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伝畿技術を浩用した災害仮設住宅の建設技衛開発に関する研究

一左官技術を用いた自助建設型シェル構造ユニットー

委員ノN畢雄樹*2,

主査山本直彦*1

柳沢究*3,牧紀男*4, 森田一弥*5,山田協太*6

本研究では、伝統的な左官技術を用いて、被災者が自力によって建設可能な湿式工法による災害仮設住宅の建設技術開発を行った。

仮設住宅の構造は、モルタルによるシェル構造とし、阪神大震災規模の余震を受けた場合にも、ユニットが破壊されないように力学的

シミュレーションと1/3大モデルで破壊実験を行った。その上で簡便に施工を行うために、空気膜による型枠を用いた工法の可能性を

追求し、実際に実験棟を建設することによってその施工性の検証を行った。さらに、シェル構造ユニットを連続させることによって、

仮設住宅として成立させるための平面計画の提案を行った。特に開口部の計画を重点的に検討し、被災時の住まい方の提案を行った。
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1.はじめに

1.1研究の目的と背景

口本研究は、主として地震による家屋倒壊を想定し、災

害発生後に居住者が伝統的な左官技術を用いた自助建設

により、薄肉シェル構造の簡易な仮設住宅を建設するた

めの技術開発を行うことを目的としている。

仮設住宅は特に京都型として開発を行う。京都では、

応仁の乱後の山辺の門前集落、戦国時代の法華宗寺院を

核とした上京・下京集落など、緊急時には町衆は社寺を

よりどころに生活してきた歴史がある。現代でも災害時

には社寺境内が、積極的に被災者の救済に活用される可

能性を念頭に置き、仮設住宅の建設用地は京都一円の社

寺境内を想定している。そのため、本研究では、伝統的

な技術を用いながら、意匠的にも京都の社寺仏閣に相応

しい湿式工法の仮設住宅のモデルの開発・提示を行うこ

とを視野に入れている。

従来の仮設住宅のほとんどは、プレファブ化された乾

式工法によるものである。これに対して本研究で湿式工

法を用いるのは、それが非熟練労働者でも、乾式工法に

比べて安全に施工することが可能であると考えるからで

ある。この点において、被災者による自助建設を前提と

した場合、湿式工法は大きな可能性を持つものである。

1.2研究の概要

以上に述べた左官工事や湿式工法の利点に加えて、本

研究のもう一つの要は、仮設住宅の構造体となる薄肉シ

ェルを、空気膜を型枠として建設することである1)。シ

ェル構造を実現するために、空気膜型枠工法を用いるこ

とが可能であれば、施工プロセスは時間的にも技術的に

も、大幅に簡略化できる可能性がある。こうした可能性

の実現に向けて、本研究は、大きく以下に述べるプロセ

スによって、その技術開発と提案を行った。
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①薄肉シェルの形態の決定、②力学的性能の予測、②材

料実験、③113縮小モデル試験体を制作、④鉛直載荷実

験(長期荷重)、⑤水平振動実験(短期荷重)、⑥空気

膜型枠工法の施工性の検証、⑦平面計画および詳細部の

検討、⑧実大棟の建設。

以下にこうした各検討事項について、詳細に述べたい。

2.薄肉シェルと空気膜型枠工法の概要

2.1薄肉シェルの形態

図2-1は、薄肉シェルのユニットの平面図と立面図で

ある。その平面は、直径3600mmの円形を、中心を共有

して重なる3000㎜の正方形によって四面を切り落とし

たものになっている。立面図が示すように、この切り落

としは立体的に行われており、切り落とされた四面はそ

れぞれアーチ型の開口部になっている。立面の高さは、

その頂部で3000㎜とした。断面は、長軸6000㎜、短軸

3000㎜の楕円を短軸で二分した形状をとっている。薄

肉シェルは、立体的に見ると、この二分された楕円の回

転体となっている。

薄肉シェルの曲面形状について、このように楕円を基

礎とすることを決定した際に考慮したのは、内部空間の

広さと躯体制作を行うときの施工性のバランスである。

単純に内部空間を広くとるためには、円筒形のシリンダ

ーとして壁面を垂直に立ち上げ、頂部にドームを冠する
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pa2--1薄肉シェル・ユニットの平面図e立面図

のが最も広さを確保することができる。しかし、この場

合、垂直面にモルタルを塗ることになり、モルタルが落

ちてしまう可能性がある。施工上の観点からは、シェル

の曲面は外側に向かって凸となる曲率を与えたほうが、

モルタルが乗りやすく有利になる。こうした曲率を保持

しながら内部空間を最も広く確保するためには、シェル

の地面からの立ち上がりが、なるべく垂直に近くなるほ

うが有利である。楕円を短軸で二分した断面を採用すれ

ば、地面の高さでは、曲面の接線はちょうど垂直となる。

楕円の回転体を採用したのは、以上が大きな理由である。

2.2空気膜型枠工法の概要とその意義

回転楕円体の薄肉シェルを左官工事によって施工する

ために、本研究では型枠に空気膜型枠工法を採用した。

その概要は次のようである。図2・2に示したように、空

気を注入して膨らませた膜型枠に、まず躯体となるモル

タルの下地として、麻製ネットをかける(STEP1・2)。

次にこの上にモルタルを施工する。その際に重要となる

のは、空気膜型枠がモルタルの荷重によって均等に変形

するように、なるべく前後左右に対称にモルタルを塗っ

ていくことである(STEP3)。シェル構造は一般的に、

上部は圧縮力のみで持っが、脚部は、上部の重量を圧縮

力によって支えると同時に部分的に引張力がかかるので、

モルタルを重ね塗りする(STEP4)。その後、適度に

散水して躯体養生を行い、モルタルが硬化後に、空気膜

型枠を外す(STEP5・6)。

閣STEP6.空気膜型枠の取り外し
一ゆS正P1.

図2-2空気膜型枠工法の手順

一394一 住宅総合研究財団研究論文集No.33,2006年版



鉄筋コンクリートの出現以来、多く建設されてきた薄

肉シェル構造は、実は1960年以降、ほとんど建設され

なくなっている。この背景には、シェル構造の実現には

複雑な型枠を作成する必要があること、さらにそれを実

現する熟練労働者が必要なことがある。つまり、シェル

構造は、工法として非常にコストがかかり、他の工法と

の経済的競争力を失ってしまったのである。しかし、空

気膜型枠工法を採用すれば、工法的な観点から見た場合、

こうした複雑な型枠作成を省くことが可能で、大きなコ

ストダウンが可能である。この点で、空気膜型枠工法は、

型枠を簡単に再利用できることによって、シェル構造が

抱えてきた難点を克服する大きな意義もある。

3.力学的性能の予測

各種の実験に先立って、まず、おおよそのシェルの力

学的特性を把握するために、有限要素法解析プログラム

Midas/Genを用いて、数値解析を行った。これはシェル

厚のおおよその目安について判断を得るためである。

また、一般にドーム型の構造は、自重によって頂部が

沈み、これに追従した下部は外側へ膨らもうとすること

が知られる。つまり、頂部ではドームが内側に入ろうと

し、その下部では外側に出ようとする。このような変形

に抵抗する水平の緯線方向の力をフープカというが、こ

れは頂部では圧縮力、下部では引張力になる(図3-1)。

その結果として下部にクラックが入ることがある。薄肉

シェル構造も基本的にこれと類似した構造であり、圧縮

力には強いが引張力には弱く、短期荷重だけでなく長期

荷重によっても下部のフープカによってクラックが発生

する可能性があることに注意しなければならない。

そこで、①鉛直荷重(長期荷重)、②鉛直荷重+水平

地震動(短期荷重)の両パターンについて数値解析した

ところ、薄肉シェルを単純に4つの開口部で切り落とし

た形態の場合、①、②両方の場合において、開口部まわ

りに引張応力が集中することが分かった。開口部のアー

チに周りがリブ状になっているのは、この引張応力に対

して、構造的に補強するためである。リブ幅は頂部で

200㎜程度、脚部で50㎜とした。

数値解析の際のモルタルの許容応力度は、この時点で

は何らかの引張抵抗を加えたものとして考え、長期が圧

縮10.0引張2.0、短期はその2倍の圧縮20.0引張4.0

(単位は、いずれもN/m㎡。以下、同様)と設定し、シ

ェル厚を徐々に厚くしながら、再び何回かの解析を行っ

た。その結果、頂部10～15㎜、脚部20㎜の場合に最大

主応力が、許容応力度を下回る結果が得られた。表3-1

に解析結果による主応力値の一覧を示した。最大圧縮応

力度は、長期、短期とも大きく許容応力度を下回ってい

る。問題となる最大引張応力度について、長期荷重によ

る応力分布を示したのが図3-2、短期荷重による応力分

布を示したのが図3-3である。長期荷重では、外側で開

口部アーチの中程より少し下の高さ、内側ではアーチ頂

部に、ともに1.50程度の最大引張応力がかかる解析結

果が出た。また、短期荷重による解析結果は、最大引張

応力度はシェルの外側で長期と同じ部位に3.50、シェ

ルの内側ではリブとシェル本体の接合部で2.63となっ

た。以上の数値は、短期、長期のいずれにおいても、許

容応力度内におさまる結果である。

   表3-1許容応力度の設定と数値解析の結果
   圧縮引張

   外翻内側外側内側

   長期最大応力度2.60、2.601,501.50;
   長期許容応力度<10.0<2.0

   短期最大応力度7.17.04'「3.52.63
   短期許容応力度〈20.0<4.0
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図3-1ドームの変形と応力分布パターン
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図3-2長期応力分布(上段)図3-3短期応力分布(中段・下段)
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4.材料実験

次の段階で、実際に1/3縮小モデルを作成するにあた

り、材料の配合や強度などの特性を知る必要がある。こ

のため、左官工事の施工性を検証するためフレッシュモ

ルタルを用いて、①フロー試験、②空気量試験を行い、

作成した試験体を用いて、③1軸圧縮試験、④曲げ試験

を行った。その結果より、ヤング係数、圧縮強度、曲げ

強度といった材料強度を知ることができる。

4.1材料の選定

使用する材料の選定にあたっては、基本的に一般的な

左官工事に用いられるものを使用することを大きな前提

とした。新たな材料開発を行うより、被災時には、材料

入手の容易さのほうが、重要と考えるからである。

今回使用した薄肉シェル用のモルタルは、普通ボルト

ランドセメントに、骨材としては「パーライト」2)と呼

ばれる軽量骨材を混入したものである(写真4-1)。こ

れは左官工事で軽愚塗り壁に用いられる骨材である。軽

量骨材を用いるのは、主として施工時のモルタルの重量

を軽くして、型枠や下地に食いつきやすくするためであ

る。さらに、最も重要な引張力に対する抵抗を増すため

に、左官工事で土壁のひび割れ防止のために混入するガ

ラス系繊維材料を混入した(写真4-2)。これは、上塗

スサとして市販されているものである。

灘鑛

写真4-1パーライト写真4-2ガラス系繊維材料

4.2材料配合と試験体の作成

試験体作成時の普通ボルトランドセメントに対するパ

ーライト、ガラス系繊維材料の配合割合は、市販品によ

って指定された混入量を基本にしている。しかし、ガラ

ス系繊維材料については、基本の混入量に加えて、25%

増し、50%増しの合計3種類の配合を行った。指定の混

入量は、あくまで上塗のひび割れ防止のためと考え、引

張力をできるだけ多く負担させるためである。表4-1に、

以上の3種類の材料配合を示した。「材料1」が、指定

の材料配合であり、「材料2」、「材料3」は、それぞ

れ上に述べたように配合割合を増加したものである。セ

メントに加える水量は、「材料1」の配合のモルタルを

実際に練りながら左官工事を念頭にワーカビリチーを考

慮して決定した。水セメント比を一定とした場合、ガラ

ス系繊維材料の量を増すと、フレッシュモルタルの粘性

も増し、「材料3」は、ほぼ平滑は面を施工するために

は鎭の滑りが限界であった。

以上の3種類の材料配合によって、次の試験体を作成

した(図4-1)。

①円柱供試体:1軸圧縮試験により、ヤング係数と圧縮

強度を得る。JIS規格のサミットモールドを使用し作成。

②角柱供試体:JISで定められたセメントの物理試験に

使用し、曲げ強度・圧縮強度を得る。JIS規格のモルタ

ル供試体成型用3連型枠を使用し作成。

表4-1試験体の材料配合

      セメント軽量骨材繊維材料水水セメント比
      ボルトランドセメントパーライトガラス繊維

      材料18300107540548466.07%
      材料28300107550548466.07%
      材料38300107560548466.07%

図4-1円柱供試体と角柱供鼠体の概形

4.3フa-一試験と空気量試験

フロー試験はフレッシュモルタルの流動性を簡便に検

証するもので、フローテーブル上で15秒間に15回の振

動を与え、フレッシュモルタルの広がりを測定する(写

真4-3)。空気愚試験は、フレッシュモルタル中の空気

量を体積比で測定するものである。空気量が多くては密

実なモルタルとならず、逆に少ないとワーカビリチーが

低下するため、ある程度の幅の中に管理する必要がある

(写真4-4)。モルタルの強度、耐久性、ワーカビリチ

ーなどの重要な性質に影響を及ぼす試験である。

表4-2に各実験の結果を示した。フロー試験では、通

常、広がったモルタルの直径を、160～200㎜の間で管

理する。実験結果は、いずれの材料もこの範囲内に収ま

っているが、材料3で最もフロー値が小さくなっている

ことに注意したい。空気量試験では、AEコンクリート

の場合、コンクリート容積の4～7%の問で管理する。左

官工事に適した材料の練り具合で配合を決定したが、実

験結果も、ほぼこの管理幅の中に収まった。

写真4-3フロー試験 写真4-4空気量試験
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表4-2フロー試験と空気量試験の結果

    ガラス系繊維混入量(9)フロー試験空気量試験    フロー値(mm)平均値空気量(%)

    409§1866.4    ・186.5187,

    509書189・188.07.7    187

    609言181ξ17907.2    177:

4-4.1軸圧縮試験と曲げ試験

硬化後の供試体を用いて、材齢1日、2日、7日、28

日でそれぞれ1軸圧縮試験(写真4-5)、曲げ試験(写

真4-6)を行った。材齢が1週間以内に試験を集中させ

ているのは、迅速な施工が望まれる仮設住宅の建設にお

いて、なるべく早く型枠を外すための強度発現のタイミ

ングを見極めるためである。表4-3に、円柱供試体の

1軸圧縮試験の結果を示した。圧縮強度は、同じ配合の

3体の平均値をとった。材齢1、2、7日目においては、

配合の違いによる圧縮強度に大きな違いは見られない。

28目目には材料1のみが小さな値を示したが、その他

は、19N/m孟程度を示した。

表4-4に、角柱供試体の曲げ試験の結果を示した。同

様に曲げ強度は、3体の平均値とした。1、2、7日目

で材料3が最も大きな値を示したが、28日目では、材

料2の値が最大となった。材料1は、材料2と3に対し

て明らかに曲げ強度が小さい。材料2と3では、1、2

日目では、材料3が有利だが、7日目以降においては、

材料2と3は同程度の曲げ強度を持っと考えられる。

表4-3円柱供試体の1軸圧縮試験の結果

         ガラス系繊維混入量(9)曲げ強度(N/m㎡)         1E旧2日目7日目28日目

         409a1572.65317…4.47         b1.55ぎ2.27131975.15
         C156"211,`411サ457
         平均1.56ξ2.3483.49,4.73

         509a1.60■43.71461         b188ぎ2.64三3.31●`536
         C1.79セ2.48:3.85三637
         平均且.762.563.62:5.堪5

         609a2.07鵬2.91■36185.59         b2.25τ328■3.631479
         C203ひ●3.21■→3.94←三498
         平均2」2313:3735.12

表4-4角柱供試体の曲げ試験の結果※一印は測定不可

写真4-5(左)写ec4-6(右)

5.1/3縮小モデルの試験体作成と破壊実験

5.1試験体の作成

本研究では、実大棟は空気膜型枠を使用する予定であ

るが、1/3縮小モデルの試験体作成にあたっては、数値

解析との比較検討を念頭におき、自重による変形を防ぎ、

薄肉シェルの形状をできるだけ正確に楕円体に保っため、

型枠はスタイロフォーム(1種b)を用いて作成した。

スタイロフォ・一一・一一ムは30㎜厚のものを用いて、これを楕

円体をスライスしたように積み上げて整形している。図

5-1に試験体型枠の断面設計図を示した。

モルタルの下地には和紙を使用し、これを型枠にかぶ

せて施工した。写真5-1～5-3は完成した型枠に和紙の

下地を取り付け、左官工事によるモルタルの施工を行い、

ちょうど1週間後に脱型した状態である。

材料実験の結果と、ワーカビリチーを考慮した結果、

最もバランスのよい材料2(50g)を1/3縮小モデルの

試験体の材料配合として採用した。また、薄肉シェルの

厚さは、引き続いて行う鉛直裁荷実験において、100kg

重程度の裁荷で崩壊に至らせることを想定して、頂部か

ら脚部まで全体に4㎜厚とした。

京都を本拠地に活躍する若手左官職人の久住鴻輔氏

(久住左官)と本研究委員の森田が左官工事の施工を行

い、2体の試験体を製作した。

5.2鉛直裁荷実験

鉛直荷重による破壊実験は、4週間強度に合わせて、

躯体施工後、28日目に実施した。

試験体形状、寸法を図5-2に示した。薄肉シェルの平

面形状は1000㎜×1000㎜の4点支持で、ライズは

1005㎜である。木製の枠を土台とし、土台に設けた溝

にシェルの足元を落とし込んでモルタルで隙間を埋め、

                 ガラス系繊維混入量(琶)ヤング係数(N/m㎡)圧縮強度(N/m而                 1日目2日目7日目28日目壌日目2日目7日目28日目

                 409a2779389267797234431乙6.471298冒1398                 b1900ε431266448040426736713551797
                 C29703378647278383427701下13451497
                 平均2550号38616632ぎ78864.28695?133315.64

                 509a27494579・66644三81933.99:67413.4819.96}                 b2590`3401噛577980013994己6.7811192昌剛18.97
                 C2852一轟6308…7942496監68061398孟2096
                 平均:27303ggo62鱗8045魂3旦6.77且3』3且9.96

                 609a2622一6611る816244977812482233                 b3981,393868968213517…凶67471348r1597
                 C2916,3862"●79624.247.08●1489…18.97
                 平均3173・3900!675418112463φ720o136281909

※一印は、ひずみゲージの不具合により測定不可
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図5-1スタイロフォーム型枠の設計図
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写真5-1～5-31/3縮小モデルの作成(上段・下段左)
写真5-4分割トーナメントを取り付けた試験体(下段右)
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支点の水平移動を拘束している。シェルに発生する歪を

測定する為に、シェルの表面20箇所に2方向歪ゲージ

を貼り付け、経線方向と緯線方向の歪を記録した。歪ゲ

ージの位置の内訳は、(A)シェル頂部と開口頂部の中

間高さ×4カ所、(B)開口頂部X4カ所、(C)隣接す

る開口頂部間の中点×4カ所、①)脚部中間の高さで

開口部付近X8カ所である(図5-2見上げ図の+印)。

載荷方法は分割トーナメント方式の載荷装置を用い、

シェル上部に設けた16点の荷力点を鉛直方向下向きに

単調載荷した。写真5-4に見られるようにトーナメント

最下部に吊るしたプラスチックケースに砂を流し込むこ

とにより、載荷増分2kgでシェルが崩壊に至るまで荷重

を増大させた。崩壊時の荷重は、表5-1に示したように、

85～95kg重程度であった。

2つの試験体の崩壊時の挙動は非常に良く似ていた。

写真5-5は、1/6秒間隔で撮影した試験体No2の崩壊

の様子である。シェル脚元で高さ1/3程度の部分が外側

に押し広げられるように折れ、そのまま全体が真下に落

ちるような形で一瞬で全体崩壊に至った。本シェルは楕

円体形状をしているので、スラストカを足元まで伝えき

れず高さ1/3付近で大きな曲げモーメントが発生する。

このモーメントカに耐え切れずに足元が先行して曲げ破

壊し、次に開口上部に大きな亀裂が生じて連鎖的に全体

崩壊に至る様子がよく分かる。

試験体No2において観測されたクラックの発生状況

を図5-3に、主要な歪テータを図5-4に示す。(A)で

は、歪の値は比較的小さく、相対的に応力の影響が小さ

い。(B)では垂直・垂直方向にマイナスの歪の値が出

ており、開口頂部付近は、垂直・水平方向の両方向に引

張応力が存在することが分かった。図5-3右下では、開

口頂部付近に2本の斜めのクラックが出現しているが、

この引張応力のためと考えられる。ひび割れの影響を受

けにくい(C)に関しては、垂直方向に常に弱い引張応

力が存在するものの比較的安定したテータが得られてお

り、77kg前後まではほぼ荷重と比例する関係が得られ

一398一 で1毛総合研究財団研究じ1命又集No332006イ1版



ているが、そこを境として急激に応力が変化している。

これは図5-4を見ると、76.9kgにおいて大きなひび割

れが発生しており、シェル内の応力が再配分され主応力

の流れが変化した為と考えられる。(D)では、歪デー

タは非常に複雑な応答を示しており、傾向を掴むのが難

しい。これは開口周りに集中的に生じたひび割れにより

応力の流れが乱されているためである。

以上から、開口部頂部付近と高さ1/3付近の脚部が構

造的な補強ポイントであることが分かる。この結果は、

図3-2の長期荷重による力科学的性能の数値解析結果と

もほぼ一致する。

表5-1鉛直裁荷実験の最大耐力

   最大耐力

   [kg]困]

   試験体No.184.9832.0
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5.3水平振動実験

地震動作用時の本シェル構造の挙動及び耐震性能を調

べるため、振動台を用いた振動実験を行った。ここでは

実験内容と結果の概要について説明する。

平成18年5月に、立命館大学内実験室の振動台に設

置した試験体に対して、人力加振試験及び地震波を用い

た加振試験(1方向)を行った。試験体の設置状況を写

真5-6に示す。地震波としてはJMA神戸NS成分を採

用し、その時間軸は試験体の縮尺(1/3)を考慮し

1/1.73に短縮したものを使用している。最大加速度は、

0.2倍、0.5倍、1倍の3種類とした。

加速度の測定は振動台上と試験体頂部付近の2Ch、歪

は試験体表面計14Chに歪ゲージを貼り測定した(図5-

5)。また、試験体は2体作成した。作成方法、寸法、

材料等は鉛直荷重載荷実験時と同様である。試験体頂部

には、仕上げ荷重(15kg/m2)を想定して計15kgの錘を

取り付けた。

設置した試験体を用いて、まず人力により開口頂部付

近に衝撃を与え、自由振動波形を測定した。No.2試験

体の自由振動波形と、これにフーリエ解析を行って求め

たスペクトル図を図5-6に示す。

これらの図を見ると明らかなように、本試験体は

7.8Hz付近に明瞭な卓越振動数のピークを有している。

2次以降の固有振動数成分は明瞭ではなく、本構造は、
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一399一 イ1宅総合研究財団研究1論文集No.33,2006イ1版



畿

ポ藪叢 騒

.500

図5-6

器
莞

端

1
:

0

　ニ　ロ　うお

時間(s60)振動数(Hz)

自由振動波形(左側)とフーリエスペクトル(右側)

ほぼ完全な1質点系としての挙動を示すことが分かる。

次に地震波を用いた加振試験を行った。最大加速度

0.2倍、0.5倍、1倍の順で入力し、各試験終了時に目

視によるひび割れ観測を行った。

0.2倍加振時は2体の試験体ともひび割れもなくダメ

ージは観測されなかった。0.5倍加振時は試験中に「ピ

キッ、ピキッ」というひび割れ発生音が観測されたが、

最後まで崩壊には至らなかった。1倍加振時は両試験体

とも本震の初期段階において試験体は一瞬で崩壊した。

振動台及び試験体の振動波形を図5-7、5-9に示す。

ただし、No.1試験体においては実験器具不具合のため

観測データが得られず、また1倍加振時は振動初期段階

で試験体が崩壊したため、No.2試験体の0.2倍、0,5倍

加振時の結果のみ示している。また、これら波形のフー

リエスペクトルを図5-8、5-10に示す。

0.2倍加振時、0.5倍加振時の試験体波形を比較する

と、0.5倍加振時の方が振動の増幅率が大きく、また全

体的に長周期でゆったりと振動していることが分かる。

このことは試験体のスペクトル図を見るとより明らかで

あり、0.2倍加振時は2～10Hzの範囲に渡って卓越振動

数が広く分布しており、明確なピークは見られないが、

0.5倍加振時では5Hz付近の成分が他を圧して大きく卓

越している。このことは以下のように考察出来る。
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振動台波形のフーリエスペクトルによれば、本入力波

は1～6Hz付近に卓越振動数を有する。試験体の固有振

動数は7.8Hzなので、このままでは大きく共振すること

はない(0,2倍加振時)。しかし、試験体にダメージが

蓄積されると剛性が低下して固有周期が長周期化する。

0.5倍加振時では、振動初期段階において試験体が損傷

して固有振動数が5Hz程度まで低下し、入力地震動との

共振成分が大きくなったものと考えられる。

5.4固有振動数を踏まえたシェル厚の再検討

振動実験の結果を踏まえ、ここでは実際のシェルの厚

さの再検討を行う。

1/3試験体は、シェル厚さ4㎜を目標に製作している

が、左官仕上げなので当然誤差が発生する。試験終了後

に計測したところ、厚さは4㎜から6㎜、平均で約5㎜

であった。実物大では平均15㎜のシェル厚に相当する

が、振動実験で確認されたとおり兵庫県南部地震クラス

の振動には全く耐えることが出来ない。本シェル構造は

余震に対し十分な耐力を確保する必要があり、近年、余

震においても本震と同程度の振動(例えば平成15年十

勝沖地震)が観測されている。被災者の心理状態も考え

れば本震相当の振動にも耐えうる強度を確保することが

望ましい。そこで、ここでは兵庫県南部地震相当の振動

に対しても十分な耐力を有するものとすることを目標に、

シェル厚を検討する。

本シェル構造の弱点は、明らかに開ロによりくり抜か

れた4本足の脚部であり、実験においても足元が先行し

て破壊し全体崩壊を誘発している様子が観測されている。

構造物全体の耐力を増大させるためには、脚部の強度ア

ップを図ることがもっとも肝要であり、そのためにはリ
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ブを含めた脚部のシェル厚を増す必要がある。

また振動実験で明らかとなったように、本シェル構造

は1/3試験体で約7～8Hzの固有振動数を有し、これは

実物大では12～14Hzに相当する。その振動特性はほぼ

完全な1質点系としての挙動を示し、固有振動数は脚部

の剛性に大きく依存している。地震動の卓越振動数は

0.5～10Hz前後となる場合が多く、構造物の卓越固有振

動数はこの範囲を極力避けることが望ましい。製作誤差

及び損傷時に長周期化することを考えれば、厚みを増し

て剛性を高めることで10Hzを大きく上回る固有振動数

とすることが有効であると考えられる。

以上の考察から、リブを含めた開口上端までのシェル

厚を現行の2倍の30㎜、そこから上に向かうにしたが

って徐々に薄くし頂部で15㎜程度とすることとした

(図5-11)。面材は厚みが2倍になることで面外方向

の剛性が8倍になるので、構造物全体の固有振動数も大

きく増大するものと思われる。同時に弱点となる脚部の

強度も大幅に増大するので、大地震にも十分耐えられる

ものとなることが期待出来る。

/艦》,
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図5-11固有振動数を踏まえたシェル厚

6.ユニットの詳細検討と仮設住宅モデルの提案

6.1シェルユニットの詳細検討

仮設住宅としての居住性を確保するために、特に床お

よび開口部周りについて以下のような詳細検討を行った。

1)床構造

内部の床は、原則として三和土(たたき)による土間

とする。その最大の理由は、被災者自身を施工主体とし

/

/
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て想定するためである。木材を用いた高床とする場合は

一定の熟練した施工技術が要求され、特に曲面となるシ

ェルユニットの足元部分の処理には高度な加工が必要と

なる。しかし土と少量の石灰を混ぜて叩き締める三和土

であれば、左官職人の指導のもと非熟練労働者による施

工が可能である。また主材料となる土は現地調達が容易

であり、交通が遮断される災害時の材料供給の点からも

有効である。土間表面は油紙の重ね張りによって仕上げ、

土埃に対処する。ただし気候の問題等で高床が必要な場

合の対処として、シェル施工時に用いる土台(6.3にて

後述)を利用することで、木製高床の施工も可能である。

2)開ロ部壁面や窓、出入口は、シェル構造体のア・一…チ

形の開口部に設けられる。これらは住まい方に応じて一

定のバリエーションに対応可能であることが求められる。

そのため、まず図6-1に示す合板製のアーチ形フレーム

部材をシェルと一体化するように設置し、そこへ各種開

ロ部ユニットを取り付ける方式とする。このフレームは

シェル施工時のリブ部分の型枠の役目も兼ねている。

開口部ユニットは建具等可動部の精度確保のため、事

前に工場で製作したものを搬入し、取り付けを被災者が

行うものとする。輸送性と設置の容易さから、膜素材を

ベースとして用いる。フレームにビスで簡単に取り付け

られる透光性膜素材の出入口と壁面(窓付き)、それに

現場施工の木格子を組み合わせることで、通気・採光や

内外の気配の交流を重視した開放型と、防犯性やプライ

バシーを重視した閉鎖型のユニットを用意する(図6-

2)。これに加えて、夏季や冬季にはメッシュやウェッ

トスーツ素材を併用することで温度環境を調整する。

またフレームに取り付け可能なヴォールト状の木製設

備ユニットを用意し、キッチンやトイレ、収納等をこれ

にあてることで、シェル内部の限られた面積を居住スペ

ースとして有効利用するとともに、設備系のメンテナン

ス性を確保する。外部からの各種配管・配線の導入はこ

の設備ユニットの床下で行う。

開
放
型

閉
鎖
型

出入口

/つ《鍔畷
壁面(窓付き)
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、一⊥一'

、幽一垂一.'

ポリブロビレン製
テント護

櫛》シ.貼

案格子030

一

図6-1アーチ形フレーム(リブ型枠) 図6-2開ロ部ユニット
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6.2仮設住宅モデルの計画

以上のようなシェルユニットを数個組み合わせること

で、1棟の仮設住宅を構成する。ユニット数や組み合わ

せの形態、開口部の選択は、原則として居住者の要求に

応じて自由であるが、モデルタイプとして図6-3,6-4の

ようなタイプを提案する。その概要は以下の通りである。

集団での仮設住宅生活における特有の問題として、居

住者の間にコミュニティが成立しにくいことがあげられ

る。阪神大震災の仮設住宅では孤独死の多発が大きな問

題となった。被災者の相互扶助コミュニティの形成を促

進する仕掛けが、住戸単位において求められる。その一

方で、密接な共同生活による人間関係の軋礫やストレス、

そこから生じる様々なトラブルも深刻な問題として指摘

されており、仮設住宅には外部から閉ざされた私的領域

の存在もまた不可欠である。

モデルタイプの基本的な計画理念は、この背反する要

求に応えるため、開口部ユニットの組み合わせによって、甑
霧
 罫
き

ざ

住戸内に共的領域と私的領域を設け、両者を明快に分離

することにある。開放型の開口部ユニットで構成された

居間・ダイニング部は、前庭ともなる玄関ポーチに膜一

枚を隔てて繋がっており、両者を一体的に使用すること

で住民間の交流の場となることが期待される。閉鎖型の

開口部ユニットで構成される個室(図中網掛)は、玄関

ポーチを間に挟んで共的領域から切り離されており、家

財とプライバシーを守る私的領域として確保されている。

6.3施工の手順

仮設住宅の具体的な施工手順は以下の通りである。

(図6-5)。

1)整地と土台の設置(STEP1):敷地の整地を行い、井

形の木製土台を設置する。シェルおよび床は湿式工法に

よるため、水平面の要求精度は格別高くない。

2)アーチ形フレームの設置(STEP2):アーチ形フレー

ムを土台の四方にボルトで固定する。丸みを帯びたバル

(
玄関ポニチ

 篶》
/多〃多多拶多多多

図6-3仮設住宅モデル・断面図

《
ダイニング

ぐ

弼多多

姶

図6-4仮設住宅モデル・平面図

《

 プσσ・ミ

STEP1.

STEP2.

STEP3.

整地と土台の殴贋

》

リブ型枠を
土台に設置

足場、空気膜型枠、
シェルの施工

》土台の撤去

トップライトを設置

図6-5シェルユニツトの施工手順

一402一 住宅総合研究則団研究論文集No.33,2006年版



一ンの受け皿となる曲げ合板製の型枠を四隅に設置する。

3)足場の設置(STEP3-1):周囲に単管足場を箱形に組

み立てる。高さ2mの位置に単管を横に渡し、アーチ形

フレームの頂部をこれに緊結する。これらの土台とアー

チ形フレームおよび単管足場によって、空気膜型枠の設

置に先立ち、平面および断面方向の正確な寸法・形状を

確保するのである。

4)空気膜型枠の設置(STEP3-2):シェルの型枠となる

空気膜を土台上に設置し膨らませる。施工時の振動やモ

ルタルの重みによる空気膜型枠の移動・変形を防ぐため、

空気膜底部と土台、空気膜側面とアーチ形フレームの接

点を数カ所紐で拘束する。

5)シェルの施工:シェルの施工手順は2-2.において前

述した通りである。頂部はトップライト設置のため円形

 に塗り残す。

6)足場・型枠の撤去:モルタル硬化後、足場の解体と

空気膜型枠、土台の撤去を行い、隣接ユニットの建設に

移る。アーチ形フレームは開口部ユニットの取り付け用

部材として、そのまま残す。

7)床の施工と開口部ユニットの設置(STEP4):土を叩

き締める際に振動が発生するため、床の施工は全てのシ

ェルユニットが硬化した後に行う。外周部にも三和土を

施工し、シェル足下の水平移動を拘束する。最後に、ア

ーチ形フレームに各種開口部ユニットと設備ユニットを、

ボルトおよびビスを用いて取り付ける。

7.空気膜型枠工法の施工性検討

7.1かまくらドームの施工

実物大の施工実験に先だち、(株)安部日鋼工業より

積雪時に「かまくら」を設営するために制作した空気膜

型枠を借用して、実際に施工性の検討を行った。

1)空気膜型枠の設置

施工実験に用いたかまくらドームの形状は直径2m、

高さ2.5m程度の俵型のものである。上部と同様に下部

が凸状に膨らむ形状のため、急遽設置場所の地面を600

mm程度掘り込んで、その穴に埋める形で空気膜型枠を

設置した(写真7-1)。また、地面からの立ち上がり部

分には中空ポリカーボネート板をドラム状に設置して、

型枠のプロポーションの形状を整えた。空気膜型枠を膨

らませる送風機にはホーム

センターで購入した最大圧

力5500パスカルのものを

用いた。

2)足場の設置

作業用の足場には、建設

現場で一般的に用いられる

鋼管枠組み足場を組み立て、

ドームの両面に設置しその

写真7-1空気膜型枠

一403一

上部に足場板を掛け渡して使用した。足場板の高さは空

気膜型枠の頂部と同じくらいの高さが作業上望ましい。

3)モルタル下地の取り付け

まず空気膜型枠上にモルタルが接着するのを防ぎ硬化

後の取り外しを容易にするためのポリエチレンシート

(幅1800㎜)を被せた。次に、塗りつけたモルタルが

硬化するまでの間、型枠面に定着させるための下地とし

て、インド製麻繊維メッシュを空気膜型枠の上部から両

面に垂らすように、メッシュの隙間がなくなるように設

置した(写真7-2)。メッシュの重なり部分は最低50㎜

程度確保するようにし、モルタル塗りつけ時にずれない

ようにホチキス針で固定した。

4)モルタル塗りつけ

予定されたモルタルの塗り厚みはドーム上部で15㎜、

ドーム下部で30ミリであったので、モルタルの塗りつ

けは厚み15㎜程度で全体に塗りつける一回目の塗り付

けと、厚み15㎜程度でドーム下半分を塗りつける2回

目の塗りつけに分けて行った。

一回目、二回目ともにセメント、骨材、ガラス繊維の

配合は実験時と同じであったが、一回目の塗り付け時に

は麻メッシュへのモルタルの接着を良くする目的で、水

分量をセメントー袋(25kg)あたり3リットル程度増

して柔らかめの材料として施工した。まずはドームの頂

部から塗り付けを開始し、徐々にドームの周囲に均等に

塗りつけるよう留意して施工を行った。2回目の塗り付

けではド・一一一一ムの高さの六分目くらいから2度目の塗りっ

けを行い、上部は薄目に下部は厚めになるよう、また、

モルタル量が周囲で均等になるよう留意して行った(写

真7-3)。開口部周辺は人の出入りで損傷しやすい部分

であるため、厚めに塗り付けを行った。塗りつけ開始時

が午後1時、終了が午後6時頃で作業時間は一人の左官

職人で5時間程度であった。

5)養生

施工終了時には目没となり急激な表面乾燥の心配がな

かったので、特に表面の養生は行わなかった。作業終了

から6時間後にはドームが自立できる程度にはモルタル

が硬化していたので、送風機の電源を切って空気膜内の

圧力を落とし、型枠を外した。翌日は午前と午後の二回、

ドーム表面に放水して湿潤養生を行う予定であったが、

幸い雨天であったのでそのまま放置した。

写真7-2麻繊維ネット下地

　欝羅欝雛織撫
鷺欝

写真7-3左官工事の様子
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6)左官工事の施工に関する留意事項

①今回用いたモルタル塗り付けのための下地は、一般

に「ドンゴロス」と呼ばれるインド産の粗い麻布である。

メッシュの目の大きさに対し繊維が太いため、特にメッ

シュの継ぎ目など重なり部分でモルタルが十分にメッシ

ュ裏まで充填されない部分があったことが問題であった。

もう少し繊維の細いメッシュ材を用いる必要がある。

②周囲のモルタルの塗りつけ面積のバランスが不均一

であると、塗り付けの多い面のモルタルの重みでシート

とメッシュが滑ってずり落ちてしまう。全体をバランス

良く塗りつけることが重要である。また、空気膜型枠は

送風を停めると空気圧が徐々に低下してしまうため常に

送風状態を保つ必要があるが、送風機の過熱を防ぐため

に塗りつけ時の出力は最大より若干弱めに設定していた。

2回目の塗りつけ時にモルタルの重量に対して空気膜型

枠の内圧が足りずにドームが全体的に傾いてしまった。

型枠は、傾いてしまうと完全に元に戻すことが困難なの

で、その内圧をモルタル重量に負けないレベルに慎重に

管理する必要がある。

③空気膜型枠の接地部分の設計曲率と合わない部分は、

今回の実験では一部を地面に埋め、残りを中空ポリカー

ボネート板を設置して型枠とすることで対応した。中空

ポリカーボネート板の高さは左官施工上の問題からでき

れば300㎜以下、最大でも400㎜程度にとどめる必要が

あるため、型枠の設計もその点に留意が必要である。

8.まとめと課題

本研究では、被災者が自力によって建設可能な伝統的

な左官技術を用いた湿式工法による災害仮設住宅につい

て、建設材料、鉛直・水平の両荷重を載荷した際の強度、

施工方法、住まい方の提案を含めた計画について検討し

た。その要点をまとめると以下のようである。

1)建設材料については、被災時でも比較的入手しやす

い左官工事用の市販材料の配合により、十分な材料強度

を確保できることを明らかにした。

2)長期荷重に対しては、施工可能な最小限のシェル厚

で十分な強度を確保することが可能である。

3)短期の水平荷重については、固有振動数を考慮しシ

ェル厚を決定する必要がある。その結果、頂部15㎜、

脚部30㎜を基本としたシェル厚で、主要な地震動の卓

越振動数を避けることができ、これは左官工事によって

問題なく施工できる厚みであることを確認した。

4)被災時という特殊な状況を考慮し、共同で住む仕掛

けの中にプライバシーを守ることを考慮した平面計画の

提案を行った。

本研究の今後の課題としては、室内の熱環境のコント

ロールがある。薄肉シェル単体には十分な熱容量は期待

できないが、今後、外部・内部両側に漆喰や土で仕上げ

を行うなどして外気温から内部を適度に遮断しながら、

熱容量の確保、断熱、内部空間からの廃熱といった項目

について検討する必要がある。

7.2空気膜型枠の形状の検討

本研究の目指すドームの断面は楕円を2分割した曲線

であるが、そうした形の空気膜を制作するには大きな技

術的問題が予想される。それは空気圧によって空気膜の

下部に膨らみができてしまうことであり、それによって

地面への安定した設置が妨げられ、またドームの接地面

近くの断面が理想とするラインから大きくはずれてしま

うことである。

解決のための方法として挙げられたのが、底面に合板

や鋼製のリブを取り付けるなど、剛性のある素材によっ

て底面の変形を押さえる方法であったが、モルタル硬化

後に取り出すことを考えるとこの方法は施工上の困難が

予想される。また代案としては、下部を小さな気室(空

気膜内部の空気の部屋)に分割することが考えられ、全

体形状として底面をフラットに近づけることは可能と思

われるが気室と気室の継ぎ目に窪みが出来てしまい、構

造的な弱点となってしまうことが予想される。

制作にあたってシミュレーションにより調整を行う必

要が残るものの、こうした検討を経て到達したのが、水

と空気の2気室を組み合わせる形状である。これによっ

て、気室のっなぎ目の曲率の不連続部分をなくし、立ち

上がりの曲線部を少なくすることが可能になる。

<注>

1)本研究は、研究委員である森田一弥、柳沢究、山田協
太による第13回タキロン国際設計競技応募案(2等
入選)を原案としている。

2)黒曜石や白色粒状の真珠石など、結晶中に構造水を持
つ岩石を摂氏1000度前後の高温で熱処理したもの。
岩石中に含まれる構造水がガス化して発泡し、多孔質、
軽量で断熱性に優れる。非常に軽量で軽量モルタルな
どによく使用される。通常、比重0.25～0.5程度。
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