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RC造建物の耐久性・維持保全
― 建築ゲノム論に基づく劣化予測・性能評価 ―

東京大学大学院工学系研究科建築学専攻建築材料研究室教授 野　口　貴　文

１.はじめに

2015 年９月、国連サミットで「2030
Agenda for Sustainable Development（持
続可能な開発のための 2030 アジェン
ダ）」が採択され、2030 年までの国際目
標として、持続可能な世界を実現するた
めの17のゴール（目標）と169のターゲッ
トが示された。目標のうち、目標７（エ
ネルギーをみんなにそしてクリーンに）、
目標９（産業と技術革新の基礎をつくろ
う）、目標 11（住み続けられるまちづく
りを）、目標 12（つくる責任つかう責任）
などに、建物に深く関わる内容が含まれ
ており、エネルギー効率の改善、資源利
用効率の向上、廃棄物の発生抑制・再利
用・再生利用、地産地消の推進、インフ
ラの改良、文化遺産の保護・保全の強化
などがターゲットとして示されている。

わが国においては、建物のライフサイ
クル全体における様々な活動（資源の採
取・運搬、材料の製造・運搬、建物の建
設・使用・解体、廃棄物の処分）によっ
て排出される CO2 量は、人類の全活動に
よって排出される量の 40％近くにも達
すると言われており１）、また、総物資投
入量の半分程度は土木構造物・建物の建
設に投入されている２）。特に、それらの
建設に不可欠な構造材料であるコンク
リートは、わが国に限らず全世界におい
て、水に次いで消費量の多い物質・材料
であり、その主要素材であるポルトラン
ドセメントの生産時には、世界全体の
CO2 排出量の５％程度が排出され３）、骨
材やコンクリートの運搬によっても大量
の CO2 が排出されている。したがって、
建物の建設・解体を短期間で繰り返すこ
とは、天然資源の大量消費、および CO2
の大量排出が生じることとなるため、建
物は、できる限り長寿命となるべく設計
されなければならず、一旦建設されたな
らば、適切な維持保全活動を行い、でき
る限り長く使用し続ける必要がある。

ここ数年、写真－１に示す長崎市の端
島（通称、軍艦島）に残存する鉄筋コン
クリート造建物（RC造建物）の現状調査・
維持保全活動に関わってきているが、写
真－２に示すように、厳しい塩害環境下
に長年に渡って放置された RC造建物は、
鉄筋の腐食が過度に進み、柱・梁・床な
どの一部が崩壊し、いつ建物が自然倒壊
しても不思議でない状態にまで劣化・損
傷が進行している。しかし、2014 年に
軍艦島全体が国の史跡指定を受け、2015
年に軍艦島の炭鉱施設が世界文化遺産
「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、

造船、石炭産業」の構成資産として登録
されたため、史跡の一部としてかつ世界
文化遺産を支える存在として、軍艦島の
RC造建物群は、著しく劣化・損傷した状
態であっても、適切に保存していくこと
が求められている。この極限状態での挑
戦的活動を通じて、RC 造建物に関して、
寿命はいつ訪れるのか、維持保全活動は
どうあるべきか、文化財としての永久保
存に向けて何をなすべきかなど、多くの
課題が浮上してきた。

写真－１　軍艦島全景

写真－２　軍艦島に残存するRC造建物の劣化状態
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２.寿命・耐用年数

人間の寿命（死）は、心拍停止に基づ
いて医師が宣告する。では、建物の寿命
（耐用年数という言い方が適切かもしれ
ない）は、どのような判断に基づいて誰
が宣告するのであろうか。建物の場合に
は、宣告主体と決定主体とは異なること
が多く、宣告主体は研究者・技術者など
の専門家であるが、決定主体は建物の所
有者であるのが一般的である。研究者・
技術者によって既に寿命に達していると
判断された建物であっても、所有者が使
用し続けたい、保存したいと考えた場合
には、多額の費用が投じられて高度な補
修・補強がなされ、建物を延命させるこ
とがあり得る。

建物の寿命（耐用年数）には、物理的
耐用年数、経済的耐用年数、機能的耐用
年数、法的耐用年数という４種類があり、
それぞれ以下のように定義される。
・物理的耐用年数：材料・部品・設備が

劣化して建物の性能が低下することに
よって決定される耐用年数

・経済的耐用年数：建物を存続させるた
めに必要となる費用が建物を存続させ
ることによって得られる利益を上回っ
てしまうことで決定される耐用年数

・機能的耐用年数：時代の変遷とともに
部位・空間・建物の機能が利用者の要
求を満足しなくなってしまうことで決
定される耐用年数

・法的耐用年数（法定耐用年数）：昭和
40年大蔵省令第15号「減価償却資産の
耐用年数等に関する省令」に定められ
た、税務上減価償却率を求める場合の
基となる構造別・用途別の建物の耐用
年数
ただし、機能については、費用をかけ

最新技術を駆使して材料・部材・製品・
設備などを交換・追加すれば要求を満足
させることができ、その費用の多寡に
よって耐用年数が決まることになるため、
機能的耐用年数は経済的耐用年数に組み
込むことができる。また、法的耐用年数
についても、その性質上、経済的耐用年
数の一種と考えることもできる。しかし
ながら、物理的耐用年数は、建物が倒壊
してしまえば、その建物自体が消失して
しまい、建設し直すしかないため、独立
したものと考えることができる。一般的
にどの耐用年数に最初に到達するかとい
うと、わが国の現状では、機能的耐用年
数が最初であり、次に経済的耐用年数、

次いで法的耐用年数、そして最後に物理
的耐用年数ではないかと考えられる。と
いうのは、都内の再開発事業を俯瞰する
と、建設後 20年も経過していないオフィ
ス用途の建物が解体されて、新たな機能
を有する建物に更新されるケースが少な
くないからであり、軍艦島の建物のよう
に、建設後 100 年ほどが経過し、共同住
宅としての機能をとっくに消失してしま
い、補修・補強費用が解体・更新費用を
上回るような状況になっても、物理的に
は存在している事例があるからである。

今から16年も前のことになるが、　
日本建築学会の月刊誌「建築雑誌」
2002 年 10 月号において「建築の寿命」
特集４）の編集主担当を務めたが、その折
にも、建物の寿命に対する考え方の複雑
さ・困難さを痛切に感じた。図－１に示
すように、建物を含む人工物は、地球上
において、その自然環境に適合するよう
に変化していく。一方、人間の要求は、
時代とともに高揚していくのが常である。
　日本建築学会では、古くより建物

の耐久性問題に取り組み、1988 年に「建
築物の耐久計画の考え方」、1991 年に「高

耐久性鉄筋コンクリート造設計・施工指
針（案）・同解説」、2004 年に「鉄筋コ
ンクリート造建築物の耐久設計施工指針
（案）・同解説」を出版してきた。また、
維持保全に関しても、1997 年に「鉄筋
コンクリート造建築物の耐久性調査・診
断および補修指針（案）・同解説」が出
版されている。一方、政府も 21 世紀に
なって「住宅の品質確保の促進等に関す
る法律」（2000 年）、「200 年住宅ビジョ
ン」（2007 年）、「長期優良住宅の普及の
促進に関する法律」（2009 年）などの方
針・施策を示し、2003 年には国土交通
省大臣官房官庁営繕部において「公共建
築改修工事標準仕様書」が制定された。
このように、学・官において先導してき
た建物の長寿命化であるが、建築雑誌の
特集号から 16 年経過した現在、図－１
に示した両者の関係を踏まえて、我々は、
建物の長寿命化を真に図るための具体的
な手段・技術を見出すことが果たしてで
きているだろうか、見出していたとして
も、それを実行に移すことができている
であろうか。

図－１　建物の性能の低下と要求性能の高揚

図－２　材料の劣化から建物の性能低下への流れ
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３.点検・調査診断・補修改修

　日本建築学会では、1953 年以降、
新築工事に対する標準仕様書として工事
種別ごとに JASS を制定・出版し、わが
国でつくられる建物の品質水準の均一化、
および使用材料・工法の標準化を図って
きた。それにより、技術の底上げととも
に、新築建物の品質向上が図られてきた。
たとえば、RC 造建物に関しては、1997
年に改定された JASS5 に計画耐用年数の
級という概念が導入され、新築時に RC
造建物の寿命を３段階（30 年、65 年、

100 年）のいずれかに設定し、それに応
じた材料・工法の仕様を選定することと
なった。ただ、社会の動向が、新築から
ストック重視の方向に移行し、既存建物
の補修・改修工事が常態化しつつある状
況下において、補修・改修工事に対する
　日本建築学会によって定められた標
準仕様書の必要性が高まり、2009 年よ
りその制定に向けた活動が行われ、RC造
建物の補修・改修に関しては、あと１～
２年で完成という状態にまでなっている。

新築工事とは異なり、既存建物の長寿
命化を目的とした補修・改修を行うには、

既存建物の状態を正確に把握することが
先決である。そのためには、既存建物に
ついて、日常的・定期的に点検がなされ
て変状発生が記録され、応急措置がなさ
れていることは重要であり、10 数年か
ら 20 数年ごとになされる補修・改修工
事前には、目視調査・詳細調査によって
建物の状態が正確に把握され、その調査
結果に基づいて、補修・改修の要否・方
針を示す診断がなされる必要がある。そ
して、調査・診断結果に基づいて、補修・
改修設計がなされ、新築工事と同様に、
仕様書に基づいて補修・改修工事が実施
される必要がある。この一連の流れは、
　日本建築学会「建築保全標準」とい
う総称の下、「一般共通事項」「点検標準
仕様書」「調査・診断標準仕様書」「補修・
改修設計規準」「補修・改修工事標準仕
様書」という５編構成の分冊で出版され
る予定である。

４.物質変化から材料劣化・
性能低下へ

先に述べたように、地球上の人工物は、
自ずと安定した状態へと変化（劣化）し
ていく。すなわち、図－２に示すように、
自然界からの環境作用を受けて、建築材
料を構成している物質は分子レベル（ミ
クロ）での化学的な変化を生じ、それが
材料レベル（メゾ）での物理的・幾何学
的な変化となって現れ、建築材料の物性
に変化をもたらす。そして、建築材料の
物性変化は、最終的には建築部材・建物
レベル（マクロ）での性能低下へと繋がっ
ていく。

現在、この一連の「ミクロレベル→メ
ゾレベル→マクロレベル」という連関挙
動については、科学的・理論的な解明と
工学的な定量評価が進みつつある。たと
えば、ミクロレベル・メゾレベルについ
ては、図－３および図－４に示すように、
紫外線を受けた塩ビ樹脂（鉄筋やコンク
リートといった RC 造建物の主要な構成
材料ではないが）について、分子レベル
での化学変化が FTIR（フーリエ変換赤外
分光法）によって求められ、破断時伸び
量に変化を生じさせるメカニズムとして
説明されている５）。また、マクロレベル
については、図－５に示すように、鉄筋
の腐食状態が正確に測定できれば RC 梁
の曲げ耐力を推定できることが示されて
いる６）。加えて、劣化した RC 造建物の
耐震性を個々の部材の劣化状態に基づい
て評価する手法も提案されている７）。

図－４　塩ビ樹脂における破断時伸び量の変化

図－３　FTIRによる塩ビ樹脂の分子の化学変化
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地球温暖化および資源枯渇といった地
球環境問題に鑑みると、建物の長寿命化
を図ることは人類に課せられた使命とも
言え、経済的耐用年数に振り回される社
会が凌駕され、建物が半永久的に使用さ
れ続けられる社会が到来することが待ち
望まれる。それこそが、理想的な持続可
能社会の姿であり、物理的耐用年数が真
に意味を持つ時代となる。その時代に向

けて、RC造建物において生じる劣化・性
能低下を「ミクロレベル→メゾレベル→
マクロレベル」といった流れで定量的に
評価し、RC造建物の物理的耐用年数の正
確な予測と制御を可能とする技術を確立
しなければならない。

５.おわりに

森羅万象、変化しないものはない。自
然環境や利用者の影響を受けて材料・建
物は変化していく。図－６に示すように、
劣化ではなく美化という言葉で言い表せ
るような変化が生じれば、建物は自ずと
長寿命になるであろう。

人間の生物としての寿命がヒトゲノム
によって決定されるのと同様に、建物の
寿命はその構成素材や物質によって決定
される（文献４では「建築ゲノム論」と
呼称）。建築ゲノム論に基づいて建築材
料を選定し建物を設計することで、建物
の物理的耐用年数は確実に伸ばすことが
でき、美化をもたらすことも可能となる
であろう。RC造建物であれば、セメント・
骨材の種類、水セメント比、かぶり厚さ
などがゲノムとなり、その選定・設定は
非常に重要である。

未だ RC 造の歴史は 150 年余り（わが
国では 100 年余り）と浅いため、世界文
化遺産に登録されている RC 造建物の数
は多くない。しかし、近年および現在の
コンクリート生産量に鑑みれば、今後そ
の数は確実に増えていくであろう。是非
とも「美輪美奐」となって欲しい。
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図－６　建築材料のエイジング（美化）

図－５　鉄筋腐食とRC梁部材の曲げ性能


