ひょうご住宅耐震改修工法コンペ受賞工法（共同住宅部門）
工法名：ＳＲＦ工法
提案者：構造品質保証研究所㈱

兵 庫 県 知 事 賞

〒102-8220 東京都千代田区九段北 1-11-5
電 話：03-5214-3431
ＦＡＸ：03-5214-3432
e-mail：square@sqa.co.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.sqa.co.jp

【中層・高層部門】

＜特

徴＞

補強部材に一液性ウレタン系接着剤を塗
布し、ベルト材（ポリエステル）を貼り付
ける。臭気・環境懸念物質・粉塵を出さず、
間取り・使い勝手を変更しない。低コスト、
急速施工が可能。特殊技能は不要。
＜モデル住宅１棟当たりの概算工事費＞
・中層：約２，４００万円
（１戸当たりの工事費：約８０万円／戸）
・高層：約７，６００万円
（１戸当たりの工事費：約５３万円／戸）
＜補強設置箇所＞柱、壁付き柱、壁の補強

工法名：ＰＣアウトフレーム工法
提案者：㈱建研 第１営業部

兵庫県議会議長賞

〒532-0011
大阪市淀川区西中島 5-8-3 ｻﾝｱｰﾙﾋﾞﾙ北館 3Ｆ
電話：06-6308-8612
ＦＡＸ：06-6308-8622
e-mail ： Tashiro.Hidenobu@kenken-pc.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.kenken-pc.com/

【中層部門】

＜特

既存建物

現場打ちコンクリート

ＰＣ柱

既存建物

ＰＣ柱
ＰＣ梁

徴＞

居ながら施工が可能。ＪＩＳ認定工場で
製作された製品(高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ)を現場で組
立てる為、工期が早く、騒音が少なく、環
境に優しい。斜材が無く採光性、意匠性が
損なわれない。

既存バルコニー
接着系アンカー

ＦＬ

（ＰＣ床板）
現場打ちコンクリート
既存建物とＰＣフレームとの取合い

＜モデル住宅１棟当たりの概算工事費＞
約３，５００万円
（１戸当たりの工事費：約１１７万円／戸）
＜補強設置箇所＞
外壁面（廊下・バルコニー側）

新設現場
打ち基礎
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工法名：鋼管コッターを用いた
アタッチメントフレーム工法
提案者：戸田建設㈱
本社リニューアル営業部

兵庫県住宅建築総合センター
理 事 長 賞

〒104-8388 東京都中央区京橋 1-7-1
電話：03-3535-1663 ＦＡＸ：03-3564-4104
e-mail：shigeru.nakamura@toda.co.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.toda.co.jp/

【中層部門】

＜特

徴＞

工事は全て外部から行い、騒音・振動・
粉塵の発生が少ない工法で、入居したまま
の工事が可能。現状建物との調和を図り、
採光・眺望・避難経路を損なわず、居住環
境を悪化させないデザイン。
＜モデル住宅１棟当たりの概算工事費＞
約３，０００万円
（１戸当たりの工事費：約１００万円／戸）
＜補強設置箇所＞
外壁側（ベランダ側）の柱・梁

工法名：外付けフレーム型耐震補強
「CESRet（セスレット）工法」

優 秀 賞

提案者：矢作建設工業㈱

建築技術部

〒461-0004 名古屋市東区葵 3-19-7
電話：052-935-2375 ＦＡＸ：052-935-2155
e-mail：ken-gijyutu@yahagi.co.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.yahagi.co.jp/

【中層部門】

＜特

徴＞

鉄骨コンクリート合成構造「CES 構造」を
利用した耐震補強工法。建物を使用しなが
ら工事が可能。CES 補強部材に十分な剛性、
耐力、変形性能を期待できるためブレース
（斜材）不要。鉄筋を使用しないため、施
工性，経済性に優れている。
＜モデル住宅１棟当たりの概算工事費＞
約３，６００万円
（１戸当たりの工事費：約１２０万円／戸）
＜補強設置箇所＞建物の柱・梁の外側面
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工法名：ポータルグリッド工法
(ＰＧ工法）
提案者：㈱森林経済工学研究所池田事務所

優 秀 賞

（共同提案：㈱明興コンサルタンツ）
【中層部門】

〒563-0041 大阪府池田市満寿美町 7-16
電話：072-750-2286 ＦＡＸ：072-750-2265
e-mail：tye.kimura@shinrin-ken.co.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://shinrin-ken.co.jp/

＜特

徴＞

Ｈ形鋼で構成した｢筋交いの無いフレー
ム｣を屋外側から取付ける工法。補強後も室
内の採光や視界を妨げず、違和感のない外
観が可能。壁や窓を解体することなく｢居な
がら施工｣が可能、少廃棄物で短工期の工
法。
＜モデル住宅１棟当たりの概算工事費＞
約２，８００万円
（１戸当たりの工事費：約９３万円／戸）
＜補強設置箇所＞外壁（外側から施工）

工法名：３Ｑ−Ｗａｌｌ工法及び
オイルダンパーによる制震補強工法
提案者：㈱大林組 本店 ﾋﾞﾙｹｱｾﾝﾀｰ

優 秀 賞

〒540-8584 大阪市中央区北浜東 4-33
電話：06-6946-4521 ＦＡＸ：06-6946-4778
e-mail：miura.ken@obayashi.co.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.obayashi.co.jp/

【高層部門】

＜特

徴＞

工事中の「騒音･振動･粉塵」を大幅に低
減し工期を短縮できる「ﾌﾞﾛｯｸ耐震補強壁
（3Q-Wall 工法）」と、エネルギー吸収能力
に優れたオイルダンパーを既存建物の架構
面内に組み込み、建物の揺れを抑え躯体の
損傷を低減する工法。
＜モデル住宅１棟当たりの概算工事費＞
約１億２千万円
（１戸当たりの工事費：約８３万円／戸）
＜補強設置箇所＞
外壁・内壁
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ひょうご住宅耐震改修工法コンペ （共同住宅部門）
受賞工法以外で一定水準に達していると認められる工法
工 法 名 称 及 び 参 考 図
ポータル・グリッド工法（ＰＧ工法）

特 徴 等

〔中層部門〕

＜特 徴＞
柱梁に鉄骨フレームを外付けする耐
震補強工法。ブレース（斜材）が無いの
で室内からの眺望・採光を阻害しない。
様々な仕上げが可能なので、デザインの
幅が広がる。バルコニー部分の補強も可
能。
＜モデル住宅１棟当たりの概算工事費＞
約５，８００万円
（１戸当たりの工事費：約１９３万円／戸）
＜補強設置箇所＞
外壁側から柱・梁を補強

提案者：五洋建設㈱ 大阪支店神戸営業支店
電話：078-231-5005
ＦＡＸ：078-231-1500
〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通 4-1-11
e-mail：shinichirou.kojima@mail.penta-cean.co.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.penta-ocean.co.jp/
＜特 徴＞
建物外部にＰＣａフレームを新設、Ｐ
〔中層部門〕
Ｃ鋼棒で緊結し、増設ＰＣスラブによ
り、既存建物と一体とする工法。変動軸
力は基礎（杭）および建物重量で処理。
建物外部からの改修工事であり、「住み
ながら」の耐震補強を実現する。

プレキャスト部材を使用した「外フレーム耐震補強工法」

＜モデル住宅１棟当たりの概算工事費＞
約４，７００万円
（１戸当たりの工事費：約１５７万円／戸）
＜補強設置箇所＞
既存建物の外部（バルコニーの外側）
提案者：㈱新井組（共同提案：オリエンタル建設㈱）
電話：0798-26-8116 ＦＡＸ：0798-34-7791
〒662-8502 兵庫県西宮市池田町 12-20
e-mail： −
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.araigumi.co.jp/（新井組） http://www.oriken.co.jp/（ｵﾘｴﾝﾀﾙ建設）
外付けブレースによる耐震補強工法（ＯＦＢ工法）〔中層部門〕 ＜特 徴＞
建物外側に鋼棒ブレースを設置して
耐震性能を向上させる工法。補強により
窓などの開口部を塞ぐことがなく、採光
や通風への影響がない。室内での作業は
短時間の軽作業で、建物を使用しながら
の施工が可能。
＜モデル住宅１棟当たりの概算工事費＞
約４，１００万円
（１戸当たりの工事費：約１３７万円／戸）
＜補強設置箇所＞
建物外側に鋼棒ブレースを設置
提案者：㈱間組 大阪支店 ﾘﾆｭｰｱﾙ事業部
〒530-0004 大阪市北区堂島浜 2-2-8
e-mail：tkodama@hazama.co.jp

電話：06-6348-1184 ＦＡＸ：06-6348-1057
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.hazama.co.jp/
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工 法 名 称 及 び 参 考 図

特 徴 等

二重鋼管座屈補剛ブレースによる制振補強工法 〔中層部門〕 ＜特 徴＞
建物の外壁に設置するスレンダーな
二重鋼管ブレースが、地震エネルギーを
吸収して、建物の揺れや損傷を低減す
る。居ながら施工を基本に、屋内工事は
最小限に抑え、短工期で低コストな改修
を実現。ブレースの配置方法により、建
物の美観に配慮することが可能。
＜モデル住宅１棟当たりの概算工事費＞
約５，９００万円
（１戸当たりの工事費：約１９７万円／戸）
＜補強設置箇所＞
外壁
提案者：JFE シビル㈱（共同提案：JFE 技研㈱・東京理科大学）
〒530-0003 大阪市北区堂島 2-4-27 新藤田ビル 14F
電話：06-6344-7606 ＦＡＸ：06-6344-7609
e-mail：info-kenchiku@jfe-civil.com ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.jfe-civil.com/kenchiku/index.html
アウトフレーム連結制振構法

〔中層部門〕

アウトフレーム

アウトフレーム

＜特 徴＞
既存建物の外側に独立して架構（ｱｳﾄﾌ
ﾚｰﾑ）を新設し、既存建物とダンパーで
連結することにより地震時のエネルギ
ー吸収を図る耐震補強構法。工事に伴う
一時移転が不要。制振工法により補強効
果が高い。デザイン性に優れている。
＜モデル住宅１棟当たりの概算工事費＞
約８，０００万円
（１戸当たりの工事費：約２６７万円／戸）
＜補強設置箇所＞
建物の外部（独立してフレームを構築）

ダンパー

提案者：㈱鴻池組 大阪本店 建築設計部（共同提案：京都大学大学院 竹脇・辻研究室）
〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町 3-6-1
電話：06-6244-3779 ＦＡＸ：06-6244-3763
e-mail：ohta̲hs@konoike.co.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.konoike.co.jp
バットレス制振フレーム

〔高層部門〕

＜特 徴＞
建物の妻面外側に，オイルダンパーを
組み込んだ鉄骨フレームを新設し、建物
の揺れを吸収する。外部工事なので，住
みながらの工事が可能。また補強後も窓
面からの採光を妨げない。中高層の建物
に適する。
＜モデル住宅１棟当たりの概算工事費＞
約１億８千万円
（１戸当たりの工事費：約１２５万円／戸）
＜補強設置箇所＞
建物の妻面外部

提案者：前田建設工業㈱ リニューアル事業部
〒102-8151 東京都千代田区富士見 2-10-26
e-mail：itatemit@jcity.maeda.co.jp

電話：03-5276-5296

ＦＡＸ：03-5276-9401

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.maeda.co.jp
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※工事費について
表中の工事費は、モデル住宅１棟あたりの参考金額です。実際に補強工事を行う際に
は、建物の形状や敷地の条件等により、工事費が変動します。
（モデル住宅の概要）
構

造

中

層

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

高

層

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

建築面積

延べ面積

３６９㎡

１，７２８㎡

１，３７９㎡

１０，９６０㎡
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階

数

地上 ５階
地上１３階
※１Ｆは駐車場

戸

数

３０戸
１４４戸

