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1 はじめに

地震により被災 した建物を改築するか修復するかの判

断は,建物の構造性能、補修・補強に要する費用 (修復コ

ス ト)や工事に要する時間などの要因を比較検討 した うえ

で決定される。しかしながら現時点では,建物の被害の程

度から修復コス トを算出するための資料は必ず しも十分

ではない。そこで本研究では,1995年兵庫県南部地震で

被災した RC造建築物について,震災後の復旧状況と被災

度の関係について調査し,被災後に修復工事により復旧さ

れた RC造学校建物について,修復コス トを分析 し被災度

との関係について比較検討を行つた。さらに,被災建築物

の復旧の可否を判断するための資料として,構造部材の被

害程度の調査結果に基づいて修復コス トを概略推定する

手法について検討を行つた。

2 兵庫県南部地震で被災した RC造建築物の復旧状況

兵庫県南部地震により被害を受けた庁舎,病院などの県

有施設 136棟 (県立学校,県営住宅は除く)について,兵

庫県の調査 りに基づく復旧状況と被災度を Fig■ に示す。

これによると,大破あるいは倒壊 した建物は全て解体 し改

築されたのに対 し,小破以下の建物は全て補修あるいは補

強により復旧された。中破の建物は,約 1/4が解体・改築

され,残 りは補修または補強により復旧された。

同地震で被災した RC造文教施設 (公立小学校 370棟 ,

中学校 190棟,高等学校 122棟 )の復旧状況と被災度 の

を Fig 2に 示す。ここでの被災度の判定は,過去の地震被

害調査時の被災度の定義めや(財 )日 本建築防災協会の 1991

年版 「被災度区分判定基準」0に基づいて行われた。復旧

状況は Fig lの 県有施設 とほぼ同様で,大破 。倒壊 した建

物の大半は,解体・改築され,小破以下の建物は補修・補

強により復旧された。中破の建物は,約 1/3が解体・改築

され,残 りが復旧された。



これ ら被災建物の復旧の可否の判断基準は必ず しも明

確ではなく,未曾有の大災害であったことから詳細な修復

コス トの検討などは十分には行われていない と思われる

が,上記の結果から判断すると,これ らのRC造建物の修

復可能限界は被災度区分で中破の領域にあると思われる。
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3 RC造学校建築の残存耐震性能率 Rと復旧状況

2001年 9月 に改定された「被災度区分判定基準」のでは,

被災前後の建物の耐震性能の比である,残存耐震性能率R
とい う新たな指標を採用 し,Rに基づいて被災度の判定を

行 うの被災後の建物の残存耐震性能は,各部材の性能を損

傷度に応 じた耐震性能低減係数 ηにより簡略に評価する

(詳細は文献 動を参照)。

前述の RC造学校建築で,詳細な被害調査が行われた

103棟 について,残存耐震性能率 Rと復旧状況の関係を

Fig 3に 示す。図中の被災度は,2001年版 「被災度区分半」

定基準Jに よる被災度区分である。耐震性能残存率 Rと

復旧状況の大小関係には,境界値付近で逆転する場合もあ

るが,大略的には相関が認められ,概ね中破 と大破の境界

が復旧可能限界に対応 し,これは被災後の残存耐震性能が

被災前の 60%程度に低下した被害のレベルである。本来,

復旧可能性は修復に要するコス トの検討などにより判断

されるものであるが,こ こで示した耐震性能残存率 Rも
RC造建築物の修復限界状態を設定する上でのひとつの指

標 となりうると思われる。
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4 被災度と修復費用の関係の分析

前述の RC造学校建築で,被災後に補修により復旧され

た建物のうち,復 旧工事に関する設計図書などの詳細な資

料を入手した 9棟の学校校舎について被害状況と修復費

用の関係について比較検討 した。

41 対象建物の被害の概要

分析の対象 とした建物の被害の概要および被害状況を

Tablc lに 示す。被害状況は,前述の日本建築学会・学校

建築委員会の調査 めによるものである。対象建物は全て ,

典型的な一文字型の平面を有するRC造学校校舎で,桁行

方向はほぼ準ラーメン構造,梁間方向は教室間の戸境壁と

して耐震壁を有する耐震壁付ラーメン構造であり,全ての

建物で 1階の桁行方向に最も大きな被害が生じた。被災度

は「被災度区分判定基準」うに基づいて行われてお り,「 中

破」または「小破Jで ,柱の損傷度に基づく耐震性能残存

率Rは 46%～97%である。

回復旧  目解体・改築

h町OgO Pretcture

各1員 傷度の柱本数



42 修復費用の分析結果

各建物の修復費用について,兵庫県教育委員会が保管す

る 「災害復旧工事設計書」により調査した。

各建物の総修復工事費用を,延べ床面積で基準化した

lm2当 りの修復費用ERを Fig 4に 示す。ここで,修復費用

は,「災害復旧工事設計書」に基づき,①躯体の補修費,

②仕上げ補修関係 (仕上げ,建具,EXP」),③設備関係 ,

④仮設工事,⑤その他諸経費に分類した。また,分類した

各費用の内訳構成をFig 5に 示す。

Fig 5に 示すように,修復費用の内訳は被災度レベルに

関わらず,構造躯体の補修費が 20～40%程度, これに仕

上げ関係の補修費用をカロえると概ね 60～70%程度である。

本研究の対象は学校校舎であるために,設備関係の費用の

比率は,事務所や住宅などと比較するとかなり低いと思わ

オ1ン る。

コス ト指標 CRの間には多少のばらつきはあるが,概ね被

害が小さくなるにつれ修復コス ト指標 の も小さくなると

い う相関関係が見られる。また,Fig 3に 示 した 「復旧」

と「解体・改築」の境界値であるR=60%付近での修復コ

ス ト指標 CRは 10%程度であり,今回調査した学校校舎の

復旧費用は新築費用の 10%程度以下の範囲であることが

わかる。
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5 柱の損傷度に基づく修復コス ト指標 ら の推定

2001年版の 「被災度区分判定基準Jつでは,被災した

RC造建築物の被災度を,構造部材の損傷度に基づいて,

残存耐震性能を評価することにより判定する。一方で,被

災建築物の復旧の可否を判断するためには,残存耐震性能

に加えて修復に要する費用が重要な判断基準となる。した

がつて,被災建築物の被災度区分判定結果から,修復費用

を推定することができれば,復 旧に関わる有用な資料とな

ると考えられる。そこで,構造部材の被災度に基づいて,

修復費用を概略推定する手法について検討 した。

被災建築物の単位床面積あたりの総修復費用 み は,式

(2)の ように,構造躯体の補修費用,仕上げ・設備関係の

補修費や仮設費などの合計である。Fig 5に 示 したように,

これらの各費用が修復費用の合計に占める割合は,ば らつ

きはあるものの,今回調査 した学校校舎では,被災度に関

わらず概ね一定である。そこで,式(2)の ように,総修復

費用ら が躯体の補修費√Rの α倍であるとする。42に示

したように,躯体の補修費 JRが総修復費用 ら に占める

割合は平均的に 30%程度であることから, これ らの比α=

10/3と 仮定する。

ER]彙

ピ

A tER tER+。 ER    
②

ここで,α :躯体の補修費に対する修復コス トの比

βR:躯体の補修費,ノR:仕上げの補修費,

JR:設備関係の補修費,あ :仮設費,∫
=

その他の経費 (すべて,単位床面積あたり)

構造体の補修費用 JRは,柱の損傷度の調査結果に基づ

き略算する。これは,今回調査した学校建築を含め,既存

RC造建築物では,鉛直構造部材に大きな被害が生じるの
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43 被災度と修復コス ト指標 の

調査 した各建物の修復費用 と被災度の関係について比

較を行つた。ここで,修復費用を新築費用で基準化した修

復コス ト指標 CRを (1)式で定義する。

ら =勒 対∞ 釣

ここで,新築費用は,兵庫県教育委員会の「新築復旧工

事費算出表Jに基づいて,被災した建築物の解体 。改築に

要する費用の標準金額である 213万 円/m2と 仮定し,修
復コス ト指標 CRを求めた。

耐震性能残存率 Rと修復コス ト指標 ら の関係を Fig 6

に示す。図中の H高校 。南校舎 (被害写真や記録から判

断すると,やや被災度を大きめ,つまり Rを過小評価 し

ていると思われる)を除くと、耐震性能残存率 Rと修復



が一般的で,被害調査 (損傷度の判定)も一般に柱 (お よ

び耐震壁)を 中心に行われるためである。各損傷度の柱本

数から,構造体の補修費用JRを式(3)で略算する。

ここで,β :損傷度 Jの柱の補修費に対する損傷度

プの全構造部材 (柱,梁,壁,床)の補修費の

比,″′:損傷度 プの柱 1本の補修費 (円 /

本),″′:損傷度プの柱の延べ床面積あたり

本数 (本/m2),札 :損傷度プの柱の本数 ,

Σ4:延べ床面積 (r)

式(3)の損傷度 ゴの柱 1本当たりの補修費 ″′は、前述の 9

棟の校舎の補修費の内訳を分析 した結果 (Tablc 2)よ り、

損傷度 I～ Vに対してそれぞれ、0万円、1万円、4万円、

100万 円、250万 円と仮定した。

a cost for reDatt Of columans

損傷度 I Ⅱ Ⅲ Ⅳ V

柱の修復費用

(万円/本 )

8635 22915

損傷度 I～Ⅲの部材の補修は,主 としてエポキシ樹脂注

入などのひび割れ補修である。損傷度Ⅳの柱は,損傷部の

コンクリー トの打ち直し,損傷度Vの柱は,鉛直支持部材

を仮設 して柱の撤去 。新設が主な補修の内容であり,損傷

度ⅣおよびVの修復費用は,損傷度Ⅲまでと比べるとかな

り高い。今回調査 した学校建築では,損傷度ⅣおよびVの

大きな被害は柱にのみ生 じていたが,損傷度Ⅲ程度までの

ひび割れ補修は,柱以外の耐震壁,梁,床スラブなどにも

行われている。調査結果を分析すると,損傷度 Iか らⅢの

柱のひび割れ数量が全部材のひび割れ量の 30%であるこ

とから,式(3)に おける係数β を損傷度 I～ Ⅲに対 しては

10/3,損 傷度Ⅳ,Vは 1と 仮定した。

以上のような仮定に基づき式(1)～式(4)で,修復コス ト

指標 CRを 略算 し,設計図書に基づく実際の修復コス ト指

標 の と比較した結果を Fig 7に 示す。被害の最も大きな階

である 1階の各損傷度の柱の本数を用いた場合 (Fig 7中 の

□)は ,被害が大きくなるほど,実際の修復コス ト指標 の

と略算の間にばらつきが大きくなり,実際の修復コス トを

過大評価 し,あまり精度はよくない。これは,建物の修復

工事は被害の大きい階のみならず,全階にわたつて行われ

るためである。そこで,建物全階 (あ るいは 1,2階 )の
各損傷度の柱の本数のデータが得 られた建物について,そ

れを用いて略算する(Fig 7中のの ,▲ )と ,ば らつきは比較

的小さくなり,実際の修復コス ト指標 の に対する略算値

の比は平均 082,変動係数 53%と ,かな りばらつきはある

もののある程度の精度で,修復コス ト指標を推定すること

が可能である。

ここで示した略算法は本検討の対象である9棟のRC造

学校校舎の調査結果に基づくものであり,式(2)～式(4)で

仮定した係数については,今後さらに多くの建物のデータ

を分析し,信頼性を向上させる必要があるが,被災建築物

の被害程度から修復コス トを概算できる可能性を示した。
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6ま とめ

本研究で得られた知見をまとめると以下である。

1)兵庫県南部地震で被災した学校建築を中心とした RC
造建築物について,地震後に「解体・改築Jされた建物

と「補修により復旧」された建物の被害レベルの境界は,

「被災度区分判定基準Jに よる「大破Jと 「中破」の境

界に概ね対応 した。

2)被災度 レベル と復旧費用の間には相関関係が認めら

れ,調査した 9棟の RC造学校校舎の修復費用は,新築

費用の 10%程度以下であつた。

3)被災建築物の構造部材の被害程度から修復費用を概

略推定する手法を示 し,今後のデータの蓄積により係数

の信頼性を向上させる必要はあるものの,修復費用を推

定する有効な手法となる可能性を示した。

建築物に対する地震被害による損失は,建物自体の修復

費用に加えて,人的・社会的な被害も含んだものである。

したがつて,今後はこれら人的 。社会的な被害費用をも含

めた損害の評価法の検討が必要であると考えている。
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