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研修概要

 耐震診断のポイント
 耐震補強設計のポイント
 Ｑ＆Ａの紹介
 質疑応答
※一部、一般社団法⼈東京都建築士事務所協会発⾏の「木造耐震改修Ｑ＆Ａ集」より引⽤

 参考資料
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耐震診断のポイント
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木造耐震診断とは

 大地震時に倒壊あるいは崩壊する可能性を検討
 耐⼒要素とは「柱」・「耐⼒壁（筋かい）」
 低減係数として「接合部」・「劣化」・「配置」
 保有する耐⼒とは「耐⼒要素×低減係数」
 建物に加わる地震⼒

軽い建物/重い建物/非常に重い建物などで値が変わる
 上部構造評点とは【保有する耐⼒／必要耐⼒】で求める

上部構造評点 ＜ 1.0 耐震補強が必要
上部構造評点 ≧ 1.0 倒壊する可能性が少ない
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建物の図面について

 設計図書がある場合
 配置図や平面図が現況と一致しているか確認する
 大規模修繕などが⾏われていないかを⾒聞きする

 屋根の葺き替え（軽量化されている）
 内壁などの仕様が変わっていないか確認する
 耐震補強を⾏っていないかを確認する（たまにある）
 昭和56年以降の図面（確認済証を含む）ではないか確認する

 設計図書がまったく無い場合
 各階の間取りをプロットする
 窓や扉の位置と大きさを確認する
 外部仕様（屋根、外壁、⼾袋、基礎の種類など）を調査する
 調査結果を図面化する
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耐震診断のための現地調査 １

 耐震診断時には、現地調査が重要
 ⼩屋裏から確認できること

 屋根裏の劣化状況（漏⽔など）
 ⽔平構面（火打の有無など）
 筋かいの有無と接合部の状況
 その他外壁や内壁及び柱梁接合部の状況
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耐震診断のための現地調査 2

 ２階床下（１階の天袋から確認）から確認できること
 劣化状況
 ⽔平構面（床構造や火打の有無）
 その他外壁や内壁及び柱梁接合部の状況
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耐震診断のための現地調査 3

 １階床下から確認できること
 床組や⼟台の劣化状況
 基礎の状況や種類
 根がらみ貫の配置状況
 床下換気状況（換気が良くないとカビなどが発⽣）
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耐震診断のための現地調査 4

 外観から確認できること
 外壁の種類や劣化状況及びひび割れ調査
 基礎の状況や種類
 建物の傾斜
 設備機器の安全性
 外付けバルコニーの安全性
 外部階段の安全性
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内壁材の注意点 １

 ラスボードについて
 耐⼒要素としてのラスボードの厚さは７㎜以上
 ラスボードを留める釘は、劣化している可能性あり

 プリント合板について
 プリント合板の厚さは3.0㎜未満のものが多い
 耐⼒要素としては厚さ3.0㎜以上で釘N25以上四周釘打ち

でピッチ200㎜以下
 プリント合板を留める釘は、劣化している可能性あり
 釘が簡単に抜けるなどの場合は、耐⼒要素ではない
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内壁材の注意点 ２

 ⼟塗り壁について
 基本的には柱間に有り、⼟台から桁までとなっている場

合は耐⼒要素として認められている
 桁まで届いていない場合は大幅に低減される
 裏返し塗りされていない場合（外面に接する壁）は、耐

⼒の低減あるいは耐⼒不算⼊
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内壁材の注意点 3

 浴室内の壁
 タイル貼りやモルタル防⽔仕上など多彩な仕上げがある
 外⾒では耐⼒算⼊できると⾒なされがちである
 浴室は、⽔を使う上に寒暖差が一番大きい
 実際に破壊検査をすると・・・

 ⼟台がかなり腐食していたり廻りがカビだらけであった
 腰から下はブロック積みであった
 アンカーボルトが痩せていた（径の半分ほどしかなかっ

た）

 上記の状況からすると壁耐⼒を⾒ることが妥当かどうか
を⾒定める必要がある
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浴室内の状況（実例） 13

浴室 サッシ廻り

浴室 ブロック壁

内壁材の注意点 4

 壁仕様が不明の場合の取り扱い
 ⽇本建築防災協会発⾏の「2012年改訂版 木造住宅の耐

震診断と補強方法」によるとFw=2.0kN/mとなっている
 調査が面倒だから不明壁と判断することは、なるべく避

ける
 Fw=2.0kN/mだと、石膏ボード（厚12㎜）と同じくらい

の耐⼒を⾒込むことになる
 内壁のすべてが不明だから耐⼒無しと判断することは避

ける。
 しっかりとした調査を⾏うことが原則
 補強設計時においてはFw=2.0kN/mとすることはできな

いので注意する。
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⽔平構面の調査について 1

 地震時における⼒の流れ
 屋根荷重や床荷重の地震⼒は⽔平面の部材に伝達する
 その⼒は、壁⾃重を含めて⽔平面から柱や壁に伝達する
 最終的には基礎に伝達し、地盤に到達する
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⽔平構面の調査について 2

 調査において必要なこと
 ⼩屋裏調査では、⾬⽔による漏⽔や腐食などがないかを

確認する
 火打梁が各所に配置されているかを確認する
 床面調査では床板が釘などでしっかりと留められている

かを確認する
 ⼟台が基礎にしっかりと固定されているかを確認する
 床や天井に大きな開口がないかを確認する
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⼩屋裏収納などの取り扱い
 ⼩屋裏収納があると建物が重いことを認識

 ⼩屋裏にかなり重いものを収納していることが多い
 稀に部屋として利⽤している

 耐震診断上の取り扱い
 ⼩屋裏収納面積が直下階の床面積の1/8を超える場合

 各階の必要耐⼒を計算する場合、⼩屋裏収納面積を全て
の階において加算する

 ⼩屋裏収納面積が直下階の床面積の1/8以下の場合
 診断者の判断によるが、軽い建物としてではなく重い建

物として取り扱うことが多い
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※⼩屋裏収納部分を含めた建築基準法
上の階数が３となる場合は、申請者に
耐震改修⼯事完了までに階数を２とす
る旨の確認書を提出してもらう。

診断報告書の内容について 1

 診断内容に記すべき内容１
 診断者が考えている方針を分かりやすく説明する

 既存図面があったからどうしたのか・・・
 既存図面がなかったからどうしたのか・・・
 診断に大きく影響する部材についての仮定をどのようにしたの

か・・・（筋かい・外壁・⼾袋付き外壁・内壁など）
 建物重量は、どのように仮定したのか・・・
 既存筋かいをどのようにみたか・・・
 壁材が横架材まで届いているか・・・
 破壊検査等を⾏っていないことに対する問題点など・・・

 診断ソフトについて
 診断ソフトの名称やバージョンを記⼊
 一般診断法以外を使う場合は理由を説明（新宿区としては一般診

断が原則）
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診断報告書の内容について 2

 診断内容に記すべき内容２
 考察

 建物の特徴
 例１︓南面には開口が多いため耐⼒壁が少ない

 例２︓⼟塗り壁が多く⽡葺屋根のため重い建物

 例３︓基礎は建設年及び目視結果からすると無筋コンクリ―トと思われる

 例４︓1階は店舗のため柱スパンが大きい

 例５︓平面形状がコの字となっている

 診断結果における問題点
 例１︓耐⼒壁が少ないためＩｗ値が低い

 例２︓耐⼒壁のバランスが悪いためＩｗ値が低い

 例３︓建物全体が劣化しているためＩｗ値が低い
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耐震補強設計のポイント
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報告書の作成について
 補強設計に記すべき内容

 問題点に対する改善点
 例１︓劣化箇所を補修するため劣化低減係数を⾒直した
 例２︓バランスの改善を⾏った
 例２︓屋根を軽量化して耐震性能を改善した
 例３︓基礎の補強を⾏い耐震性能を改善した
 例４︓必要な耐⼒壁をバランス良く配置した

 補強⼯事の際に考えられる問題点
 詳細調査や解体時において想定外のことが考えられる場合

の対応について記述する
 想定外のことによって引き起こされる種々の問題点を記述

する
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補強設計
 補強設計のポイント

 補強設計時の必要耐⼒計算時は精算法を推奨
（一般診断法では総２階を想定して必要耐⼒を算出しているため）

 耐⼒壁の配置は、バランス良く配置する
 出隅に壁耐⼒の大きい部材をなるべく配置しない
 床剛性を確保する（必要であれば火打梁や床仕様を変更）
 跳ねだし部には耐⼒壁を配置しない
 劣化部材の補修
 建物を軽くする（例えば⽡屋根を⾦属屋根にする）

 補強設計の注意点
 既存壁において不明な壁（壁規準耐⼒Fw=2.0kN/m）として取り

扱えないので注意すること（前出）
 建防協評価⼯法を⽤いる場合は評価書と仕様書を必ず添付するこ

と
 増築（延べ面積が増加）とならないようにすること
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耐⼒壁を設ける場合の注意点 1

 新たな箇所に耐⼒壁を設ける場合は、新設柱や新設梁あるい
は新設基礎などを設ける必要があるため、注意が必要である

 複合部材で構成する場合、施⼯の可否を判断すること
 浴室廻りの壁を補強する場合、以下の問題があるため、その

問題点を解決する必要がある
 浴室廻りの壁、柱、⼟台などが腐食していた
 腰の高さまでコンクリートブロック造であった
 窓枠周りがカビや漏⽔などで腐食していた
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耐⼒壁を設ける場合の注意点 2

 ２階に耐⼒壁を設ける場合、下階に柱がない箇所はなるべく
避けることを勧める
やむなく設置する場合は、梁桁の安全性を確認すること

 直下の柱には引き抜き⼒が⽣ずるので注意が必要である
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基礎補強について
 なぜ基礎補強が必要かを考える

 無筋コンクリートだから補強︖
 ひび割れが多数あるから補強︖
 柱を⼊れたいから補強︖

 補強の基本的な考え方
 引張応⼒が発⽣するため（Ｎ値計算等で判明）
 耐⼒壁を新設するため

 補強方法
 補強⻑さの不⾜（⽇本建築防災協会発⾏「2012年改訂版

木造住宅の耐震診断と補強方法 資料編Ｐ１２４参照）
 新設基礎を設置する場合、注意すること（既存の基礎にア

ンカーを設けて一体化する）
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接合部補強について
 なぜ接合部の補強をするのか

 建物を強くするために⾦物を使⽤
 強い⾦物を使った場合の問題点

 大きな引き抜きが発⽣しやすい
 基礎補強が必要な場合がある。
 基礎Ⅱで検討しているので基礎補強は不要︖

 接合部仕様の告示内容と時期
 平成12年5月31⽇に「木造の継ぎ手及び仕口の構造方法を定める

件」として建設省告示第1460号が出された
 阪神淡路大震災で柱が抜けて倒壊
 熊本地震では1階部分が崩壊

 昭和56年5月以前の旧耐震基準とは別問題
 2000年問題として注目されてきた
 国⼟交通省でも検討

 柱頭柱脚に引抜き⾦物を設置する場合
 ２以上の⾦物を使⽤し、耐⼒を合算して取り付けることは避ける
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補強設計時の注意点
 平面的には確認できないこと

 2階に耐⼒壁を計画する場合は1階の間取りに注意
 オーバーハングしている箇所に耐⼒壁を計画する場合は床の剛性

などにも注意
 鉄骨柱及び梁が使われている箇所に補強する場合は注意

（混構造のため状況により補助⾦対象外）
 施主だけが知っていること

 増築や改築を繰り返している場合は接合部に注意
（増改築部が新耐震の場合、当該部分は補助⾦対象外）

 ⾬漏りや床の軋みなどに注意
 壁のひび割れが経年と共に拡大する場合は注意

 耐震補強と同時にリフォームなどをする場合
 既存柱や梁を撤去する場合は周りの状況を正しく判断する必要が

ある
 新規に柱や耐⼒壁を設ける場合は基礎などに注意
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⼯事開始後の設計変更について
 軽微な変更とは

 補強位置が隣りに移動した
 １か所の補強を２か所にした
 一部の筋かい補強を構造⽤合板に変えた
 想定していた箇所に部材が無かったので部材を補充した

 再判定になると思われる事例
 補強箇所の移動により配置低減係数が大きく下がった
 補強箇所が増減したり、移動がかなり多くなった
 設計時のIw値がぎりぎりの場合の補強位置の移動

 対応方法として
 施⼯を⾏う前に区へ報告・相談をすること
 設計を⾒直して安全性を確認する
 軽微な変更あるいは再判定になるかの判断を仰ぐ
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Q&Aの紹介
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Q&A １

 木ずり壁について
 ラスシートモルタル塗り外壁より壁基準耐⼒が低い
 調査無しでラスシートモルタル塗り外壁を採⽤できない
 木ずりをN50釘で柱に留めることが前提
 モルタルのひび割れがひどい場合は必要に応じて低減
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Q&A ２

 ラスシートについて
 木ずり下地で使⽤されてるラス網とは別物
 角波形状の亜鉛鉄板にメタルラスを電着させたもの
 ⼩屋裏等から調査すること

 耐⼒壁の梁継手補強について
 耐⼒壁内の梁継手はできるだけ避ける
 適切な補強が必要
 補強例などは「木造耐震改修Q&A集」などを参考にする
 釘が簡単に抜けるなどの場合は、耐⼒要素ではない

※木造耐震改修Ｑ＆Ａ集︓一般社団法⼈ 東京都建築士事務所協会発⾏

31

Q&A ３

 一般診断法の必要耐⼒を【精算法】で⾏うメリット
 一般診断法の床面積あたりの必要耐⼒は建物が総２階を

前提
 精算法だと２階の床面積の割合に応じて低減される
 耐⼒要素の配置等による低減係数算出は注意が必要

 「軽い・重い・非常に重い」建物の判断について
 屋根が鉄板葺などでも⼟塗壁をふんだんに使っていれば

「軽い建物」とすることは適当でない
 床均し荷重の計算を参照にして判断することが望ましい
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Q&A ４

 補強設計の目標上部構造評点について
 熊本地震で多数倒壊した
 上部構造評点が1.0を少し上回る程度で補強設計してい

る例が多い
 建物オーナーに説明することが重要

 合板の釘打ち間隔について
 釘間隔を狭くし、耐⼒が増えれば安全だと考えるのが通

例（100㎜以下は合板に割れが発⽣する可能性あり）
 但し、耐⼒と同時に剛性も上がるため平面剛性が悪化す

る可能性あり
 充分な検討が必要
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Q&A ５

 直下に耐震壁が無い２階補強壁について
 補強壁にかかる引き抜き⼒や圧縮⼒を梁で⽀えられるかど

うかの検討が必要
 ⽔平構面を伝わって隣接する壁に地震⼒が伝達するので床

剛性についても検討が必要
 検討例は「木造耐震改修Q&A集」を参照

 鉄骨梁下に耐震壁を設ける場合の方法
 大空間の場合、２階梁にラチス梁を使っている場合がある
 ラチス梁の下に耐⼒壁を設けてもラチス梁が変形する場合

があるため、的確な補強方法とする必要がある
 接合部⾦物を正しく取り付けるなど、充分な検討をする必

要がある。参考例は「木造耐震改修Q&A集」を参照
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質疑応答
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参考資料
報告書作成要領



報告書作成の心得
●耐震診断について

①建築主に建物の現状を正しく伝える資料を作成する
②現地調査において建物の劣化箇所や⾃然被害状況を的確に分かりやすく記載する
③大地震の揺れに対して建物の弱点を具体的に記載する
④建築基準法の変遷による建物の問題点を記載する

・接続⾦物について
・壁配置によるバランスについて

⑤対応すべき課題を具体的に記載する
●補強計画について

①基本方針を具体的な項目で記載する
・リフォームや模様替えなどが計画しているか
・劣化部位の補修を計画しているか
・屋根の軽量化を計画しているか
・基礎補強をどのように考えて計画しているか（新設基礎あるいは基礎補強）

②耐震補強による安全性について記載する
●報告書全体について

①判定員等に理解し易い資料を作成する（現地に赴かなくても想定できるくらい）
②建主に説明し易くすることが大事である

報告書の種類
●第10号様式別添1-①〜③



報告書作成要領（１）
●第10号様式別添1-①

①建築物の概要について

・屋根材料・基礎・外壁材料などは耐震診断や補強計画に大きく影響する
・面積関係を⼊念にチェックする（計算結果とは違うことが多い）
・地盤状況は必要耐⼒の計算に影響する

●第10号様式別添1-①
①診断方法の基本は一般診断法とする
②耐震詳細診断の欄に記載する事項

・上部構造評点（Iw値）は最⼩値を記⼊する
・過去の被災履歴で特筆すべき事項（耐震診断に影響するような事）を記載する
・床下や⼩屋裏調査によって得られた事項と想定した内容を記載する
・壁耐⼒に影響する事象を記載する
・筋かいの耐⼒をどのように⾒⽴てたかを記載する
・基礎の種類を特定した理由を記載する
・上部構造評点について、その理由を想定して記載する

③補強計画の欄に記載する事項
・上部構造評点（Iw値）は最⼩値を記⼊する
・耐震補強にあたり、特筆すべき事項を記載する
・リフォームなど耐震補強と合わせて計画する場合は概要を記載する
・耐震補強によって、何がどのように改良されたかを記載する

報告書作成要領（２）



第10号様式別添1-①の記載例
●耐震詳細診断欄

・診断条件を簡潔に且つ分かりやすくまとめることが肝要
・仮定条件の理由を明確にすることが肝要
・部屋あるいは⼩屋裏に⽴ち⼊れなかった場合は、その旨を記載
・建物の弱点を明記することが肝要

●補強計画欄

・補強要件を簡潔に且つ分かりやすくまとめることが肝要
・建物の弱点を⾒極めた補強計画であることを明記することが肝要
・補強⼯事においては変更がつきものであることを明記することが肝要
・特殊な認定⼯法などを採⽤する場合は、その理由を明記することが肝要



●第10号様式別添1-② （既存建築物チェック表）
①該当部位を選び劣化事象を目視で調査確認
②該当部位を調査確認した場合は、必ずコメント欄に現状を記⼊する

・コメント欄は調査した結果を記⼊する。
・確認できなかった箇所（屋根葺き材や床下など）は調査の対象から除外する
・想定（想像）した内容は記⼊しない

③劣化事象が確認できた場合は劣化欄をチェックする
・劣化欄にチェックした個所を診断データに反映しているかを確認
・補強計画時に補修する箇所と内容を補強計画欄に反映させる

報告書作成要領（３）

●第10号様式別添1-③ （建築物 概要）
①建築物の履歴及び過去被災履歴

・建築主からヒアリングした内容を記載する
・増改築や⽤途変更は時期と規模によって耐震診断や補強計画に影響する
・稀ではあるが直近で耐震補強を実施している場合があるので要注意

②設計図書等の調査
・建築確認書や検査済証の有無によって建設当時との食い違いが分かる
・その他の図面が存在する場合は、どの時点での図面かを明確にする
・相違内容欄は基本的には建築確認当時との食い違いを記載する

③添付資料
・⼊手できた資料は添付することを勧める（重要な手がかりとなる）
・補強⼯事の時に利⽤できるのでは・・・

報告書作成要領（４）



●既存建物写真（現地調査記録写真）について
①撮影時の注意点

・撮影にあたり、建築主に許可を得る（許可が得られない場合は無理に撮影しない）
・⼈物像は極⼒避ける
・隣地などには⽴ち⼊らない
・問題となる箇所は詳細がわかるように撮影する
・寸法計測など証明となる写真は状況が分かるように撮影する

②写真の種類と枚数
・建物全体写真（正面・側面）２枚程度
・外壁（ひび割れや仕上げの剥離箇所などの劣化状況）複数枚
・外部階段や廊下（劣化状況や建物との接続状況）
・内壁（仕上げ状況や劣化状況）
・その他、必要と思われる箇所

③調査写真のまとめ方
・撮影した位置が分かるようにする
・写真は通し番号を付ける
・それぞれの写真にはタイトルとコメントを記⼊する
・重要な箇所には印（しるし）をつけ、分かりやすくする

報告書作成要領（５）

●既存平面図について
①既存平面図に必要な項目

・各階の間取り図と寸法
・壁種別をそれぞれの壁ごとに記号で表示（凡例を必ず付ける）
※耐⼒壁あるいは非耐⼒壁の区分が分かるようにする（記号を□や〇で囲む）

・方位と応⼒解析方向
・解析した時の通り符号
・増改築部がある場合は位置と時期
・現地で調査した内容を隈なく記載

②作成事例（参考例です）
・平面図と凡例

報告書作成要領（６）



●補強平面図について
①補強平面図に必要な項目

・補強部材の位置及び凡例
・必要であれば特記事項
・引き抜き⾦物の位置及び凡例
・基礎補強の場合は基礎伏図（記号表示では確認できない場合がある）

②作成事例（参考として掲載）

報告書作成要領（７）

混構造について
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 混構造のいろいろ
 国⼟交通省告⽰第５９３号

 木造であるが故のいろいろ
 ①2階の⼀部に鉄骨梁を使⽤している事例
 ②⼀部の柱に鉄骨柱を使⽤している事例
 ③⼀部鉄骨造で構成されている事例
 ④１階が鉄骨造（１階木造）で２階が木造お神楽の事例

 混構造の問題点
 耐震診断の可否の判断について

 耐震診断が可の場合の鉄骨造の取り扱いについて（調査や診断方法）
 補強設計、補強工事時の注意事項、現場確認などについて

混構造について

国土交通省告示第５９３号

混構造の色々



木造であるが故のいろいろ-1

②一部の柱に鉄骨柱を使用して
いる事例

①2階の一部に鉄骨梁を使用して
いる事例

③⼀部鉄骨造で構成されている事例 ④１階が鉄骨造（１階木造）で２
階が木造お神楽の事例

木造であるが故のいろいろ-2



◇木造柱と2階鉄骨梁の接合部

●効果

・梁間を広くできる。店舗などに良く使われる

・軽量である

●欠点

・長期荷重には有効だが、地震力には弱い

・木造との接続部に問題が生じやすい

●調査のポイント

・柱の取り付け方法に問題はないか

・横補剛材があるか

・鉄骨部分に発錆がないか

・溶接部分に損傷はないか

混構造の問題点-1

◇１階が鉄骨造で２階が木造の場合の床接合部

●調査のポイント

・鉄骨部分と木造部分の接続部に問題はないか

・対象外ではあるが下部構造に問題はないか

混構造の問題点-2



◇木造として耐震診断できない建築物
①平面的混構造
②大部分が木造以外の建築物
③既存図面が無く、現地調査において取り付け部が確認できない建築物
④木造と木造以外の構造が⼊り組んでいる建築物（例︓木造＋鉄骨造＋コンクリートブロック造）

◇木造として耐震診断が可能であると考えられる建築物
①⼀部の柱・梁に鉄骨柱・梁を使⽤している建築物
②平面的な混構造でもエキスパンションジョイントで区分されている建築物
③１階が店舗や倉庫などで鉄骨梁を使って大きな空間を構築している場合

耐震診断の可否について

◇調査時の注意点（主に鉄骨部材を使⽤している場合）
①木造と鉄骨造の取り付け部を確認する
②鉄骨の部材寸法や取り付けボルトなどを確認する
③鉄骨の劣化状況を確認する
④鉄骨柱の柱脚部の接合部（ベースプレートやアンカーボルトの状況）

◇診断方法（主に鉄骨部材を使⽤している場合）
①鉄骨部材の安全性を確認する（以下のような場合は構造計算で確認する）

・大スパンで鉄骨梁を使っている場合（⻑期応⼒）
・１階の⼀部に鉄骨の柱・梁で構成されている場合（⻑期応⼒・⽔平応⼒）

②使⽤鉄骨が木造の⼀部であると判断できることを確認する
③軽量鉄骨などを使⽤している場合が多いため、⽔平荷重を負担しないようにする
④⽴体的混構造の場合は、木造以外の階が安全であることを確認する

耐震診断が可の場合の鉄骨造の取り扱いについて（調査や診断方法）



◇補強設計時の注意事項
①補強部材（耐⼒壁や筋かいなど）を、異種部材がある箇所に計画しない
②補強部材の配置によって応⼒のかかり方が変わった場合は、異種部材の安全性を確認すること
③⽔平剛性が保持できない場合が多いため床版などにより剛性を確保する必要がある

◇補強工事時の注意事項
①補強部材（耐⼒壁や筋かいなど）を、異種部材に接続しない
②鉄骨部材に劣化や損傷あるいは変形が確認された場合は設計者に指⽰をあおぐ

◇現場確認
①柱脚や柱梁接合部の状況を確認し、安全であることを確認する
②柱脚が腐食しやすいためアンカーボルトなどが痩せていないか確認する
③梁の変形（捩れによる変形や加荷重によるたわみ）などが無いか確認する

補強設計、補強工事時の注意事項、現場確認などについて


