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1．��建設業法改正で「解体工事業」
が新しい許可業種に

建設業法は，1971年に建設業を「登録制」か
ら「許可制」に切り替え，許可業種区分として，
総合2業種（土木・建築），専門26業種の計28業
種が規定されました。解体工事は「とび・土工工
事業」に含まれ，一式工事の土木工事業，建築工
事業，とび・土工工事業の間に埋没したまま，43
年という長い月日を過ごしてきました。

劣悪な労働環境や労働条件が労働者を危険にさ
らす最大の要因となっており，解体工事中の重大
事故の発生を防止するうえでも，解体工事業を独
立した許可業種として追加することは，解体工事
業界の長年の悲願であり，全国の解体工事業者で
構成される全国解体工事業団体連合会（全解工連）
は国に何度も訴えかけてきました。20年前の全
解工連の発足も，これが契機だったのです。

そして，今年6月，改正建設業法が国会で成立
し，晴れて解体工事業が許可業種として独立する
ことが決まりました。研究者という第三者の立場
で見ても，これは大変喜ばしいことです。

解体工事の業種区分は，現行の「とび・土工工
事業」から分離独立する形で，全体で29番目（専
門業種として27番目）の業種として設けられま
した（図－1）。解体だけを手掛ける専門の業種で
あり，土木や建築の全体計画の中で行われる解体
工事はそれぞれの「一式工事」区分で対応します。
1件500万円以上の解体工事を実施する場合は許
可取得が必要になります。

解体工事業許可については，公布日から2年以
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内に施行される予定です。施工日時点で「とび・
土工工事業」「コンクリート工事」の許可を受けて
解体工事を営んでいる建設業者は，引き続き3年
間，したがって公布日から5年間程度は，解体工
事業の許可を受けずに解体工事を施工できます。
その間に順次，解体工事業としての許可登録を進
めていくことになります。

これからは解体工事に配置される技術者に求め
られる技術・知識を認定する資格制度の確立に向
けた検討が焦眉の急となります。国土交通省にお
いて7月30日に「解体工事の適正な施工確保に関
する検討会」が立ち上げられ，私も委員として参
加しています。

2．�解体工事中の事故を未然に防ぐ

今回，解体工事業の業種区分が新設されたこと
で，解体工事の安全管理に対するハードルもさら
に一段上がりました。
「作る」側の安全は確立されていますが，「壊す」
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図－1　改正建設業法における業種区分の新設



積算資料 SUPPORT ’14.10 積算資料 SUPPORT ’14.10特集 22 特集 23

新時代の「解体工事業」の確立に向けた取り組みと展望

積算資料 SUPPORT ’14.10 積算資料 SUPPORT ’14.10特集 22 特集 23

側の安全はまだ十分とは言えません。
統計的にみると，簡単には比較できま
せんが，解体工事は新築工事に比べ事
故の発生割合が多いと言えます。事故
には公衆災害と労働災害があります
が，工事当事者以外の第三者に危害が
及ぶ公衆災害だけは絶対に起こしては
なりません。

解体工事の事故の原因を探っていく
と，そのほとんどは「管理」の部分で
発生しています。解体工事に対する技
術的な理解が足りないということでは
なく，「たぶん大丈夫だろう」といった，
ちょっとした不注意やケアレスミスが
大きな事故につながってしまいます。
国土交通省はそこを問題にしていて，
今回の「解体工事業」の業種区分によ
り，事故防止を確立していこうということです。

管理マニュアルも整備されていて，全解工連で
は，これらの解体工事に関わる事故原因を分析し，
その発生を未然に防ぐべく地道な活動を続けてい
ます。「解体工事施工技士」（国土交通省令に基づ
く登録試験）資格試験や，解体工事施工技術講習
を実施しているほか，平成20年には「解体工事
KYTシート集」というビジュアルなテキストも
まとめています。イラストで現場の状況を提示し，
その状況において考えられるリスク，発生するか
もしれない事故を予測し，事前にどういう配慮を
すればよいかを自分の頭で考えられるように編集
されています。私個人としては，非常に優れた資
料だと思っています。

3．�解体工事の技術開発

さまざまな解体工法がありますが（表－1），解
体工事業者は多くの種類の資機材を保有してい
て，対象となる建築物の規模や形状，構造，立地
条件などに応じて，どの解体工法を採用するか，
受注した解体工事業者が判断して決定していま
す。そして，それぞれの資機材や工法において，
解体工事業者が日々の解体工事を通して感じてい

る技術的な課題についても，改善に向けて地道に
活動しています。

例えば，「三角倒し解体工法」は，壁式ラーメ
ン構造の外壁の解体において，柱・壁の上部を圧
砕機で内側に引っ張って三角形に折り曲げ，上部
から破砕解体する工法です。外壁が外側に落下す
ることがないという大きな利点があります。

また，都市部の高層建築物では，油圧ショベル
を最上階のスラブ上に設置し，上部から順次解体
していく「階上解体工法」が用いられます。油圧
ショベルを支持するためにサポートパイプで上下
層スラブを接続し，複数層で支持します。このサ
ポートパイプの代わりに無筋コンクリートを打設
しておき，後で床版ごと解体するという方法もあ
ります。無筋だから壊しやすいし，きちんとペイ
するとのことです。

全解工連では，研究助成金を提供して，解体技
術の進化に向けた取り組みを行っており，年に一
回，その成果をまとめた研究発表会を開催してい
ます。この助成金を私の研究室も利用しています。
こうして開発された技術を業界で共有し，共通の
技術体系に組み込んでいくことで業界全体のレベ
ルアップが期待されます。

解体工法の研究は，ゼネコンとの共同研究とい

表－1　解体工法の分類

①破壊の
範囲によ
る分類

限定（局所）破壊
梁端部・柱脚・壁と縁切り・壁の下部の切断など限定した範囲の破
壊（圧砕，ブレーカ，カッタ，ワイヤーソーイング，ウォーター
ジェット，テルミットランスなどによる場合）

非限定破壊 範囲を限定することが難しい破壊（発破倒壊などによる場合）

②コンク
リート解
体発生材
の形態に
よる分類

破砕解体 コンクリート発生材25×25×25cm程度以下の塊状になる解体
（圧砕，ブレーカ，発破などによる場合）

部材解体・ブロッ
ク解体

柱・梁の端部・壁・底版などの周辺部を縁切りし，クレーンで吊り
出して解体する（ブレーカ，カッタ，ワイヤーソーイング，アブレッ
シブウォータージェット，テルミットランスなどによる場合）

③破壊の
原理・方
法による
分類（外
部エネル
ギ―によ
る破砕）

機械的衝撃による
工法 ①手動工具　②ブレーカ　③大型ブレーカ　④せん孔機

油圧による工法 ①圧砕　②ロックジャッキ　③パイルクラッシャー　④膨張円筒　
⑤鋼材大型切断機

研削による工法 ①カッタ　②ワイヤーソーイング　③コアボーリング

噴射・掘洗による
工法 ①アブレッシブウォータージェット　②ウォータージェット

火薬による工法 ①ダイナマイト　②コンクリート破砕器　③ミニブラスティング

火焔による工法 ①テルミットランス　②サーモジェット　③鋼材のガス切断

膨張圧による工法 ①静的破砕剤

電気による工法 ①通電加熱　②プラズマ（放電衝撃）破砕工法　③マイクロ波　④
プラズマジェット　⑤レーザービーム

転倒工法2） 構造物を縁切りして，平面ラーメン，独立柱，独立壁とし，これら
の脚部をV字形にカットして転倒させ，解体する。

（注）1.　太字は実用化されている工法
　　 2.　構築物自体の転倒による位置のエネルギーの急激な変化による破壊
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う側面もありますが，解体技術そのものは解体工
事業者が保有し蓄積しているものなので，ゼネコ
ンとしては，それをシステム化したり，仕組みを
考えたりするということで，お互いの役割分担が
出来ているようです。近年，社会の注目を集めた
赤坂プリンスホテルの解体工事でも，全体のシス
テムを構築したのはゼネコンですが，破砕したり
切断したりする要素技術の部分は解体工事業者が
一手に担当していました。

NETIS（国土交通省新技術情報提供システム）
では，「構造物とりこわし工」として約60件登録
されており，アタッチメント（低騒音・低振動），
コンクリートカッティング，破砕剤などが登録さ
れています。解体工事業者が自ら開発し，登録し
ている新技術もあります。

ただ，解体工事業界では，既存の技術，中でも
「圧砕」が最も使われています。だいたいの建築物
は圧砕で対応可能で，泥くさいけれども最も効率
が良い。圧砕で歯が立たない場合に，別の方法を
考慮するという形が多いようです。ワイヤーソー
や手こわしなども大事な技術ですが，あくまで補
助的な位置づけです。圧砕に多くの経験値を積み
重ねているので，新技術を積極的に採用していく
モチベーションはあまり高くないかもしれません。

振り返れば，圧砕工法もかつては新技術だった
わけです（図－2）。コンクリートをノミで壊すと
ころから解体工法は始まったわけで，それを圧砕
に進化させるまでに，大変な進歩がありました。
それ以上の大幅な進化は，もう望めないかもしれ
ません。

4．�解体工法のこれから
の課題について

私は，これからの解体工法の
課題として，次の3つがあると
思います。①高層化，②高強度
化，③福島第一原発廃炉への対
応です。

4-1　高層化への対応
超大手ゼネコンでは，ここ5年

くらいの間に，超高層ビルの解体工法を一斉に開
発・実用化しました。詳細は，別稿のCOLUMNを
ご覧いただくとして，上から壊す，下から壊すとい
う違いはあれ，全体として共通する部分が感じられ
ます。おそらくゼネコン各社は，騒音・振動対策，
廃棄物対策などを含め，今までの解体工事のままで
はだめだと思っていて，新しい解体工事の戦略を，
超高層ビルを題材としてアピールしようとしたのか
もしれません。

ただ，これらの工法は鉄骨造を想定しており，
鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造の
建築物にそのまま適用することは不可能です。

都市部の高層建築物は，他の建築物と近接して
いることが多く，解体工事の施工条件が大変厳し
くなります。騒音・振動，副産物の搬出などによ
る周辺環境への影響を最小限にとどめ，アスベス
トやダイオキシンなどの有害物質の飛散にも配慮
しなければなりません。超高層ビルの解体では，
解体階をパネル等で覆って外部への飛散を防ぎ，
閉鎖的な施工環境で解体工事を実施しますが，最
近では中高層の建築物でも同様の対処になってき
ています。防音パネルについては，特に解体工事
用の特殊なものは開発されていないので，従来の
一般的な防音パネルで対応しています。

4-2　高強度化への対応
通常の鉄筋コンクリート建築物ではコンクリー

トの圧縮強度は18 〜36N/mm2が標準ですが，コ
ンクリート技術の進化とともに，60N/mm2クラ
スの高強度コンクリートが広がり，現在は150N/
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図－2　鉄筋コンクリート構造物の解体工法の変遷
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mm2を超える超高強度コンクリートも実用化さ
れています。かつて超高層建築は鉄骨造がメイン
でしたが，コンクリートの高強度化・超高強度化
が進んだことから，とくに集合住宅などでは，居
住性などの点でメリットが大きい高強度鉄筋コン
クリート造が主流になっています。

鉄骨造であれば，鉄骨部材を切断することで解
体しますが，鉄筋コンクリート造ではコンクリー
トを圧砕しながら並行して鉄筋を切断する方法が
一般的です。しかし，コンクリートが高強度化し，
鉄筋も太径化すれば，その破砕も切断も困難にな
ります。機械の損耗も早くなり，施工効率も落ち
ます。

私も大学の研究室で，150 〜180N/mm2クラス
の試験体を作製して実験を行っています。結論と
しては，現行の圧砕技術でも対応できます。なぜ
ならば，圧砕が圧縮力ではなく引張力のメカニズ
ムで破壊させる工法のためです（コンクリートは
圧縮強度が高くなっても引張強度はさほど高く
なっていきません）。ただし，いろいろ技術的な
課題はあります。現在はまだ小さな試験体での実
験にとどまっていますが，今後，柱サイズくらい
の実物大の試験体で実験する必要があります。

4-3　福島第一原発廃炉への対応
原子力発電所の建屋は部材が非常に厚いマスコ

ンであり，通常の建築物とは条件が違います。原
子力発電所建屋の解体工法は，すでに笠井芳夫先
生が中心になってまとめた指針があるのですが，
これは平時を想定した内容であり，地震で壊れた
原子炉およびその建屋を想定していません。

被災初期において，放射線の線量が非常に高い
中で，分厚い鉛シートで全身を覆いながら，決死
のガレキ除却作業に解体工事業者さんが協力され
たと聞いています。本当に頭が下がります。福島
第一原発の廃炉，それは解体工事が要となります。
原子炉の損傷を正確に把握し，放射能を外部に拡
散することなく，作業者が危険にさらされること
のない解体技術の開発が不可欠です。私も協力で
きることは協力したいとは思っています。

5．�土木構造物の解体

道路，橋梁，トンネル，上下水道などの土木構
造物は，建築物と比べると，解体については与条
件がかなり異なります。建築物には耐用年数とは
別に「陳腐化」という尺度があり，構造体として
健全であっても使い勝手が悪い建築物であれば，
社会的寿命が尽きたということで解体される可能
性があります。スクラップアンドビルドからの脱
却という命題がありますから，昔ほどではないと
しても，最後は壊すことになります。市街地でも，
小さい敷地を集約して大きな建築物に建て替えた
りしています。一方，土木構造物は用途的に陳腐
化するということはあまりありません。

実際問題として，土木構造物においては，解体
せずに維持補修して寿命を延ばすということに主
眼が置かれています。解体するというのは，本当
に最後の選択になります。さらに，供用を停止し
た後，必ずしも解体するとは限りません。トンネ
ルにしても橋にしても，解体せずにそのままにし
ておくことも可能です。トンネルは入り口を封鎖
することで済ますこともありますし，橋梁は危険
な上部構造だけ撤去して下部構造は残すという方
法もあります。文化的な価値がある構造物であれ
ば，土木遺産として後世に残してもいます。建築
ですと，そういう形で残されるのは「軍艦島」く
らいかもしれません。ただし，一般の方が近寄る
ことは難しいでしょう。

いずれにしても，耐用年数に達した土木インフ
ラが今後ますます増えるのは確実なので，土木構
造物の解体も考えていかねばなりません。

6．�新設時に解体に配慮した設計を

私はかつて，鉄筋コンクリート造の柱や梁など
の部材をそのまま次の構造物に使えないかと，複
数の解体工事業者に聞いてみたことがあるのです
が，彼らの答えは「採算に合わない」「考える余地
もない」といったものでした。奇麗に切断して再
利用するより，小塊に破砕してリサイクルしたほ
うが現状では理に適っているのでしょう。解体さ
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れる建築物は既存不適格の建築物が多く，現行の
耐震規定に照らしあわせると転用部材としてそぐ
わないという点もあります。

先ほども高強度コンクリートの解体を課題とし
てあげましたが，強度レベルが高くなればなるほ
ど，管理上，場所打ちよりはPCa（プレキャスト）
部材を現場に搬入して建方する方法が有利といえ
ます。解体もこのことを逆手にとって実施できな
いかと考えています。現在および将来において作
製される構造材は十分に転用できるものであり，
高強度で壊しにくいものほど転用部材としての付
加価値は高いとも言えます。設計時に，部材の
ジョイントを工夫し，施工時と解体時に共用でき
るようにするのは，それほど困難とは思えません。
設計時に解体時を想定して工夫を盛り込んでおく
ことで，解体工事が容易になり，副産物も低減す
るというメリットを実現できます。

システマチックかつ安全な解体を考慮すべきで
す。大手ゼネコンはそういう方向で考えているは
ずですし，数年後にはそれを売りにした工法が出
てくるかもしれません。

7．�これからの解体工事業への期待

1995年の阪神・淡路大震災でも，2011年の東
日本大震災でも，早期復旧・復興に向けた最大の
課題は，がれきの早期処理でした。解体工事業者
は多くの重機を保有し，「どかす技術」を持って
います。自治体と協定を締結しており，こうした
非常時にはいち早く出動し，がれき処理に尽力し
てきました。全解工連として，国土交通大臣，環
境大臣から表彰も受けています。

今回の建設業法改正では，「離職者の増加，若
年入職者の減少等による将来の工事の担い手不足
が懸念される」ことから，「建設工事の適正な施
工とその担い手の確保が喫緊の課題」と指摘して
います。今後，解体市場は拡大していくでしょう。
それには，ひっ迫する労務事情にあって，若く熱
意にあふれた技能者を入職させるとともに，特に
解体工事業は長年の経験と勘が要求されることか
ら，労働環境や労働条件を改善し，人材の教育訓

練を進め，定着させるための努力が待たれます。
また，契約においても，課題があります。今まで

は土木・建築一式工事として発注されることが少な
くなかったのですが，今後は解体工事の分離発注
が進むことが期待されます。それには，多様な建築
物に適用できる公的な積算基準を整備し，積算の透
明性を高めていくことが必要です。ただ，解体工事
においては官庁工事より民間工事が圧倒的に多く，
見積り方式もまだあまり機能していないように思い
ます。また，地域によって施工規模や単価が全然違
うので，なかなか難しいかもしれません。さらに，
価格だけでなく技術提案も加味して発注を行う，技
術提案総合評価制度の導入も望まれるところです。

今回，解体工事業の許可区分を設けたことは，
ある意味で「パンドラの箱を開けた」ことになっ
たと私は思っていますが，それだけ国土交通省も
強い確信をもって決断したわけです。

難しい課題はありますが，これから各方面で検
討を重ね，あるべき解体工事業の姿を確立してい
ければと思います。

解体工事業界の市場規模（全解工連の推計による）
①解体工事業者数
 　解体工事の事業者には，建設業法の許可を受けた業者

と建設リサイクル法の登録を受けた業者がある。
 　建設業法で，土木工事業，建設工事業，とび・土工

工事業のいずれかで営業許可を要する。3種類の許可
を受けている全国の業者数は，延べ数で約50万社。一
方，建設リサイクル法で登録された解体工事業者は約
8,000社。

 　NTTタウンページに「建物解体業」で登録された業
者は約12,000社。実態に近いと思われるが，正確な業
者数は不明。

 　解体工事の9割以上は建設業許可業者が請け負ってい
ると推測される（国土交通省資料）。
②解体工事の市場規模
 解体工事の市場規模は，（解体床面積）×（単位床面積

当たりの解体費）により推定可能。また，（解体床面積）
は（新規着工床面積）－（総延床面積の増加）より推計
可能。

　● 上の計算式から，解体床面積は約106百万m2/年と
推計。また，単位床面積当たりの解体費は1万円と仮
定し，これにアスベスト除去工事による割り増し費用
を考慮すると，全国の1年間の解体工事費用は，1兆
2千億円から1兆5千億円程度ではないか。これは，
大手スーパーゼネコン1社の売り上げに相当する。
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COLUMN

超高層ビルの 
解体工法

日本では高さ100m以上の超高層ビ
ルが700棟以上ある。竣工当初は時代
の最先端だった超高層ビルも，30 〜
40年も過ぎれば機能・性能は陳腐化し，
昨今は大地震時の長周期地震動も問題
視されている。リニューアルにも限界
があり，今後，超高層建物の建替が増
加する可能性があると考えられる。

赤坂プリンスホテル新館（地上39
階・塔屋1階・地下2階，高さ 138.9m）
は，2012 〜2013年にかけて解体が進
められたが，テレビや新聞で取り上げ
られ，広く一般市民や国際社会の興味
を引いたことは記憶に新しい。

しかし，高さ100mを超える超高層
ビルの解体は，従来の解体工法には未
知の領域である。超高層ビルは都市部
に立地し，施工上の制約条件が多い。
さらに，上空の風は地上の数倍にもな
り，仮設足場や養生材の設置・撤去が
高所危険作業となるほか，粉じんの広
範囲への飛散，解体部材の飛来落下の
危険性，騒音・振動の伝播など，配慮
すべき課題は多岐にわたる。

大手ゼネコン各社は，超高層ビルの
解体工法の開発・実用化を続けている。
以下，各社のプレス発表資料に基づき
概要を紹介する（順不同）。

①鹿島建設：鹿島カットアンドダウン工法

ビル外観をそのままにジャッキで建
物を支持しつつ下層階から解体する工
法。従来工法に比べ騒音や粉じんの飛
散を抑制できる。また，常に地上付近
で一定の作業を繰り返して行うため，
環境対策設備や施工設備を盛り替える
必要がなく，周辺環境への影響因子を
一定の場所で確実に対策でき，高所作
業削減による安全性向上に効果がある。

2008年，同社の旧本社ビル解体工
事で適用されたが，さらなる環境性能
向上と短工期化を進め，2012年には，
高さ100mを超える超高層ビルの解体
にも適用された。

②大成建設：テコレップシステム

最上階の躯体を壊さずに有効利用し
て 閉 鎖 空 間 を 形 成 す る と と も に，
ジャッキを内蔵した仮設柱を設置し，
1フロアごとにジャッキで解体階を自
動降下させていく。閉鎖空間とするこ
とで，部材の飛散・落下，粉じんの飛
散，騒音・振動などの問題を大幅に改
善できる。

最上階の躯体の裏面には水平搬送用
のスライド式天井クレーンを，床面開
口部には垂直搬送用のテルハを設置
し，分解した部材をクレーンで保護・
荷降ろしする。また，荷降ろしの際に
生じる材料の自由落下エネルギーを活
用した「荷降ろし発電」により，徹底
したエネルギー削減を図っている。

③大林組：キューブカット工法

床・梁・柱の構造部材を圧砕せずに，
切断してタワークレーンで地上に下ろし，
地上で分別処理することで，騒音や振動，
粉じんの発生を大幅に低減する。

振動・騒音の小さい機械により切断
解体を先行して進め，クレーン作業の
効率化を図り，短工期化を実現する。
同時に，構造フレームの切断手順と倒
壊防止対策により，解体工事中の地震
に対しても切断された部材の安全を確
保する。
「QBカットオフ工法」をベースと

して改良を重ね，「キューブカット工
法」として進化した。

④清水建設：シミズ・リバース・ 

コンストラクション工法

建物をビル上層部から順番に切断して
ブロック化し，これを，通常新築工事で
使うタワークレーンで地上まで吊り下げ

て，専用の処理サイトで分別処理する。
信頼性が高く実績豊富な数種類の既

存技術を巧みに組み合わせ，効率よく
単純作業を繰り返しながら解体するこ
とが，工程を極めてシンプルにすると同
時に，不要な仮設設備の省略にもつな
がり，適用に際して制約がほとんどない
という優れた汎用性を実現している。

柱・梁の切断作業の効率化に必要な
一切の機能を集約したアタッチメント

「クールカット」も，（株）コンセック
と共同開発している。

⑤竹中工務店：竹中ハットダウン工法

ビル上部に周囲を覆った移動式解体
工場（ハット）を設置し，下階へ移動
させながら順次ビルの解体を行う工法。

ハットは天井クレーンを含む解体設
備が一体となっており，解体する建物
躯体を包みながら隙間なく降下し，解
体材もすべて建物内部を通して降ろす
ため，従来工法に比べより安全で環境
にやさしい。

ハットの内部でカッターやワイヤー
ソーを用いてブロック単位に切断する
ため，粉じんや騒音の拡散を低減でき
る。解体したブロックは建物内部から
天井クレーンで降ろすので周辺への飛
来落下の恐れがなく，都心部の工事に
有効である。

下から解体する「鹿島カットアンドダウン工法」

閉鎖空間で解体を進める「テコレップシステム」
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ハンドブレーカ工法

写真： 日本ヒルティ ㈱

解体原理 ノミの打撃

機械の形式・
駆動装置

空気圧式：コンプレッサ
（油圧式・油圧ポンプ／電動式ブレーカ）

適用箇所 柱○　梁○　床○　壁○　基礎○

事前作業 不要

特徴・配慮
事項

●狭い部位や局所破壊に有効で，縁切り・転倒解
体など広い範囲に使用できる

●防じんマスク・メガネ・耳栓・防振手袋・高所
安全帯を着用する

●下向き作業を原則とする
●作業床が必要
●必要に応じて防じん設備を設ける
●振動障害防止のため作業時間に制限あり

環境特性 ●騒音は中程度，振動はごく小さい
●粉じんの発生あり

大型ブレーカ工法

写真： ㈱ クキタ

解体原理 ノミの打撃

機械の形式・
駆動装置

自走式：油圧式ベースマシン
（空気圧式・コンプレッサ）

適用箇所 柱○　梁○　床○　壁○　基礎○

事前作業 不要

特徴・配慮
事項

●能率が良い
●汎用性が高い
●必要に応じて防音・防じん設備を設ける
●強固な作業床が必要

環境特性 ●騒音は大きく，振動も比較的大きい
●粉じんの発生に注意する

圧砕工法

写真： ㈱ 坂戸工作所

解体原理 油圧による破砕

機械の形式・
駆動装置

自走式：油圧式ベースマシン
（懸垂式・クレーン）

適用箇所 床○　梁○　壁○　基礎△

事前作業 不要

特徴・配慮
事項

●能率が良い
●汎用性が高い
●機動性が大きい　
●鉄筋・鉄骨の切断可能
●強固な作業床が必要
●散水による防じんが必要
●圧砕により生じた解体物がベースマシンに落ち

ることがある

環境特性 ●騒音・振動ともに小さい
●粉じん・飛散物あり

解体工法研究会編 「新・解体工法と積算」（一般
財団法人経済調査会刊行）」 第 2 章 2.3「主要解体
工法」のうち「表 2-2 主要解体工法の評価」，2.4

「補助的解体工法」のうち「表 2-23 補助的解体
工法の評価」に基づいて再編集したものです。

主要解体工法 圧砕工法・ハンドブレーカ工法・大型
ブレーカ工法・ウォールソーイング工
法・ワイヤソーイング工法・コアドリ
リング工法・アブレイシブ切断（ウォー
タジェット）・発破工法・転倒工法

補助的解体工法 静的破砕剤・ロックジャッキ工法・穿
孔機（手持ち）・鉄骨切断機・ガス溶断・
放電破砕

解体工法ガイド

「解体」の最新技術特集－2
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コアドリリング工法

写真：第一カッター興業 ㈱

解体原理 コアドリルによる研削

機械の形式・
駆動装置

自走式／コアドリルの駆動装置

適用箇所 柱○　梁○　床○　壁○　基礎○

事前作業 アンカーを要する

特徴・配慮
事項

●φ100mm以上の孔を接してあけ線状に切断
●上向き穿孔はできるだけ避ける
●強固な作業床が必要
●二次破砕が必要

環境特性 ●騒音は小さく，振動はほとんどなし
●粉じん・飛散物は少ない

アブレイシブ切断（ウォータジェット）

写真：第一カッター興業 ㈱

解体原理 硬質粒子を含むウォータジェットによる破壊

機械の形式・
駆動装置

ウォータジェット発生装置

適用箇所 コンクリートの切断 （RCを含む）

事前作業 ノズルのガイドレールが必要

特徴・配慮
事項

●深さ60 ～70cmぐらいまで鉄筋を含めて切断で
きる

●必要に応じてウォータジェットの防護壁を設け
る。

●耳栓を着用する
●噴射方向に近寄らない
●排水の処理
●二次破砕が必要

環境特性 ●騒音は大きく（ジェット騒音），振動は小さい
●粉塵・飛散物は中程度

ウォールソーイング工法

写真：第一カッター興業 ㈱

解体原理 ダイヤモンドソーによる研削

機械の形式・
駆動装置

自走式：レール式／円盤カッタの駆動装置

適用箇所 柱○　梁△　床○　壁○　基礎×（マスコン）

事前作業 吊上げ用孔，環が必要

特徴・配慮
事項

●整然と切断解体できる
●切断部材の吊上げのため搬出用クレーンが必要
●強固な作業床が必要
●冷却水が必要
●必要に応じて防音設備を設ける

環境特性 ●騒音は中程度，振動はほとんどない
●冷却水による泥水の発生

ワイヤソーイング工法

写真：第一カッター興業 ㈱

解体原理 ワイヤソーによる研削

機械の形式・
駆動装置

固定式：駆動装置

適用箇所 柱○　梁○　床○　壁○　基礎○

事前作業 ワイヤソーを通す孔が必要

特徴・配慮
事項

●あらかじめ設けた孔にワイヤソーを通して駆動
し切断する

●マッシブな構造物の切断に適する
●ワイヤが切断した時の危険防止対策を検討する
●駆動機械の設置場所が必要
●二次破砕が必要

環境特性 ●騒音は中程度，振動は小さい
●粉じん・飛散物は若干発生する
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静的破砕剤

写真： 太平洋マテリアル ㈱「ブライスター」

解体原理 水和反応による膨張圧

機械の形式・
駆動装置

静的破砕剤

適用箇所 無筋コンクリート　基礎△

事前作業 穿孔を要する

特徴・配慮
事項

●計画的に破壊できる
●無筋コンクリートに有効
●保管・取扱いが簡単
●保護メガネを着用する
●シートで覆う
●静的破砕剤を装てん後，孔内をのぞいてはなら

ない
●二次破砕が必要

環境特性 ●穿孔時のみ騒音・振動あり

ロックジャッキ工法

写真： 小岩斫業 ㈱「ダルダ」

解体原理 穿孔内にくさびを押し込んで割裂する

機械の形式・
駆動装置

持ち運び式：油圧ポンプ

適用箇所 無筋コンクリート　基礎△

事前作業 穿孔を要する

特徴・配慮
事項

●計画的に破壊できる
●無筋コンクリートに有効
●1回の破壊量は少ない
●直径40mm程度の穿孔が必要（コアボーリング

の場合，水が必要）
●二次破砕が必要

環境特性 ●穿孔時のみ騒音・粉じんあり

発破工法

写真： ㈱ 相模工業「ミニブラスティング工法」

解体原理 衝撃破壊

機械の形式・
駆動装置

爆薬

適用箇所 柱○　梁○　床△　壁△　基礎○

事前作業 穿孔を要する

特徴・配慮
事項

●破壊力が大きい
●工期短縮，労力低減も可能
●発破技士以上の有資格者が必要
●発破時は退避，警戒が必要
●近隣住民の了解が必要
●騒音・飛散物の防護（ブラストシートで覆う）
●不発残留薬の有無を確認し，処理には十分な注

意が必要

環境特性 ●穿孔・発破時に騒音・振動・粉じんあり

転倒工法

外壁転倒時の縁切工法の例

解体原理 転倒および衝撃による破壊

機械の形式・
駆動装置

独立平面ラーメンとし柱脚をVカットする

適用箇所 柱○　梁○　床×　壁△　基礎×

事前作業 縁切りして独立ラーメンとする

特徴・配慮
事項

●外壁等を内側に転倒させる工法
●逆転倒，突然の転倒の防止が必要
●強固な作業床が必要
●逆転倒防止のため，とら網を張る
●散水による防じんが必要
●二次破砕が必要

環境特性 ●騒音・振動・粉じんが大きい
●地中埋設物の養生が必要
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ガス溶断

写真： ㈱ 阪口製作所

解体原理 鋼材を酸素ガスで加熱溶断

機械の形式・
駆動装置

手動吹管（酸素ボンベ，アセチレンボンベ，プロ
パンボンベ）

適用箇所 鉄筋や型鋼の溶断

事前作業 不要

特徴・配慮
事項

●解体コンクリート中の鉄筋を低騒音で溶断する
●排煙・火傷・火災に注意する
●シートで周辺を火花から保護する

環境特性 ●騒音・粉じんは小さく，振動はない

プラズマ破砕

写真： 日立造船 ㈱

解体原理 プラズマ放電の衝撃によって破砕

機械の形式・
駆動装置

直流高圧電流を電子スイッチを用いて放電させ，
プラズマを発生させる

適用箇所 無筋床版，地中梁など

事前作業 穿孔を要する

特徴・配慮
事項

●騒音・振動が少ない
●高圧電流を用いるので取扱いに注意する
●破砕時，飛散するのでブラストフェンスが必要

環境特性 ●騒音は穿孔時のみ大きく，振動は中程度，粉じ
んは少ない

穿孔機（手持ち）

写真：日本ヒルティ ㈱

解体原理 打撃・回転研削

機械の形式・
駆動装置

空気式：コンプレッサ
（油圧式：油圧ポンプ）

適用箇所 柱○　梁○　床○　壁○　基礎○

事前作業 不要

特徴・配慮
事項

●能率が良い
●火薬・静的破砕剤などの装薬孔
●防じんマスク，メガネ，耳栓，防振手袋，高所

安全帯を着用する
●下向き作業を原則とする
●作業床を必要とする
●振動障害の防止のため1日の作業時間に制限あ

り

環境特性 ●騒音は大きいが振動はごく小さい
●粉じんが発生する

鉄骨切断機

写真：㈱ 坂戸工作所

解体原理 鉄骨をせん断・切断する

機械の形式・
駆動装置

自走式：油圧式ベースマシンに搭載

適用箇所 L形鋼・H形鋼などの鋼材の切断

事前作業 不要

特徴・配慮
事項

●低騒音で鉄骨を切断

環境特性 ●騒音は中程度，振動は小さい
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