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はじめに 
近い将来、東海地震、東南海・南海地震の発生が予想さ

れる中、新耐震以前(1981 年以前)に建てられたいわゆる既

存不適格木造住宅は現在も 1000 万棟以上存在する[１]。

多くの自治体では耐震改修を促す補助金や融資・助成制度

が設けられ、耐震化を進める動きが活発になっている。し

かしその一方で、住宅の改修戸数は依然として増えていな

い。 

筆者らは、京都市における既存不適格木造住宅である O
邸の耐震改修事業に携わる機会を得た。その中で耐震改修

プロセスの導入段階にあたる無料耐震診断（一般診断）に

焦点を当て、具体的な課題点を抽出した。さらにそれらを

京都府にて行われている一般診断の同行調査や自治体への

ヒアリング調査などから検証を行い、これらの結果をふま

え、現在広く行われている「制度」診断［２］の現状につ

いて言及した。 

O 邸における一般診断調査 
O 邸が受けた京都市における無料耐震診断について、施

主へのヒアリング調査、さらには診断結果の分析を行った。 
施主が京都市の実施する無料耐震診断を受けたところ、

『0.45』という低評点が算出された。表１のように、耐震

診断の評点が『0.7』未満においては『倒壊する可能性が高

い』とされているため、それよりも一層低い『0.45』とい

う評点は、施主に大きな不安感を与えた。しかし、担当診

断士による診断後の相談対応がなかったため、一時は建替

を検討するなど、施主の意思決定に混乱をもたらしてしま

った。 
各自治体での無料耐震診断に採用されている一般診断法

は、診断士が負担なく数多くの診断を行えるよう、総二階

であると仮定するなどの、「安全側の判断」[３]を前提と

した略算が数多く行われている。そのため、部分二階の住

宅に対しては不利な評点が出される可能性もあり、必要で

あれば精密診断の略算としても採用されている精算法とい

う計算方法を採用する事も出来る。その精算法は各階の床

面積の相違を反映出来るものである。 

しかし、部分二階である O 邸の一般診断においては、精

算法は適用されていなかった。そこで、O 邸が受けた一般

診断の計算結果をもとに、精算法を適用した場合の評点を

求めたところ、評点は『0.45』から『0.60（0.69）』[５]ま

で上昇した。つまり、精算法の適用によって診断結果が大

きく変わってしまい、診断後の施主の改修判断に大きな影

響を及ぼす可能性がある。 

京都府における無料耐震診断同行調査とヒアリング調査 
前述の精算法の適用状況等を始め、運営されている｢制

度｣診断の実状を調査するため、京都府で実施されている

木造住宅耐震診断士派遣事業における無料耐震診断の同行

調査を京都府建築設計事務所協会[６]に依頼し、２件の既

存不適格木造住宅の一般診断に同行した。さらに、同行し

た２名以外の診断士にもヒアリングを交えたアンケート調

査を行った。そのアンケート調査から主要なものを表２に

示す。 

これらの調査結果などから、不確定要素を多く抱える一

般診断では、「安全側の判断」をして診断する事が必要で

あるため、評点が大幅に上昇する精算法を適用する事で、

逆に施主を安心させてしまう恐れもあり、精算法の適用に

関する判断は難しく、診断士によって不安定であることが

うかがえた。さらに、共に部分二階の住宅ながら精算法が

適用されていなかった２件の事例において、前項同様に精

算法を用いて確認したところ、表３のように、ここでも精
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表２ ヒアリング調査 結果概要 
対象  ：TIC 委員会構成委員（診断士 A～F） 

有効回答：6 （配布数 10） 

１． 一般診断、精密診断、制度診断による耐震改修 

事業は、それぞれ何件ほどされてきましたか？ 

 A B C D E F 

一般診断 31 件 16 件 15 件 7 件 60 件 2 件

精密診断 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件

耐震改修 0 件 0 件 0 件 0 件

２．一般診断において総二階でない住宅に 

精算法を適用されますか？   

表１ 耐震診断の評点[４] 

 A B C D E F 

精算法

上部構造評点 判定 

1.5 以上 倒壊しない 

1.0～1.5 未満 一応倒壊しない 

0.7～1.0 未満 倒壊する可能性がある 

0.7 未満 
いいえ 時々 いいえ はい はい はい

※本アンケートの質問意図と異なる回答は｢／｣とした。
倒壊する可能性が高い 
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算法適用による影響の大きさが顕著にみられる結果となっ

た。以上のような事から、一般診断の結果として出される

評点そのものが不安定であることがわかる。 
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解釈の乖離と一般診断の課題点 
そこで課題となるのは、本質的に不安定な一般診断の評

点に対して表１のような判定記述を添えて診断結果を施主

に提示していることである。それによって、評点を住宅性

能の唯一解ととらえてしまいかねない。つまり、施主と診

断士との間には表４に示すような一般診断の評点に対する

解釈の差があり、それが O 邸において施主に混乱を招いて

しまったものと考えられる。 
そのため、そういった混乱を防ぐためには、①診断後の

相談対応を徹底すること、②診断結果だけでなく、改修方

針などのより詳細な情報を添付すること、などが考えられ

る。 

「制度」診断の現状 
この２点についてヒアリングを進めたところ、「制度」

診断では、上記の①②のような対応を満足に取ることが出

来ない現状が浮かび上がってきた。 

まずは①についてである。施主の混乱を招いてしまった

原因は、一般診断の精度そのものの課題点と、診断結果通

知後の不十分な診断士の相談対応にあると考えられる。し

かし、これ以上精度の高い診断業務は、限られた派遣費用

で一般診断を行う診断士にとって、負担がかかりすぎてし

まう。さらに、｢制度｣診断を受けた依頼者に対し、不安感

を煽ることで、その後の耐震改修業務を受託する例があっ

たため、木造住宅耐震診断士派遣制度では、営業活動を行

う事は禁じられており、その予防線として耐震断の依頼者

とは積極的な相談対応を取る事が出来なくなっている。 
 さらに②についてであるが、改修方針を文書化する事で

「記述内容さえ改善すれば耐震性を確保出来る」というよ

うに誤った解釈をされやすく、施主が直接工務店等に診断

結果を基にした耐震改修を依頼し、行政の責任問題に発展

しうる事があるため、診断結果には補強要点等を書くこと

が控えられている。 

表３ 同行調査における一般診断評点 
 精算法未適用 精算法適用 

診断事例① 0.45 0.67 (0.75) 

診断事例② 

まとめ 
 今回の O 邸における一般診断調査、京都府における木造

住宅耐震診断士派遣制度に関する調査を通して、確認され

た｢制度｣診断の課題点は以下の通りである。 
① 木造住宅耐震診断士派遣事業における一般診断結果は、

診断士によって大きく変化しうる不安定なものであること。 
② そういった一般診断の性質が充分に依頼者には伝わっ

ておらず、診断後の相談対応が不十分な場合などは、診断

後の依頼者の判断に混乱が生じうるということ。 
③ 木造耐震診断士派遣事業における営業活動は禁じられ

ており、充分な相談対応を行う事が出来ないこと。 
④ 診断結果を勘違いされる恐れがあるため、診断結果に

より具体的な改修方針などを記述する事が出来ないこと。 
以上より、診断士と依頼者の間に行政が介入する事で、

行政から派遣された診断士が、満足な診断業務を行えてお

らず、充分に｢制度｣診断が機能していない現状が浮かび上

がってきた。現在多数の自治体において耐震診断、耐震改

修に対する助成制度がとられ、実施自治体数は増加傾向に

ある。その一方で、本論で述べたような現場レベルの混乱

が起こっている可能性があり、それに対する早急な検討が

必要と思われる。 

【注釈】 

[１] 国土交通省 HP：『耐震診断・改修の状況』，より引用 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/taishin/05jokyo.pdf

[２] 木造住宅耐震診断士派遣事業における無料耐震診断（一般

診断）の事を指す 

[３] 危険な住宅を安全だと判定する事を避けるため、不確定な

要素に対して住宅の性能が低い方に見積もる判断を行う事 

[４] 日本建築防災協会(編)：『木造住宅の耐震診断と補強方法』，

日本建築防災協会，2005 年 2月，p36 より引用 

[５] （）内の数値は、被災時に被害が集中する一階部分にのみ

着目した場合の評点 

[６] 京都府木造耐震診断士派遣事業の運営に広く携わり、住宅

の耐震化に関する相談や各市町村に診断士を派遣する際の行

政の窓口でもある。 

表４ 評点の捉え方と一般診断の目的 
 技術者目線 施主目線 

評点の 

捉え方 

各診断士が定めた必

要耐力の枠によって

定められた、あくま

で改修を進める上で

の参考数値 

技術者から伝えられ

る『1.0』を基準とし

た住宅の強さを表す

唯一の指標 

一般 

診断 

の目的 

・住宅の持つ大まか

な弱点を把握する 

・改修への長い道の

りの導入段階 

・住宅の性能をきっ

ちり表示する 

・改修をすべきかど

うかの判断を伺う 

 

0.29 0.38 (0.44) 
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