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免震レトロフィット構法における耐震改修では，建物と基礎の間に免震装置を設ける「基礎免震」形式
が一般的に採用されることが多いが，本工事では東京都心に建設され，既存建物と敷地境界との離隔が狭
く，基礎免震形式を採用することが難しいことから，関東地方整備局で行う耐震改修として初めてとなる
建物の中間の階に免震装置を設ける「中間階免震」形式を採用し，施工中の既存建物の変形について厳密
な監視を行うなど，高い精度による施工を行うとともに，老朽化に伴う大規模なリニューアル工事につい
ても実施した．

キーワード 耐震改修，中間階免震，大規模リニューアル

1. はじめに
「基礎免震」では，建物地下周辺に地震時において建
物が周囲の構造物や地盤などと衝突しないようにクリア
ランス（隙間や空間など）を設けるとともに，土中から
の圧力に耐える「よう壁」や「ドライエリア」などを設
けるため，敷地や建物周囲に広い空間が必要となる．
これに対し，敷地や建物周囲に広い空間を取ることが
出来ない場合，下部構造を丈夫にすれば基礎と同じ役割
を発揮できると考え，下部構造と上部構造の中間に免震
装置を設ける構造形式が，東日本大震災以降，新築工事
では徐々に見られるようになった．この方法を，建物の
中間の階に免震装置を設けることから「中間階免震」と
いう．

建物の耐震性を向上させるための補強については，建
物の柱のコンクリートを増打ちして太くしたり，耐震壁
の厚みや耐震壁の枚数を増やしたりする方法や，柱と柱
の間に斜めの部材（ブレース）を追加して建物を丈夫に
する方法が一般的に取られている．
しかし，それらを設置するに伴い，その建物の有して
いる空間機能が制限され，施設管理者の期待に応えられ
ない場合がある．
本工事においては，窓口業務を行う「税務署」という
こともあり，この様な一般的な耐震補強改修では執務室
空間が分断され，有効に活用できなくなることから，免
震レトロフィット構法による「免震化」により，適正な
執務室空間を確保しつつ，耐震性を向上させる方法が選
択された．

「基礎免震」と「中間階免震」の特長を（図-1）に示
す．「基礎免震」は，建物自体を使用しながら（居なが
ら）改修工事が可能であることに対し，「中間階免震」
は，建物自体を一部使用しながら（居ながら）改修工事
が可能ではあるが，使用に際しかなり制約を受ける．
「基礎免震」，「中間階免震」ともに，建物が周囲の
構造物や地盤などと衝突しないようクリアランスを設け
るため，落下防止対策や揺れに際して追従する可動床
（EXP.J：エキスパンション・ジョイント）などを設置
する．「中間階免震」では，柱周辺にクリアランスを設
けることが多く，平面計画的に制約を受ける．

2. 「中間階免震」の採用について
免震レトロフィット構法には，建物と基礎（地盤）の
間に免震装置を設ける手法が一般的で，これを「基礎免
震」という．代表的な施工例としては，世界文化遺産に
登録されたル・コルビュジェの設計で親しまれている上
野公園内にある国立西洋美術館などがある．
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免震レトロフィット形式

基礎免震

中間階免震

○全館使用しながら耐震改修が可能（居ながら施工）
特 長

○改修前後で建物外観・内部空間が全く変わらず，
使用性を維持
○免震装置周辺に耐火被覆が不要

○免震階以外は，使用しながら耐震改修が可能（居なが
ら施工）ただし，かなり使用に際し，制限あり
○改修前後で建物外観・内部空間が変わり，使用性も変
わる
○免震装置周辺に耐火被覆が必要
○基礎免震に比べ工期が短く，工事費が安い

図-1 形式別 比較表

建物地下部分は，上階よりもセットバックしていたが，
地下タンク等が埋設されており、建物周囲に広い空間が
なかった．
以上の条件から「中間階免震」構法の採用に至った．

日本橋税務署の建物は，敷地面積673㎡に対し，建築
面積598㎡（敷地に対する建築面積の割合：88.86％）と
敷地一杯に建設されており，敷地は北側及び東西側の3
方向が道路に囲まれ，南側には中高層マンションが近接
している．（図-2）

3. 工事概要
1968 年（免震工事着手時：築 49 年）に建設された日
本橋税務署は，地上 7 階，地下 1 階，塔屋 2 階建て，地
下 1 階部分（下部構造）は，柱・梁ともに鉄筋コンクリ
ート造，地上 1 階～塔屋 2 階部分（上部構造）は，柱が
鉄骨鉄筋コンクリート造，梁が鉄骨造，外壁には当時と
しては珍しかったプレキャストコンクリート版の採用な
ど，最先端の技術を駆使して建設されたものであった．
（写真-1）

日本橋税務署

（中高層マンション）

図-2 配置図

また，建物は北面及び東西面の 3 方向が 2 階から跳ね
出したピロティ形状となっている．外壁面は 4 方向とも
敷地境界からの離隔が約 600mm 程度しかなく，特に南
側が狭く約 500mm 程度しかなかった．（図-3）

敷地境界線
道路斜線

（中高層マンション）

外壁面から敷地境界
まで 500mm

外壁面から敷地境界
まで 600mm

写真-1 竣工時
2 階が跳ね出している
ピロティ形式

建物地下躯体から敷地
境界まで 600mm

図-3 南北断面パース
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の4種類の免震装置（図-5及び写真-2）を採用し，建物外
周部に剛性の高い鉛プラグ入り積層ゴム支承をバランス
よく配置し，建物のねじれ剛性を高めた．

今回の耐震改修工事では，1 階と 2 階床梁との間（1
階柱頭）に天然ゴム系積層ゴム支承，鉛プラグ入り積層
ゴム支承，直動転がり支承の 3 種類の免震装置を設置す
る「中間階免震」を採用し，地震時の最大揺れ幅として
免震クリアランス（450mm）を確保し，地震力を大幅に
低減することにより，上部構造の損傷を低減し，大地震
時に建物が敷地境界を越境しない計画とした．
また，既存躯体（柱・梁）に対して，柱のコンクリー
ト増打ち補強，2階梁補強など，脆性的な破壊を防ぐ最
小限の補強を行った．（図-4）

天然ゴム系積層ゴム支承

鉛プラグ入り積層ゴム支承

図-5 免震装置

十字型直動転がり支承（例）

オイルダンパー（例）

写真-2 免震装置

5. 施工方法
本工事における中間階免震の工事の進め方としては，
既存躯体（柱・梁）の補強を行った後，既存柱を切断し，
免震装置を設置した．
工事期間中は，既存柱を切断することで地震時に建物
が不安定になることから，15本の柱を4本，4本，3本，4
本の4工程に分け，各段階で水平拘束ブレースを設置し，
安全性を確保しながら施工を行った．
主な工程を以下に示す．
(1) 既存躯体の補強
免震装置を設置するため，1階柱（750mm角）を1,600
～1,900mm角に鉄筋コンクリートにて増打ちを行った．
耐震改修工事に併せ，老朽化の著しい屋上防水，内外
その後，2階鉄骨梁（H-494×302×13×21）を鉄骨鉄筋コ
装，建具，設備機器の更新なども含め，環境負荷低減を
考慮した大規模なリニューアル工事についても実施した． ンクリート梁（梁幅1,300mm×梁せい1,000mm）として
補強を行った（写真-3）．
図-4 改修概要図

4. 免震装置について
免震装置に必要とされる機能には，建物と地盤等との
縁を切ることで，地震力を建物に直接伝えないようにす
る「絶縁」機能をはじめ，建物の重量を支える「支持」
機能，地震のエネルギーを吸収して揺れを止める「減衰」
機能，水平移動した建物を元の位置に戻す「復元」機能，
風など一定以下の外力では動かないようにする「制限」
機能がある．これらの機能を担う免震装置を2つ以上組
み合わせ併用することが一般的には多く，本工事では，
4基
・天然ゴム系積層ゴム支承
・鉛プラグ入り積層ゴム支承 6基
5基
・直動転がり支承
4基
・オイルダンパー
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写真-3 2階 既存鉄骨梁を鉄骨鉄筋コンクリート梁と
するための補強状況

ワイヤーソー切断作業中は，リアルタイムで鉛直変位
を測定し，変位量が1.0mmに近づいた場合は，切断作業
を中止し，調整プレロードを行った．

2階梁の補強を行ったのち，2階柱（700mm角）を
1,100mm角に増打ちを行った．
(2) 仮受け部材の設置
既存柱を切断する前に，2階の柱軸力（柱にかかる垂
直な力）を2階の床及び梁を介して1階の柱に伝達させる
ため，鋼板を加工・組立てした仮受けブラケット及び油
圧ジャッキを設置した（写真-4）．

(4) 免震装置の設置
既存柱の切断完了後，各種免震装置の設置を行った．
免震装置は，天然ゴム系積層ゴム支承，鉛プラグ入り積
層ゴム支承，直動転がり支承の3種類があり，それぞれ
免震下部アンカープレート→免震装置本体→免震上部ア
ンカープレートの順で設置を行った．
免震装置の設置に際しては，リフトアップ台車にて設
置高さ（積層ゴム支承部分：1FL＋1,312，直動転がり支
承部分：1FL＋1,212）まで持ち上げ，チェーンブロック
等で所定の位置まで横引きして設置した（写真-6）．

油圧ジャッキ

仮受けブラケット

写真-4 1階仮受け部材 設置状況

免震装置

仮受けブラケットは，柱補強コンクリートにPC鋼棒
で圧着させ，その上部に油圧ジャッキを設置して柱の軸
力を支持させるものとした．2階の柱にも1階同様に，仮
受けブラケット及び油圧ジャッキを設置した．
既存柱の切断を安全に行えるよう，また切断時に既存
構造体を傷めないようプレロード（事前の導入荷重）を
行った．
導入荷重は，耐震設計時の長期軸力を100％として載
荷し，1階柱の補強躯体上下間の相対変位をリアルタイ
ムで変位計にて測定した．

写真-6 免震装置 設置状況

免震下部アンカープレートは，位置・高さ・たわみを
確認し，鉄筋コンクリート基礎として固定した．

(3) 既存柱の切断
柱軸力を仮受けブラケットに受け換えしたのち，ワイ
ヤーソーマシン（ダイヤモンドワイヤーを柱に環状に巻
きつけ，高速走行させて切断させる工法）にて切断を行
い，既存柱を切出した（写真-5）．

(5) オイルダンパーの設置
15箇所全ての免震装置設置完了後，オイルダンパーの
設置を行った．
オイルダンパーの設置に際しても，各免震装置同様，
リフトアップ台車にて設置高さ（1FL＋1,612）まで持ち
上げ，チェーンブロック等で所定の位置まで横引きして
設置した（写真-7）．

写真-5 既存柱 切出し状況

写真-7 オイルダンパー 設置状況
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特に，避難動線上にある階段室周辺の床EXP.Jについ
ては，より入念に施工図にて確認を行った．その結果，
本工事で採用した「中間階免震」改修は，「基礎免震」 最大可動時に欠損箇所があることが判明し，地震時の動
きに追従するスライド式の欠損カバーの追加を行った
改修と違い，既存躯体の状況や補強方法，階高の影響を
（図-8）．また，本工事において平面計画のうえで，中
受け，平面的なクリアランスの確保だけではなく，高さ
方向も含め，3次元的な納まりが多くなる．
間階免震化により生じた柱周辺の免震クリアランスの影
設計段階においても細やかな詳細検討が必要とされる
響により，（図-8）に示すような床EXP.Jの一部が地盤
が，施工段階においても，よりきめ細やかな検討を監督
（地面）側の壁に「ぶつかる」状況となることが分かり，
職員が中心となり，設計者・施工者・工事監理者と連携
より詳細な検討が必要となった．
し，工事を進めていった．

6. 中間階免震特有の課題に対する施工段階の工夫

(1) 避難動線上におけるEXP.Jの納まりについて
中間階免震の場合，免震装置を設置した階以下にある
階段室及びエレベーターシャフトは，上階から吊下げて
いる状況となっており（図-6），その周辺には免震クリ
アランスの空間があり，その空間に人が落ちないよう，
また歩行等に支障がないよう，床と壁等にEXP.Jが設け
られている．
▽ 2FL

免震スリットライン
＜階段室（Ａ）＞
欠損カバー（スライド式）追加

▽ 1FL
階段室

最大可動時に欠損箇所が生じる

図-8 避難動線上での
問題点把握

▽ B1FL

壁EXP. Jの施工図においては，免震スリットの高さに
段差（約500mm）があり，固定する側と可動する側が分
かりづらかったので，免震（可動）側と地盤（固定）側
とを「色分け」することで，より理解した状況でチェッ
クを行った．（図-9）

図-6 上階から吊り下げている階段室及び
エレベーターシャフト断面図

EXP.Jは，地震時の動きに対して壁が近づいたり離れ
たりする状況（図-7）に追従する「電車の連結部」のよ
うなもので，その動きに対し，欠損箇所（あな）が生じ
ないか，またそれにより人身に危害を与えないか等，あ
らゆる角度に対する施工図を作成し，確認を行った．

免震スリットライン
地震時の動き

図-9 免震スリット位置図

図-7 可動時の問題点把握
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(2) 免震スリットについて
中間階免震の場合，地震時の動きに追従するため「高
さ方向」にも免震クリアランスと同様なスリットを設け
る．
本工事では，免震装置を設置した1階の階高が，
3,300mmと最近の新築建物の階高より低いということも
あり，免震装置の可動する中心が床面より1,600mmとな
っていたため，避難動線上にあるメインエントランス部
分では，地震時に壁の中間部分が迫り出してくる状況と
なるので，高さ2,100mm（建具上部）の位置に免震スリ
ットを設けた．（図-10）

また，もう一つの階段室は，1階より上階へ続く階段
となっており，2階より吊り下げた状況となっている．
そのため，地震時に階段が迫ってくる動きとなるので，
その影響範囲にある床仕上げ材の色彩に明度をつけ，注
意喚起を行った．（写真-9）

地震時の可動範囲内の
床仕上げの色を変え
注意喚起

地震時の動き

注意喚起表示

写真-9 注意喚起（階段）設置状況
図-10 免震スリット位置図

(3) 分かり易い「注意喚起サイン」の工夫
免震建物においては，地震時に床・壁EXP.Jが離れて
いったり，近づいてきたりする動きをするので，床に段
差や壁の迫り出し等で歩行者等に怪我をさせてしまう恐
れがある．
中間階免震では，免震スリット上部の壁が迫り出して
くるという通常の建物では，想像できない事態が起こり
えるので注意喚起の表示を工夫した．（写真-8）

7. おわりに
本工事においては，免震装置を高い施工精度で効率的
に設置するため，また地震時の上部構造の動きを想定し
適切にEXP.Jを設けるために，施工段階における詳細な
検討を行い，施工に反映したことは中間階免震の建物を
整備するうえで大きなノウハウを得ることが出来た．
建物の中間部分に免震装置を配置する技術は，ここで
紹介した日本橋税務署のような耐震補強改修だけではな
く，東日本大震災以降，徐々に新築建物においても多く
活用されてきている．
新築建物では，免震装置を設置する高さと免震スリッ
トを設ける位置を同じ高さに合わせることが可能だが，
既存施設における耐震改修では，本工事同様，同じ高さ
に合わせることが難しく，基礎免震工事以上により詳細
な検討が必要となる．
今後は同様な免震改修工事のみではなく，新築建物に
おいて，例えば複合用途の施設にて中間階免震を採用す
ることにより，上下階で用途の異なる大規模な空間や構
造形式がもつ適材適所の性能が発揮できる建物を整備す
る場合などにも，このノウハウを活かすことが出来ると
考えられる．

耐震スリット位置

注意喚起表示

写真-8 注意喚起（壁）設置状況
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