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件　　　　　　　名 故　　　障　　　箇　　　所 原　　　　　　　　因 修　繕　日 修　　　　　繕　　　　　内　　　　　容

1 音響反射板センサー交換 音響反射板センサー 東日本大震災 7月5日 天井反射板ケリ金具曲がり、新しいものに交換

2 共用部サイン変更 当初の表示色では見えづらい 7月12日

ホール内に表示されている濃茶色に変更、表示

内容を追加

3 オケピット木リブ脱落修復 オーケストラピット前面ケコミ部分 利用者が足をかけたと思われる。 7月22日 木工業者にて修復

4 ＰＨＳ構内電話修理

スタッフに貸与中のＰＨＳ構内電話

機

8月29日 内部基盤交換

5 ＰＨＳアンテナ、内線電話増設 荷捌駐車場

搬出入中に構内電話が使用できない

ため

8月29日

荷捌駐車場にＰＨＳアンテナを増設、また技術ス

タッフ控室に内線電話がないため、増設

6 スプリンクラーヘッドカバー取付 オーケストラピット客席収納庫 接触し誤動作を防止するため 8月30日

オーケストラピットに客席を出し入れする際、接

触し誤動作を避けるため

7 2，3階席手摺笠木修繕 2，3階席最前部手摺 12月22日

手摺部分に置かれた物による落下事故を防止

するため、角度のついた笠木を設置した

8 コードレス電話修理 事務所受付カウンター 2月2日

受付カウンターのコードレス電話機が通話不能

になり修理

9 e-palaceシステム改修 事務室内 3月25日

効率的な運用となるようe-palaceのシステムプロ

グラムを改修

10 吊看板バトン増設 天井・正面音響反射板

音響反射板使用時に舞台吊物が一

切使用できないため。

3月14日

音響反射板使用時でも看板等を吊り込める簡単

なバトンを設置

11 3階席手摺増設 ３階客席通路 通路の斜度が大きく危険なため 3月11日

３階席通路の斜度が急で危険を感じるお客様の

ために手すりを設置

12 投光スペース手摺増設工事

上下手フロントサイドスポット室の

通路の手摺のない部分への増設工

事

4月4日

上下各通路の落下の危険のある手摺のない部

分に手すりを増設

13 ドアチェック交換工事 ホール各階客席扉 各扉戸当りの破損防止 5月31日

既設のドアチェックを応力が2段階に変化するも

のと交換

14 客席柱仕上材傷

舞台上手のプロセニアムの傷の補

修工事

乗込み舞台スタッフが何かをぶつけ

たものと思われる。

6月15日 傷部分を再塗装

15 舞台・オケピ木リブ補強工事 舞台・オケピ前面

構造上上下方向に力がかかるとすぐ

に脱落してしまう。

7月17日

各リブの間に隙間を埋めるようなコマ（木製）を

入れた

16 映写機用電源増設工事 音響調整室内分電盤 仮設映写機用電源増設工事 8月15日 電設業者により音響分電盤内より増設

17 楽屋トイレ便器交換工事 4階楽屋女子トイレ 便器ひび割れにより漏水 8月21日 便器交換

18 客席内吸音対策工事 7階8階客席後方壁面 ホール内の吸音対策 8月24日

7階8階客席後方の壁面に設置する吸音用カー

テンのカーテンレール設置工事

19 SP回線増設工事 上下手フロントサイドスポット室

客席内音場改善用スピーカー増設の

ため

8月26日

客席上下手の照明スポット室までのスピーカー

回線を増設

20 空調機器用天井点検口改修工事 5階搬入ＥＶ前

点検口が小さいため作業用タワーか

ら乗り移ることができない。

8月27日 5階搬入ＥＶ前天井の点検口を大きなものに改修

21 音響機器調整作業 ホール客席内 経年による音場の補正作業 8/27,28,30

客席内各所における音場測定に基づき各コント

ローラーの再調整

22 だれでもトイレ改修工事 5階上手下手だれでもトイレ 障碍者団体による指摘 1月17日

背もたれ・ペーパーホルダーの増設及び手摺位

置変更

23 ＰＨＳ構内電話修理 スタッフ用構内電話 経年劣化による故障 3月15日 内部基盤アッセンブリを交換（2台）

24 ホワイエ等大理石修理 ４・５階大理石破損５０か所の修理 自然欠損他 5月23日 破損個所の穴埋め

25 上水加圧給水ポンプ ３台のうちＮｏ３ポンプ不具合

経年劣化によるメカニカルシール・ラ

イナーリング劣化

5月24日

メカニカルシール・ライナーリング交換（他の２台

も近々要修理）

26 木リブ修理 反響板内

台車？等が当たったのか？原因不

明

4月15日 反響板裏側から当木補強しネジ止め

27 反響板ジャッキ修理 反響板下手

原因不明であるがジャッキに横から

の力が加わってしまったものか？

4月16日 側板反射板下手側補助脚用ジャッキ交換

28 電磁弁交換 ８階男子大便器 電磁弁不良による漏水 7月1日 電磁弁ＡＳＳＹ交換

29 音響機器修繕

スピーカ―・電力増幅器・レコー

ダー・マイクロホン

突発的な過大入力、電力負荷、高頻

度による劣化等

8月29日 ネットワーク・基盤・ＰＡユニット・ドライブメカ交換

30 雑用水給水ポンプ交換

ＰＷＵ－４加圧給水ポンプ内のダイ

アフラム破損

耐用年数概ね3年による経年劣化 10月15日 圧力タンク交換



件　　　　　　　名 故　　　障　　　箇　　　所 原　　　　　　　　因 修　繕　日 修　　　　　繕　　　　　内　　　　　容

31 ウオシュレットノズル欠損 4階楽屋女子トイレ 不明 11月5日 ノズル取り付け

32 楽屋・搬入口モニター増設 楽屋・搬入口の状況把握のため 退館時等の状況把握

12月2～4

日

4・5階楽屋及び搬入口プラットホームモニター増

設

33 客席前ケコミ破損修理 １・2・3階客席 剥がれ易い化粧合板である 2月5・6日

巾木をあてがうことで破損個所を隠し、剥がれな

いようにする

34 ダウンライトレール劣化

音響調整室操作盤ダウンライト用ラ

イトレールの落下防止

天井取り付けダウンライト用ライト

レールが強度不足で剥がれ始め、落

下の可能性がある

1月31日 強度が増すように取り付けボルト位置変更

35 HDDレコーダ故障

ハードディスクドライブ読み出し・書

き込み不良

使用頻度が高い 12月 ハードディスク交換

36 音響卓修理 フェーダー劣化によるノイズ発生 使用頻度が高い・劣化 2月24日 フェーダー3本交換

37 転倒防止対策

来館者,更衣室ロッカー・事務室食

器棚他の転倒防止

震災対策・消防設備指摘 3月17.18日 金具等で固定し転倒防止を図る

38 コーナーガード設置

4・5階通路でガード未設置個所（30

か所？）

台車等による接触破損 3月17.18日

台車等が通行する場所のコーナーにガードを設

置

39 PHS・コードレス電話機修繕 電池パック等の劣化 概ね3年の補償機器であり経年劣化 3月31日 内線数増設を含め修繕

40 トイレ水栓金具交換修繕

7階女性トイレ内便器洗浄センサー

の動作不良

電源アダプタ不良によるセンサーの

動作不良

4月8日 センサー用の電源アダプターを交換

41 重量シャッター光電管光軸調整

5階舞台裏遮音シャッターの動作不

良（下がらず、動作しなくなった）

安全装置用の光電センサーに物等

がぶつかり、センサーの位置がずれ

たことによる、動作停止。

4月17日 光電センサーを再度調整保守

42 パソコン電池パック修繕

技術スタッフ用ノートパソコンの電

池消耗が早い

経年劣化

（使用頻度が高いため）

5月19日 電池パックの交換（3台分）

43 スポットライト修理

スポットライト ECR2-26C-750Wの

カッターケースユニット及びランプユ

ニット

経年劣化

（使用頻度が高い上に、壊れやすい

構造のため）

5月27日

カッターケース（3台）、ランプユニット（2台）

ソケット（2個）、ゴボホルダー（3枚）の交換

44

主音響調整卓（DiGiCoSD8）

無停電電源装置バッテリー交換

主音響調整卓（DiGiCoSD8）

無停電電源装置の蓄電池交換LED

が点灯

無停電電源装置の蓄電池交換LED

が点灯したため

9月30日

主音響調整卓（DiGiCoSD8）

無停電電源装置の蓄電池を交換

45

仮設用音響調整卓（DiGiCoSD8）

無停電電源装置バッテリー交換

仮設用音響調整卓（DiGiCoSD8）

無停電電源装置の蓄電池

主音響調整卓（DiGiCoSD8）と同じ期

間経過しており、寿命と考えられるた

め

9月30日

仮設用音響調整卓（DiGiCoSD8）

無停電電源装置の蓄電池を交換

46

4・5階シャワー室

シリンダーキー設置

4階シャワー室入口扉は、外側にの

みシリンダーサムターンがあり、内

側にない。また、5階シャワー室入

口扉は、外側内側ともにシリンダー

サムターンがない。

利用者からの要望 7月10日

4階シャワー室入口扉の内側にシリンダーサム

ターンを設置

また、5階シャワー室入口扉は、外側内側ともに

シリンダーサムターンを設置

47 ティンパニー修理

Ludwig ティンパニ（23,26,29,32イン

チ）ペダルの動作不良、ゲージ欠損

（23インチのみ）

経年劣化 8月7日

ペダルの音域バランスの調整を実地

（23,26,29,32インチ）

また、欠損しているゲージを追加（23インチのみ）

48 台車修理 台車のブレーキ破損

ぶつけてしまい破損したものと思わ

れる

8月25日 ブレーキ部品のストッパー部分金具を交換

49 通路コーナーガード取付

4階、5階の楽屋及びホワイエの各

角（32箇所）

剥離部分の拡大防止のため 8月5日

4階、5階の楽屋及びホワイエの各角（32箇所）に

コーナーガードを設置

50 通路コーナーガード取付【追加】

4階、5階の楽屋及びホワイエの各

角（5箇所）

同上 8月19日

4階、5階の楽屋及びホワイエの各角（5箇所）に

コーナーガードを設置

51 4階倉庫コーナーガード取付 4階倉庫1内の角（2箇所） 同上 9月1日

4階倉庫1内の角（2箇所）にコーナーガードを設

置

52 4階給湯室電気給湯器修理

4階事務室横給湯室の電気給湯器

からの漏水

電気給湯器の逃し弁付減圧弁の不

良による漏水

9月16日 電気給湯器の逃し弁付減圧弁を交換

53 シャッター注油調整

1階搬入口シャッター、5階舞台裏遮

音シャッターが動作時に異常な音

がするため

使用頻度が高いため 9月8日 各シャッターのレールに注油、調整を実施

54

音響調整卓

入出用電源ユニット交換修繕

DiGiCo RACK 電源ユニット内部に2

式ある電源供給装置の内、片方が

起動されない

【原因不明】

（推測）スモーク等による電子回路の

短絡、または空冷不足による異常発

熱等

9月30日 電源ユニットの交換

55 ノートパソコン修理

音響ワイヤレス監視用ノートパソコ

ンの動作不良

数日前の公演中に机の上から落下さ

せてしまった

10月3日 ノートパソコンの電源基盤の交換、調整

56 スポットライト修繕

スポットライト（ECR2-26C)　（4台）

ソケット及びレンズチューブの破損

経年劣化

（使用頻度が高いため）

11月18日 ソケット及びレンズチューブの交換（4台）

57 クセノンピンスポット修繕

クセノンピンスポット（No.3）のドウ

サーカッターの動作不良

経年使用による焼損・変形による動

作不良

11月4日 ドウサーカッターの交換

58

防犯カメラネットワーク

マルチコントローラー

設定変更工事（5階舞台下手）

5階舞台下手カメラネットワークコン

トローラー及びモニター

4階エントランス、5階ホワイエの様子

を5階舞台から確認するため（公演の

進行に必要である）

11月10日 5階舞台下手

59

仮設スピーカー用

電力増幅器修繕

YAMAHA NXAMP仮設スピーカー

用電力増幅器が起動しない

電源基盤の不良 11月26日 電源基盤の交換、清掃、エージング

60

上手カラムスピーカー用

電力増幅器修繕

YAMAHA NXAMP仮設スピーカー

用電力増幅器が起動しない

【原因不明】

業者先では現象は再現されず、通常

に動作したため原因不明

11月26日

現象が再現されないため、修理は実施せず

今後の対策として、各種調整を実施。



件　　　　　　　名 故　　　障　　　箇　　　所 原　　　　　　　　因 修　繕　日 修　　　　　繕　　　　　内　　　　　容

61 4階給湯室電気給湯器修理

4階事務室内給湯室の電気給湯器

からの漏水

電気給湯器の逃し弁付減圧弁の不

良

12月17日 電気給湯器の逃し弁付減圧弁を交換

62 4階事務室LED照明交換工事 4階事務室内照明 節電効果を期待して実施 2月9日 4階事務室内照明をLED照明に交換（5箇所）

63 5階多目的トイレ電気温水器修繕

5階上手側多目的トイレのオストメイ

トのオーバーブロー管より漏水

電気温水器の減圧弁と逃し弁の不良 2月20日 減圧弁、および逃し弁の交換

64

B2階温水ヒーター電磁弁等

交換修繕

地下2階の真空管温水ヒーターガス

のガス遮断弁

温水ヒーターガスの遮断弁の不良 3月12日 ガス遮断弁及び周辺部品の交換

65 簡易・一般業務用無線機修理

受信は可能であるが、送信ができ

ない

【原因不明】

（推測）経年劣化によるコンデンサ/

フィルタの破損

3月19日 内部の基盤を交換

66

上水加圧給水ポンプユニット

点検・修繕

地下2階ホール用浄水加圧給水ポ

ンプの漏水

ポンプ内のメカニカルシールの劣化

による不良

3月16日 メカニカルシール、フロースイッチを交換

67 分岐開閉ボックス改造修理

三相四線電源入力端子部分及び

入力電線接続端子部分の電線が

むき出し状態

移動時に圧着端子を部分、また電線

接続部分に負担がかることによる変

形

3月5日 カムロック接続式に変更、改修

68 パワードスピーカー修繕

YAMAHA 増幅器付 小型スピー

カーMS101Ⅲのリアコネクターパネ

ル部フォノ入力ジャックの破損

【原因不明】

（推測）コネクタを接続したまま倒し

た、落下させてしまった

3月23日

フォノジャック、内部基盤を交換

リアパネルは手直しにて修正

69 ステージ階段用手摺取付修繕

舞台から客席へ降りるための階段

に手すりがないため、手すりの設置

を行う

利用者（特にご高齢のお客様）がご

利用される際の安全確保のため

3月26日

上手側舞台階段、下手側舞台階段に対になるよ

うに片側のみ取り外し可能な手すりを設置

70 ホール壁面壁紙張替補修工事

4階楽屋廊下、主催者控室、女性ト

イレ内壁面（計14箇所）の壁紙の亀

裂や穴の補修・また壁紙の張り替

え

東日本大震災による壁紙の亀裂や

利用者による不意の壁紙の破損

3月18日

4階楽屋廊下、主催者控室、

女性トイレ内壁面（計14箇所）の壁紙張り替えを

実施

71 クリアカム用ベルトパック修繕

外装の破損、及び『TALK』ボタンで

発信される現象が生じる

外部業者に貸出時の落下させたもの

と思われる。

3月23日 内部基盤の交換

72 ヘッドセット修繕

イアパッドクッション、サイドパッド

クッションの変形。また、マイクのウ

インドスクリーンの紛失

使用頻度化高いことによる経年劣化

また、外部業者へ貸出時の紛失

3月23日

イアパッドクッション、サイドパッドクッションの交

換

及び、マイクのウインドスクリーン追加

73 掲示板修理

4階ホールエントランスに設置して

いる立て看板用掲示板

利用者からの要望 3月25日

ホワイトボード（マグネット可）、掲示板（画鋲可）

の両面使用できるものに交換

74 Ｌ2スイッチ交換修理 5階EPS5内　ハブ

【原因不明】

（推測）停電からの復電による突入電

流の為の故障、もしくは経年劣化

3月19日 故障と思われるハブを交換


