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中宵部品の再利用による住宅生産システムの構築

一住宅水周り部品を対象とした施工実験一
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我が国における住宅の寿命は西欧諸国に比較して短いと言われている。このことは新築庄宅を建てるときに古くなった住宅を取り壊

す事が頻繁に行われていることを意味する。古い住宅の取り壊しは処分困難な建設廃棄物を生み出す結果となる。この問題を解決する

ためには、取り壊しによって生じた建築材料や建築部品をリサイクルし再利用する必要がある。しかしながら、現在の建築業界におい

ては一部の資材を除いてリサイクルや再利用のしくみが確立していない。本研究の目的は建築材料・部品の再利用システムを構築する

ことである。このために住宅水周りに用いられる中古の建築部品を対象とした施工実験を行った。本報告では、中古部品の調達と施工

実験の結果について述べる。

キーワード :1)建築部品,2)住宅,3)水周り,4)中古品,5)再利用,6)建設廃棄物,

7)環境問題,8)施工実験
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1.はじめに

我が国の建築物の寿命は欧米諸国のそれに比べて短いと

言われている。例えば、平成15年住宅統計調査(総務庁)

の住宅ストック更新周期の世界比較によると、英国141年、

米国96年、フランス86年、ドイツ79年に対して我が国

は30年位という報告もある。…)従来、我が国の建築界で

は建替えが頻繁に行なわれ大量の建設廃棄物を発生させ

てきた。1970年代に建てられた公団住宅の更新時期を迎

え、建替えに伴う大量の廃棄物処理は大きな社会問題とな

りつつある。これに対して、解体したコンクリート・鉄な

ど躯体材料のリサイクルについては研究が進み、成果を挙

げっっある。…畑一方、住宅の寿命に関しては五十嵐の研

究・・,、建築物の解体・廃棄物処理に関しては、吉田鮒、野

城・…,などの研究がある。高田、椚らは建築における部品

化の研究を行っているが、部品の再利用といった視点はな

い。鮒・蝋ゆこのように仕上・設備に用いる資材・部品等

のリサイクル・再利用に関してはほとんど研究が行なわれ

ていない。

本報告は仕上・設備部品など建築部品の再利用の可能性

を探ることを目的として行なう研究の一環として、建築用

の中古建築部品の調達方法、および中古部品の施工性を把

握するために行った施工実験について述べる。

2.研究の目的

本研究は、建築物の建替えに伴う建設廃棄物を少なくす

る仕組みの構築を目的として行なっているものである。建

築物の構成材を出来る限り部品化して解体を容易にする

ことによって中古建築部品としての利用を促進すること

を狙いとしている。これを実現するには中古部品の施工性

を検証するとともに、品質・性能等の保証体制を整備し、
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建築部品の再利用市場を構築する必要がある。

3,研究の項目と方法

以下に本研究の項目と研究の方法を示す。

(1)中古品を用いた住宅水周りの施工における作業性と

施工上の問題点の把握

(2)一度組み立てた住宅水周り部品を再利用可能なよう

に解体する時の作業工数及び作業上の問題点(接着

などによる解体不可能箇所など)の把握

(3)再利用可能な住宅水周りシステム設計のための課題

の明確化

(4)再利用部品を利用した住宅水周りシステムに関する

構法の提案

(5)再利用建築部品の品質保証問題の明確化

(6)建築部品再利用のための市場形成に対する基本的な

事項の把握

(1)～(3)については施工実験を行い、実験で行われる作

業を対象に作業研究を行なって作業工程・作業時間・工

数・作業動作などを調査測定するとともに、施工上の問題

点を明らかにする。また、(4)に関しては実験を通じて把

握した問題点を解決するための構法をブレーンストーミ

ング等の手法によって整理して、分解し易く、部品が中古

品となった場合の補修のし易さ等を考慮した構法を提案

する。

(5)に関しては各メーカ・施工業者・行政等から情報を

得て品質保証に関わる問題点を明確にする。(6)について

はサプライチェーマネーメント等の既往の研究を調査し、

主として論文・文献を中心に基礎的な課題を探る。

本報告は上記のうち、(1)、(2)について述べる。

このように、建築部品の再利用に際しては幾多の問題が

あり部品の調達が難しい。本実験に当たり、再利用建築部

品を調達するために図4-1に示す研究組織を編成した。以

下において、筆者らが今回実験に先立って試みた建築部品

の調達について述べる。

中古品提供

研究協力

業者紹介

図4-1再利用建築部品調達のための研究組織

4.2廃棄物中間処理業者からの調達

北九州市環境局の協力を得て、市内の建築部品メーカ・

産業廃棄物の中間処理業者を通して、再利用部品の調達を

試みた。ここでは産業廃棄物の中間処理業者からの部品調

達にっいて述べる。写真4-1は市内にある建設廃棄物中間

処理業者の集積揚である。また、写真4-2は中間処理業者

の集積場から調達したバスタブである。本品は実験場に搬

入したが、型が古かったため実験では使用しなかった。

4,建築の再利用部品の調達

4.1再利用可能な建築部品の調達経路

現在、建築材料・部品などで再利用されているものは限

られている。木造住宅の古材などはチップ化されてリサイ

クルされているが、そのまま利用されるものはわずかであ

る。一方、鉄・アルミニウムなどは古くから建物解体の際

に分別リサイクルされている。最近、コンクリートをリサ

イクルする研究が進んでおり、一部については実用化が図

られているが、未だコスト的な問題が解決されていない。

ユニットバス・キッチンセット・洗面化粧台といった部

品化された建築部材の再利用はほとんど行われていない。

この理由として下記の事項が挙げられる。

(1)解体の際、分別せず解体することが多いので再利

用が難しい。

(2)型が古く消費者が敬遠する。

(3)ショールームなどの展示品・試作品、住宅展示場な

どで使われた部品は一般市場には出回らない。

(4)中古品の品質保証体制が明確でない。

轟灘
磯欝聯  難、

写真4-1市内にある建設廃棄物中間処理業者の施設

4.3メーカの集積場からの調達

解体した住宅廃材のうち形を留めている部品が一旦集積

される北九州市内のメーカに協力を仰いだ。写真4-3は解

体した住宅から廃棄された部品の一次集積場の状況であ

る。メーカから使用可能と思われる部品が入庫した時点で

デジタル・カメラで部品の状態を撮影し、これを電子メー

ルを介して送ってもらい使用の可否を写真で判断した。
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写真4-2中間処理業者から譲り受けたバスタブ

使用可能と思われる場合には、現地で実物を見て使える

ものは搬送車で大学の実験場に搬送した。
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写真4-3メーカの集積場に集積された解体部品

44解体現場からの調達

2004年5月、ユニット・バスを解体する現場があるとの

連絡を北九州市環境局から受けた。解体業者と連絡を取り、

解体作業の実態調査を兼ねて解体工事現場に向かった。当

初は解体したユニット・バスを筆者らの実験に供していた

だく手はずであった。しかし、解体したユニット・バスの

引き取り手が現れたため、結果的に本解体品が筆者らの手

元に入らなかった。しかし、解体したユニット・バスの引

き取り手が存在し、解体業者が再度組立て可能なように解

体しこれを再利用している事実を確認できた。

現在、解体時の作業に関するデータは殆どないため、こ

の現場で解体作業の実態調査を行った。調査は作業研究を

主体とし、ワークサンプリング法によって作業状況の時間

を記録すると同時に、写真撮影・VTRによる録画を行った。

解体作業の状況を写真4-4に示す。この調査によって、こ

れまで得ることの難しかった再利用建築部品の解体作業

に関するテータを得た。

45展示品・試作品の調達

ユニットハス・キッチンセットなどのメーカがショール

ームや展示会に用いた後、処分する予定のものを安価に譲

り受けて実験に供する手段もある。本実験ではA社から

展示品を安価に譲り受け実験に供した。これらの部品は実

際の生活で長い間使った訳ではないので厳密な意味で「中

古部品」とは言い難いが、少なくとも一度施工した品物で

あることから新品とは異なる。しかし、中古部品を調達す

るのが困難な現状では、これらの部品を利用せざるを得な

いことが多いと思われる。

写真4-6にメーカから譲り受け、解体・搬入した展示品

(キッチン・セット)を示す。
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写真4-4ユニット・バス体作業の状況
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写真4-5解体されたバスタブ
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図4-6実験場に搬入されたキッチン・セット

5施工実験の概要

51実験建物の概要

施工実験は集合住宅の台所・浴室・化粧室・便所など、

いわゆる"水周り"と呼はれる箇所を想定して行った。調

達した建築部品を基に水周りの間取りを設謝した。施工実
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験の対象とした集合住宅は2004年7月現在、小倉市内に

建設中の高層集合住宅の販売用プラン集を入手した1住

戸である。実験および実験中の作業研究・VTR等による記

録をし易いように水周りのプランを若干修正し実験用の

図面を作成した。表5-1に実験に供した住宅水周りの概要

を図5-1に平面図、図5-2に断面図を示す。なお、実験で

は設備配管も行ったが、水・ガス・電気等は通さなかった。

表5-1実験の対象とした建物の概要

  項目内容

  実験の対象集合住宅水周り

  間仕切り壁木軸下地12㎜合板貼り

  床浮き床構法(ホームベースLCH構法)

  実験揚面積80,0m2

  実験対象部分面積19.21n2

  天井高さ2,800㎜

  実験揚所北九州市立大学国際環境工学部建築系特殊実験棟保全施工実験室

5.2実験の手順

施工実験の手順および各手順における検討内容をまと

め図5-3に示す。

手順1

手順2

手順3

  実験の準備

    組立て実験

  

  解体実験

  再利用建築部品調達、業者手配
実験用水周り図面作成、実験工程作成

工程分析、ワークサンプリング法
動作分析、ビデオ録画

部品を再利用するための解体方法の検討
ワークサンプリング法
ビデオ録画、ヒヤリング

間仕切壁

図5-1 実験の対象とした住戸の平面図

手順・結果の分析縫甥隷縫工数の分析
図5-3実験の手順

実験の準備として使用する中古建築部品の調達・図面作

成・工事の分割・施工業者選定を行った。組立て実験時は

作業研究を主体とした測定を行った。解体実験では再度利

用可能なように解体した。最後に結果を分析した。
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5.3工事の分割

作成した図面を元に施工業者を選定して各専門工事業

者と打合せを重ねながら、実験の方法を検討した。本実験

では、工事を下記の5つに分割した。

(1)間仕切り壁・建具の施工(大工)

(2)浮き床の施工(浮き床専門の大工)

(3)間仕切り壁クロス貼り(クロスエ)

(4)バス・キッチンセットエ

(5)設備配管(配管工)

4385

図5-2実験の対象とした住戸の断面図

5.4実験の時期及び場所

施工実験は2004年8月16日～24日に行った。実験の工

程を図5-4に示す。

5.5作業研究の方法

1)工程分析

作業の流れを表す方法に工程分析手法(注1)がある。本実

験ではJISZ8206「工程図記号」に従って工程の分析を

行った。本報告では、工程を「纏り工程」、「単位工程」の

2つのレベルで分析した。

(1)纏り工程(注2)

(2)単位工程(注3)

2)時間研究

(1)ワークサンプリング法(注4)

纏り工程ごとに、これを構成する単位工程について時間

研究を実施し、単位工程別に作業時間と作業者人数を1～
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2人の測定員で記録した。記録方法は原則として、ワーク

サンプリング法で行った。記録が不明確な場合には、(2)

に述べる作業状況を録画したテープをDVDに保存し、これ

を再生して分析の補助とした。

ワークサンプリング法による測定用紙は午前・午後用の

ものを準備し、作業を左の欄に記入して横軸に記した5分
              月8月

              日16171819202呈1澱撃2324252627幽窪辱

              作禦町ぴ即F
              墨出しP

              く、間仕切し壁建て込　
              鍛鱈醗

              ユニット・《ス蟹彊

              ㌧間仕切し嬢実く織鑑郁}に
              霧費康,

              鱒繍

              キッチ覧ニット立

              洗面化台据付醤
              洗濁パ覧据付

              トイレ便据付

              き嚢

凡例匿造作大工〔=コ髄床大工墜ク・スエ睡麺ユニットバスエ旺簸囎工

図5-4施工実験の工程

間隔の時間に従って、各作業に従事した作業者人数を各時

間帯の欄に記録した。毎日の記録はデータシート(Excel)

に入力した。入力は1日分を1つのシートとして入力した。

また、データシートの右欄には各作業の1日の合計値を求

めた。ワークサンプリングに用いた記録用紙の例を図5-5

 に示す。

tFmlem[午前1

餌りー厨P6し apft-,Eey1vl_9塾麺・2』」⊥融一。97e/°の贈;灸

図5-5ワークサンプリングに用いた用紙と記入例

(2)画像録画法

(1)のワークサンプリング法を主体として作業者の工数

を測定したが、ワークサンプリング法では測定内容を分析

できない場合に、ビデオ・テープ録画をDVDに変換保存し

たものを分析の補助として用いた。本実験で用いた画像録

画法は下記の4通りである。

(a)タイム・ラプス・ビデオ長時間録画法(注5)

(b)8㎜アナログ・ビデオ録画法

(c)デジタル・ビデオ録画法

(d)デジタルスチル・カメラによる静止画像の記録

写真5-1に固定カメラ式のタイム・ラプス・ビデオ長時

間録画法に用いたCCDカメラ・コントローラ・ビデオデッ

キ・モニタ、およびDVD機器(左端)を示す。

騒_耀
馨藏蕪

継数寒
搾陶
呂w磐瞬
ゆ　だウ

鱗馨聾離灘麟鐸靱
だ　　
みま

護竃
写真5-1画像記録に用いた機器類

6。実験結果

6.1作業の状況

作業はユニットバス・キッチンセットなどの他に、これ

に関わる間仕切り壁、浮き床、洗面化粧台、便器、設備

配管、建具取付、間仕切り壁にビニールクロス・巾木貼り

などの工事も行った。なお、天井・床については仕上げを

行わなかった。写真6-1～6-4に作業の状況を示す。
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写真6-1間仕切り壁の施工
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写真6-2ユニット・バス組立て

前述したとおり、天井については施工を行わず、既存の実

験室の天井仕上をコンクリートのスラブと見立てた。
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写真6-3設備配管

凡例
  工程記号

  加工・組立○
  検査&加工(》
  検査&加工

  運搬Q

  停滞D

墨出し

木軸建込み

間仕切り壁施工

設備配管

ユニット・バス据付

壁クロス貼り

浮き床施工

壁クロス貼り

資材運搬

資材仮置き

ッチン・セット
組立て 便器取付 洗面化粧台

洗濯パン据付

脱衣所ドァ

検査

轍灘灘灘馨1
 　難

 ξ
乙

灘欝欝欝鑓,一へ漏

織総騰1
写真6-4キッチン・セット組立て

作業床から既存の天井までの高さは表5-1に示したとお

り2,800㎜であった。また、実験後の材料の処分のし易さ

を考慮して、間仕切り壁の面材には石膏ボードを用いずに

12㎜厚合板を用いた。間仕切り壁・浮き床・壁クロス貼

り・設備配管はそれぞれ別の専門工事業者が施工し、ユニ

ットバス・キッチンセット・洗面化粧台・便器取付は単独

の専門工事業者が施工した。

写真6-3に示したとおり、水周りの設備配管も行なった。

配管は、給水・給湯、排水管について行なった。ガス配管

は行なわなかった。これら設備配管に実際に水を流すこと

はしなかった。

6.2工程の分析

1)纏り工程分析

纏り工程については、実験計画に基づいて実験工程を作成

した段階でほぼ作業の流れが判明しているので、実際の作

業を観察し確認することによって分析した。纏り工程レベ

ルの工程分析結果を図6-1に示す。

2)単位工程分析

(1)ユニット・バス据付の単位工程

1)で分析した纏iり工程を建築部品別に、より詳細な単

位工程レベルで分析した。分析結果の一部を図6-2に示す。

分析は作業者の動きを主体とした単純工程分析の手法を

用いて、原貝1」として各纏り工程ごと目視によって行った。

図6-11住戸分の纏り工程

目視による分析が難しい場合には、ビデオ記録をDVDに変

換したものを再生して分析した。

図6-2に示すとおり、ユニット・バス据付作業は、ユニ

ットバス・キッチンセット・洗面化粧台などA社の製品の

組立て・取付けを行う職種の主たる作業であった。トイレ

便器はA社の製品の取付作業を担当する職種の本来の作

業ではなかったが、専門工事業者の手配の都合上、A社製

品の取付を担当する職種に作業を依頼した。これらの作業

は8月19日、24日の2日間に亙って行われた。19日は主

としてユニット・バスの据付けを行い、24日はキッチン・

セットと洗面化粧台の組立・取付け作業を行った。

先ず、バスタブ・洗い揚ユニットの据付を行った後に防

水枠を取付ける。その後、壁パネル、天井パネルを取付け

た後にバスへの出入口のドア枠を取付ける。こえに続いて

洗面台回りの作業、混合水栓をなどの作業を行い、天井パ

ネル、壁パネルのジョイント部分をコーキングする。

材運搬

讐

材仮置き

各工程直前

墨確認

バスタブ・洗い場ユニット据付

防水枠採寸・切断

防水枠接着剤

防水枠取付

壁取付用両面テープ貼り

部材組立

壁パネル取付

天井パネル取付

ドア枠取付

洗面台電灯組立・取付

天井回縁取付

換気扇取付

給水・給湯管用孔明け

混合水栓取付

コーキング養生

コーキング

ドア取付

最終検査

図6-2ユニット・バス据付の単位工程
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(2)キッチン・セット据付の単位工程

キッチン・セット据付工程は本実験において2番目に大

きな部品類の組み立て作業である。本セットはガスレンジ、

シンク(流し)、食洗機、換気扇・レンジフード、戸棚類、

人造大理石のトップ、および吊戸棚などから構成されてお

り、部品数が最も多い。図6-3にキッチン・セット据付作

業の単位工程を示す。

材運搬

蟹

材仮置き

各工程直前

レンジフード組立

レンジフード取付

吊戸棚組立・取付

吊戸棚下ガラスケース取付

吊戸棚扉取付

収納組立・取付

食器洗浄機取付

給フ弘こ・給湯酉己管書妾糸売

混合水栓取付・シンク固定

ガスレンジ取付

コーキング養生テープ貼り

コーキング

コーキング養生テープ剥し

確認・点検

コーキング拭き取り

図6-3キッチン・セット据付の単位工程

同図に示したとおり、作業はレンジフードの組立てに始

まり、人造大理石製のトップ回りのコーキングで完了する。

始めにレンジフード、吊戸棚などの上部の部品を組み立て

た後にこれらを取り付け、その後に、ガスレンジ、シンク

などの下部の部品を取り付けるのが一般的な手順である。

本実験における一連の作業もこの手順にしたがって進め

られた。

(3)洗面化粧台・洗濯パン据付の単位工程

脱衣所に据付けられる洗面化粧台は洗面がダブルのも

ので通常のものよりも大型であった。このため、洗面とそ

の下の物入れと上の鏡部分が分かれた構造であった。下部

の据付後、排水管の接続、給水給湯管の接続を行った。上

部の鏡と照明ユニットを取り付け、最後に照明の電気接続

を行い作業を終了する。図6-4に洗面化粧台・洗濯パン据

付の単位工程を示す。

各工程直前

図6-4洗面化粧台・洗濯パン据付の単位工程

(4)便器据付の単位工程

トイレの便器据付の単位工程を図6-5に示す。同図示す

とおり、配管ソケットの取付け後、便器を据付け、その後

に水洗用の給水パイプの接続を行った。

1欝ゴ繍誰
各工程直前検査・確認

図6-5便器据付の単位工程

6.3工数(注6)の分析

1)全体の工数

纏り工程についてワークサンプリング法による測定で

得られたデータを基に各纏り工程ごとに工数を集計して

これを合計し総工数を求めた。総工数は4,860人分であっ

た。纏り工程別の工数を図6-6に示す。
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資材搬入

墨・寸法確認

間仕切り壁施工
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浮き床施工
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ユニットバス据付

キッチンセット据付

洗面化粒台据付

洗濯パン据付

トイレ便器据付
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図6-6各工程の工数の比較

洗濯バン…店付
0.5%

片付け4.9%
トイレ便器据付

1,400116001、800

打合せ・段取り
12.9%

資材搬入8.7%

墨・寸法確認
4.6%

間仕切り壁施工
320%,

洗颪化粧台据付

 壁ク日ス貼り
5.9%

浮き床施工3.8%

図6-7各工程が全体工数に占める割合(%)

図6-7に各工程が全体工数に占める割合を示す。

同図に示す通り、片付け・打合せ・段取り・休憩などの

準備後始末的な作業を除いて、最も工数の大きい工程は

「間仕切り壁」1,555人分である。次いで、「設備配管」

565人分などの工数が大きい。ユニット・バス、キッチン・

セットなどハッチで示した"水周り"に用いる建築部晶据
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付に関する主要な作業の工数は、「ユニット・バス据付」

380人分、「キチンセット据付」252人分、「洗面化粧台据

付」57人分、「トイレ便器据付」61人分、「洗面化粧台据

付」57人分、「洗濯パン据付」25人分であった。これらの

作業の合計工数は755人分であった。

同図に示すとおり、「間仕切り壁施工」が全体工数の約

32.0%でほぼ3分の1を占めている。これに次いで工数の

大きな「打合せ・段取り」は12.9%を占めている。「設備

配管」がIL6%である。"水周り"部品であるユニット・

バス、キッチン・セットについてみれば、最も工数の大き

い「ユニット・バス据付」が7.4%、「キッチン・セット

据付」が5.2%であった。「トイレ便器据付」、「洗面化粧

台据付」「洗濯パン据付」はそれぞれ1.3%、1.2%、0.5%

であり、工数が占める割合は小さかった。

ユニット・バス、キッチン・セット、洗面化粧台、トイ

レ便器など"水周り"部品据付作業が全体に占める工数の

割合は15,5%であった。

2)建築部品別の工数

(1)各水周り部品据付の工数

ユニット・バス、キッチン・セットなどの水周り関係の

部品据付に要する工数の割合を図6-8に示す。
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図6-9ユニット・バス据付工程の各作業の工数

同図に示すとおり、コーキング養生60人分、コーキン

グ58人分、両作業で118人分と、コーキング作業に多く

の工数を要している。本部品の主要な工程であるバスタ

ブ・洗い場ユニット据付は5人分程度であった。また、壁

パネル取付は50人分であった。

図6.10にユニット・バス据付の全体工数に対する各工

程の工数が占める割合を示す。

洗濯パン据
トイレ便器据

付
付

3.3%

面化粧台
据付
7.5晃

チンセツ
ト据付
33.4%

図6-8水周り部品据付に要する工数の割合(%)

図6-8に示すとおり、ユニット・バス据付工程の工数が

最も多く、360人分であり、水周り部品据付の全体工数に

占める割合は47.7%である。次にキッチン・セットの工

数が多く33.4%を占めている。両者でほぼ8ユ.1%の工数

を占めている。以下において、据付工数の大きかったユニ

ット・バス据付とキッチン・セット据付工程の工数にっい
て述べる。

(2)ユニット・バス据付

図6-9にユニット・バス据付に要する各工程の工数を示

 す。

防水

防水梓接蒲難

防水枠取付,

壁取付用両面テー
プ貼り,0.6

召罫材組立,12.8

2,5

墨確認11

・襯伽＼

混合水栓取付,0.8

給水・給湯管用孔
明け,0.3

換気扇取付,22

寸,3.1

洗面台電灯組立・
取付,O.6

図6-10ユニット・バス据付に要する工数の割合(%)

同図に示すとおり、コーキング養生16.7%、コーキング

16.1%で、コーキング作業で全体の32.8%とほぼ3分の1

を占めている。コーキング作業以外では壁パネル据付の工

数の割合が大きく、全体工数の13.9%を占めている。部材

組立は、ユニット・バス内に取り付けられるシャワー栓・

混合水栓などの部品を組み立てる作業である。この作業で

12.8%の工数を占めている。出入口のドア枠取付が1L9%

である。天井パネルと壁パネルの取り合い部分を防水する

ための「防水枠採寸・切断」が9.4%、防水枠取付用の接
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着剤塗りが1.1%、防水枠取付が1.7%を占めている。これ

らの「防水枠」関係の作業全体で合計12.2%の工数を占め

ている。

(3)キッチン・セット据付

図6-11にユニット・バス据付に要する各作業の工数を

示す。

める割合は29.8%で、全体工数のほぼ3分の1を占めてい

る。収納組立・取付は下部の収納であり、これが占める工

数の割合は22.2%である。吊戸棚、下部吊戸棚など、いわ

ゆる収納部分が占める工数の割合は合計して52.0%で全体

工数の半分以上であり、キッチン・セットの据付作業の工

数の半分は吊戸棚、下部吊戸棚などの収納部分で占められ

ている。

レンジフード組立

レンジフード取付

吊戸欄組立・取付

吊戸棚下ガラスケース取付

吊戸棚扉取付

収納組立・取付

食器洗浄機取付

給水・給湯配管接饒

浬合水栓取付・シンク固定

ガスレンジ取付

コーキング養生テープ貼り

コーキング

コーキング養生テープ剥し

確認・点検

コーキング拭き取り

010203040506070

工数(人分)

図6-11キッチン・セット据付工程の各作業の工数

同図に示したとおり、吊戸棚下ガラスケース取付に58

人分を要している。これは吊戸棚の下に取り付けられる部

品であり、実験で使用したキッチン・セット特有の部品で

あった。吊戸棚下ガラスケース取付の次に工数の占める割

合が大きかった作業は収納組立・取付であり56人分であ

った。これらに次いで、給水・給湯配管接続が39人分で

あり、これらが工数の大きい作業であった。

図6.12にキッチン・セット据付の全体工数に対する各

工程の工数が占める割合を示す。
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図6-12キッチン・セット据付に要する工数の割合(%)

同図に示すとおり、吊戸棚下ガラスケース取付に23.0%、

収納組立・取付に22,2%の工数を要している。吊戸棚下ガ

ラスケース取付を含め、吊戸棚組立・取付(6.0%)、吊戸

棚扉取付(0.8%)など、吊戸棚関係の作業が全体工数に占

3)新品を用いた場合との比較

中古部品を利用しない場合の一般的なデータと比較す

るためにB社のデータを用いて、本実験の結果とB社の工

数データを比較した結果を図6-13に示す。

日トイレ便器取付閣洗濯パン取付ロ洗面化粧台取付
ロキッチンセット取付國ユニットバス取付

実験結果

B社のデータ

0100200300400500

工数(人分)

600700800

図6-13本実験結果とB社データの各作業の工数比較

全体の工数はB社340人分であるのに対して本実験755

人分と約2.2倍の工数が掛かっている。これを作業別にみ

ると、下記のごとくほとんどの作業で本実験の工数が多く

掛かっている。

ユニット・バス取付はB社人分に対し本実験360人分で

230人分多い(277%)。キッチン・セット取付はB社151

人分、本実験252人分で101人分(167%)、洗面化粧台

取付B社32人分、本実験57人分で25人分(178%)、ト

イレ便器取付B社21人分、本実験61人分で40人分

(290%)であり、それぞれ本実験の工数が大きい。

洗濯パン取付はB社6人分に対し本実験5人分で、本実

験の工数が19人分少ない(416%)。しかし、値の差で19

人分はほとんどない。

以上より、工数について本実験の結果はB社のデータ

よりも大きいことがわかった。この原因として下記の事

項が考えられる。

(1)B社のデータは実際の新築工事のデータであり、作

業者は工事を請け負っているため、作業速度が速い。

(2)施工実験は中古部品を使用しているため、細かい部

品が不足していたり、欠損部品を補充したものでも間

違っていたりしたケースが多かった。

(3)実験であることで、作業を途中で中断して作業者に

注文を付けることがあり、これが工数の増加になって
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現われた。

6.4中古部品を使用することによる作業の違いについて

中古部品を利用することによって、作業にどのような違

いが現れるか、以下において考察する。

先ず、ユニット・バスについては、①壁・天井パネルの

目地コーキングの除去に時間を要したこと、②解体時にい

くっかの部品が紛失、又は使用不能になったため、これを

補充した。細かいビス類、壁・天井パネル固定用のプラス

チック留め具を補充した。キッチン・セットでは混合水栓

を補充した。洗面化粧台については特に不足品はなかった。

便器は排水口と便器の問のソケット、給水用のパイプが不

足していた。

このように組立て前に部品をチェックしてこれを補充

しておくことが中古部品を利用する上で最も重要なこと

が実験を通して分った。本実験結果がB社の工数を上回っ

た大きな原因は上述の如く、これらの部品探しに多くの時

間を割いていたことによる。今回の実験からはこれ以外に

大きな施工上の問題は見られなかった。

7、中古部品の利用に関する考察

7.1中古部品を使用した場合の施工性

実験の結果、中古建築部品の施工に関しては致命的な問

題は認められなかった。しかし、一度組み立てた部品を再

利用のために解体する際に部品が散逸することが多く、こ

れら不足部品をチェックし、入手することが施工を円滑に

行うための要点である。また、シーリング等がきちんと除

去されていないため、組み立てる際にこびり付いたシーリ

ング材を除去する作業に手間取った。これらの作業に要す

る時間がバージン材に比較して工数が大きくなった要因

である。採算べ一スに乗せるにはこれらの工数増加要素が

どの程度であればよいか検討する必要がある。

7.2設計上の配慮

実験の範囲では設計上どのような点に配慮すべきか明確

に出来なかったが、実験の印象から設計上留意すべき点を

挙げれば下記のとおりである。

(1)解体の容易さを考慮して、なるべくボルト・ナット

締め、ビス止め等、機械的な接合法を採用する。

(2)パネル同士の目地のシーリング等については出来る

限り少なくする。

(3)部品の分割を出来る限り少なくして、解体した際に

部品が散逸しにくくする。

(4)接合部品等が無くなった揚合を想定して、出来る限

り標準品を使うようにする。

(5)(4)に関連して、標準品を使用するのが難しい場合は

メーカで接合部品を統一し、出来る限り共通部品を使

用する。

(6)部品の互換性を上げて別の型番の製品でも他の型番

の部品を使用できるよう工夫する。

7.3解体を容易にする構法上の配慮

解体を容易にする構法の検討は設計上重要である。従来

の建築設計の考え方を一歩進めて、部品の集合である工業

製品の設計の考え方が求められる。以下に解体を容易にす

る構法上の要点を挙げる。

(1)基本的に部品の組み合わせで最終的な形を形成する

ものとし、接着・現場での成型等を行わない。

(2)部品の再利用を前提とし、解体後使用できなくなる部

品を出来る限り減らす。

(3)解体の容易さを追求するあまり組立が複雑にならな

いように留意する。

(4)嵌め込み式の組立方式であっても、解体時に嵌め込

み部が容易に外れる工夫をする。

7.4中古部品を使用した場合の製造者費任

工業製品には製造者責任(ProductLiability)を伴うが、

現在、中古品に関して製造者がどこまで責任を負うか不明

確である。今後、この点を明らかにして、中古部品を使用

して事故が起こった場合の責任の所在を明確にする。

7.5中古部品市場の実現性

本実験で用いた中古品は主として住宅機器メーカの展示

品等であった。本研究の目指すところは、このような中古

建築部品を一般消費者が市場で簡単に入手できる仕組み

を構築することである。以下において中古建築部品の市場

構築の実現性について若干の考察を行う。

現在、自動車は中古市場が形成されこのための流通機構

も整備されている。部品単位での取引もインターネット等

を通じて行われている。また、家具・家庭電器器具なども

中古品市場があり、広く取引されている。これに比べ、建

築部品の市場は成立していない。今後市場として成立する

には下記の条件を満たす必要がある。

(1)解体・買取・運搬・販売等の流通の仕組の構築

(2)中古建築部品の品質保証がなされること

8。おわりに

住宅の中でも最も機能が集中する水周りを対象に中古

建築部品を用いた施工実験を行い、これまでほとんど省み

られなかった中古建築部品の利用可能性を明らかにした。

この結果、中古部品を使用することによる施工上の問題点、

注意点を把握することができた。また、実験で得た工数デ

ータを集合住宅の新築工事のデータと比較した結果、約

2.2倍の工数を要していることが分かった。条件が異なる

ので一概に中古部品を使用した揚合に新品に比べて工数

が2倍近く掛かるとは言えないが、少なくとも新品の場合
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に比べて多くの工数が掛かることは確かである。得られた

データは解体しやすい建築部品を開発するための基礎デ

ータとして活用できる。

今回の実験において中古部品を用いた施工が可能なこ

とを確認できたが、中古品の市場性、部品の品質保証など、

今後検討すべき問題は未だ多く、今後、研究を進める計画

である。

最後に、中古建築部品の提供等、協力していただいた関

係者の方々に深く感謝する。

<注>

1)工程分析:工程分析は、作業の進展に伴う材料・部品類
の流れ、作業者や工事用機械が実施する作業を工程の順
序に従って分析する手法である。

2)纏り工程:本実験では、作業の概略を表す一纏りの工程
を「纏り工程」と呼ぶ。

3)単位工程:本実験では、纏り工程を構成する詳細な工程
であり、作業指示の単位ともなる一連の作業を「単位工
 程」と呼ぶ。

4)ワークサンプリング法:ワークサンプリング(Work

Sampling)とは、作業者や機械などの稼動状態を効率よ
く測定するために、作業対象を任意の時間間隔で観測し、
その活動内容の時間の構成率を統計的に推測する方法で

ある。本実験では等時間間隔ワークサンプリング法を採
用し、観測時間間隔を5分とした。

5)タイム・ラプス・ビデオ長時間録画法:コマ落し録画で
きるビデオデッキを用いて1本のテープに長時間(6～
72時間)に亙って作業を録画する方法。

6)工数:仕事量又はその単位。一般には仕事に対する人数
と時間との積で表す。(JISZ8141)(例えば、人分など)。
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