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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
地下ｎ階建て（ｎは２以上の自然数）の既設建物を利用して新設建物を構築する建物の構
築方法であって、
前記既設建物の地上躯体を解体する地上躯体解体工程と、
　前記既設建物の既設地下スラブまたは既設建物の大梁の上部に作業構台を設置する構台
設置工程と、
　前記既設建物の地下１階から地下ｎ－１階までの各階において既設地下スラブに開口部
を形成する開口形成工程と、
　前記作業構台上に配置した揚重装置を使用して、前記既設建物の地下ｎ階の床面に新設
地下柱を立設する地下柱構築工程と、を含むことを特徴とする建物の構築方法。
【請求項２】
前記作業構台は、前記新設建物の地下１階スラブの一部の先行構築部であることを特徴と
する請求項１に記載の建物の構築方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、既設建物を利用して新設建物を構築する方法、及びその新設建物の地下躯体
に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　既設建物の地下躯体を解体しながら新設建物を構築する方法としては、特許文献１に開
示されたものがある。特許文献１の方法では、既設地下躯体の底部に新設マット躯体を構
築し、新設マット躯体上にタワークレーンを立設した後、タワークレーンを利用して作業
構台や構真柱を組み立てている。なお、作業構台は、新設マット躯体から立ち上がる仮設
支柱に架設されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－４４２２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の方法では、新設マット躯体上にタワークレーンを立設する必要があるので
、タワークレーンが使用可能となるまでに時間を要することとなり、作業構台が使用可能
となるまでには更に時間を要することとなる。また、特許文献１の方法では、新設マット
躯体上に作業構台用の仮設支柱を立設する必要があるので、作業構台の構築作業に時間を
要し、さらには、作業構台の撤去作業にも時間を要することとなる。
【０００５】
　このような観点から、本発明は、既設建物を利用して新設建物を構築する際に、工期短
縮を図ることが可能な建物の構築方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の建物の構築方法は、地下ｎ階建て（ｎは
２以上の自然数）の既設建物を利用して新設建物を構築する建物の構築方法であって、前
記既設建物の地上躯体を解体する地上躯体解体工程と、前記既設建物の既設地下スラブま
たは既設建物の大梁の上部に作業構台を設置する構台設置工程と、前記既設建物の地下１
階から地下ｎ－１階までの各階において既設地下スラブに開口部を形成する開口形成工程
と、前記作業構台上に配置した揚重装置を使用して、前記既設建物の地下ｎ階の床面に新
設地下柱を立設する地下柱構築工程と、を含むことを特徴とする。
また、請求項２に記載の建物の構築方法は、前記作業構台は、前記新設建物の地下１階ス
ラブの一部の先行構築部であることを特徴とする。
 
【０００７】
　本発明によれば、既設建物の既設地下柱上に作業構台（置構台、乗入れ構台など）を設
置する、という手段を採用しているので、作業構台を早期に確保することができ、ひいて
は、その後の作業をスムーズに行うことができる。
【０００８】
　また、本発明によれば、地下１階から地下ｎ－１階までの既設地下スラブを残した状態
で新設地下柱を構築する、という手段を採用しているので、既設地下スラブの解体を待た
ずして、新設トップスラブを早期に構築することができる。
【０００９】
　本発明においては、前記作業構台の周辺領域において新設トップスラブの一部を構築す
る第一のトップスラブ構築工程と、前記作業構台を解体する作業構台解体工程と、前記作
業構台が存在していた領域において新設トップスラブの残部を構築する第二のトップスラ
ブ構築工程と、前記新設トップスラブの下側において、前記既設地下スラブを解体すると
ともに、新設地下スラブを構築するスラブ解体・構築工程と、を付加してもよい。作業構
台の周辺領域において新設トップスラブの一部を構築し、作業構台を解体した後、作業構
台が存在していた領域において新設トップスラブの残部を構築する、という手順を採用す
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れば、作業構台と新設トップスラブとが上下に重なることはなく、したがって、新設トッ
プスラブを効率よく構築することができる。しかも、新設トップスラブは、既設地下スラ
ブの解体あるいは新設地上躯体や新設地下スラブを構築する際の作業ヤードとなるので、
新設トップスラブの一部を早期に構築することができれば、その後の作業をスムーズに行
うことができる。
【００１０】
　本発明においては、前記既設建物の地下ｎ階の床面上に仮設底盤となるコンクリートを
打設し、前記新設地下柱の下端部を前記仮設底盤に埋設する根固め工程を付加してもよい
。このようにすると、仮設底盤によって新設地下柱が根固めされるようになるので、施工
中においても新設地下柱の安定度が高まり、以後の作業をより安全に行うことが可能とな
る。
　また、本発明においては、支持地盤上に構築され前記既設建物の既設底盤と地下ｎ階の
前記既設地下スラブとの間の空間には、コンクリートを充填してもよい。このようにする
と、既設底盤１１、既設基礎梁１２および地下４階の既設地下スラブ１４が一体となり、
極厚の耐圧盤として機能するようになる。
【００１１】
　さらに本発明においては、前記仮設底盤上に新設底盤となるコンクリートを打設し、前
記新設地下柱の下部を前記新設底盤に埋設する底盤構築工程を付加してもよい。このよう
にすると、新設地下柱が強固に根固めされるようになるので、新設地下柱の安定度がより
一層高まることになる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、作業構台を早期に確保することができるので、その後の作業をスムー
ズに行うことができ、ひいては、工期短縮を図ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係る建物の構築方法によって構築された新設建物の地下躯体
を示す断面図である。
【図２】（ａ）は既設建物の地下躯体を示す断面図、（ｂ）は平面図である。
【図３】（ａ）は地上躯体解体工程を説明するための断面図、（ｂ）は同じく平面図であ
る。
【図４】（ａ）構台設置工程および開口形成工程を説明するための断面図、（ｂ）は同じ
く平面図である。
【図５】（ａ）は地下柱構築工程を説明するための断面図、（ｂ）は同じく平面図である
。
【図６】根固め工程および第一のトップスラブ構築工程を説明するための断面図、（ｂ）
は同じく平面図である。
【図７】第二のトップスラブ構築工程を説明するための断面図、（ｂ）は同じく平面図で
ある。
【図８】（ａ）および（ｂ）は、スラブ解体・構築工程を説明するための断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の実施形態に係る建物の構築方法は、地下４階建ての既設建物１（図２の（ａ）
参照）を利用して、地下３階建ての新設建物２（図１参照）を構築する建物の構築方法で
ある。なお、地下階の階数は、適宜変更しても差し支えない。また、地上階の階数に制限
はない。
【００１５】
　既設建物１の地下躯体は、図２の（ａ）に示すように、周辺地山に面する既設地下外壁
１０、支持地盤上に構築された既設底盤１１、既設底盤１１上に構築された既設基礎梁１
２、既設基礎梁１２から立ち上がる既設地下柱１３、既設建物１の地下１階から地下４階
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の床面となる既設地下スラブ１４，１４，…のほか、既設地下柱１３，１３に架設された
大梁や、対向する大梁間に架設された小梁などによって構成されている。地下１階乃至地
下３階の既設地下スラブ１４は、大梁を介して既設地下柱１３に支持されており、最下階
である地下４階の既設地下スラブ１４は、既設基礎梁１２に支持されている。
【００１６】
　既設地下外壁１０、既設底盤１１、既設基礎梁１２および地下４階の既設地下スラブ１
４は、解体せずに残置され、新設建物２（図１参照）の一部として利用される。
　既設地下柱１３および地下１階乃至地下３階の既設地下スラブ１４は、新設建物２（図
１参照）の構築に伴って順次解体される。
【００１７】
　新設建物２は、図１に示すように、既設地下外壁１０の内側に構築された地下躯体と、
地下躯体の上に構築された地上躯体とを備えている。
【００１８】
　新設建物２の地下躯体は、仮設底盤２１ａ、新設底盤２１ｂ、新設基礎梁２２、新設地
下柱２３、新設地下スラブ２４，２４，…などのほか、新設地下柱２３，２３に架設され
た大梁や、対向する大梁間に架設された小梁などによって構成されている。また、新設建
物２の地上躯体は、新設トップスラブ２５のほか、柱、壁、床スラブなどによって構成さ
れている。
【００１９】
　仮設底盤２１ａは、地下４階の床面上（すなわち、最下階の既設地下スラブ１４上）に
設けられた鉄筋コンクリート造のスラブであり、新設地下柱２３の仮設の根固めとして機
能する。なお、仮設底盤２１ａは、無筋コンクリート造としてもよい。
【００２０】
　新設底盤２１ｂは、仮設底盤２１ａ上に設けられた鉄筋コンクリート造のスラブであり
、新設地下柱２３の根固めとして機能するとともに、新設建物２の耐圧盤となる。
【００２１】
　新設基礎梁２２は、新設底盤２１ｂ上に設けられた鉄筋コンクリート造の梁である。新
設基礎梁２２は、新設地下柱２３の下部を包含するように形成されている。
【００２２】
　新設地下柱２３は、地下４階の既設地下スラブ１４から立ち上がっている。隣り合う新
設地下柱２３，２３には、大梁が架設されている。新設地下柱２３は、上下方向に連設さ
れた複数の柱構成材２３ａ，２３ａ，…にて構成されている。柱構成材２３ａは、鉄筋コ
ンクリート製のプレキャスト部材（ＰＣａ部材）であり、上下に連なる柱構成材２３ａ，
２３ａの主筋同士は、鉄筋継手を介して連結されている。なお、柱構成材２３ａの数（新
設地下柱２３の分割数）や継ぎ目の位置などは、施工条件や構造条件を加味して適宜設定
すればよい。また、柱構成材２３ａを鋼製としてもよい。
【００２３】
　新設地下スラブ２４は、地下１階から地下３階の床面となる鉄筋コンクリート造のスラ
ブである。新設地下スラブ２４の周縁部は、既設地下外壁１０に接続されている。地下１
階および地下２階の新設地下スラブ２４，２４は、いずれも、大梁を介して新設地下柱２
３に支持されており、最下階である地下３階の新設地下スラブ２４は、新設基礎梁２２に
支持されている。なお、新設地下スラブ２４は、現場打ちコンクリートにて構築してもよ
いし、ＰＣａ部材やハーフＰＣａ部材を使用して構築してもよい。
【００２４】
　新設トップスラブ２５は、地上１階の床面となる鉄筋コンクリート造のスラブであり、
地上躯体および地下躯体を構築する際の作業床としても利用される。新設トップスラブ２
５は、大梁を介して新設地下柱２３に支持されている。なお、新設トップスラブ２５は、
現場打ちコンクリートにて構築してもよいし、ＰＣａ部材やハーフＰＣａ部材を使用して
構築してもよい。
【００２５】
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　新設建物２の具体的な構築方法には、地上躯体解体工程、構台設置工程、開口形成工程
、地下柱構築工程、根固め工程、第一のトップスラブ構築工程、構台解体工程、第二のト
ップスラブ構築工程、スラブ解体・構築工程、底盤構築工程が含まれている。なお、工事
現場を複数の工区に分割する場合には、工区ごとに進捗が異なる場合があるので、一の工
事現場において上記各工程が同時期に並行して行われる場合もある。なお、図２～図７に
おいて（ａ）の断面図は、（ｂ）のＡ－Ａ線断面図である。
【００２６】
　地上躯体解体工程は、図２に示す既設建物１の地上躯体（既設トップスラブ１５、地上
２階以上の既設床スラブ、柱、梁、壁など）を解体し、地下１階の既設地下スラブ１４を
露出させる工程である。本実施形態では、以後の作業がスムーズに行えるよう、既設トッ
プスラブ１５を支持する大梁や小梁、地下１階の立上部（既設地下柱１３や壁など）も解
体し、図３に示すように、地下１階の床面の上空に障害物の無い状態を確保する。既設地
下外壁１０は、解体せずに残置する。既設トップスラブ１５の解体作業は、構台設置工程
に速やかに移行できるよう、作業構台３（図４参照）の設置予定領域から着手することが
望ましい。なお、既設底盤１１と地下４階の既設地下スラブ１４との間の空間には、コン
クリートＣを充填する。このようにすると、既設底盤１１、既設基礎梁１２および地下４
階の既設地下スラブ１４が一体となり、極厚の耐圧盤として機能するようになる。
【００２７】
　構台設置工程は、図４に示すように、既設地下柱１３上に作業構台３を設置する工程で
ある。本実施形態では、既設地下柱１３のうち、地下１階の既設地下スラブ１４から立ち
上がる部分を解体・撤去しているので、作業構台３は、地下１階の床面（既設地下柱１３
の残置部分の上端面、地下１階の既設地下スラブ１４の上面および大梁の上面）に載置す
る。なお、図示は省略するが、地下２階の既設地下スラブ１４および大梁などに仮設支保
工を立設し、既設地下柱１３と仮設支保工とで作業構台３を支持してもよい。
【００２８】
　作業構台３の構成や平面形状などに制限はないが、本実施形態の作業構台３は、図４の
（ａ）に示すように、台座部３１と、台座部３１から立ち上がる支柱３２，３２，…と、
支柱３２，３２間に架設された支持桁３３と、支持桁３３上に敷き詰められた覆工板３４
とを備えており、図４の（ｂ）に示すように、平面視Ｔ字状を呈している。
【００２９】
　図示は省略するが、作業構台３の一部を本設利用してもよい。例えば、作業構台３の設
置領域において地下１階の既設地下スラブ１４を解体したうえで、新設建物２の地下１階
部分（地下１階の新設地下スラブ２４や大梁など）の一部を先行して構築し、当該先行構
築部を台座部３１として利用してもよい。この場合、先行構築部は、既設建物１の地下躯
体（先行構築部に隣接する既設建物１の大梁や既設地下スラブ１４など）に支持させる。
【００３０】
　なお、本実施形態では、作業構台３の設置予定領域において既設トップスラブ１５が撤
去された段階で構台設置工程を開始し、その後は、既設トップスラブ１５の解体作業と構
台設置工程とを並行して行っているが、既設トップスラブ１５の解体作業が完了した後に
構台設置工程を行ってもよい。
【００３１】
　開口形成工程は、地下１階から地下３階までの各階において既設地下スラブ１４に開口
部１４ａを形成する工程である。開口部１４ａは、新設地下柱２３（図１参照）の構築予
定位置に形成する。なお、開口形成工程は、構台構築工程の前あるいは地上躯体解体工程
の前に行ってもよいし、地上躯体解体工程あるいは構台構築工程と同時に行ってもよい。
【００３２】
　地下柱構築工程は、図５に示すように、作業構台３上に配置した揚重装置４を使用して
、柱構成材２３ａを開口部１４ａ，１４ａ，…から吊り下ろし、既設建物２の地下４階の
床面に柱構成材２３ａを立設する工程である。最下段の柱構成材２３ａを立設したら、そ
の上に二段目以降の柱構成材２３ａを順次吊り下ろし、上下に隣り合う柱構成材２３ａ，
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２３ａを接合することで、新設地下柱２３を構築する。なお、図示は省略するが、新設地
下柱２３（柱構成材２３ａ，２３ａ，…を予め接合したもの）を吊り下ろして新設地下柱
２３を立設してもよい。新設地下柱２３の中間部分は、開口部１４の縁部に仮固定する。
なお、作業構台３の真下に柱構成材２３ａを吊り下ろす場合には、覆工板３４を部分的且
つ一時的に撤去すればよい。
【００３３】
　地下柱構築工程は、少なくとも一つの新設地下柱２３の構築予定領域において既設トッ
プスラブ１５が撤去され、かつ、各階の開口部２３ａ，２３ａ，…を通じて地下４階の床
面が見通せるようになった段階で開始することができるが、一の工区全体で開口形成工程
が完了した後に地下柱構築工程を開始してもよい。
【００３４】
　根固め工程は、図６の（ａ）に示すように、地下４階の床面上に仮設底盤２１ａとなる
コンクリートを打設し、新設地下柱２３の下端部を仮設底盤２１ａに埋設する工程である
。根固め工程を経た後は、仮設底盤２１ａによって新設地下柱２３が根固めされるように
なるので、施工中においても新設地下柱２３の安定度が高まり、以後の作業をより安全に
行うことが可能となる。
【００３５】
　第一のトップスラブ構築工程は、図６の（ａ）および（ｂ）に示すように、作業構台３
の周辺領域において新設トップスラブ２５の一部を構築する工程である。本実施形態では
、作業構台３の周辺領域を複数の工区に分割し、根固め工程まで終了した工区から順に新
設トップスラブ２５を構築する。図示は省略するが、新設トップスラブ２５の適所には、
作業用の開口を確保しておき、新設トップスラブ２５の下方で作業を行う場合には、当該
開口を利用して、資機材の搬入や解体ガラの搬出などを行う。なお、新設トップスラブ２
５を構築する際には、これを支持する大梁や小梁も新設する。新設トップスラブ２５を構
築する際に支保工が必要となる場合には、地下１階の既設地下スラブ１４上に設置する。
【００３６】
　図示は省略するが、新設トップスラブ２５が構築された工区では、地上躯体の構築作業
を開始する。新設トップスラブ２５は、作業床として利用する。
【００３７】
　構台解体工程は、作業構台３を解体する工程である。構台解体工程では、作業構台３の
周囲の新設トップスラブ２５を作業床とし、新設トップスラブ２５上に設置した図示せぬ
揚重装置を利用して作業構台３を撤去する。
【００３８】
　第二のトップスラブ構築工程は、図７に示すように、作業構台３が存在していた領域に
おいて新設トップスラブ２５の残部を構築する工程である。なお、作業構台３の存在する
領域を複数の工区に分割する場合には、作業構台３の撤去が完了した工区から順に新設ト
ップスラブ２５の構築作業を開始する。
【００３９】
　スラブ解体・構築工程は、図８に示すように、新設トップスラブ２５の下側において、
既設地下スラブ１４を解体するとともに、新設地下スラブ２４を構築する工程である。
【００４０】
　スラブ解体・構築工程の具体的手順に制限はないが、本実施形態では、上階から下階に
向けて順に解体作業と構築作業を繰り替えしている。すなわち、本実施形態のスラブ解体
・構築工程では、まず、図７の（ａ）に示す地下１階の既設地下スラブ１４および地下２
階の立上部（既設地下柱１３など）を解体し、次いで図８の（ａ）に示すように、新設建
物２の地下１階部分（新設地下スラブ２４など）を構築する。その後、地下１階の新設地
下スラブ２４を切梁として利用しながら、地下２階の既設地下スラブ１４および地下３階
の立上部を解体し、続いて図８の（ｂ）に示すように、地下２階の新設地下スラブ２４を
構築し、然る後、地下３階の既設地下スラブ１４および地下４階の立上部を解体している
。なお、本実施形態では、地下３階の既設地下スラブ１４を解体する前に、地下２階の新
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【００４１】
　底盤構築工程は、図１に示すように、仮設底盤２１ａ上に新設底盤２１ｂとなるコンク
リートを打設し、新設地下柱２３の下部を新設底盤２１ｂに埋設する工程である。さらに
本実施形態の底盤構築工程では、新設基礎梁２２となるコンクリートを打設し、新設地下
柱２３の下部を新設基礎梁２２に埋設する。底盤構築工程を経た後は、新設地下柱２３が
新設底盤２１ｂと新設基礎梁２２とで強固に根固めされるようになるので、新設地下柱２
３の安定度がより一層高まることになる。
【００４２】
　その後、地下３階の新設地下スラブ２４を構築し、切梁５（図８の（ｂ）参照）を撤去
すると、図１の状態となる。
【００４３】
　以上説明した本実施形態に係る建物の構築方法によれば、既設地下柱１３上に作業構台
３を設置する、という手段を採用しているので、作業構台３を早期に確保することができ
、ひいては、その後の作業をスムーズに行うことができる。
【００４４】
　また、本実施形態に係る建物の構築方法では、地下１階から地下３階までの既設地下ス
ラブ１４を残した状態で新設地下柱２３を構築する、という手段を採用しているので、既
設地下スラブ１４の解体を待たずして、新設トップスラブ２５を早期に構築することがで
きる。新設トップスラブ２５は、既設地下スラブ１４の解体あるいは新設建物２の地上躯
体や新設地下スラブ２４を構築する際の作業ヤードとして利用することができるので、新
設トップスラブ２５を早期に構築することができれば、その後の作業をスムーズに行うこ
とができる。
【００４５】
　また、本実施形態に係る建物の構築方法では、作業構台３の周辺領域において新設トッ
プスラブ２５の一部を構築し、作業構台３を解体した後、作業構台３が存在していた領域
において新設トップスラブ２５の残部を構築する、という手順を採用しているので、作業
構台３と新設トップスラブ２５とが上下に重なることはなく、したがって、新設トップス
ラブ２５を効率よく構築することができる。
【符号の説明】
【００４６】
１　　既設建物
１３　　既設地下柱
１４　　既設地下スラブ
１４ａ　開口部
１５　　既設トップスラブ（既設建物の地上躯体）
２　　新設建物
２１ａ　仮設底盤
２１ｂ　新設底盤
２３　　新設地下柱
２３ａ　柱構成材
２４　　新設地下スラブ
２５　　新設トップスラブ
３　　作業構台
４　　揚重装置
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