（図-3） 
 

4.  実施物件への適用 
 
本工法における実施適用は，2011 年 2 月より 12 月

まで行った。 
4.1  建物の概要 

建物概要を表-1 に示す。適用した建物は，鉄骨造，

地上 24 階建て（塔屋１階），高さ 105ｍ，長辺方向約

75ｍ，短辺方向約 25ｍ，建築面積 1,763 ㎡の建物であ

る。外壁は金属パネルに天然石材が貼り付けられたス

トーンパネルが施されている。 
4.2  構造計画の概要 

建物頂部に閉鎖空間を構築するため，既存建物の屋

上階部分の大梁，床スラブを屋根として活用し，外周

を囲う壁として吊り足場を計画した。39 本の既存柱は

切断し，新たに 12 本配置した仮設柱で閉鎖空間の重量

（1300 ﾄﾝ）を支える計画とした。また，仮設柱は解体

階の下３層まで貫入させ，各フロアレベルで水平ガイ

ドを用いて水平方向に固定することにより地震力，風

荷重などの水平力に抵抗する計画とした。仮設柱を解

体階の２層下の既存大梁上に平面的に 45 度傾けて配置

した梁（以下，梁Ｂ）で支えることにより自重を既存

建物の構造フレームへ伝達させた。ジャッキ直下に位

置する梁Ａは，ジャッキダウンの間のみ，重量を支え

る役割を担う。（図-4） 
 

 
図-2 閉鎖型解体工法の閉鎖空間と主要機能 

Fig.2  Main functions of the capped section 

 

 

 

 

図-3 閉鎖型解体工法の構築手順 

Fig.3  Steps for setting up the TECOREP system 
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表-1 建物概要（及び建物外観写真） 

Table 1  A office building in Tokyo 

用途 事務所・店舗・駐車場

敷地面積 3,557.8m3（1,077.3坪）

建築面積 1,762.5m3（533.7坪）

52,519.4m3（15,902.9坪）

地下：12,610.4m2

（3818.4坪）

地上：39,909.0m2

（12084.5坪）

RC・S造 地下：4階

地上：24階

塔屋：1階

軒高：99.95m

最高高さ：105m

建物深さ：GL-22.65

その他 地上解体，地下解体

延面積

構造・階数

 

 

 
図-4 閉鎖型解体工法の構造概要（建物切断図） 

Fig.4  A overview of the TECOREP system 
 
4.2.1  既存建物の屋上階（Ｒ階）の計画 
 既存のＰＨ階，ヘリポート，設備機器置き場，Ｒ階

床スラブの中央部分を先行解体して重量を軽減するこ

とにより，天井走行クレーン４台，高揚程テルハ２台，

大荷重テルハ１台，コントロールルーム，ジャッキ用

油圧ポンプユニット４台，電気設備用盤，水槽，など

の各種機械，設備，点検歩廊の配置が可能となった。 
 12 本の仮設柱はバランス良く配置し，床スラブの外

周１スパン部分を連続して残すことでＲ階の平面剛性

を確保し、スラブ上にある既存ゴンドラレールは外周

吊り足場の吊元に利用した。ゴンドラレールは先行解

体部分で引抜き試験を実施し，事前に安全性を確認し

た。（図-5） 
4.2.2  外周養生足場の計画 
 外周養生足場は，Ｒ階からはね出した 66 本の片持ち

梁にボルトで固定し吊り下げる構造とした。外周養生

足場は，全 12 段とし解体階より２フロア下まで重なる

ように設置し，２重の落下防護棚で建物の外周を隙間

なく囲むことで工事の安全性を確保した。 
外周養生足場は全て防音パネルで覆い，防音パネルの

落下を防ぐために，垂直ネットで養生を行った。面外

荷重に対しては斜めつなぎ材，外壁つなぎ材で抵抗す

る計画とした。（図-6） 
4.2.3  仮設柱の計画 
 仮設柱は，昇降機能を持たせるためにジャッキを内

蔵する必要があり，２本の鉄骨の組柱で構成し，部分

的に斜材およびつなぎ材で連結した。全長は 20ｍあり，

頂部およびその近傍で既存躯体の鉄骨フレームとボル

ト接合により一体化し，下半分を既存躯体に貫入させ

水平方向に拘束することで閉鎖空間全体の水平剛性を

確保している。下部でボルト接合した梁Ｂを介して重

量を既存大梁に伝達する計画とした。（図-7） 
 
 

 
 

 

 

 

 

図-5 Ｒ階の計画（平面図：○印は仮設柱位置） 

Fig.5  Scheme for RF 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 吊り足場断面図及び施工写真 

Fig.6  Drowing and Pictures for the outer suspended 

 protective scaffold 

既存建物の R 階部分の大梁 

 

梁Ｂ 

 

ジャッキ 

 梁Ａ 

 
水平ガイド 
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図-7 仮設柱断面図（ジャッキダウン手順） 

Fig.7  The temporary columns (Plans for an automatically jack-down system)  
 
4.2.4  梁Ａの計画 
 梁Ａはジャッキと連結しており，仮設柱に対して上

下に自由に移動することが可能で，建物を解体してい

る間は作業を阻害しないよう仮設柱の上部にジャッキ

と共に退避・収納する計画とした。 
１層の解体作業が終了すると，ジャッキダウンのため

に次の解体フロアレベルまで降下させ既存梁上に着床

し，ジャッキダウンの間２時間程度，ジャッキを介し

て閉鎖空間の重量を支える役割を担う。 
4.2.5  梁Ｂの計画 
 梁Ｂは仮設柱にボルト接合されている。ジャッキダ

ウン開始直後に梁Ａに重量を盛りかえた後，図-8 に示

すように両腕に設けた回転機構を用いて，梁Ｂを折り

たたむことにより，直下のスラブ開口を抜けて，仮設

柱と一体で一層分降下してゆく。ジャッキダウン終了

前に両腕を伸ばし，既存鉄骨梁に着床して再度重量を

支える。梁Ｂは既存建物の異なる階高に対応するため，

仮設柱との接合レベルを変更することが可能となるよ

うに計画した。 
4.2.6  水平ガイドの計画 
 水平ガイドは，解体階より下層の既存建物の各フロ

アレベルで，仮設柱から既存建物へ，水平力を伝達す

るデバイスである。ジャッキダウン時には仮設柱が鉛

直方向に降下していくためのガイドの役割も果たす。 

 
図-8 梁Ｂ 

Fig.8  Beam B 

 
仮設柱に設けたレールと接触する部分にすべり材を設

けることにより，スムーズな降下作業が実現できた。

水平ガイドは，解体が下階へ進行していくに従い，順

次盛りかえる計画とした。 
4.2.7  クレーン計画の概要 
 従来の解体工法では解体材の荷下ろしにクローラー

クレーンやタワークレーン等のジブ式・ブーム式クレ

ーンを用いる。本工法では，解体階の屋根を構成する

既存躯体を利用して天井走行クレーンとテルハを組み

込んだ搬送・荷下ろしシステムを計画した。 
 解体作業において必要な搬送・荷下ろし作業は，大

きく分けると以下の３つに分類される。①外壁の取外

しや梁・柱・デッキプレートなどの解体材を荷下ろし

開口まで水平搬送する作業，②解体した材料を閉鎖空
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間から地上まで垂直に荷下ろしする作業，③重機や資

材を次の解体階に荷下ろしする作業である。 
本工法では特別に，②の作業は 100ｍ以上の高い揚程

が，③の作業は 15ｔ以上の吊荷重が要求される。在来

工法では，クローラークレーンやタワークレーンが①

～③の作業能力を満たすが，本工法では①の作業に対

しては天井走行クレーン，②の作業に対しては高揚程

テルハ，③の作業に対しては大荷重テルハを配置し，

使い分けることにより各々の作業要求を満たす計画と

した。（図-9） 
4.2.8  天井走行クレーンの計画 
 天井走行クレーンは，主に閉鎖空間内で解体材を水

平搬送するために用いる。吊荷重は解体材の最大重量

から 4.8ｔ，揚程は１フロアの階高を参考に６ｍとした。

また，外壁を撤去する際に仮設柱を避けて走行できる

よう，クレーンガータを親子式にして伸縮する滑り出

しクレーンとした。クレーンの配置は，建物長辺方向

に２台，同じく短辺方向に２台の合計４台とした。こ

の仕様と配置により解体階の全範囲で作業可能となっ

た。（写真-1，写真-2） 
4.2.9  天井走行クレーン交差計画 
 天井走行クレーンの配置は，作業範囲を最大にする

ため，Ｘ通り方向のクレーンとＹ通り方向のクレーン

の走行路が交差する配置を取った。サスペンション式

（吊り下げ式）の天井走行クレーンでは走行路が交差

する配置をとる例は少ないが，作業範囲の拡充のため

交差配置とした。直交するクレーンのサドルが通過で

きるようにクレーンレール直交部にクリアランスを設

け，８輪の多輪式サドルを採用した。天井走行クレー

ン交差部の設置状況を写真-3 に，そのサドルを写真-4
に示す。この配置によりフロアと外壁のほとんどを作

業範囲に納めることを可能とした。 
4.2.10  衝突防止機構の概要 
本工法で用いるクレーンは，複数のクレーンや仮設

柱が平面的に交差するので，レーザスキャナを用いた

クレーン衝突防止装置を設置した。これはレーザスキ

ャナを用いてクレーンの動作に対する障害物を３次元

的にスキャニングし，障害物への衝突前にクレーンを

自動停止させるものである。 
4.2.11  高揚程テルハの計画 
 高揚程テルハは，主に解体材の荷下ろし用として２

台設置した。荷下ろし材の最大重量設定から８ｔ吊と

し，100ｍ以上の揚程を持つ。荷下ろし専用で広い作業

範囲が不要なので横行はせず，一方向に走行するだけ

のテルハ方式とした。（写真-5） 

 
図-9 クレーン配置計画（Ｒ階平面図） 

Fig.9  Scheme for setting up the ceiling traveling crane 

 

  

  写真-1 ｸﾚｰﾝ滑り出し前      写真-2 ｸﾚｰﾝ滑り出し後 

 Photo 1  Before working the     Photo 2  After working the  

         crane                         crane 
 

  
     写真-3 ﾚｰﾙ交差部       写真-4 天井走行ｸﾚｰﾝｻﾄﾞﾙ 

Photo 3 An intersection       Photo 4 A saddle of the cailing 

        of the rail                    traveling crane 
 

  

写真-5 高揚程テルハ    写真-6 大荷重テルハ 

 Photo 5 A telpher with high    Photo 6 A telpher with large 

          lifting height                 lifting capacity 

 

4.2.12  大荷重テルハの計画 
 大荷重テルハは，主に重機・資材の盛替え用に用い

る。解体作業には機体重量が約 14 トンの重機を使用す

るため 15ｔ吊とした。高揚程テルハ同様の理由でテル

ハ方式としている。（写真-6） 
 
4.3  施工実施計画 
 本工法システムの施工計画図（断面図）を図-10 に示

す。高揚程テルハ直下の床スラブを，鉛直方向に連続

して先行解体し，荷下ろし開口を２カ所設けた。既存
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ELV シャフトはコンクリートガラ専用の荷下ろし開口

として一部利用し，搬出のための積み込み作業も建物

内で実施した。 
 

 
 

 

図-10 施工計画図（断面図） 

Fig.10  General temporary work scheme 

 

5.  実施適用結果 
 
5.1  基準階解体 
 基準階解体のサイクル工程を図-11 に示す。１日目

に南側の床スラブ及び内部梁の解体を行い，２日目に

北側の床スラブ及び内部梁の解体を行った。スラブの

解体は，カッターと重機による圧砕工法の併用で行っ

た。カッターによる切断は解体階で行い，重機による

圧砕は，１フロア下の階に重機を据え置いて行った。

重機によるコンクリートの破砕は，解体階の 1 フロア

下の階で行い，随時専用の荷下ろし開口から下ろした。

切断した大梁，小梁は高揚程テルハにて搬出を行った。

２日目の夜間より外壁の撤去を開始し，３日目までに，

全ての外壁の撤去を完了した。外壁の撤去，荷さばき

には天井走行クレーンを用い，北側の高揚程テルハを

用いて下ろした。南側の高揚程テルハを用いて柱，梁

の鉄骨を下ろし，４日目までに全ての解体部材の搬出

を完了させた。４日目には，ジャッキダウンの準備を

開始するが，写真-7 のように上部に吊り上げられてい

た梁Ａ及びジャッキを次の解体階の決められた場所の

外周大梁上に下ろす。その後，ジャッキの点検及びジ

ャッキ位置の微調整を行い，極僅かな荷重をかけ位置

ずれを防ぎ，準備完了とした。 
 

 

図-11 基準階解体のサイクル工程（平面図） 

Fig.11  Process for the demolition system at the based floor 

 

 
写真-7 ジャッキおよび梁Ａの設置状況 

Photo 7  Setting up the jack and beam A 

 

ジャッキ 

ジャッキ  

  
 降下 

 梁 A 

 梁 A 

 

 降下  梁 A 
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5.2  ジャッキダウンの実施 
ジャッキダウンは，計測室にてジャッキの操作・挙

動を把握すると共に，仮設柱の変位および鉄骨のひず

みをリアルタイムに監視しながら実施した。 
 解体階では常時ジャッキの可動状況を目視で監視し

た。解体階より 1 フロア下の階の監視については，ジ

ャッキダウン直後の梁Ｂのスラブ通過完了まで監視を

行い，その後，解体階より 2 フロア下の階へ移動し，

梁Ｂが既存大梁上に着床しジャッキダウン全行程が完

了するまで監視を行った。 
 本適用物件の基準階高は 3925ｍｍである。今回使用

したジャッキのシリンダーストロークは 150ｍｍであ

り，シリンダーが上下移動を繰り返すことにより閉鎖

空間全体を１層分降下させた。シリンダーの稼働状況

を写真-8 に示す。 
 各階の解体工事完了後のジャッキダウンは，２時間

程度で完了することができた。これは，全体の安全確

認を行いながら作業を進める上で，適正な速度であっ

た。 
 写真-9,10 にジャッキダウン前後の内部状況を示す。

全てのジャッキダウンにおいて，12 台のジャッキは同

期を維持し，安全に降下することができた。 
 
5.3  解体工事の経過状況 
閉鎖空間構築直後から全ての工事を完了するまでの

工事進捗状況を写真-11 に示す。 
 

写真-9 ジャッキダウン前の内部状況 

Photo 9  Safety and automatically jack-down system 

         (before jack-down) 

 

 基準階解体は，閉鎖空間構築後５ヶ月間で 24 フロア

の解体と 21 回のジャッキダウンにより完了し，ジャッ

キダウンによる下階への盛り替えが安全に行えること

が実証できた。その後，外周足場を地面に自立させ，

既存建物と足場のつなぎ材を撤去し，２階立ち上がり

部分の解体と閉鎖空間全体の解体を行った。 
 解体工事期間中における悪天候による作業不能日は

発生せず，工事工程を予定通り終了することができた。

また，地震や強風時における閉鎖空間全体の変位およ

び仮設柱の鉄骨ひずみも，モニタリングによりデータ

採取ができ，外乱時の構造的安全性も確認できた。 
 

 
 

写真-8 シリンダーの可動状況 

Photo 8  Process for moving the cylinder 

 

 

 

写真-10 ジャッキダウン後の内部状況 

Photo 10  Safety and automatically jack-down system 

         (after jack-down) 
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写真-11 外観による解体工事の進捗状況 

Photo 11  Work proceeding situation 

 

6.  まとめ 

 
本閉鎖型解体工法を実施適用して得られた知見を以

下にまとめる。 
・本工法は，全ての作業を内部で行うことから，在来

の解体工法による解体工事と比較して，工事騒音，工

事粉じんの飛散，コンクリートガラ小片の飛来落下な

ど，外部への影響を大幅に低減できた。 
・閉鎖空間を構築する構造体の下階への盛り替えに，

ジャッキダウン機構を採用したが，本工法での操作安

定性，安全性，効率性など，その有効性が実証された。 
・今回，各種のクレーンを組み合わせて作業を行った

結果，在来的な解体工事と同等以上の安全性と効率性

を確認できた。 

7.  あとがき 
 
本工法は，100ｍ以上の超高層建物において最上部の

構造体を利用して閉鎖空間を構築し，その内部で全て

の解体作業を行い，１フロア解体するごとに閉鎖空間

のジャッキダウンを実施した。 
 その結果，解体作業が安全かつ効率的におこなえる

こと，近隣の方々が解体工事を意識することなく，順

調に工事を実施できることが実証された。 
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