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伝統構法木造住宅

“ 古民家 ” の耐震対策を進めるために
昭和初期くらいまでに建てられた家屋は一般的に “ 古民家 ” と呼ばれ、がっしりとした木材を釘
を使わずに組み上げる伝統的な構法で造られています。
古民家は、木材、土、紙などの自然素材を用い、地域の気候風土に根ざし何世代も住み継がれて
きた家屋です。近年は健康や環境面で注目されつつあるとともに、現代にはない落ち着きと味わい
があることから、田舎暮らしに憧れるＵＩターン者にとっては魅力的な存在となっています。
また、使われる木材は、鉄やプラスチックなどと違い、時間とともに強度が増しそれが数百年も
持続すると言われており、良質な材料で造られた古民家は腐食しない限り極めて耐用年数が長いも
のです。
私たちが豊かで魅力的な地域社会をつくるためには、古民家の持つメリットとデメリットを十分
認識した上で、個人と地域の大切な財産として守り継ぎ、人口定住の受け皿などとして有効に活用
することが必要ではないでしょうか。
そして、大地震がいつどこで来てもおかしくない今日にあっては、古民家を安全に安心して利用
できるよう、古民家に適した地震対策を行うことが大切です。
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古民家耐震化の基礎知識

Ⅰ

大地震に対する備えはできていますか？
近年は全国各地で大地震が発生しており、「我が国は地震の活動期に入っている」との指摘が
あります。大地震はいつどこで起こるか予測できないため、「うちは大丈夫」とか「起きたら起
きたとき」などと思いがちですが、突然の大地震から命を守るためには建物の倒壊を防ぐことが
重要です。

●山陰地方に被害を及ぼした主な地震

周期的に大地震が発生する太平洋側に比べて、山陰地方の地震リスクは低いと言われています。
しかし、歴史を振り返ると山陰地方でも大地震が幾度も発生しており、決して安心することはで
きません。

●注目すべき

“ 山陰ひずみ集中帯 ”

“ ひずみ集中帯 ” とは、大規模な地殻変動の影響で地殻内に押されるような力がかかり、ひず
みの蓄積が著しい領域のことで、その領域では過去に、阪神大震災（1995 年）、新潟県中越地震
（2004 年）、長野県北部地震（2014 年）などが起きています。
最 近 の 研 究 に お い て、
山陰地方に “ ひずみ集中
帯 ” の存在が認識された
ことから山陰地方でも決
して地震リスクが低いと
はいえず、潜在的に発生
する環境にあると認識し
て日頃から備えを進める
ことが大切です。
注 1）
図中の矢印は水平変位速度のベクトル
ですが、大きさ自体とひずみは関係あ
りません。ひずみは隣り合うベクトル
がどれだけ違うかを示す量になります。
注 2）
図中の赤点は地震の震源分布（気象
庁提供）です。ほとんどがＭ 2、Ｍ 3
の小さな地震ですが、山陰地方では
線状の震源分布が見られ、ひずみ集
中帯の場所と一致しています。

[ 京都大学防災研究所地震予知研究センター 西村卓也准教授提供 ]
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なぜ 今 古民家の耐震化？
過去の大地震の被害を見ると住宅の倒壊によって多くの人が亡くなっています。地震災害から人命を守るた
めには住宅の倒壊を防ぐための耐震化が急務です。
これまでの耐震化の設計法による古民家の耐震改修は、生活空間に支障をきたすほどの多大な補強を必要と
し、また経済的にも成り立ちがたい面がありました。
平成 12 年 (2000 年 ) の建築基準法施行令の改正により、新たに “ 限界耐力計算 ” が適用可能となりこの計
算手法を用いた耐震性能評価・耐震補強の設計法が確立され、関西地方を中心に全国に普及しつつあります。
この設計法が、古民家の特性を損なわず、従来の設計法に比べて経済的に耐震補強を行うことを可能にしま
した。

古民家ってどんな建物？
●古民家の定義

古民家の明確な定義はありませんが、主として昭和初期以前に建築された伝統的な木造軸組構法 ( 伝統構法 )
の住宅を、一般的に古民家と呼んでいます。

●伝統構法とは？

住宅を建築する際には、昭和 25 年 (1950 年 ) 制定の建築基準法で規定する仕様規定を満たすことが求めら
れます。仕様規定には、
・最下階の柱の下部には土台を設け、土台を基礎に緊結する。
・継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打などで緊結する。
などがありますが、現在建築される軸組構法の住宅の多くが在来構法で、この仕様規定を満たしています。
一方の伝統構法は、柱が礎石立ち ( 石場立て )、継手・仕口で木材同士を組む、などの特徴があり、古民家は
この仕様規定を満たしていません。
また、地震に対する抵抗の仕組みは、在来構法が筋かいやボード・パネルなどによる壁で堅固に抵抗するの
に対して、伝統構法では木組みや貫構造、土壁・板壁などで変形しながら粘り強く抵抗します。
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古民家はどれぐらいあるの？
建築基準法が施行される昭和 25 年以前の住宅のうち、大部分が古民家であると推定されます。
そして、古民家は、新耐震基準 ( 注 ) に適合しない昭和 55 年以前の住宅の約 3 割を占めます。

●建築時期別住宅数

( 平成 25 年 )

全 国
戸数（戸）
割合（％）
1,639,900
3.1
925,000
1.8
3,294,200
6.3
8,331,600
16.0
9,662,700
18.5
5,391,700
10.3
5,661,800
10.9
5,479,600
10.5
3,676,500
7.1
3,926,400
7.5
4,112,800
7.9

建築時期
昭和 25 年以前
昭和 26 年～ 35 年
昭和 36 年～ 45 年
昭和 46 年～ 55 年
昭和 56 年～平成 2 年
平成 3 年～ 7 年
平成 8 年～ 12 年
平成 13 年～ 17 年
平成 18 年～ 20 年
平成 21 年以降
不詳

住宅総数

52,102,200

100.0

●建築時期別住宅数

( 平成 25 年 )
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( 注 ) 新耐震基準
住宅は、建築基準法に定められた耐震基準に
従って建てなければなりません。
この基準は、大きな地震をきっかけに何度か見
直され、特に宮城県沖地震による被害の経験から、
昭和 56 年 6 月に、構造安定性の基準が大きく改
正され、これを一般に「新耐震基準」と呼んでい
ます。
阪神・淡路大地震では、新耐震基準で建てられ
た住宅に大きな被害が少なく、それ以前の基準に
よって建てられた住宅には大きな被害が見られま
した。
（資料：平成 25 年住宅・土地統計値）
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古民家はどう耐震化するの？
●木造軸組の構造特性と設計法

伝統構法の木造軸組は、ほぞとほぞ穴で構成される柱と横架材の接合部 ( 仕口 ) に地震の力を受けた時に摩
擦力が働き、木材に特有の「めり込み」という力学特性が発揮され、耐力は小さいながらも変形性能が高く、
しなやかに変形することによって高い耐震性
能が発揮されます。
このため、伝統構法には大きな変形を伴う
耐震性能を評価する計算手法が求められます。
一方、在来構法の木造軸組は、耐力の高い
壁で地震に抵抗する仕組みであり、一般に耐
力重視型の壁量計算が用いられています。
この耐力重視型の計算法により伝統構法の
耐震補強を行うと、多くの場合、日本家屋の
特性を損なうほどの多大な補強が必要となり
ます。
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●古民家に相応しい耐震補強設計法

平成 12 年（2000 年）の建築基準法施行令の一部改正により、“ 限界耐力計算 ” が適用できるようになりました。
この “ 限界耐力計算 ” による設計では仕様規定を満たす必要がなく、また耐力のみならず変形を考慮した計算
を行うので、変形性能が高い伝統構法に適した設計法です。
“ 限界耐力計算 ” では、建物が存在する地盤の増幅特性等を反映した地震動を求め、その地震動に対して建
物がどのように応答するかを計算します。このとき、作用する地震動に応じて変形する過程を繰り返し計算し、
設定した地震に対してどこまで変形が進むのかを求めます。最終的に到達した変形や建物に作用する力が許容
値内にあることを確認します。
この設計法を変形性能が高
い伝統構法に適用すると、耐
力重視型の従来の設計法に比
べて少ない耐震要素で所要の
耐震性能を満たす補強が可能
となります。

現在島根県内で、限界耐力計算による耐震性能評価・耐震性能補強設計法の普及を当センター等で進めてい
ます。

●耐震補強の方法

古民家の耐震性を高めるための一般的な方法は、耐震要素を付け加えて補強する方法です。耐震要素は効果
によって分けると、以下の 2 種類があります。
① 変形性能の高い壁の増設など、耐力を増して揺れを小さく抑える
② 柱と横架材の接合部 ( 仕口 ) に補強材を取り付け、変形性能を確保しつつ揺れを小さく抑える
住宅には一般的に余分なスペースがなく、用途上、全面壁や補強材を設置する場所が限定されます。さらに、
耐震要素は特性に差があり、対象の住宅に最適なものを検討する必要があります。
代表的な耐震要素に壁 ( 土壁、既製パネル壁、板壁などの耐力壁 ) があります。壁で補強すると地震の力を
受けた時に壁の脚部に大きな力が働くため、基礎の増設が必要となる場合もあります。
変形性能を確保しつつ揺れを小さく抑える耐震要素として、ダンパーがあります。制震ダンパーは、地震の
揺れの速度に応じて働くブレーキのようなものであり、ダンパーがせん断変形をして振動エネルギーを吸収し、
建物の揺れを小さく抑えます。
木造住宅に用いる制震ダンパーに仕口補強材 ( 仕口ダンパー、耐震リング ) があります。これらのダンパーは、
住宅の床下や天井裏に設置可能で、ほかの壁要素との併用も可能です。
なお、耐震補強は、腐朽部材は取り換えるなどの措置が前提となります。

①
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②

●各部位における補強法とポイント

① 地盤と基礎の安定化 軟弱地盤では地震動が増幅されることがあるため、耐力壁を増設する、床面を強く固
める、柱の足元がバラけないようにする、などの建物の剛性を高める補強が必要となります。地盤調査または
J-SHIS 地震ハザードマップにより地盤を確認することが重要です。
また、軟弱地盤の砂地層で地下水位が高い場所では、液状化についての検討も必要となります。
② 柱の足元の安定化 礎石基礎を補強する場合は過剰な固定をしないことが重要です。頑強に補強しすぎると
上部構造とのバランスを欠くことになり、かえって柱の破損を招くおそれがあります。補強は礎石と接する部
分の柱の回転を拘束しないように行い、礎石は広さを確保するためコンクリートで増し打ち、平坦なものに取
り替える、粗めの仕上げとする、などの改良が有効です。
柱脚に腐朽、割れがあれば取り替え ( 根継ぎ ) 等の措置が必要となります。柱脚で大引きのない場合は、木
製の根固めを設置し、各々がばらばらに動かないようにします。
③ 柱の軸力の保持 耐震要素の一つに小壁 ( 垂れ壁 ) がありますが、両側の柱が弱いと地震力を受けて折損す
るおそれがあり、添え柱などで補強し、柱の軸力を保持する必要があります。
④ 仕口の一体化 伝統軸組構法の仕口には長ほぞ方式が多く用いられています。長ほぞは込み栓によって接合
することで軸組としての耐力が期待でき、大きな変形能力も確保されます。
短ほぞは大きな変形を受けると抜けてしまうおそれがあり、木材の特性である「めり込み」を損なわない程
度の軽微な金物で補強することが望まれます。
また、仕口の回転変形の能力を保持しつつ補強する方法として、耐震リングが有効です。
⑤ 屋根の軽量化 建物に作用する地震力は建物の質量に比例するので、建物が軽いほど耐震性能が増すことに
なります。例えば、本瓦屋根の葺き土を除去し桟瓦屋根に葺き替えるだけでも軽量化が図れます。
しかしながら、軽量化しすぎると極稀強風時の耐力が不足するケースも生じますので、注意が必要です。

●古民家の耐震化の進め方

古民家の耐震化を進めるに当たっては、以下の事項に留意し、下図の手順で調査・診断を行います。
① 建築主等の意向を重視して打ち合わせ、耐震性能 ( 判定基準 ) の目標を定める。
② 構造性能にかかわる住宅の老朽化 ( 維持管理の状況 ) に留意して調査する。
③ 住宅の構造特性 ( 建物形状・建物重量・耐震要素 ) や地盤の特性を的確に把握する。
④ 調査に基づく条件で構造計算 ( 限界耐力計算 ) を行い、総合的に耐震性を判定する。

現地調査に当たっては、診断専門家である構造設計者・意匠設計者および地元の大工が適切にチームを組ん
で協力体制で行うことを原則とします。
また、以下の項目について十分な調査を行い、現地調査チェックリストを作成します。
・地盤・基礎・土台の状況／住宅の構法や間取り／構造計算に必要な寸法耐震要素／積載荷重／住宅の維持
管理状況
現地調査の結果、耐震診断・構造計算のために以下の概略図面を作成します。
・平面図 ( 各階の柱間寸法、耐震要素の種類と配置、床の仕様 )
・架構軸組図 ( 各階の高さ関係、耐震要素の詳細、柱脚部分の構造、天井裏の桁位置 )
なお、壁仕上げのために確認できない箇所については、推定で図面を作成し計算の仮定条件であることを明記
します。
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古民家耐震化の事例

Ⅱ

耐震補強 壁量の少ないＸ方向を開放的な空間を塞ぐことなく最小限の耐震要素
事例

1

改修・補強のポイント

・古民家らしさを表現するため、土間の天井を撤去し小屋組みを現しにする。また、既存の
家具や建具を活用する。
・日本家屋の特性である開放的な空間をできるだけ塞がないように補強する。このため、限
界耐力計算法により変形性能の高い土壁、板壁、仕口補強材を組み合わせて経済的かつ効
果的に補強する。
補強前

改修前

１階平面図

建物外観

建物概要
リフォーム概要
耐震補強概要
上部構造評点
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で補強し、日本家屋の特性を損なわないように古民家を再生した例

補強後

１階平面図

改修後

建物外観

1906 年（明治 39 年）建築 伝統構法 ２階建て 延べ床面積 208㎡
玄関周り、書斎、居間および台所・食堂、洗面所・浴室を改修
限界耐力計算により、変形性能の高い耐震要素（荒壁パネル、落とし込み板壁、耐震リング）
を用いて、耐震補強を行っている
補強前： 0.59（倒壊する可能性が高い） 補強後： 1.01（一応倒壊しない）

耐震補強 全体的に有効な耐力壁が少ないため可能な限り開放的な空間を塞ぐことなく最小
事例

2

限の耐震要素で補強し、地域社会の交流施設と短期宿泊施設として再生した例

改修・補強のポイント

・既存の木造軸組架構を活かし、日本家屋の特性である開放的な空間を可能な限り塞がないように補強する。
このため、限界耐力計算法により変形性能の高い耐震要素を組み合わせて経済的かつ効果的に補強する。
・過去の改修時に屋根の葺土や壁土が撤去され軽量化が図られているが、極稀強風時の耐力にも配慮して補
強する。
補強前

改修前

１階平面図

建物外観

補強後

１階平面図

改修後

建物外観

建物概要
リフォーム概要

1904 年（明治 37 年）建築 伝統構法 ２階建て 延べ床面積 230㎡
１階を集会施設に、２階を短期滞在の宿泊施設に改修

耐震補強概要

限界耐力計算により、変形性能の高い耐震要素（荒壁パネル、耐震リング）を用いて、耐震補強を行っている

上部構造評点

補強前： 0.59（倒壊する可能性が高い） 補強後： 1.22（一応倒壊しない）
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耐震補強 江戸時代後期に建築された藩校養老館（県指定文化財）の解体復元工事に合わせ
事例

3

て耐震補強を行い、建設当時の建物に再生した例

改修・補強のポイント

・伝統的な木造軸組架構を構成する、貫・土壁・小壁を活用し、建設当時の姿を再生すべく最小限の補強を
する。このため、変形性能の高い耐震要素を新たに加えて、限界耐力計算法により効率的な補強を行う。
復元前

平面図

復元後

平面図

復元前

建物外観

建物概要
復元工事概要
耐震補強概要
上部構造評点
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復元後

建物外観

1855 年（安政 2 年）建築 伝統構法 平屋建て 延べ床面積 354㎡
建設当初の建物に忠実に復元し必要最小限の耐震補強を実施
建設当初から存在した変形性能の高い耐震要素（貫・土壁・小壁）に加え、最小限の土壁と仕口補強材で耐震
性能を確保している
復元後：北棟 1.47（一応倒壊しない）、 南棟 1.26（一応倒壊しない）

耐震補強 江戸時代後期に建築された庄屋屋敷（町指定文化財）を、茅葺屋根の葺き替え工
事例

補強前

4

事に合わせて耐震補強を行い、地域社会の交流施設として再生した例

補強後

改修前

改修・補強のポイント

１階平面図

建物外観

建物概要
リフォーム概要
耐震補強概要
上部構造評点

・ 伝統的な木造軸組架構と小壁（土壁）を活用
し、歴史のある日本家屋の佇まいを損なわな
いように既存の設えを保ちつつ最小限の補強
をする。
このため、変形性能の高い耐震要素（荒壁パ
ネル、耐震リング）を新たに加えて限界耐力
計算法により経済的かつ効果的に補強する。

１階平面図

改修後

建物外観

1779 年（安永 8 年）建築 伝統構法 平屋建て 延べ床面積 453㎡
茅葺屋根の葺き替え工事に合わせて耐震補強を行い、イベント開催ができる施設に改修
限界耐力計算により、変形性能の高い耐震要素（荒壁パネル、耐震リング）を既存の小壁と組み合わせて補強し、
耐震性能を確保している
補強前： 0.95（倒壊する可能性がある） 補強後： 1.24（一応倒壊しない）
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耐震補強 山麓の多雪区域に建築された元大地主邸宅で、伝統的な日本家屋の空間を損なわ
事例

5

補強前

平面図

補強後

平面図

改修前

改修・補強のポイント

・ 伝統的な木造軸組架構と小壁（土壁）
を活用し、歴史のある日本家屋の佇ま
いを損なわないように既存の設えを保
ちつつ最小限の補強をする。
このため、変形性能の高い耐震要素（荒
壁パネル、耐震リング）を新たに加え
て限界耐力計算法により経済的かつ効
果的に補強する。

建物外観

建物概要
リフォーム概要
耐震補強概要
上部構造評点
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ないように配慮して耐震補強を行い、古民家の再生を計画した例

改修前

建物外観

1891 年（明治 24 年）建築 伝統構法 平屋建て 延べ床面積 244㎡
玄関土間回りは建築当初の設えに戻し、日本家屋の佇まいを損なわない耐震改修を計画
伝統構法に適した限界耐力計算により、変形性能の高い耐震要素（荒壁パネル、耐震リング）を既存の小壁と
組み合わせて補強し、耐震性能を確保する計画
補強前： 0.74（倒壊する可能性がある） 補強後： 1.05（一応倒壊しない）

耐震補強方法

1

〈耐震壁の設置〉

荒壁パネル（土壁の乾式パネル）の下地施工

荒壁パネルの張付け状況

荒壁パネルの張付け状況

荒壁パネルの下地施工

荒壁パネルの張付け状況

落とし込み板壁の施工

耐震補強方法

2

〈仕口補強材（耐震リング）の設置〉

耐震リングの取付け
（障子の裏面）

仕口補強材（耐震リング）の設置

耐震リングと落とし込み板壁による補強

室内に現しの耐震リング

耐震リングによる柱梁仕口の補強

耐震リングによる床下補強
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耐震改修方法
改修後 玄関内観

解体復元後の内観

復元された小屋組

天井を取り外し小屋組みを現しにした玄関土間

改修後 和室内観

耐震壁（落とし込み板壁）を設置した和室

復元された土壁・小壁と増設耐震壁（正面右側）

柱・礎石の改修

大黒柱の柱脚と礎石の改修

大黒柱の根継ぎと基礎の改修

耐震壁（荒壁パネル）を設置し改修した和室
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礎石の改修

古民家耐震化の支援

Ⅲ

古民家等保存・活用のための
耐震化支援事業の概要
①事業目的

伝統的構法で建てられた古民家等の構造的特性を活かした耐震化技術の普及等を図ることによ
り、県内に多数存在する貴重な古民家等の保存及び利活用を促進し、もって地域景観の保全及び
豊かな居住文化の継承、並びに優れた伝統技術の継承に寄与することを目的とします。

②事業内容

古民家等の耐震化技術の普及等を促進するため、消費者への啓発と生産者の設計・施工技術の
向上の両面から、多様な事業を総合的かつ一体的に実施します。
○古民家等の耐震改修に係る相談業務の実施
住宅センターの相談コーナーにおいて、所有者等に対する予約制の相談対応を実施
また、所有者からの依頼により、古民家の調査（耐震診断、補強方法の提案）を受託
○古民家等の耐震化技術に係る一般講習会の開催
県内各地で、主に所有者及び一般県民を対象とした講習会を開催
○古民家等の耐震化技術に係る技術者研修会の開催
東部・西部地域で、設計者及び施行者を対象にした技術研修会を開催
○古民家等に係る耐震改修モデル事業の受託
市町村からの依頼により、モデル事業として耐震診断、設計及び工事監理等の業務を受託
成果を広く公表するため、見学会の開催及び事例集の作成等を実施
○伝統的木造建築技術の保存伝承の取り組み
市町村等からの依頼により、古民家の調査・記録業務等を受託

③実施体制

住宅センターにおいて、古民家耐震化技術に精通した専門家を技術顧問として委嘱し実施体制
を整備します。あわせて、行政からの支援及び関係団体等と連携して効果的に事業を実施します。

技術顧問の略歴
博士（工学）
、構造設計一級建築士、ＪＳＣＡ建築
構造士
（株）大林組にて長年構造設計に従事。（一財）
大阪建築防災センターに構造計算適合性判定部
長として約 5 年間勤務。島根県にＵターン後の
現在、自身で診断・改修した築 107 年の自邸に
て「古民家耐震改修工房Ｋ」を立ち上げ、伝統
木造軸組構法住宅に適した耐震改修設計法の普
及に尽力。
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