
論文 混合構造歴史的建造物の経済性能評価型耐震改修における価値評価
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要旨：近年，歴史的建造物を後世に残す方法として耐震改修を含めた修復を行うだけでなく，建造物の歴史

的価値を活かした建築物の活用「稼げる保存」を行う例が増加傾向にある。本研究では組積造に RC 造を内包

するような混合構造歴史的建造物を対象として，供用期間中に発生が予想される中小地震を含めた入力地震

動シナリオを用いて，歴史的価値評価分を考慮したライフサイクルコスト耐震費用を算出し，経済性の観点

から要求される構造特性の検討を行った。 
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1．はじめに 
現存する歴史的建造物は，建設当時の技術力・建設知識

だけでなく生活・習慣・建物の果たした役割など多くの文

化的価値を継承するものとして，現在まで取り壊されずに

受け継がれてきた貴重な資料である。同時に，地域のシン

ボルとして親しまれ，景観形成・地域活性化に貢献するポ

テンシャルを有しており，保存再生を求める声が少なくな

い。実際の保存・再生ケースとして，近年の傾向では補助

金を活用して修復を行った後，建造物のポテンシャルを生

かした収益用建造物として活用する場合が多い。これは，

歴史的建造物に対し経済活動を期待できる非常に有効な

保存方法である。 

しかしながら，歴史的建造物の保存を考える場合，建設

時の設計基準が現行基準を満たさないことに加え，供用期

間中の様々な外力による劣化も考慮する必要があり，歴史

的価値を維持しながら合理的に建物の補修・補強を進める

手法が確立されているとは言えない。そのため，所有者の

経済的な事情から取り壊されてしまう事例も多く存在す

る。そこで本研究では，歴史的建造物の保存・再生にあた

り，合理的な建物の補修・補強方法の選択に資する情報を

提供すべく，耐震改修による補強効果を考慮した建造物の

経済性能評価について検討する。具体的には，歴史的建造

物の保存・再生に向けた意思決定時点において，継続使用

のための耐震改修初期費用（ただし改修に対する公的補助

の有無・大小を考慮）を投資額として，供用期間中のフロ

ー収益を回収額として，供用期間中に発生が予想される入

力地震動シナリオ（ライフサイクル地震動シナリオ 1））を

用いた地震応答解析から推定されるフロー支出を地震損

傷補修費用としてそれぞれ算出し，パラメトリック解析を

通して目標とする経済性能を満たす構造性能の領域を表

示する曲線を要求スペクトルとして求める。この一連の，

歴史的建造物の経済性能評価手法の概要をフローとして

図－1 に示す。 

2．研究の対象 
2.1 対象とする構造物 

微動計測および劣化状況調査を実施した熊本県荒尾市

にある万田坑事務棟（写真－1）を，本論文において耐震改

修をふまえた収益用建造物としての保存と活用を検討す

るための検討対象構造物に設定した。 

2.2 検討対象構造特性 

万田坑事務棟(写真－1)は，一見すると煉瓦造（外壁厚さ

一枚半積・柱型付き）に見えるが，実際には RC 造の柱，

梁と，鉄骨造の大梁が建物中心部分の架構を形成し，外周

部に煉瓦造の組積壁が組み合わさった混合構造である。こ

のように現代まで残っている建造物には当初の構造とは

異なる補強が施されるなどして，純粋な構造でないものが

多い事から，組積造を含む混合構造を持つ構造物は重要な

検討対象構造物の一つといえる。 

なお，当該構造を持つ歴史的建造物（文化財登録制度に

おいて，登録有形文化財の選定対象となる竣工後 50 年以

上を経過した建造物）のうち，3 階建て以下の構造物を対

象として，後述する構造特性パラメータにおける経済性能

評価を行った。 

 

3．規準化費用 
歴史的建造物を最低限維持可能なレベルにまでは耐震
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写真－1 実地調査した歴史的建造物（万田坑事務棟） 
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改修するものとして，収益用構造物として用いることを想

定した経済性能評価を行い，より適切な耐震改修・補強へ

と展開することを考える。経済価値評価を行う際は，規準

化費用として，国土交通省建築着工統計調査 2017 年 10 月

2)に基づき新築工事平均費用（70 万円/坪）を算出し（表－

1），これを用いて，改修費用，修復費用，耐震改修補助費

用，収益費用を規準化する。 

 

4．ライフサイクル地震動による損傷のモデル 
4.1 入力地震動モデル 

確率論的地震動予測地図 J-SHIS³⁾に基づき万田坑事務棟

の所在地（熊本県荒尾市）における地盤増幅倍率は 1.07 と

設定し，地震ハザード曲線を算出した。本論では地震調査

研究推進本部策定の地震ハザード曲線を用いて地震動発

生超過確率と入力地震動強さの関係を定めた。 

4.2 ライフサイクル地震動シナリオの作成 
対象構造物の供用期間を 50 年間と定め，ライフサイク

ル地震動シナリオを算出した。文献 4)より地震ハザード曲

線に(1)式を適用し供用期間年最大地震動の非超過度数の

組合せ（表－2）を作成する。 
 

   𝐹𝐹𝑥𝑥(𝑥𝑥𝑖𝑖) = 1 +
𝑙𝑙𝑙𝑙(1−𝑃𝑃𝑖𝑖)

𝑁𝑁                                            (1) 

 
ここに，𝐹𝐹𝑥𝑥(𝑥𝑥𝑖𝑖)：観測値の大きい順に i 番目の非超過度

数，𝑃𝑃𝑖𝑖：地震動の大きい順に i 番目の N 年超過確率，N：観

測値個数（供用期間年数）である。地震ハザード曲線と，

表－2 から求められる工学的基盤における工学的基盤最大

速度の組合せに地盤増幅率を乗じて地表面最大速度（PGV）

の組合せとし，供用期間を通じランダムな順序で地震動が

発生するものとする（図－2）。なお，後述する時刻歴応答

解析の際は，国土交通省告示 1461 号の設計用応答スペク

トルに適合する模擬地震動に倍率を乗じ，PGV に応じた入

力地震動を作成した。模擬地震動の位相特性は文献 1)，3)

を参考に，神戸海洋気象台 1995(NS)，El Centro 1940(NS)，

八戸港湾 1968(EW)，東北大学 1978(NS)の 4 種類を用いて

検討し，すべての算出結果の平均をとることとした。 

4.3 構造物の地震応答モデル 
歴史的建造物のうち，局所的に激しく劣化している場合

や極端に不整形な構造物では適切かつ詳細な解析モデル

を用いる必要があるが，本研究では歴史建造物の継続使用

を念頭に，耐震改修後の構造特性をパラメトリックスタデ

ィすべく1自由度系への縮約が可能な架構であると仮定す

る。文献 5)に基づき復元力特性を Bi-linear 型，履歴則に Bi-

Linear＋Slip 型モデルを用いた非線形時刻歴応答解析によ

り地震応答を求める。降伏後剛性を初期剛性の 0.1 倍とし，

減衰は内部減衰 5％の瞬間剛性比例型とする。 
 
 

表－1 2017 年 10 月の国土交通省建築着工統計²⁾ 
建築着工統計調査（2017 年 10 月）   全建築物計 

工事費用予定額（万円） 240,908,763 

床面積合計  （坪） 3,515,175 

新築工事平均費用（万円／坪） 70 

 

 

図－1 経済性能評価フロー 
 

表－2 ライフサイクル地震動の非超過確率組合せ⁴⁾ 

地震の 
大きさ順 

i=1 i=2 i=3 i=4 ・・・ i=50 

非超過確率 0.998 0.978 0.958 0.938 ・・・ 0.018 

再現期間 
r(i)[年] 

475.0 45.2 23.7 16.1 ・・・ 1.02 

50 年超過 
確率[%] 

10.0 69.2 87.8 95.5 ・・・ 100 

 

 

 図－2 年最大 PGV のシナリオ例  
4.4 損傷のモデル 
文献 6)，7)，8)に基づき壁体部損傷発生変形角（中央値）

と架構終局変形角（中央値，未改修時）を表－3 のように

設定したフラジリティ曲線を作成し，修復費用算出にあた

り規準化改修費用に乗じる係数として損傷係数 D を定め

た（図－3）。なお，損傷発生変形角より応答が小さい場合

は補修等せず，剛性低下したまま次の地震動を受けるもの
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とする。 

4.5. 構造特性パラメータと耐震改修による構造特性変化 

本論文では耐震改修案として，(a)ステンレスピン挿入等

による壁体拘束補強，(b)補強鉄骨・耐震プレート増設，(c)

免震レトロフィットの 3 つの適用を想定する。構造特性を

表すパラメータとして固有周期，ベースシア係数，終局塑

性率，減衰定数を採用し，文献 9)~20)を参考に耐震補強せ

ず原状と構造特性が変わらない場合の各パラメータがと

り得る範囲，および，文献 5)~19)を参考に各耐震改修方法

により各パラメータがとり得る範囲を表－4 のように定め

た。ここで，本論の混合構造建築物の塑性率は，一般的に

RC 造で用いられる降伏点に対する終局時の変形比ではな

く，組積造破壊による耐力低下点に対する混構造の終局時

の変形比として定めている点に注意が必要である。なお，

7 章で評価対象とする万田坑事務棟について，原状の構造

特性 21)，および，各改修工法を適用した場合に過去の歴史

的建造物の改修事例⁵⁾~¹⁹⁾から推定される平均的な構造特性

の変化分が適用されるとした場合の想定値を表－5 に示す。 

 

5．経済性能評価モデル 
 収益用建造物の経済活動に伴い変動する収益を適切に

モデル化することは大変難しい。そこで本論文では簡便に

収益の大小が経済性能に与える影響をとらえるべく，収益

用建築物の価値を評価する DCF(Discounted Cash Flow)法に

より収益用建造物の経済性能評価を行った文献 20)を参考

として経済性能評価に以下の経済性能指標値 I を用いる。 
 

  𝐼𝐼 =
𝑉𝑉′

𝐴𝐴 =
1
𝐴𝐴 [�

𝑎𝑎𝑖𝑖
(1 + 𝑟𝑟)𝑖𝑖 +

𝑉𝑉𝑠𝑠
(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛 −

𝐵𝐵𝐷𝐷
(1 + 𝑟𝑟)𝑚𝑚]

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 (2) 

 

ここで，𝑉𝑉′: 建設 m 年後（m ≤ n）に地震による規準化修

復費用 B×D が生じた場合の収益用建築物の価値， 𝐴𝐴:初期

投資，𝐵𝐵𝐷𝐷:規準化修復費用，n：所有期間（年）（本研究で

は供用期間 50 年），m：建設から地震の発生までの経過年

数，𝑉𝑉𝑠𝑠：n 年後の売却価格，𝑎𝑎𝑖𝑖：i 年目における年純利益，

r：割引率である。割引率は経済的リスクの大きなものほど

大きくなるが，文献 20)を参考に本論文では 4％とした。な

お，本研究において𝑉𝑉𝑠𝑠は文献 20)より次式で求めた。 

 𝑉𝑉𝑠𝑠 =
𝑎𝑎
𝑟𝑟                                                                              (3) 

ここに，𝑎𝑎：年間純収益の供用期間における平均値である。 

また，実際に活用されている歴史的建造物の収益調査か

ら本研究では 𝑎𝑎𝑖𝑖  を一律に規準化価格で 0.05 と定めた。経

済性能指標値 I は事業の収益性を分析する際に用いられる

式(4)に基づいており，経済性能指標値 I が 1 以上であれば

投資額以上の収益があることを意味し，収益用建造物とし

ての価値が認められる。 
 

I = 資本収益率＝収益／投資（≧1）          (4) 

表－3 フラジリティ曲線のパラメータ 
 中央値 標準偏差 

壁体損傷発生変形角 0.0014 0.417 
架構終局変形角 0.0014×終局塑性率µ 0.417 

 

 
 図－3 損傷係数 D と層間変形角の関係  

 

表－4 耐震改修による構造特性パラメータの変化 

 固有周期 ベースシア係数 終局塑性率 減衰 

原状 0.1～0.25 0.1～0.6 1～3 5％ 
(a) 0.1～0.3 0.15～0.8 2～6 5％ 
(b) 1.5～0.4 0.3～1.2 6～9 5％ 
(c) 3.0 免震層上部特性は原状まま 20％ 

 
表－5 耐震改修による万田坑事務棟の構造特性変化仮定 

 固有周期 ベースシア係数 終局塑性率 減衰 

原状 0.14 0.38～0.4 1～1.5 5％ 
(a) 0.15 0.53～0.56 3～4 5％ 
(b) 2.0 0.76～0.8 6～7 5％ 
(c) 3.0 免震層上部特性は原状まま 20％ 

 
表－6 本研究における初期投資 A 

 初期投資 A 
応急処置時 面外転倒防止補強費用 A 
恒久改修時 耐震改修費用 A 

 

表－7 耐震改修費用の規準化 

 費用面積平均 規準化費用 

面外防止費用 35 万円/坪 0.5 
(a) 112 万円/坪 1.6 
(b) 160 万円/坪 2.28 
(c) 350 万円/坪 5 

 
6．費用モデル 
6.1 初期投資費用の設定 
本論における初期投資として，歴史的建造物建設時の建 

設費用はわからないことも多いことから，継続使用に対す

る意思決定段階（現在）において式(2)の初期投資 A を初期

建設費用ではなく現状維持に最低限必要な費用とみなし

（表－6），対応する耐震改修費用を文献 10)~18)を参考に

算出し，これを前述の規準費用で除して規準化費用を定め

た（表－7）。 

6.2 修復費用の設定 
文献 10)~18)より，歴史的建造物の修復費用に関するデ

ータを分析した。修復費用は坪あたり 116.7 万円と算出さ

れ，規準化修復費用係数 B は 116.7 万円/坪を規準費用 70
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万円/坪で除した値 B=1.67 となる。この規準化修復費用係

数 B に，必要な修復量を表す損傷係数 D を乗じることで

規準化した修復費用係数が算出される（表－8）。 

6.3 改修補助費用の設定 
 歴史的建造物に対する保存を経済的・社会的に実現する

方法として，寄付金を募り建造物の保存を行う方法，地方

行政等の文化的建造物保護のための補助金を活用する方

法，それらの併用，寄付金・補助金のいずれも活用しない

方法の 4 通りが考えられる。本研究では，これら改修補助

の有無を Case1～Case4 として検討を行った（表－9）。 

6.3.1 寄付金による補助費用の設定 
 寄付金をライフサイクルコストに組み込むにあたり，文

献 22)～26)で提示された CVM（仮想市場評価法：Conting

ent Valuation Method）による歴史的建造物の価値評価を参

考に，建設地域データ群を用いた改修補助費用モデルを設

定した。CVM は，建造物の歴史的価値を経済的価値とし

て算出する評価手法であり，その市場価値を求めることに

長けた評価手法である。アンケート調査によって個人の支

払い意思表示額 WTP（Willingness To Pay）を集計するこ

とにより価値評価を行うものであり，歴史的建造物につい

て歴史的価値の分析においても利用されている 22⁾~26⁾。文献

22)~26)にみられる集積結果には土地の価値が内包されて

いると考えられるため，建設地点の公示地価 27)を基準とし

て分析を行ったところ，WTP アンケート回収率と WTP 価

格の平均値について公示地価による相関がみられた（図－

4，図－5）。これらの相関関係より式(5)，式(6)を定めた。 
 

   𝑅𝑅𝑒𝑒 = 0.019 log𝐿𝐿𝑝𝑝 + 0.19                                   (5) 
 
   𝑊𝑊𝑃𝑃 = −0.124 log𝐿𝐿𝑝𝑝 + 0.77                                       (6) 

 
ここで，𝑅𝑅𝑒𝑒：WTP 回収率，𝑊𝑊𝑃𝑃：WTP 平均価格，𝐿𝐿𝑝𝑝：建設

地点の公示地価，とする。規準化費用補助額を算出する際

に用いる万田坑事務棟所在地の公示地価は，国土交通省地

価公示・都道府県地価調査 27)に基づき 15.2 万/坪とした。 

本研究において，歴史的建造物に対し寄付金を募る場合，

建設地点から距離が離れると認知率が低下する²²⁾ことから

寄付金募集を想定する地域を市町村規模に限るものとし，

寄付金による補助費用のモデルは文献 22)に基づき次式の

ように設定した。 

    𝐷𝐷𝐴𝐴＝𝑁𝑁ℎ×𝑅𝑅𝑒𝑒×𝑊𝑊𝑃𝑃            (7) 
 
ここに，𝐷𝐷𝐴𝐴：寄付金の総回収金額，𝑁𝑁ℎ：対象地域の世帯数

である。なお，万田坑事務棟の所在地は熊本県荒尾市であ

り，本論における対象地域の世帯数𝑁𝑁ℎは平成 27 年国勢調

査結果 28)より 20,910 世帯とした。また，上述した経済性能

指標 Iに式(8)を用いて寄付金による費用補助を反映させた。 

 𝐼𝐼′ = 𝐼𝐼 +
𝐷𝐷𝐴𝐴/𝐶𝐶𝐴𝐴

𝐴𝐴(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛                                                             (8) 

ここに，𝐼𝐼′：寄付金による費用補助を加算した経済性能指

標値，𝐶𝐶𝐴𝐴：対象建築物の建築面積である。 
 

表－8 歴史的建造物の修復費用単価の分析 

 万円 / 坪 規準化係数 B 
修復費用 116.7 1.67 

 
表－9 検討ケース別 補助費用モデルの有無 
 寄付金モデル反映の有無 補助金の有無 

Case1 無し 無し 
Case2 有り 無し 
Case3 無し 有り 
Case4 有り 有り 

 

 
図－4 公示地価－WTP アンケート回収率 関係 

 

 

図－5 公示地価－WTP 価格平均値 関係 
 

6.3.2 補助金による補助費用の設定 
 まちの景観形成や文化の継承等，歴史的価値を持つ建造

物に保存のための費用として，公的な補助金を利用するこ

とがある。歴史的建造物に関する補助金 29)によってまかな

われる補修工事費用負担について調査を行った結果，調査

では改修工事費用の最大 1/3~1/2 までを補助するものが多

い。これをふまえ，本論において補助金による費用補助を

考慮する場合，耐震改修費用の 1/3 を地方行政の補助金に

よってまかなう設定とし，初期投資 A を A×2/3 と計上す

ることで経済性能指標 I に補助金による改修費用補助を反

映させることとした。 

 
7．要求スペクトル算出事例 
 継続使用を決定した時点での歴史的建造物に対して改
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修費用補助の異なる Case1～Case4 のそれぞれについて，

耐震改修無し，耐震改修案(a)，(b)，(c)の 4 通りを考慮し，

計16通りの保存方法について前章までの手法に従い既往

の調査から平均的な計算変数を適用して経済性能指標値

を試算した。縦軸にベースシア係数，横軸に降伏点変位を 

とり，経済性能指標値Ｉの等高線を「要求スペクトル」と

して描いた図を図－6～図－8 に示す。今回の検討では経

済性能評価によりＩ≧1 となり収益用建造物としての価

値があると認められる結果が得られたのは一部の検討ケ

ースのみであったため，対象構造物（万田坑事務棟）の想

定改修後の構造特性において経済性能指標 I≧1 となった

改修案の要求スペクトル図を抽出して示している。 

図中黒点部は，万田坑事務棟に各改修工法を適用した

場合に過去の歴史的建造物の改修事例から推定される構

造特性変化分（表－5）を考慮した領域を示しており，こ

の時最も経済性能指標値が大きくなる（収益がある）のは

Case4(b) 「補強鉄骨・耐震プレート増設」を施した場合で

あり，経済性能指標値は 2.5 程度と投資額以上の収益を得

られる可能性があることが示唆された。 

 

8．まとめ 
 組積造と RC 造の混合構造歴史的建造物を対象に，供

用期間中に発生が予想される地震動シナリオを用いて，

修復費用，補修費用，耐震改修補助費用，収益費用の観点

からライフサイクル耐震費用を算出し，経済性の観点か

ら要求される構造特性の検討を行った。適用例として万

田坑事務棟について検討したところ，最も経済性能指標

値が大きくなる（収益が見込まれる）のは Case4(b)「補強

鉄骨・耐震プレート増設」を施した場合であり，投資額以

上の収益を得られる可能性が示唆された。Case4(b)以外の

保存方法に対しても Case3(b)，Case4(a)といった保存方法

をとり，図中黒線部内の構造特性を実現することで収益

用建造物として歴史的建造物を保存しながら活用する手

段の有用性があることが分かった。 

本研究では歴史的建造物の歴史的価値・文化的価値の

ある建造物もオーナーの経済的事情により取り壊される

事例が少なくない現状を鑑み，歴史的建造物の歴史的価

値を生かした収益用建造物としてオーナーにとっても保

存再生のインセンティブとなりえる経済性能評価のみを

検討している。今後，異なる耐震改修方法による経済性能

評価のほか，より詳細な地震応答モデルを用いた場合に

ついて検討を行う予定である。 
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図－6 Case3 (b)補強鉄骨・耐震プレート増設 

 
図－7 Case4 (a)ステンレスピン挿入等・壁体拘束補強 

 
図－8 Case4 (b)補強鉄骨・耐震プレート増設 

万田坑事務棟 

万田坑事務棟 

万田坑事務棟 

 

- 1211 -



造物の性能評価型耐震補強設計手法に関する研究）の助成

を受けた。ここに記して謝意を表します。 

 

参考文献 

1） 高橋典之，塩原等：RC 構造物の耐震修復性能評価に

おけるライフサイクル影響係数，コンクリート工学年

次論文集，Vol.26，No.2，pp.1741-1746，2004.7 

2） 国土交通省，建築・住宅関係統計データ，

http://www.mlit.go.jp/statistics/details/jutaku_list.html（閲

覧：2017 年 12 月） 

3） 防災科学技術研究所：J-SIS 地震ハザードステーショ

ン，http://www.j-shis.bosai.go.jp/ 

4） 佐藤真俊，高橋典之：ライフサイクル地震動を用いた

RC 造建築物の経済性能設計に関する研究，コンクリ

ート工学会年次論文集，Vol.37，No.2，pp.709-714，

2015.7 

5） 多幾山法子，長江拓也，前田春雄，喜多村晶利，吉田

亘利，荒木慶一：ステンレスピン挿入による歴史的組

積造建造物の耐震改修，日本建築学会構造系論文集，

Vol.74，No.635，pp.167-176，2009.1 

6） 岩田芳範，岩田道敏，八巻一幸，山内俊幸：既設レン

ガ部材の力学的性状について，コンクリート工学年次

論文報告集，Vol.19，No.1，1997 

7） A.A. Akbarzade M.and A.A. Tasnimi:Nonlinear Analysis 
and Modeling of Unreinforced Masonry Shear Walls Based 

on Plastic Damage Model, JSEE 2010, Vol.11, No.4 

8） 吉川弘道，大滝健，前田欣昌，中村孝明：地震リスク

解析におけるフラジリティ曲線と地震損失関数，コン

クリート工学，45 巻，2007 

9） 藤井智規，福和伸夫，千賀英樹，飛田潤，吉田明義：

常時微動計測による博物館明治村の近代建築物の振

動性状データベース構築，日本建築学会技術報告集，

Vol.13，No.25，pp.59-64，2007 

10） 日本旅客鉄道株式会社：重要文化財東京駅丸の内駅舎

保存・復元工事報告書，2013.7 

11） 吉村浩二，金京奏：枠組煉瓦組積造壁体の耐震性向上

に関する実験的研究，日本建築学会構造系論文集，

No.571，167-176，2003.9 

12） 文化財建造物保存技術協会：重要文化財山形県庁舎及

び県会議事堂保存修理工事報告書，Vol.1，1991，Vol.2，

1995 

13） 文化財建造物保存技術協会：重要文化財函館ハリスト

ス正教会復活議事堂保存修理報告書，1989 

14） 文化財建造物保存技術協会：重要文化財碓氷峠鉄道施

設変電所（旧丸山変電所）保存修理報告書，2002.7 

15） 京都府教育庁指導部文化財保護課：重要文化財同志社

クラーク記念館修理工事報告書，2008 

16） 文化財建造物保存技術協会：重要文化財旧神戸居留地

十五番館保存修理工事報告書，1993 

17） 京都府教育庁指導部文化財保護課：重要文化座同志社

礼拝堂修理工事報告書，1990.12 

18） 京都府教育庁指導部文化財保護課：要文化財同志社彰

栄館保存修理工事報告書，1981 

19） 社団法人北海道技術協会：煉瓦造建築物の耐震診断基

準 改訂第二版，2015.5 

20） 衣笠秀行：経済損傷指標に基づく収益用建築物の耐震

性能評価，日本建築学会構造系論文集，Vol.74，No.636，

pp.401-408，2009.9 

21） 荒尾市教育委員会：重要文化財三井炭鉱業株式会社三

池炭鉱旧万田坑施設保存活用計画，2014.3 

22） 加藤真司，石川儀光，有川智：異なる立地条件を有す

る歴史的公共建築物の評価比較研究，公益社団法人日

本都市計画学会 都市計画報告集，No.11，2012.8 

23） 宇津徳浩，川上光彦：歴史的建造物の保存活用に関す

る市民の評価意識構造に関する調査研究－金沢市の

歴史的建築を事例として－，公益社団法人日本都市計

画学会 都市計画論文集，No.41-3，2006.10 

24） 西尾敏和，塚田伸也，森田哲夫，湯沢昭：富岡製糸場

の産業遺産的価値評価と観光まちづくりに関する検

討，日本建築学会計画系論文集，Vol.79，No.705，

pp.2507-2516，2014.11 

25） 岩本博幸，垣内恵美子，氏家清和：CVM を用いた伝

統的建造物群保存地区の文化的景観の経済評価－高

山市における事例研究－，公益社団法人日本都市計画

学会 都市計画論文集，No.41-2，2006.10 

26） 阪田知彦，木内望，武藤正樹，有川智：梅津会館を題

材とした保存・活用・まちづくりに要素を勘案した価

値評価の試行 近代期における歴史的公共建築物の

保全における価値評価に関する研究 その 3，日本建

築学会学術講演梗概集都市計画建築社会システム，

2008，pp.1299-1300，2008.7 

27） 国土交通省，国土交通地価公示・都道府県地価調査 

http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet 

28） 総務省統計局，平成 27 年国勢調査結果 

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015 

29） 国土交通省都市・地域整備局 公園緑地・景観課 景観・

歴史文化環境整備室，歴史的環境形成総合支援事業 

http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/shien/index.htm 

 

 

 

- 1212 -


	1．はじめに
	2．研究の対象
	2.2 検討対象構造特性
	3．規準化費用
	4．ライフサイクル地震動による損傷のモデル
	4.1 入力地震動モデル
	4.2 ライフサイクル地震動シナリオの作成
	4.3　構造物の地震応答モデル
	4.4 損傷のモデル
	4.5. 構造特性パラメータと耐震改修による構造特性変化
	図－3　損傷係数Dと層間変形角の関係
	5．経済性能評価モデル
	6．費用モデル
	6.1 初期投資費用の設定
	6.2 修復費用の設定
	6.3 改修補助費用の設定
	6.3.1 寄付金による補助費用の設定
	6.3.2 補助金による補助費用の設定
	7．要求スペクトル算出事例
	8．まとめ

