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1.  はじめに 
 

本建物の解体工事は，表-1 の建物概要に示すように，

地上部の構造は鉄骨造，建物高さ 138.9m，地上 39 階，

塔屋 1 階，地下 2 階の延床面積 67,750m2で，ホテルと

して使用されていた建物である。本建物は，1980 年 3

月に着工，1982 年 11 月に竣工し，工期 32 ヶ月間で施

工された。ホテルとしての開業は 1983 年 3 月より開始

され，閉館される 2011 年 3 月までの 28 年間営業を行

った。閉館後 2011 年 4 月から 6 月までの期間は，東日

本大震災における仮設住宅と使用され，その後再開発

を目的に解体に至った。 

本建物の解体工事においては，建物高さが 138.9m と

過去に実績のない建物高さであることにより，工事の

安全性を確実に確保する必要があった。また建物の立

地条件から，解体工事中の近隣環境への配慮が も重

要であると発注者からの要望があった。そこで，当社

が開発した閉鎖型解体工法「テコレップシステム」を

提案し採用された。テコレップシステムは，当社が超

高層建物に特化した解体技術として 2010 年までに開発

を完了し，すでに 2011 年に第 1 号適用物件として東京

駅近郊のオフィスビル（高さ 105m）にて実施適用を完

了している。今回の建物は第 2 号適用物件となる。 

 

2. テコレップシステムの概要 
 

2.1 テコレップシステムのコンセプト 

テコレップシステム（TECOREP System：Taisei 

Ecological Reproduction System の略）は，「閉鎖型によ

る環境配慮」，「上層階からの安全な解体」，「エネルギ

ーの転換」の三つのコンセプトから構成されている。 

コンセプト 1「閉鎖型による環境配慮」は，閉鎖空

間の内部で全ての解体工事を完結することで，工事騒

音の抑制，粉塵および解体材の飛散防止など，従来問

題となっていた近隣環境問題を改善することができる。

解体によって発生する鉄骨やコンクリートガラは，解

体空間の天井に設置した天井走行クレーンによって水

平搬送し，テルハクレーンによって垂直搬送を行う。

閉鎖空間の構築は，既存建物の屋根フレームを利用す

ることで，仮設材の使用量を軽減した。閉鎖空間の中

で全ての解体工事を行うことから，荒天候に左右され

ず工事の遅延が生じないことから工期短縮に繋がる。 

コンセプト 2「上層階からの安全な解体」は，閉鎖

空間の中で上層階から 1 フロアないし 2 フロア解体す

る毎に，キャップ構造を下階へ自動降下するシステム

を開発したことで実現できた。解体作業中，ジャッキ

ダウン中など全ての状況下において、このキャップ構
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表-1 建物概要

Table.1  Building outline 

着工 1980年 3月

竣工 1982年11月

開業 1983年 3月

閉業 2011年 3月 （築28.4年）

構造
地上：鉄骨造
地下：鉄骨鉄筋コンクリート造

建築面積 3,098㎡

延床面積 67,750㎡

フロア
形状

雁行形式（68m×44m）
基準階面積約1,400㎡

階数 地上39階、搭屋1階、地下2階

高さ 138.9m

客室 761室

収容
人数

1,454人写真-1 外観写真

Photo.1  External appearance 
of building 
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造は耐風・耐震安全性を確保できるように設計を行っ

た。 

コンセプト 3「エネルギーの転換」は，解体材を荷

下ろしする際に，回生ブレーキを利用した発電システ

ムを開発し，荷下ろし揚重機の動力として利用するだ

けではなく，内部の照明などの他の電力にも使用でき

るように改良した。本システムは荷下ろしを行う高さ

が長いほど，発電量を多く確保できることから超高層

建物における解体工事でより効果を発揮する。 

図-1 にテコレップシステムの基本概念図を示す。 

2.2 テコレップシステムの環境性能 

2.2.1 工事騒音の遮音効果 

 テコレップシステムは，キャップ構造の閉鎖空間内

で全ての解体工事を行うことから，従来的な解体工法

では達成できない遮音性能を実現できる。図-2 には，

従来の解体工法のように上面が解放されている場合と

テコレップシステムのように閉ざされている場合，工

事騒音の外部への影響の比較解析結果を示す。図より

上面が閉鎖されていることで外部への工事騒音影響が

大幅に低減できることが確認できる。キャップ構造と

することで，-20dB の低減が可能となった。 

2.2.2 工事粉塵の飛散抑制効果 

 工事粉塵の飛散は，遮音性能と同様にキャップ構造

により大幅に抑制される。図-3 に従来の解体工法のよ

うに上面が解放されている場合と，閉ざされている場

合による工事粉塵の外部への影響の解析結果を示す。

図より，飛散する粉塵濃度はキャップ構造が構築され

ていないと飛散濃度が大幅に上昇することがわかる。

上面が塞がれている場合は，風の影響がほぼ無いこと

と散水により沈降させた粉塵の乾燥速度が遅いことか

ら，より飛散抑制効果が高いものと推察される。重量

比で 90％以上の抑制効果が見込める。 

2.3 テコレップシステムの標準的構築手順 

 テコレップシステムの標準的構築手順を図-4 に示す。

テコレップシステムでは，既存建物の 上階部分の構

造体を利用して上面の蓋を構築する。そのため構造安

全性を考慮して，利用部分を構造解析で決定する（手

順①）。 

そして，外周部の 上階付近より養生足場を吊下げ

支持で設置する。足場を設置する範囲は，解体するフ

ロア数＋1 フロア分が覆われるようにする。水平搬送

用の天井走行クレーンと垂直搬送用のテルハクレーン

は，解体手順を考慮して設置場所および範囲を決定す

る（手順②）。 

その後，キャップ構造を支えるための仮設柱と 2 フ

ロア解体毎に自動降下させるための油圧ジャッキとそ

の設備を設置する。油圧ジャッキは仮設柱内に配置さ

れていることから，設置工事は仮設柱と同時に行う

（手順③）。 

キャップ構造の構築後は， 上階外周部の既存柱を

残すように， 上階の内部柱および床，外壁の解体工

事を行う（手順④）。 

図-2 工事騒音の遮音効果 
Fig.2  Simulation of noise-reduction 

図-3 工事粉塵の飛散抑制効果  
Fig.3  Simulation of dust-reduction effect

従来工法 テコレップシステム

従来工法 テコレップシステム

図-1 テコレップシステムの概念図

Fig.1  Main functions of the capped section 
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テコレップシステムに必要な設備が全て配置された

後は，外周部の既存建物の柱を残した状態で各種機器

の点検を行う。そしてキャップ構造の荷重を既存建物

の外周柱から仮設柱へ段階的に移行する（手順⑤）。 

このとき油圧ジャッキにかかる荷重，キャップ構造

の変位，仮設柱の歪みなどをリアルタイムに計測しな

がら実施する。荷重を完全に仮設柱で受け換えた後は，

階高調整するための調整ジャッキダウンを実施する

（手順⑥）。 

その後は，テコレップシステムで囲まれている部分

のフロアを解体する毎に，解体工事を行ったフロア分

のジャッキダウンを繰り返し解体工事を進める（手順

⑦⑧⑨）。 

その後，テコレップシステムの外部養生足場が地上

に着床するまで解体とジャッキダウンを繰り返し，構

造体を利用した既存建物の 上階部分の解体と共に油

圧ジャッキなどの設備機器を取り外し，テコレップシ

ステムの解体を完了することで，全ての解体工事を完

了する（手順⑩⑪⑫）。 

 

3. 本建物の解体工事実施内容 
 

3.1 工事工程 

 解体工事は，2011 年 9 月より内装解体およびアスベ

スト除去工事より順次開始し，躯体解体を 2012 年 6 月

より開始した。表-2 は躯体解体開始から完了までの解

体工事工程表を示す。テコレップシステムの構築は，

2012 年 6 月より 10 月までに完了し，動作確認や計測

準備などを行ったのち，2012 年 11 月 13 日に第一回目

のジャッキダウンを行った。全 17 回のジャッキダウン

と解体工事を繰り返し工事を進め， 終ジャッキダウ

ンを 2013 年 5 月 18 日に行い，テコレップシステムが

地上に着床した。その後，概ね 1 ヶ月間でテコレップ

システムの解体を行い，2013 年 7 月上旬に本工事を全

て完了した。全工程 21 ヶ月間のうち，テコレップシス

図-4 閉鎖型解体工法の構築手順

Fig.4  Steps for setting up the TECOREP system 

① ② ③ ④ 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 

表-2 解体工事工程表 
Table 2  Demolition works schedule 

本工法組立までの状況

2012年
6月

7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年
1月

2月 3月 4月 5月 6月 7月

仮設ｸﾚｰﾝの設置 仮設ｸﾚｰﾝの解体

最上部先行解体 折板屋根設置

補強鉄骨の設置

足場地組 足場吊上げ

仮設柱・油圧ｼﾞｬｯｷ設置

天井走行ｸﾚｰﾝ・テルハ設置

解体工事（テコレップシステム）

解体工事（テコレップシステム）

テコレップシステムの解体

40F 31F

30F 3F
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テムによる躯体解体は，13 ヶ月間であった。 

3.2 工事計画 

 テコレップシステムによる解体工事計画の実施計画

概要のモデル図を図-5 に示し，仮設柱の仕様を写真-2

に示す。 

閉鎖空間を大空間として解体作業の効率化を考える

上で，既存建物の大梁は H-500×200×10×16 と剛性が

高くないことから，PHRF と RF の大梁および RF 立上

りの柱を利用し，斜材を追加することによりトラス構

図-6 総合仮設図

Fig.6  Overall work scheme for temporary installations 

1F

2F

RF

PHRF

図-5 テコレップシステムの実施計画概要

Fig.5  Outline of actual Tecorep system used 

キャップ構造総重量：1500 ton 
（仮設柱 15 本配置） 

既存柱：H-418×412×25×30 

既存大梁：H-500×200×10×16 

既存利用鉄骨重量：550 ton 

2 層解体エリア

安全エリア 

仮設柱

仮設柱

仮設柱

外部養生足場

テルハクレーン：2 機（最大荷重 8t）
天井走行クレーン：2 機（最大荷重 4.9t） 

天井走行クレーン

テルハクレーン 

PHRF 大梁 

追加斜材

RF 立上り柱

RF 大梁

天井走行クレーン

キ
ャ

ッ
プ
 

構
造

部
分
 

写真-2 仮設柱の仕様 
Photo.2  Temporary support column 

水平ｶﾞｲﾄﾞ 
H-200x200

仮設柱 
2xBBox700x300

200ton 油圧ｼﾞｬｯｷ 
（ｹｰﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ）

支持梁 
BH-400x450 
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造を構築した。利用した既存建物の鉄骨量は，約 550

トンであった（図-5）。外周の養生足場は，RF の外周

大梁より吊下げ方式で 8 段設置し，基準階フロア 3 層

分を覆った。3 フロアのうち上 2 フロアは連続して解

体工事を行い，下 1 フロアを養生足場とラップさせる

ことで，解体部材の飛来落下や作業員の安全を確保し

た。キャップ構造全体の総重量は，屋根の鉄骨，外周

養生足場，その他の設備を含め 1500 トンであった。キ

ャップ構造を支える仮設柱は，図-6 に示す平面図のよ

うに 15 本を建物外周部にバランスを考慮して配置した。

総重量 1500 トンのキャップ構造を 15 本の仮設柱で支

えるため，仮設柱 1 本当りの軸力は約 100 トンであっ

た。 

本工事における総合仮設図を図-6 に示す。RF の梁上

に荷下ろし用のクレーン（テルハクレーン）を左右 2

箇所に設置し， 大吊り荷重は 8 トンとした。中央部

付近の既存エレベータシャフト 1 箇所は，コンクリー

トガラの荷下ろし専用の開口として使用した。RF 梁

下には，水平搬送用の天井走行クレーンを中央より左

右に各 1 台設置し， 大吊り荷重は 4.9ｔとした。テ

ルハクレーンと天井走行クレーンは使用状況により，

交差する場合があることから，衝突防止センサーを取

り付けることで安全性を確保した。床補強用のサポー

トは，重機を据え置くことを想定し 3 フロア分設置し

た。解体作業は重機による圧砕工法とし，小型重機 2

台，中型重機 3 台の合計 5 台を使用して 1 フロア 4 日

ペースで工事を進めた。RF には，荷下ろし用のクレ

ーンオペレーター室，キャパシタ，ジャッキダウン制

御室，油圧ジャッキのポンプユニット，換気用の送風

機，除塵装置，散水用タンクなどを配置した。下階で

は，1F でコンクリートガラとスクラップなど，2F で鉄

骨，外壁（アルミパネル）の解体材の集積・分別を行

い，2 フロアで並行作業を行うことで解体材の仕分け

および搬出の効率を上げた。 

3.3 本工事におけるジャッキダウン機構 

今回使用するジャッキダウン機構の手順を図-7 に示

す。ステップ①は 2 フロアの基準階解体として，nF 立

上りおよび n+1F 立上りの解体工事を行う。2 フロアの

解体が完了するとカンヌキ 1 を n+2F レベルから nF に

移動し，ジャッキダウン作業の準備が完了となる（ス

テップ②）。この段階ではカンヌキ 1 とカンヌキ 2 が床

上に着床していてるが，荷重はカンヌキ 2 で支持して

いる。次に 30～40 ミリのジャッキアップを行うことで

図-7 ジャッキダウンシステム

Fig.7  The temporary columns (Plans for an automatically jack-down system) 

n+2F 立上り

n+1F 立上り

写真-3 ジャッキストローク状況

photo.3  Jack-stroke cycle 

①ｸﾞﾘｯﾊﾟｰの開放  → ②ｼﾘﾝﾀﾞｰ上昇 → ③上昇完了(175mm) → ④ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ閉・降下

⑤50mm 降下・確認 → ⑥100mm 降下・確認→⑦150mm 降下・確認→⑧定着ﾓｰﾄﾞで降下

吊り材（ストランドワイヤー） 
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荷重をカンヌキ 2 からカンヌキ 1 に移行し，床面より

浮いたカンヌキ 2 を折りたたみ，降下の準備完了とな

る（ステップ③）。ステップ④では荷重をカンヌキ 1 で

支持しつつ，油圧ジャッキを使用しジャッキダウンを

行う。油圧ジャッキは，写真-3 に示すようにジャッキ

上部がシリンダーになっており，この部分のピストン

動作により仮設柱中央に配置した吊り材（ストランド

ワイヤー）をグリップし，伸ばしたジャッキのシリン

ダーを縮める動作を繰り返すことで，ジャッキダウン

を継続する。ジャッキのシリンダーストローク量は

大 175mm であった。ステップ⑤では，所定のジャッキ

ダウンを完了する直前で，折りたたんでいた全てのカ

ンヌキ 2 を開きレベル確認を行い，定着モード（荷重

制御モード）によりカンヌキ 2 を着床させ，ゆっくり

と荷重をカンヌキ 1 よりカンヌキ 2 に移行する。ステ

ップ⑥でカンヌキ 1 を床上より引き上げジャッキダウ

ンを完了とし，再び基準階解体工事を開始する。 

3.4 テコレップシステム構築の準備工事 

 テコレップシステム構築の準備工事は，2012 年 6 月

より 10 月まで行った（表-2）。準備工事は屋上階に仮

設クレーン OTS60-HN を 1 機，OTS-120N を 2 機を設

置して（図-8，写真-4），足場の吊り上げ，補強材の揚

重及び取付，仮設柱，天井走行クレーンおよびテルハ

クレーンの設置・組立などを行った。その後，油圧ジ

ャッキの設置および調整を行い，PHRF に屋根を施工

し，仮設クレーンの解体・撤去によりテコレップシス

テムの構築を完了とした。以下に準備工事の一部を示

す。 

写真-5 は，テコレップシステムの外周部養生足場の

設置状況を示す。外周養生足場は，地上で枠組み足場，

防音パネルおよび透光パネルなどを組み立て，落下養

生ネットなど施し，OTS-120N②より L 字のユニットで

写真-5 足場工事 
Photo.5  Preparatory works (assembling temporary screen) 

地上での地組状況

L字ﾕﾆｯﾄの吊り上げ状況(拡大)

L 字ﾕﾆｯﾄの吊り上げ状況（全体）

（OTS-120N による吊り上げ状況）

写真-8 内部中央 
Photo.8  Internal view of jack system 

テコレップシステム構築完了後の中央からの内観状況 

写真-4 仮設クレーン

Photo.4  Temporary cranes

OTS-120N② OTS-120N①

OTS60-HN 

図-8 仮設クレーン計画

Fig.8  Temporary crane plan 

写真-6 補強鉄骨取付状況 
Photo.6  Steel reinforcing works 

写真-7 屋根工事

Photo.7  Roof work 

RF と PHRF 間の斜材設置状況

折板屋根の設置 

写真-9 仮設柱 
Photo.9  Temporary support column 

仮設柱

既存建物外周柱

油圧ジャッキ

カンヌキ 1水平ガイド
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吊り上げ設置を行った。ユニット数は全部で 35 ユニッ

トとし，1 ユニット 4～5 トン程度の重量とした。吊り

上げ後は RF の既存外周大梁より持ち出したブラケッ

ト鉄骨により吊下げ方式で固定し，随時隣との連結行

うことで全周連結を行った。写真-6 に PHRF と PF 間

の補強材として設置した斜材（[-180×75）の設置状況

を示し，写真-7 に屋根の施工状況および設置完了状況

を示す。屋根は，折板屋根を使用し，RHRF の大梁鉄

骨より下地のフレームを組み全面に設置した。ただし，

外壁面に接する部分には換気用の隙間を設けた。テコ

レップシステム構築完了後の基準階中央部からの内観

を写真-8 に示し，仮設柱設置完了後の状態を写真-9 に

示す。 

3.5 テコレップシステムによる解体工事 

 テコレップシステムによる解体工事は，2012 年 11

月上旬より開始し 2013 年 7 月上旬に完了した。 

 建物の解体は，図-5 で示したように 2 フロア解体毎

に 1 回のジャッキダウンを行い工事を進めた。全 17 回

のジャッキダウンと基準階解体工事を繰り返しながら

工事を進めた。初回のジャッキダウンは，キャップ構

造の荷重を既存建物の外周柱からテコレップシステム

の仮設柱に移行後，階高調整を目的として行った。荷

重移行をする前に油圧ジャッキの性能試験を行い，問

題がないことを確認した。荷重移行直後にキャップ構

造全体の重量，各仮設柱の荷重，キャップ構造の変位，

仮設柱の歪みなどの計測を開始した。 

基準階解体の状況を写真-10 の①～⑨に示す。基準

階の解体工事は，重機を 5 台使用して 1 サイクル（2

フロア）8 日間を基本として行った。1，2 日目に 1 フ

ロア目のコンクリートスラブと内部鉄骨柱・梁の解体

および荷下ろしを行い，3，4 日目に 2 フロア目のコン

クリートスラブと内部鉄骨柱・梁の解体および荷下ろ

しを行った。5，6 日目に 2 フロア分の外壁，外周鉄骨

柱･梁の解体および荷下ろしを行い，7 日目に重機を下

階に移動し，場内整理およびジャッキダウン準備後，8

日目にジャッキダウンを行った。 

 第 16 回目のジャッキダウンで外周足場が地上に着床

した。その後，外周足場を自立させトラス屋根から切

り離す工事を行った。第 17 回（ 終回）ジャッキダウ

ンでは，自立した外周足場の内側にトラス屋根を構築

した PHRF と RF をスライドさせ完了とした。その後

は約 1 ヶ月をかけ，油圧ジャッキおよびポンプユニッ

トの撤去，カンヌキ 1，2 の撤去，折板屋根の解体，テ

ルハクレーン，天井走行クレーンの撤去，足場の解体

と共に PHRF と RF の解体を行い， 後に仮設柱の撤

去を行うことで解体工事の全工程を完了した。 

各回のジャッキダウンの状況を写真-11 に示し，各回

毎のジャッキダウン毎の建物高さの推移を写真-12 に示

す。 

 

4. まとめ 
 

 今回 140m の超高層建物をテコレップシステムにて

解体をしたことで，本工法の特徴である閉鎖型解体工

法の有効性を改めて実証することかできた。工事騒音

の遮音効果や粉塵飛散抑制効果といった近隣環境に対

する直接的な効果のみならず，解体工事を外から見せ

ないことによる間接的な効果があることも把握できた。

高所での作業の安全確保は，キャップ構造の構造安全

性の実証，ジャッキダウンシステムによる高所足場の

自動盛替えの実施確認などにより，高い作業安全性が

得られることが立証できた。前回の適用物件が整形な

写真-10 基準階解体状況 
Photo.10  Demolition of typical floor 

①0日目
ジャッキダウン直後基準階解体準備 

②1 日目 
n-1 階立上り内部床及び梁解体 

③2 日目
n-1 階立上り内部床及び梁解体，解体材の
荷下ろし 

④3 日目 
n-2 階立上り内部床及び梁解体 

⑤4 日目
n-2 階立上り内部床及び梁解体，解体材の
荷下ろし 

⑥5 日目 
解体材の荷下ろし，n-1，n-2 階の外壁解体

⑦6 日目
解体材の荷下ろし，n-1，
n-2 階の外壁解体 

⑧７日目
解体材の荷下ろし，重機先
行下階移動 

⑨８日目
安全点検，ジャッキダウン
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建物形状であったのに対して，今回は非整形の建物へ

の適用であり，建物形状の制約に対してテコレップシ

ステムの基本計画を応用することで充分に対応できる

ことを確認した。 

 

5. あとがき 
 

 高さ 138.9m の超高層建物をテコレップシステムによ

り解体工事を行ったことは，解体工法の一つの方法と

して国内外に大きなインパクトを与えたと確信してい

る。超高層建物の解体は，国内のみならず海外でも必

要に迫られており，今後再開発などによる建て替え需

要が増えた場合は，従来型（海外での爆破解体も含む）

の解体工法ではなく，あらゆる意味で環境に配慮され，

都市型に適した解体工法が求められるケースが増える

と予想される。閉鎖型解体工法である「テコレップシ

ステム」が将来の超高層解体工法における標準的手法

の一つになるように更なる技術の向上に努めたい。 

 

社外表彰 
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・第 14 回国土技術開発賞 優秀賞 

・平成 24 年度日本建設機械施工協会 会長賞 

・平成 24 年度日本騒音制御工学会 空間デザイン賞 

・2013 年日本建築学会賞(技術) 

・平成 25 年度エンジニアリング協会 功労者賞 

・平成 25 年度日本鋼構造協会 業績賞 
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写真-12 ジャッキダウン実施状況（外観）

Photo.12  Jack-down work progress (external view) 

写真-11 ジャッキダウン実施状況（内観）

Photo.11  Jack-down process (internal view) 

ジャッキダウン開始 ジャッキダウン終了

-0m -1.5m -3.0m -4.5m -6.4m

写真-13 工事中の建物外観 
Photo.13  Simulation of before and during demolition 


