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1.  はじめに 
 

超高層建物の解体工事において作業エリアを屋根と

壁で覆う超高層建物閉鎖型解体工法「テコレップシス

テム」(以下，本工法) は，上部が開放されている従来

の解体工法 (以下，在来工法) と比べて，解体騒音の

低減，解体部材の落下防止が図れる等のメリットに加

え，解体時に発生する粉塵の近隣への飛散量を低減す

る効果も期待できる。そこで本報では，本工法により

解体された建物を対象に，実測と数値解析により，解

体作業空間 (以下，閉鎖空間) 内部の換気性状と外部

への粉塵飛散抑制効果を検討した結果を報告する。 

 

2.  対象とした解体工事 
 

2.1  工事概要 

 本工法により解体が行われた東京都内の地上 39 階，

建物高さ 139m，基準階床面積 1,485m2，鉄骨造の超高

層建物の解体工事を対象に調査を行った。図-1(1) に示

すように，閉鎖空間は，昇降機能付の仮設柱で支えた

折板屋根，及び既存外壁と防音パネルによる壁面で構

成されている。一度のジャッキダウン (JD) から次の

JD までの間に N 階と N-1 階の 2 層を解体する。図-1(1) 

は，N 階解体後のイメージである。本工事の詳細は文

献 1 参照。 

2.2  閉鎖空間内部の換気計画 

 閉鎖空間の換気計画は，外部への粉塵飛散量だけで

なく，粉塵や温熱等の作業環境や工事騒音の遮蔽性能

等にも影響する。そこで本工事における換気計画の立

案においては，まず，表-1 に示すような換気量の大小 

(ここでは，自然換気のための換気開口の大小) による

各環境要素への影響を整理した。これらのトレードオ

フ要件を満足することを目標とし，既往の調査 2,3)等を

参考に，図-1(1)及び図-1(4) に示すような，折板屋根の

外周部に幅 200mm 程度の換気開口を配置する計画とし

た。その計画意図は以下の通りである。 

1) 閉鎖空間の も気温が高くなる 頂部を排気口，

下部の荷下し用床開口を給気口とする温度差による

自然換気を行う。これにより，地上階から建物内へ

進入して荷下し開口を上昇する気流を形成し，周辺

の屋外歩行者空間への粉塵流出を抑制する。 

2) 給排気口間の鉛直距離を 大にし，自然換気効果を

大化することで，屋根外周部の換気開口面積を

小限に抑える。 

3) 閉鎖空間を換気効率の高い置換換気とし，閉鎖空間

下部の作業エリアの作業環境 (夏期の温熱環境，粉

塵環境) の確保を，少ない換気量 (粉塵の排出抑制) 

で行う。ただし，自然換気量が小さい時の発塵や発

熱に備え，外気を確実に作業エリアに給気するため

の機械給気装置 (本工事では，軸流式 400φ，消費

電力 1.5kW の仮設用送風機， 大同時稼働台数 5

台) も設置する。 

4) 置換換気で内部の気流を静穏にし，閉鎖空間内で粉

塵を重力沈降させ，外部への飛散量を低減する。 

5) 解体階の騒音源から開口部までの距離を大きくし，

距離減衰効果を得る。 
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表-1 換気開口の大小による各要素への影響 
Table 1  Influence of ventilation opening on environmental element 

環境要素 換気開口が大きい場合 換気開口が小さい場合 

1. 粉塵 解体に伴う粉塵の外部への

飛散量の増加 
換気不足による内部の粉塵

濃度の上昇 
2. 温熱 冬期の強風 (冷風) による

作業環境の寒冷化 
夏期の排熱不足による作業

環境の暑熱化 
3. 騒音 解体に伴う騒音の外部への

遮音性能の低下 
密閉化による内部の音圧レ

ベルの上昇 
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3.  換気・粉塵に関する実測 
 

3.1  実測概要 

 1 つの解体サイクル (JD 後，2 フロアを解体し，次

の JD 前まで) を 1 期間とし，表-2 に示す 2012 年 12 月

～2013 年 2 月の 3 期間で実測を行った。この期間は，

外気温が低いため，温度差による自然換気量が大きく

粉塵が外部へ飛散しやすくなる時期と考えられる。 

 表-3，表-4 にそれぞれ，粉塵・換気関連の測定項目，

測定機器を示す。また，図-1 に各測定機器の設置場所

を示す。ただし，解体工事が進行している中での測定

であり，計測機器の移設や信号線の盛替え等による測

定の中断も多く，表-3 の項目が全て同時に計測できた

期間は少なかったため，以降で示す結果は，測定内容

により測定日時が異なる。 

3.2  換気に関する実測結果 

 図-2 に，実測期間のうち特に日射量が安定していた

12 月 11 日の作業時間帯 (8:00～17:30) の結果を示す。

図-2(3) に示す換気開口部の通過風速は，鉛直上向き 

(屋外への排気) を正としている。 

 屋根面や東面，南面が日射により温度が高くなって

おり (図-2(1))，内部の気温を外気温よりも高くしてい

る要因の 1 つと考えられる (図-2(2))。作業時間帯に特

に内部の温度が高くなる原因は，発熱を伴う解体機械 

(油圧圧砕機 0.45m3 級×2 台，0.25m3 級×3 台) の影響

と考えられる。また，閉鎖空間上部ほど気温が高いこ

とで，内外温度差による自然換気が発生していたと考

えられ，外部風速の変化によらずほとんどの時間帯で，

換気開口部で排気となっている (図-2(3))。 

 ところで，解体作業空間からの排気には，機械換気

装置による機械給気分と竪穴からの自然給気分が含ま

れる。そこで，これらの割合を確認するため，図-3 に，

表-2 実測期間 
Table 2  Measurement period 

期間(実質解体日数) 測定日 解体高さ 
1 12/10～21(9 日間) 12/11, 12, 13, 16(休工日), 19 GL+120~127m
2 1/19～30(8 日間) 1/21, 23, 26, 27(休工日), 28 GL+107~114m
3 2/8～19(7 日間) 2/9, 10(休工日), 14, 18 GL+75~82m 

 
表-3 測定項目 (○が測定したもの) 

Table 3  Measurement items 
 解体(N)階 R 階 PH 階開口部 

測定点 N1 N2 R1 R2 R3 PH1 PH2 PH3 PH4 PH5PH6

粉塵濃度 ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

粒径別粉塵個数   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

粉塵堆積量 ○ ○ ○ ○ ○    

開口通過風速     ○ ○ ○ ○ ○ ○
 

表-4 測定機器と測定時間間隔 
Table 4  Measurement Instruments and time interval 

測定項目 測定機器 センサ名 測定間隔

温度 T 熱電対 DC100(横河電機) 5 分間隔 
日射量 全天日射計 MS402(英弘精機) 5 分間隔 
粉塵濃度 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ粉塵計 LD-3K2 型(柴田科学) 1 分間隔 

粒径別粉塵個数 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀ KC-52(リオン) バッチ測定

粉塵堆積量 粉塵捕集用のトレーを期間毎に通期設置 
開口通過風速 風速センサ D6F-W(オムロン) 1 分間隔 
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図-1 解体作業空間の概要と測定場所 

Fig.1  Outline of demolition work-space and measurement location
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機械換気量と自然換気量を比較した結果を示す。機械

換気量は，1 台当りの定格風量に時刻別の稼働台数を

乗じた値の各期間の積算値，自然換気量は，開口面積

に各時刻の開口通過風速を乗じた値の各期間の積算値

から機械換気量を差し引いた値である。積算時間は，

休工日を除く測定日の作業時間帯 (8:00～17:30) とし

た。実際にはダクトの圧力損失等により，機械換気の

割合はさらに小さい可能性がある。3 期間共，自然換

気が支配的であることが分かり，計画で意図した換気

が行われていることが確認された。期間 3 で自然換気

の割合が減少しているのは，解体が進行し建物高さが

低くなり，煙突効果が小さくなったためと考えられる。 

3.3  粉塵に関する実測結果 

3.3.1  作業空間内各所の粉塵濃度分布 

 図-4 に，粉塵濃度が全測定点で継続的に測定できた

12 月 11 日 13:00～15:30 の測定結果を示す。図-4(2) は，

各測定点のカウント値を 13:00～15:30 で時間平均した

結果を測定点別に断面図にプロットしたものである。

質量濃度換算係数は場所により異なると考えられるた

め，粉塵計のカウント値 [cpm] のまま示す。 

 解体階 (測定点 N1, 2) は粉塵の発生場所に も近い

にも関わらず，R 階 (測定点 R1, 2) よりも小さな値と
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(1)  Horizontal global solar radiation and inside wall temperature
 

2

4

6

8

10

12

14

16

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

温
度
[℃
]

RFL＋7m
RFL＋3m
RFL＋1m
RFL－0.5m

外気温(気象庁観測値)

作業 作業 作業 作業

 
(2) 外気温と R 階から PH 階までの気温の鉛直分布 

(2)  Outside temp. and vertical distribution of inside temp. 
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図-2 実測結果(12 月 11 日) 
Fig.2  Results of measuremnets 
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図-3 機械換気量と自然換気量の比率 

Fig.3  Ratio between mechanical ventilation  
and natural ventilation 
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(2) 空間分布(時間平均値) 

(2)  Spatial distribution 
図-4 粉塵計のカウント値 

Fig.4  Count value of digital particle counter 
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なっている。これは解体階の作業環境を確保するため，

局所的に機械換気による外気導入を行っているためで

あると考えられる。一方，R 階に比べ PH 階開口部各

所 (測定点 PH1, 2, 4, 6) では小さい値となっている。

これは，閉鎖空間上部ほど，粉塵発生箇所 (解体階) 

との距離が大きいことに加え，重力沈降の効果により

粉塵個数が減少していることも要因と考えられる。 

3.3.2  解体床からの高さによる粒径分布の変化 

 前節で述べた重力沈降を確認するために，パーティ

クルカウンターにより粒径別粉塵個数を測定した。こ

こでは，PH 階開口部と R 階で測定し，この測定高さ

の差による粒径分布の違いを評価した。 

 図-5(1) に，12 月 19 日 14:38～14:56 の間に測定した

粒径別粉塵個数を，PH 階開口部 6 ヵ所と R 階 3 ヵ所

それぞれで平均化した結果を示す。また図-5(2) に，図

-5(1) の結果を，粉塵を球状粒子 (密度 2,000kg/m3) と

仮定し，粒径別の粉塵質量に換算した結果を示す。両

図共，R 階の全粒径の合計値を 100%としている。質量

換算では，計測値で 0.3~0.5μm の粒子は 0.4μm，

0.5~1.0μm は 0.75μm，1.0~2.0μm は 1.5μm，2.0~5.0μm

は 3.5μm，5.0μm 以上は 5.0μm とした。粒径別粉塵個

数 (図-5(1)) では，R 階に比べ PH 階開口部で，0.5μm

以上の粉塵が減少しており，全体で 10%程度減少して

いる。一方，質量換算 (図-5(2)) すると，R 階に比べ

PH 階開口部で，全体で約 50%の減少となる。 

 以上より，閉鎖空間上部ほど，粒径の大きい (重い) 

粉塵の個数が少なくなっていることが分かる。また，

全質量に対して 2.0μm 以上の粉塵が占める割合が大き

く，それらの個数の減少が全質量の減少，すなわち濃

度の減少に大きく影響していることが分かる。 

3.3.3  発塵の有無による粒径分布の変化 

 図-6 に，2 月 14 日の解体作業を停止 (休憩開始) し

た 15 時からの粒径別粉塵個数の時間変化を示す。ここ

では，PH 階開口部の測定点の 1 つ (PH1) を対象とし，

10 秒おきに連続でサンプリングを行った結果を，15 時

の各粒径の粉塵個数を 100%として表している。1.0μm

以上の粒径の粉塵個数が顕著に減少していることが分

かる。これは発塵源が無くなったことが主因と考えら

れるが，それだけが原因であれば，いずれの粒径も均

等に減少すると考えられる。従って，粒径の大きいも

のが重力沈降していることも原因の 1 つと考えられる。 

3.3.4  粉塵の閉鎖空間内堆積量と外部飛散量の推計 

 図-7 に粉塵の閉鎖空間内での堆積量と外部への飛散

量を推計した結果を示す。図-7(1) は，R 階と N 階に設

置した各粉塵捕集トレーに堆積した粉塵量を，R 階 3

ヵ所，N 階 2 ヵ所それぞれで平均した値である。粉塵

捕集トレーは，表-2 に示す各期間の初日に設置し，

終日に回収した。N 階の堆積量も，一時的に空間中に

飛散したものであり，もし解体作業空間を閉鎖してい

なければ，外部風により周囲へ飛散していた可能性が

高いと考えられる。N 階堆積量に比べ，R 階堆積量が

小さい理由は，N 階堆積量が発塵源に近いというだけ

ではなく，前述の通り，空間下部ほど粒径が大きい 

(重い) 粉塵の割合が多いことも要因の一つと考えられ

る。また，各期間で工事内容は同一であっても，それ

に要する日数が短い期間 3 では粉塵堆積量が少ないこ

とが分かる。 

 図-7(2) は，図-7(1) の結果に各階の床面積を乗じて

算出した閉鎖空間内の総堆積量，及び PH 階開口部か

らの外部漏えい量，閉鎖空間での粉塵回収率の比較で

ある。外部漏えい量は，PH1, 2, 5. 6 箇所の粉塵濃度と

排気風速，換気開口面積から推定した 1 日当たりの飛

散量を，工事日，休工日別に算出し，それぞれ工事日

日数と休工日日数を掛けて求めた。粉塵回収率とは，

R 階と N 階の粉塵堆積量を，粉塵堆積量と外部漏えい

量の合計で除したものである。各期間共，総発塵量の
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図-6 粒径別粉塵量の時間変化 

Fig.6  Time variation of the amount of airborne particulate 
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図-7 粉塵の堆積量と飛散量 
Fig.7  Deposition and dispersion amount of dust 
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80%以上を閉鎖空間内で回収することが出来ている結

果となった。 

 

4.  換気・粉塵に関する数値解析 
 

4.1  数値解析概要 

4.1.1  解析の目的 

 解体工事の作業場内では，測定点が限られてしまう

ことから，本研究では，実測だけでは把握が困難な閉

鎖空間内の詳細な気流や粉塵濃度の分布は，CFD 

(Computational Fluid Dynamics) 解析により評価した。 

4.1.2  粉塵濃度分布の予測モデル 

 粉塵濃度分布の予測手法として，オイラー型の濃度

の輸送方程式を解く数値解析的な手法，個々の粒子の

挙動を解析する粒子法があるが，本研究では前者の方

法を採用した。第 3 章で述べた実測結果から，粉塵粒

子自体の重さによる重力沈降が，閉鎖空間内の粉塵濃

度分布に影響していると考えられたため，式(1) に示

す，粉塵粒子の落下速度 wp [m/s] を用いて重力沈降の

影響を考慮した粉塵濃度 (平均値) C [kg/m3] の輸送方

程式 4)を解析した。ただし，風速に応じた解体床から

の粉塵の巻き上げは考慮していない。 

 

 in
p

j
E

jj

j C
x

Cw

x

C

xx

Cu

t

C































3

  (1) 

 

ここで，xi [m] は空間座標の 3 成分，ui [m/s] は風速の

3 成分，νE [m2/s] は粉塵の渦拡散係数，Cin [kg/m3s] は

粉塵の発生速度である。wp は，粉塵粒子が終末沈降速

度に達しているものとし一定値とした。wp は，粒子の

密度，径，形状等によって変化するパラメータである

が，実測で多様な粒径が確認されていることや，解体

部位によって密度が異なると考えられることから，事

前解析にて実測値と解析結果の粉塵濃度分布が対応す

る wpを同定し，本研究における閉鎖空間の平均的な 

wpとした。また，νE は流れ場の渦動粘性係数と同じと

仮定した。 

4.1.3  解析モデル 

 図-8 に解析モデルを示す。荷下し開口での煙突効果

による自然換気の再現，並びに自然換気に対する外部

風の影響を考慮するために，600m 四方，上空 500m ま

での領域を対象に，外部空間，閉鎖空間，荷下し開口

を一体でモデル化した。ビル風等を対象とした建物廻

りの気流解析には不十分な領域 5)だが，ここでは，建

物内部の構造を詳細に再現することに主眼を置き，計

算負荷軽減のため本領域とした。STAR-CD (㈱IDAJ) 

を使用し，乱流モデルは標準 k-ε モデルを用いた。表-5

にその他の計算条件を示す。 

4.1.4  気象条件，境界条件 

 実測期間のうち，12 月 11 日 13:00～15:30 の工事状

況を再現した。表-6 に主な境界条件を示す。外気の風

速と気温は，当該日時の東京管区気象台の観測値，表

面温度は実測値から与えた。 

 まず，風速と温度の定常解析を行い，その結果を基

に，解体階の床面に一様な発塵を与えた濃度の非定常

解析を行った。初期粉塵濃度は全領域でゼロとした。

外部風向

断面2

断面3

断面1
 

  (1) 解析モデル (2) 結果表示断面 
  (1)  Analyzed model (2)  Cross-sections of analysis result

図-8 解析モデルと結果表示断面 
Fig.8  Analyzed model and cross-sections of analysis result 

 
表-5 計算条件 

Table 5  Computational conditions 
計算メッシュ 非構造ヘキサメッシュ (約 670 万) 
移流項差分スキーム MARS 

圧力解法 SIMPLE 

建物壁面境界条件 一般化対数則 
地表面境界条件 z0 型の対数則(z0=0.024m) 
上空面・側面境界条件 Slip 壁 
流入境界条件 
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zg：上空風高度，α=0.25，Cμ=0.09 

 
表-6 主な境界条件 

Table 6  Boundary conditions 
外部風速 (風向) 31.5m 高さで 1.1m/s (北北西) 

外気温 10.3℃ 

内側表面温度 
屋上面 23.3℃  
北面   9.6℃ 南面  25.8℃ 
東面  15.8℃ 西面   9.1℃ 

その他の表面 断熱  
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つまり，工事に伴う粉塵の影響を検討する目的から，

バックグラウンド濃度はゼロとした。また，粉塵濃度

は床面からの発塵量で基準化した濃度にて解析してい

る。 

4.2  数値解析結果 

4.2.1  風速・温度分布 

 図-9 に，建物中央部付近 (断面 3) の風速ベクトルと

温度の鉛直分布を示す。また，図-10 に荷下し開口及び

PH 階開口部の風速ベクトルのアイソメ図を示す。図-

9(1)，図-10 より，荷下し開口から閉鎖空間下部に外気

が進入し，PH 階開口部から排気されるという，実測結

果から推定された換気ルートが確認できる。一方，図-

9(2) より，R 階 FL 付近で 13℃程度，PH 階 FL 付近で

16℃程度と，閉鎖空間上部ほど高温になる温度分布が

形成され，図-2(2) の実測結果とよく対応しており，

PH 階開口部からの排気は，温度差換気が主因であるこ

とが分かる。 

4.2.2  粉塵濃度分布 

 図-11 に，実測において粉塵濃度の測定点が確保でき

た位置に相当する断面 (断面 1，2) について，発塵開

始後 5 分の粉塵濃度分布を示す。PH 階開口部付近の閉

鎖空間上部ほど濃度が小さくなる傾向が実測と対応し

ている。 

 また，解体階 (N-1 階~N 階) では，発塵と外気進入

が同時に発生していることから，場所による濃度の差

が大きい結果となっており，実測において，解体階 2

箇所 (N1，N2) での差が大きかった原因と考えられる。

特に，断面 1 に位置する測定点 N1 で小さかった理由

は機械給気の影響であったと考えられる。つまり，外

部への粉塵飛散抑制は，一方で，閉鎖空間内部の濃度

上昇を引き起こす可能性も考えられるが，送風機の適

切な配置及び風向設定により，解体階の作業環境は良

好に維持できると考えられる。実際の工事では，送風

機の 2 次側はフレキシブルダクト接続とし，解体箇所

に応じて風向調整可能な施工計画としていた。 

4.3  在来工法との比較 

4.3.1  粉塵濃度分布の比較 

 解体作業空間の閉鎖による粉塵飛散抑制効果を検討

するため，在来工法を想定した解析も行った。在来工

法は，解体階外周部を仮囲い (上部開放) に変更した

以外，荷下し開口等の竪穴を含め，建物形状，解析条

件等は全て本工法と同様とした。 

 図-12 に，発塵開始後 5 分における在来工法の粉塵濃

度の鉛直分布 (断面 1，2) を示す。図-11 と比較すると，

本工法の場合，閉鎖空間の内部の気流が静穏であるこ

とから，粉塵発生源 (解体階 (N-1) 階) から PH 階開

口部までの間に濃度が低減され，外部へ流出する空気

の粉塵濃度は小さくなっていた。一方，在来工法では，

解体階の床付近で多量の外気の流出入が生じて粉塵が

希釈されることにより，全体的に濃度は小さくなって

いる。このことは，外部への粉塵の飛散量が大きいこ

とを意味する。また，部分的に気流が淀む位置で，本

工法よりも高濃度の場所が発生する結果となっている。 

4.3.2  粉塵飛散量の比較 

 図-13 に，図-11 と図-12 の解析結果から求めた本工

法と在来工法の粉塵飛散量を，在来工法を 100%として

10 11 12 13 14 15 16 17℃

▼RFL

▼NFL

▼PHFL

▼N-1FL

0.5～1.0m/s
0.0～0.5m/s

1.5～2.0m/s
1.0～1.5m/s

(1) 風速ベクトル (2) 温度 
(1)  wind velocity (2)  air temperature 
図-9 風速ベクトルと温度の鉛直分布 (断面 3) 

Fig.9  Vertical distribution of wind velocity and air temperature
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図-10 荷下し開口と PH 階開口部の風速ベクトル(アイソメ)
Fig.10  Wind velocity at openings of demolishing FL and PHFL
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図-11 粉塵濃度の鉛直分布 (本工法) 
Fig.11  Vertical distribution of dust concentration  
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比較した結果を示す。本工法では PH 階開口部，在来

工法は仮囲い上端レベルにおける水平面の風速の鉛直

方向成分と，そこでの粉塵濃度から算出した，単位時

間当たりに外部に流出している粉塵量である。屋根や

壁による閉鎖の考慮のみでも，本工法では，在来工法

に比べ，粉塵の外部への流出量が半分以下に低減され

ていることが分かる。 

 本解析は，本工法を対象とした粉塵濃度分布の解析

が主旨のため，本工法にて影響が小さいと考えられる，

1) 強風時に床面の摩擦速度が粉塵粒子の限界摩擦速度

を超えた場合に生じる「粉塵の巻き上げ」現象，2) 日

射や外部風による粉塵の乾燥に伴う見かけの質量と落

下速度の減少による浮遊粉塵量の増加，等の影響は考

慮していない。これらを考慮することにより，従来工

法における粉塵飛散量は，本解析結果以上に大きくな

る可能性があり，本工法が外部の粉塵飛散量を大きく

低減する手法であると考えられる。 

 

5.  まとめ 
 

(1) 超高層建物閉鎖型解体工法「テコレップシステム」

が適用された，東京都内の超高層建物の解体工事を

対象に，実測と数値解析により本工法における閉鎖

空間内の換気性状と粉塵飛散抑制効果について検討

をした。 

(2) 実測では，屋根 (折板) の外周部に設けた自然換気

開口から排気が行われ，閉鎖空間は自然換気が支配

的であることが確認された。また，閉鎖空間頂部の

排気口までに粉塵が上昇する過程で，粒径 1.0 μm

以上の粉塵で重力沈降を生じ，総発塵量の 80%以

上を閉鎖空間内で回収することが出来ていると考え

られた。 

(3) 数値解析では，閉鎖空間下部に外気が進入し，PH

階開口部から排気さる換気経路が確認された。また，

R 階に比べ，PH 階開口部で濃度が小さくなるとい

う実測と対応した解析結果を得た。さらに，在来工

法を想定した解析も行い，本工法が在来工法に比べ

粉塵飛散量を大幅に低減することを示した。 
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図-12 粉塵濃度の鉛直分布 (在来工法) 
Fig.12  Vertical distribution of dust concentration  
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図-13 外部への粉塵飛散量の比較 
Fig.13  Dispersion amount of dust 


