
集合住宅 外壁のリフォーム 

          

 

調査方法   目視、指触、打診 

 

調査範囲   屋上防水 外壁タイル張り面 外壁塗装面 コーキング 

       軒天井 鋼製建具 階段 等 

 

建物構造   ＲＣ造５階建て ２５戸  

 

 

              建物全景     

 

    

 

 

 

 



             各所劣化部抜粋  

 

外壁タイルのクラック、欠損、エフロ                                                                                              

     

   連続したクラックがあります。 

    

   単発クラックです 



   

 

開口部廻りのハの字クラックです 

タイルのクラックは躯体の挙動による応力が影響してタイルが割れる現象です 

クラックから雨水等がしみこみタイルと躯体の間に入り込み タイルを剥落さ

せる原因にもなります。0.2㎜以上（国交省改修工事指針案より）のクラックの

発生したタイルはハツリ取り新しいタイルに張替えます。 

 

クラックの発生したタイルをはがすと ほとんどの場合コンクリートの躯体に

も クラックが発生しています ハツリ取った後 躯体にクラックがある場合

は Ｕカットシール工法で 躯体の挙動を吸収し又雨水がクラックをつたって 

内部に雨水が浸入しないよう防水性と タイルへの影響を軽減させるために施

工します。 



    

 

    

 躯体又はタイル裏足に雨水が廻りコンクリートの成分と反応し 石灰化した 

 結晶がにじみ出てくる現象です  コンクリートの中性化を促進させるため 

 適切な中性化防止処置が必要です  進んでいくと 躯体の劣化、鉄筋から         

 の発錆 タイルの剥落など危険な状態になりへます。 



     

   雨水の侵入がはっきりとわかる部位です  

   コーキングの亀裂から、タイル目地からと経路ははっきりとしています 

    

タイル目地の欠損 隙間 穴等 

   

 

タイル目地の隙間です 

 

 



劣化による目地の隙間、穴 

   

 

 

 

目地の隙間 



この部分入り隅に関しては コーキング処理致します。 

 

 目地に苔が発生  吸水しているということです 

   

 

目地に関しては 目地の隙間、穴は雨水の侵入経路となるためアクリル樹脂系

の目地材で充填埋め込みします 又当タイルは 吸水しやすいため 目地補修

後は 吸水防止撥水剤を塗布し長期にわたって吸水を阻止し 外壁タイル、タ

イル目地、コンクリート躯体の劣化、中性化を防止します。使用する吸水防止

撥水剤はナノレベルの樹脂構成で 素材に深く浸透し撥水、中性化防止の機能

を発揮します 一般では入手できない責任施工の材料で １０年間の撥水保証

が約束されます。 

又当材料は 白化現象（エフロの発生）も同時に抑えタイルの持つ質感を長期

に渡り保護します。 



    

   タイルの欠け、欠損です。 

   欠損タイルは 張替えます。 

    

タイルの浮き現象 

  浮きの打診調査 

    

 調査の結果 全体の 3％程度の浮きが確認されました タイル自体に欠損 

 クラック、などがない場合は タイル裏にエポキシ樹脂注入材を低圧で 

 注入し 浮きタイルの剥落、落下を防止させます。 

 

 



 コーキング劣化部位 

 

コーキングの劣化 

 

コーキングが痩せ破断してきています 

 

 

 



 

 

 

破断して表面が劣化しています。 

コーキングは防水面で重要な役割があります 変性シリコンコーキングで打ち

替えします。 

                       

   



  

手摺壁天場は直接雨、紫外線が当たり 躯体内に雨水が浸透しやすい場所です  

特に念入りに施工します ＳＵＳ手すり柱付根もシール処理します。 

 

  

共用廊下側窓です 窓格子は外して施工となります。 

 

 



共用部廊下 

床防水です 一部雨水の溜まるところがあり 通行に支障があるということで

した。 現状水勾配に難が有るため雨水がうまく流れません。廊下排水口側に 

溝を切りＷ１５０程度の排水溝を新設します 巾木、側溝はウレタン防水とし 

床平面は防滑塩ビシート敷とします。 

  

    水勾配を取るフロアーはこの部分に排水溝を新設します。 



 

下地の不良部は（クラック、剥がれ）などは 先に補修をしておきます 

 

 

各フロアー共通   

天井は アクリルエマルション塗装 タイル面は 撥水剤塗布 

梁、壁塗装面は超低汚染性シリコン樹脂塗装となります。 



 

玄関ドアー枠、鋼製建具（ＰＳ）は 錆止めの上ウレタン塗装となります。 

 

 

 

 

 



 

手摺壁上のアルミサッシ柱根元は コーキングを打ち直します。 

又下写真のようにアルミが劣化している部分があります。 

 

排気口からの排気によるものと思われます。サッシはケレンの上 

アルミ密着型特殊プライマーで処理しシリコン樹脂塗料で塗装します。 

 



階段室 鋼製建具、壁、天井 は塗装です 

既存の床、塩ビシートは 洗浄、清掃となります。 

 

 

階段室も全て塗装となります。 

 

 



エントランス 

 

エントランスホールに目立った劣化、損傷等はありません 塗装の汚れが 

ある程度で、天井、壁 枠等 塗り替えで対応いたします。 

 

天井の吸音ボードは塗料で塗りつぶすと吸音効果が下がります、 天井に関し

ては専用塗料をスプレー工方で施工します。 

 



防水 

屋上の現状 

   

 

   

塩ビシート防水です 表層劣化による汚れの付着により汚染が著しく 

目立ってきています、大きな欠陥はありませんが ドレン廻り１ヶ所の 



剥がれによる漏水、シートの収縮による膨れ、浮きが見られました。 

高架水槽は水の劣化を防ぐ防藻塗装をします ＵＶ遮断塗装です。 

 

 

 

２階吹き抜けルーフ部のドレン端末のシート破断 漏水しています、 

１㎡程度の張替えとドレン口の付け替えで防水補修します、 



 

コーナーのシートが 収縮により引っ張られ浮いています 

 

 

 

 



 

角部が引っ張られ浮いています、 部分カットして張替えます、 

 

シートが浮いた状況です。浮いたシートのカット撤去と 張替えが必要です。 

 

 



 

２階屋上です ホール上の屋上ですが シートが浮いてドレンに雨水が流れる

のを妨げています、 浮いたシートをカット張替えします、 溜まり水は 

解消されます。  

 

 

屋上は各不良部を補修して全体を高圧洗浄、塩ビシート用接着性プライマーを 

塗布し トップコートで保護塗装を施工します、 トップコートは 

遮熱塗料を施工し屋上からの遮熱はもちろん 防水層そのものの 熱による 

劣化を防ぎ経年劣化を軽減させ 防水の延命化に貢献します。 



防水  

ウレタン樹脂防水部 

 

ウレタン樹脂防水は 肉痩せしてクラックが目立ってきています 

大きな膨れ、剥離等はありませんでした。 

 

防水端末の金物取り合いが切れて隙間が出てきています、 

雨水の侵入の原因になります   コーキング処理します。 



 

ドレンに向かってクラックが発生しています、ドレン口周りも 

亀裂が入っています 

 

 

立ち上り部のクラックです 防水層を貫通しています、 

 



ベランダ 

 

 

 

屋上から見たベランダ 

屋上ウレタン防水部と同程度の劣化具合です、屋上、ベランダ防水は 

ドレン廻り防水補強 クラック処理 高圧水洗浄を施し ウレタン樹脂密着工



法 2㎜仕様で防水改修いたします。 

 

 

非常階段 

 

階段床 防滑塩ビシート 

 



現状 塩ビシートに浮き、剥がれはありません。 

 

汚れと端末のコーキングの劣化があります。 

汚れは高圧洗浄できれいになります、シート端末は コーキング処理をして 

防水性を維持します。 

 

 

 

非常階段鋼製部 

塗膜が剥離してきています 

 



階段踊り場下部 塗膜の剥がれ   

  

手摺部の塗膜の剥がれ 

 

 

 

素材が 亜鉛メッキ鋼板でメッキ面からの層間剥離が原因とみられます 

脆弱塗膜のケレン、研磨の下地処理後 厚膜型防錆プライマーを塗布し 

既存塗膜を包み込みます エポキシ系の厚膜型なので剥離しずらく長期に渡り 

防錆効果があります 仕上は耐候性の高いセラミックシリコン樹脂塗料で 

仕上ます。 

  

集積場の建物 屋根、鋼製部も発錆しています 同様の仕上げを施します。 



  

その他 

 

共用廊下手摺壁と屋上の貫通部です 

コーキングの劣化と 未塗装部分があります。 

小口部の増塗装とコーキングの打ち替えをします。 



 

非常階段と共用廊下の出入り口部です ＳＵＳ金物から雨水が踊り場下に 

漏れています 外壁に悪影響を及ぼす可能性があるので 上部コーキングと 

踊り場下の隙間充填をします 

 

 

 

この部分は歩行の為擦り切れてしまう場所です。 

角を保護するためノンスリップ個を取付ます。 



 

屋上アルミ製笠木です ジョイントは    ステンレス製の梁です  

コーキングによるオーバーブリッジで ジョイントはコーキング ＳＵＳ面は 

雨水の浸入を防止します。      最終的に美装をかけ きれいに復旧 

                  します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         施工の流れ 施工仕様 概略 

 

         工事の流れ及び各工種の仕様 

 

1 共通仮設工事 

      各種官庁への届け出、住人様へのご案内、安全のための 

      各種対策、ガードマンなどの配置です。 

 

2 直接仮設工事 

      足場の仮設工事です 単管、ブラケット及び一足足場を 

      併用します。飛散、落下防止処置を行い住人様第三者への 

      安全確保のために足場の組立、撤去時、その他随時ガードマンを        

      配置します。  工事期間は 仮設 1週間 解体 4日間程度です。 

 

3 下地補修、タイル改修工事 

      0.3㎜以上のクラックの入ったタイル、欠け等のある欠損タイルは 

      カットして撤去 撤去後躯体のクラックをＵカット 可とう性 

      エポキシ圧入 タイル復旧後目地補修。 

      既存タイル目地の隙間充填  

      タイル浮き エポキシ注入により接着させ剥落を防止します 

      オーナー様がお持ちのタイル在庫は役物を入れて 2000枚以上 

      有り補修に使うタイル量は十分確保できます。 

      最終的に タイル及び目地を浸透性吸水防止剤塗布します  

      塗装面及びタイル面 高圧水洗浄。 



      コンクリート面爆裂部、およびクラックを防錆、Ｕカットシール 

      塗装パターン合わせで補修します。 

 

4  内外部塗装工事 

      ベランダ手摺壁腰壁 共用廊下壁等は超低汚染性シリコン樹脂 

      にて仕上塗装します、下塗りにはクラックの動きに追従する 

      微弾性サーフを塗布します。 

      ベランダ天井、共用廊下天井は透湿性に優れたアクリルエマルシ 

      ョン塗料で仕上ます。  

      鋼製部 建具、ＰＳドアー等は ケレン錆止めの上 ウレタン 

      樹脂塗料で」仕上ます。 外部階段については超耐候性の  

      シリコン樹脂塗料を使います。 

      タイル面はナノレベルで浸透する樹脂を使用し（浸透性吸水 

      防止剤）強力な撥水性能でタイル、目地からの吸水による 

      剥落防止に貢献します。 

 

5  シーリング工事 

      既存コーキングは ほとんどが劣化し破断しています、 

      コーキングの防水性も著しく機能していない状況です。 

      既存コーキングは撤去し、プライマーを塗布し 新規に 

      コーキングします、 又手摺金物付根、笠木取り合い等 

      必要な箇所が多々見受けられましたので 各所コーキングします 

 

 



6  防水工事 

      屋上防水は 塩ビ長尺シート防水で ドレン廻り 1ヶ所の 

      破断だけで 防水性は維持していますが 膨張収縮により 

      数か所の引っ張られ現象による剥がれ、浮きが見られました 

      その部分は カットして新たにシートを貼ります。 

      又シートの表層は紫外線による劣化で汚れ、風化が見られるため 

      トップコートの塗り替えとしました。 遮熱トップを使うことで 

      遮熱効果による既存防水層の保護と延命化が図れ 建物にも 

      遮熱効果により 階上の内部上昇温度を制御します。 

      屋上一部、およびベランダはウレタン樹脂密着工法による 

      ウレタン防水で 経年劣化による肉痩せ クラックの発生 

      など防水機能が落ちてきています、剥がれ、浮きなどは 

      見られませんが ウレタン密着工法 2㎜厚で防水改修します 

      仕上は やはり遮熱仕様です。 

      共用廊下 

      現状ウレタン防水ですが 雨水の溜まるフロアーがあることと 

      ウレタン防水を施工すると 住人様への通行負担が大きく 

      大きな迷惑になってしまうことから 水の溜まるところは 

      新規に排水溝を設け水溜りの解消をし 床面は防滑塩ビシート張 

      で住人様への負担を軽減するという工法を選択しました。 

   

       

       


