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1．はじめに

建物は経年により竣工当初に持っていた機能の劣化 , 陳腐化が

進み , 資産価値が低下し , 市場における競争優位性も低下する。

しかし , 階高の低さや空間の狭さなどによる最新の設備機器へ

の更新や快適性向上のための改修対応が難しいといった機能面

での問題や , 耐震性能が不足しているなどの理由から既存建物

はスクラップ＆ビルド方式で建て替えられることが多い。

近年は , 環境問題への関心の高まりから , スクラップ＆ビルドで

はなく , 既存ストックの長寿命化による限りある資源の有効利

用が重要な社会的要請になってきている。そのために , 既存建

物の資産価値向上 , 収益性向上 , 環境マネジメント , 防災性向上

や経年劣化対応といった様々なユーザーニーズを満足する建築

物に既存建築物をリニューアルする技術が求められてきている。

２．リニューアル市場

リニューアル市場の建設マーケット全体に占める割合は ,90 年

代前半は 10％台半ばで推移していたが ,90 年代後半から上昇

し ,21 世紀に入って 20％を超え 2005 年度には 24％に達し

た（図－1参照）。当社においても , 同様の傾向である。

リニューアルには ,

① 維持：機能のレベルの低下速度を弱める行為

② 補修：陳腐化した機能を竣工時点のレベルまで回復させる行為

③ 改修：竣工時点を上回るレベルにまで機能を高める , あるい

　 　　　は新たに追加する行為

の３分野がある。中でも補修・改修分野の伸びが高いと予測さ

れている。

３．リニューアルの動機と技術

客先からリニューアルに期待される効果は , 表 -1 のように様々

であるが , 単なる経年劣化対応にとどまらず , より客先の立場に

立った資産価値向上 , 収益性向上などに役立つ積極的な提案が

求められている。

当社においては , 竣工後に行う経年点検（５年、10 年）時に ,

既存建築物に新たな機能を付加するような改修を積極的に提案

している。

４．リニューアルに関する生産技術の開発

リニューアルに関する技術開発には , 下記のような項目がある。

○ 建物診断関連技術

○ 超高層建築対応技術

○ 施工関連技術

○ 法的遡及（アスベスト封じ込め等）対応技術
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図 -1　維持修繕工事比率の推移

表 -1　ユーザーニーズとリニューアル項目

コンバージョン

外観改修

IT環境整備

セキュリティ・警備対策

電磁シールド対策

防音・防振対策

断熱性向上対策

トイレ・給湯改修

リフレッシュ･喫煙対策

バリアフリー対策

ユニバーサルデザイン対策

シックハウス対策

省エネシステム

スペース配分見直し

廃棄物処理

土壌汚染

アスベスト対策

ＰＣＢ対策

建物緑化

LCCO2削減

耐震診断

耐震補強

早期警報システム

劣化診断

改修・補修

修理・修繕

不動産戦略

イメージアップ

知的生産性向上

健康・快適性向上

ランニングコスト削減

スペース有効活用

有害物質回収

地震対策

外　装

内　装

設　備

資産価値向上

収益性向上

環境マネジメント

自然災害対応

経年劣化対応

目　的

ユーザーニーズ
リニューアル項目

具体的項目

出典 : 国土交通省「建設工事施工統計報告」
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前記項目に関し , 社内関連部門と協同で技術開発に当たってい

るが , 特に外壁タイル等の剥離落下事故を未然に防ぐための新

たな調査・診断技術やコンクリートの長寿命化材料 , さらに外

壁補修工事のコストダウンと工期短縮に有効な施工技術の開発

を最優先課題として取り組んでいる。

また吹付けアスベストの封じ込め工法として開発した「明日Ｇ

ＵＡＲＤ」の施工も順調に推移し , 本年には封じ込め工法とし

ての技術審査証明を取得したので , 更なる市場拡大が見込まれ

ている。

リニューアルの実施に当たって , 客先からの要望の第一は , 一時

的な引越しを伴わない居ながら施工である。

営業や業務を継続しながら効果的なリニューアルを行うことが

最優先の課題である。

そこで , 低騒音 , 低振動 , 塵埃の発生を抑制した施工が可能とな

ることが必須であり , 施工技術に配慮した工法が求められてい

る。

５．超高層住宅への対応

１９９０年代より本格化した超高層集合住宅も１０年以上経過

し , 長期修繕計画に基づいた外装や共用部分のリニューアル工

事が今後増大することが予想されている。

超高層集合住宅は , 事務所ビル等のように外装の点検・補修用

のゴンドラが設置されていることはほとんどない。そのため ,

外装の点検・補修を効率的に行うシステムの開発が急務となっ

ている。

点検システムに関する現状と必要技術を表－2, 補修システムに

関する現状と必要技術を表－3に示す。

６．おわりに

既存建築物を有効に活用するためには , 長期耐久性向上 , 機能向

上などに資するリニューアル技術が不可欠である。時代ととも

に古くなっていく機能を如何に時代にマッチしたものにリ

ニューアルしていくかに関わる技術開発が重要であり , 今後注

力していく分野のひとつである。

表－2　点検システムに関する現状と必要技術

表－3　　補修システムに関する現状と必要技術
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対　象 ニーズ 必要技術

工事計画 住民、近隣に迷惑をかけない 安全で点検作業効率の良い仮設資機材

作業員の安全確保

躯　体 下記を満足した健全度調査 非破壊コンクリート強度推定

非破壊鉄筋腐食度測定

防　水

・ 非破壊、無騒音、無振動

ガスによる漏水確認

ＩＴによる健全度判定

塗　装

・ 簡便、迅速、高精度

タイル

・ 無人化、自動化

ＩＴによる健全度判定

シーリング

対　象 ニーズ 必要技術

工事計画 住民、近隣に迷惑をかけない 安全で補修作業効率の良い仮設資機材

作業員の安全確保 工事進捗状況管理システム

自動搬送システム

躯　体 長寿命化 躯体保護システム

防　水 無騒音、無振動 無臭、無害な防水工法

塗　装 無臭、無害 外装変更システム

タイル 無人化、自動化

シーリング 高性能シーリング工法


