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去る 6月21日の当協会総会における役員改選後に開催された臨時理事会において、新会長に選任されました。
就任にあたって、会長として一言ご挨拶申し上げます。
当協会は平成 8 年 9月に設立され、CFT 造技術の指導・普及を行うとともに建物の居住性や長寿命化等の
観点から、都市型集合住宅や高層建築物に関する調査研究や指導・普及事業等、幅広い活動を進めてきまし
た。平成 28 年に設立 20 周年を迎えたのを機に、協会ビジョンを見直し、これからの重要課題を「良質な都市
居住の実現」
「
、良質な都市居住環境の形成」
「
、長寿命な社会資産の整備」と捉え、その解決に向けて各種事
業を推進しています。当協会の会員会社は、総合建設会社、設計事務所、鉄鋼・建材・住宅設備機器メーカー
ならびにエネルギー、不動産などの都市住居に関わる幅広い業種によって構成されています。多岐にわたる会員
各社の技術力や豊富な知識・経験等を結集して、都市居住環境についてさまざまな観点から技術提案や提言
を行って参ります。
さて、震度 7クラスの揺れが連続して起こった 2016 年 4月の熊本地震、今年 6月の大阪北部地震や 9月の北
海道胆振東部地震等、日本各地で地震が多発しています。土木学会が 6月に発表した報告書では、巨大地震
の発生から20 年にわたる経済被害の累計が、南海トラフ巨大地震で 1,410 兆円、首都直下地震では 778 兆円
との推計が示されました。一方、様々な公共インフラ対策で経済被害を3 割から 6 割程度、軽減できることも示
されています。いずれ起こるこれらの現象に対する都市部の高層建築物等の安全対策はもちろんのこと、今年

7月の西日本を襲った集中豪雨や 9月の台風 21号に見られるように、想定外の大雨による河川の氾濫、土砂崩
れ、強風や高潮等による大災害が発生しており、これらに対しても早急な防災対策、インフラ整備を進めていく
必要があります。また目前に迫った 2020 年の東京五輪に向けての万全な体制・対策や、最近ではレジリエンス
やサスティナビリティを目指した社会が望まれており、想定外の大災害に対して、建設技術者がどう実務的に向き
合うか、またそのために何をすべきか等、各所でさまざまな議論がなされております。
そのような状況下、当協会では良質な都市居住環境の実現へ向けて、都市部を中心とした高層建築物の地
震等の災害に対する安全性だけでなく、設備・内装・周辺街区等の居住環境性能に関しても各種提言を行い、
研究成果を対外発信するなど、社会貢献を目指した効率的な事業を推進して参りたいと存じます。
最後に、会員各社、国土交通省及び関係各位の皆様に、より一層のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し
上げまして、就任のご挨拶とさせて項きます。
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この度、平成 28 年 6 月から1 期 2 年間務めてまいりました会長職を退任いたしました。この間に賜りまし
た数々の御指導・御鞭撻に深く感謝申し上げます。
当協会は、CFT 造を始めとする都市居住環境に関する技術開発並びにそれらの普及推進を図るため、
平成 8 年 9 月に設立され、平成 24 年 4 月からは一般社団法人となっております。私の会長就任時に当協会
が 20 周年を迎え、それを契機として新しく策定した協会ビジョンを基に、会員各社の多岐にわたる技術力
を結集して協会運営に取り組んできました。
任期中 2 年間の主な活動として、CFT 造普及については、施工技術習得指導を行うとともに、施工管理
技術者制度に基づく講習・試験と技術指導等を、協会発足以来継続的に実施しております。
都市居住研究については、21 世紀における都市問題、特に都市居住及び都市再生分野に関して、ユニ
バーサルデザイン、国交省の補助事業「マンション管理適正化・再生推進事業」、次世代の超高層住宅・住
空間の検討等、幅広い活動を行いました。
長寿命建築システムについては、
（一社 ）長寿命建築システム普及推進協議会と連携して多くの技術的成
果を得ております。具体的には、建築基礎 WG では杭基礎の設計高度化に向けた各種実験・解析を行い、
貴重な技術資料を得ました。住棟インフラWG ではハード・ソフト両面から改修方法を検討していく際に役
立つ解りやすい改修事典や技術シートを完成させました。また、技術インフラWG では、次世代エネルギー
システムの最適な組合せや技術動向分析・地域モデル検討等に関する技術資料を取り纏めるとともに、今
後必要となる研究課題を提案しました。
運営委員会の下に設置されました耐火構造技術研究開発部会では、会員有志により合成耐火被覆 CFT
造柱の耐火性能に関する技術開発を進め、同柱の耐火構造の大臣認定を取得しました。
これらの活動に対して、会員各社と関係機関の皆様には精力的にご参加いただき、当協会を支援してい
ただきましたことを改めて厚く御礼申し上げます。

最後に、良質かつ長寿命な都市居住環境の実現に向けて、河野新会長の下で当協会のさらなる社会貢
献を祈念し、退任の挨拶とさせていただきます。
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設備システム部会
活動成果報告
大阪ガス株式会社

団栗

リビング事業部

知男

東京担当部長

（だんぐり ともお）
1962 年大阪府大阪市生まれ。1986 年大阪市立大学大学院工学研究科（電気工学専攻 ）
を修了、大阪ガスに入社。大
阪ガスでは家庭用ガス機器開発、家庭用ガス機器メンテナンス、燃料電池を活用したスマートエネルギーハウス開発など
の業務を担当。2012 年度からは（一社 ）
日本ガス協会技術開発部長、2015 年度から現職。

設備システム部会について
設備システム部会の目的、構成メンバーおよび発足時から現在

平成２３年度「筑波宇宙センター」
「NEXT21」
平成２４年度「南極・北極科学館」
「京都リサーチパーク」
「大阪駅北地区先行開発区域」

までの活動状況について示す。

平成２５年度「虎ノ門ヒルズ」
「ゴムとタイヤの博物館」
「聴竹居・平成の京町家」

１．設備システム部会の目的

平成２６年度「柏の葉アーバンデザインセンター」
「大阪木材仲買会館・ダイビル本館」
「竹中大工道具館・人と防災未来センター」

安全で快適な都市居住環境の形成と地球環境の保全に対応
した、新しい都市型集合住宅の実現のため、建築設備および内
外装に関する情報の調査・収集を目的として、平成18 年に発足
した。
２．設備システム部会のメンバー
設備機器メーカー、エネルギー事業者、ゼネコンの設備設計技
術者等、以下の7 社から構成されている。
（平成 30 年7月時点 ）
大阪ガス( 株 )、関西電力( 株 )、東京ガス( 株 )、日本総合住生
活 ( 株 )、( 株 ) 長谷工コーポレーション、パナソニック( 株 )、
( 株 )LIXIL

※50 音順

３．設備システム部会の活動状況
平成18 年 4月発足以降の活動状況について、表1に示す。発
足後の数年程度は施設見学による情報の調査・収集だけでな
く、分科会を設置して実験・調査報告書の作成なども行っていた。

平成２７年度「東芝水素エネルギー研究開発センター・スマート
ホーム」
「藤沢ＳＳＴ」
「淡路風力発電所・淡路貴船太陽光発電所・野島
断層保存館」
平成２８年度「メム メドウズ」
「NEXT21・hu+gMUSEUM・堺港
発電所・泉北製造所」
「筑波宇宙センター・つくばCLT 実験棟・つくば建
築試験研究センター」
平成２９年度「中部国際空港・みなとアクルス エネルギーセン
ター等」
「シエリアタワー千里中央・グランドメゾン新梅田タ
ワー・あべのハルカス」
「高知県梼原町庁舎等 隈研吾建築物・LCCM 住
宅」

平成 23 年度以降は年に2 ～ 3 回の施設見学を中心に活動を行っ
てきた。
表１ 設備システム部会の活動状況
年度

活動状況 「

」内は施設見学先

平成１８年度 設備システム部会発足
平成１９年度 「長谷工ＬＩＰＳ」
「ＩＮＡＸライブミュージアム」
集合住宅換気システム分科会設置、換気実験実施
平成２０年度「サステナブル デザイン ラボラトリー」
平成２１年度 集合住宅の換気システムに関する研究報告書作成
「長野市オリンピック記念アリーナ」
「長野市市営住宅今井団地」
平成２２年度「新宿地域冷暖房センター」
「東北大学エコラボ」
設備開発物語勉強会
平成２３年度 H23 年度調査研究発表会にて成果報告
（発足～平成２２年度 ）

設備システム部会の具体的な活動内容
（平成２３年度以降）
平成 23 年度の調査研究発表会にて、平成 22 年度までの活動
内容については報告済みのため、平成 23 年度以降の活動の中か
らいくつかの成果について以下に示す。
４．NEXT21の見学（平成 23 年度・13 名、平成 28 年度・8 名）
NEXT21は大阪市内の上町台地にある大阪ガス( 株 )の実験
集合住宅（平成 5 年竣工 ）で、実際に社員とその家族が居住し、
近未来の都市型集合住宅のあり方について、環境・エネルギー・
暮らしの面から実証・提案のために活用されている。
平成 23 年度は第3フェーズ、平成 28 年度は第 4フェーズの居住
実験の状況について情報収集を実施した。
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伝統的な京町家の知恵と現代的な技術を融合し、京都の町や自
然と共生する「住まい」
と「住まい方」
を提案するための建物である。
地上６階、地下１階、

これらの見学を通して、気象条件が厳しい京都において、周辺

住宅：１６戸

の自然環境等との共生に配慮した住宅、先人の知恵を現代の住

延べ床面積 約４，
６００ｍ２

まいや暮らしに活かした住宅について情報収集を実施することが

植栽面積

約１，
０００ｍ２

できた。

図１ ＮＥＸＴ２１の外観

平成 23 年度は家族モデルに合わせてプライバシーエリアを容
易に変更可能な「住み継ぎの家」
、水素製造・供給システムおよ
び水素駆動燃料電池等を見学、平成 28 年度は中間領域を活用
した居住実験住宅「余白に住む家」
「しなやかな家」
、固体酸化物
形燃料電池を活用したエネルギー融通（電気・熱 ）等を見学した。

図４ 聴竹居の外観

NEXT21の見学を通して、これからの集合住宅における「住ま
いや住まい方」
「エネルギーシステム」等の取組みについて情報収
集を実施することができた。

図５ 平成の京町家の外観

６．竹中大工道具館・人と防災未来センターの見学
（平成 26 年度・11名）
竹中大工道具館は新神戸駅の近くにあり、消えゆく大工道具を
図２ 住み継ぎの家

民族遺産として収集・保存し、研究・展示を通じて後世に伝承す
ることを目的とした日本で唯一の博物館。建築と共に進化してき
た大工道具の歴史や精緻な組子細工など、和の伝統美について
情報収集を実施することができた。
人と防災未来センターは神戸市の海岸沿いにあり、阪神・淡路
大震災の経験と教訓を未来に伝え、防災・減災社会の実現を目
指すことを目的した情報発信拠点。震災後の再現展示記や記録
映像、防災や減災の学習・体験コーナー等を見学・体験し、情報
収集を実施することができた。

図６ 竹中大工道具館の外観
図３ 固体酸化物形燃料電池を活用したエネルギー融通

５．聴竹居・平成の京町家の見学（平成 25 年度・6 名）
聴竹居は京都府大山崎町の自然豊かな緑の中に建築家藤井
厚二氏の自宅として昭和 3 年に建築された平屋建ての実験住宅
で、
「環境共生住宅の原点」
とも言われている住宅。夏は暑く冬は
寒い京都において、一年を快適に過ごすための様々な工夫が盛り
込まれている。
平成の京町家は京都市下京区河原町の住宅展示場内にあり、
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図７ 人と防災未来センターの外観
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７．水素エネルギー研究開発センター・スマートホームの見学
（平成 27 年度・10 名）
共に東京都府中市の( 株 )東芝・府中事業所内にある施設。水
素エネルギー研究開発センターは再生可能エネルギーからの水素

最優秀賞の計画を実際に建築しデータ検証なども実施している。
メム メドウズの見学を通して、学生の自由な発想で企画・設計・
建築された様々なユニークな実験住宅を見学し、それぞれの住宅
のアイデアをその課題点も含めて情報収集することができた。

製造・貯蔵技術の開発や水素を利用した電力貯蔵システムの基
礎開発・実証試験を実施するとともに、これからの水素社会のコ
ンセプトや提案ソリューション等を展示している。スマートホームは
東芝のスマートハウス向け製品・サービスを体験できる施設で、新
たな製品等の開発の場としても活用されている。
これらの施設の見学を通して、今後の普及・発展が期待される
水素エネルギーの製造・貯蔵・利活用技術、より豊かな生活の実
現に向けたエネルギー機器・家電・ヘルスケア商品の最新の取組
について情報収集を実施することができた。

図１２ 町まとう家（早稲田大学）

９．高知県梼原町庁舎等 隈研吾建築物・LCCM 住宅の見学
（平成 29 年度・9 名）
愛 媛 県との県 境にある高 知県 梼 原町が取り組んでいる、
四万十川源流の豊かな自然環境に育まれた梼原産の杉材をふん
だんに利用した隈研吾氏設計の建築物群と宿泊体験が可能な
LCCM 住宅を見学した。
隈研吾氏設計の建築物として、梼原町総合庁舎、まちの駅「ゆ

図８ 水素エネルギー研究開発センターの外観

すはら」
、雲の上のギャラリー、雲の上のホテル・レストランについて
情報収集を実施した。
LCCM 住宅では住宅の見学と合わせ、冬期に町民を体験宿泊
させ、寒い自宅と暖かいLCCM 住宅での血圧の違いを測定する
などの取組について情報収集を実施した。

図９ スマートホームの外観

８．メム メドウズの見学（平成 28 年度・8 名）
メム メドウズは北海道大樹町にあるLIXIL住生活財団が運
営する次世代住宅の実験・研究のための施設。広大な競走馬
の牧場跡地に建設されており、学生による建築コンペを実施し、

図１０ Memeメーム（隈研吾氏）

図１３ 梼原町総合庁舎の外観とその内部

図１４ LCCM 住宅の外観

設備システム部会の今後の活動について
平成 30 年度は、北方建築総合研究所（北海道旭川市 ）
、綱島
サステナブルスマートタウン
（神奈川県横浜市）
、パナソニックスタジ
アム
（大阪府吹田市 ）の3 箇所の見学を計画している。これから
の都市型集合住宅の実現に向けて、今後も引き続いて魅力ある
物件の見学を通して、建築設備や内外装に関する情報の調査・
図１１ INVERTED HOUSE（ｵｽﾛ建築デザイン大学）

収集に取り組んでいきたい。
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ＣＦＴ造普及委員会
活動報告
株式会社久米設計

依田

構造設計部

博基

統括部長

（よだ ひろき ）
1962 年長野県生まれ、1990 年 3月信州大学大学院卒、1990 年 4月
（株）久米建築事務所（現、久米設計）入社。

はじめに
ＣＦＴ造（コンクリート充填鋼管造 ）を我が国の建築界に普及
展開させる目的で「新都市ハウジング協会」が1996 年に設立され
てから22 年が経ち、その後順調な普及が進んだこともあり、2002
年に告示として一般基準化されてから16 年が経過する。その間、
ＣＦＴ造は超高層建築物を支える柱材として欠くことができない構
造方法としての地位を確立している。本稿では今一度、ＣＦＴ造
の基礎知識と実務上のポイントに触れ、現在の協会の活動につい
て紹介したい。

CFT 造の特長と適用
ＣＦＴ造はConcrete Filled Steel Tubeの頭文字をとった名称
であり、鋼管の内部にコンクリートを充填した構造部材である。建
築基準法の告示ではコンクリート充填鋼管造の名称で、建物の柱
として使用される構造方法である。
鋼管とコンクリートの相互拘束効果（コンファインド効果 ）
により、
軸圧縮耐力・曲
げ 耐 力・ 変 形
性 能が増 加す
る（図１）。これ
により、高 軸 力
を負担する柱が
実 現し、スパン
を飛ばした平面
プランが可能と
なり、超 高層建
物、物 流 倉 庫、
図１
長柱となるアトリ
ウム空間、ロング
スパンの駅舎な
どへ適用される
例が多い（図 2）。
また、コンクリー
トによる熱容量
の増加によって、
鉄骨で必要とな
る耐火被覆の削
図2
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減および無耐火被覆としての設計も可能である。上記の他、型枠
工事や鉄筋工事が不要なため、工期や施工コストの削減を期待し
て使用される場合もある。

CFT 造の法的な扱いと協会のかかわり
ＣＦＴ造は、当初、ＳＲＣ造の一種として扱われたため、建築基
準法第79 条の３に規定された鉄骨に対するコンクリートのかぶり
厚さに抵触し、当時の建築基準法第38 条に基づく大臣認定が必
要であった。このため（一社 ）新都市ハウジング協会では、1996
年に「コンクリート充填鋼管（ＣＦＴ）造技術基準・同解説」の一
般評定および大臣認定を取得し、高さ60ｍ以下で、認定仕様に
適合するＣＦＴ造については、協会の審査を受けることで建設す
ることを可能とした。1996 年から、告示が施行される2002 年にま
でに協会が審査した建物の件数は構造設計、耐火設計、施工計
画を合わせ 735 件に及んだ。
ＣＦＴ造はそれまでの実績と研究 成果の蓄積が評価され、
2002 年に「コンクリート充填鋼管造の構造方法（ H14 国土交通省
告示第 464号）
」が制定（ H19 国土交通省告示第 610 号により改
正）
され、H13 国土交通省告示第1024号の改正で充填コンクリー
トの許容応力度と材料強度に関する規定が加えられた。これによ
り、告示の規定に適合する場合については、一般の確認申請によ
り建設することが可能となった（ただし、告示に規定していない材
料を使用する場合、大臣認定が必要 ）
。
無耐火被覆ＣＦＴ構造建物の耐火設計法については、協会が
1996 年に大臣認定を取得した旧指針を、性能規定化された建築
基準法に適合するように改訂し、2004 年に再度「無耐火被覆ＣＦ
Ｔ造柱を用いた建築物の主要構造部の構造方法」の大臣認定を
取得し、確認申請のみで無耐火被覆ＣＦＴ造柱を採用することが
可能となった。

CFT 造の実務のポイント
ＣＦＴ造はほかの工法とは異なり、高強度コンクリートや高流
動コンクリートの仕様、コンクリートの充填方法、ダイヤフラムなど
の仕口の構造など、構造、施工の条件により品質に大きな影響
を与えることが特徴で、設計者・施工者に高度な専門知識が要
求される。ここでは設計・施工の各段階で押さえておきたいポイ
ントを列挙する。

特集
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なお協会では、ＣＦＴ造の確実な実施のため、申請者に対して
「ＣＦＴ造指針適合技術指導」
「
、ＣＦＴ造耐火設計技術指導」
「
、Ｃ
ＦＴ造施工計画技術指導」
、
「ＣＦＴ造施工技術取得指導」を実
施している。
構造設計のポイント
● 設計時にコンクリー
トの充填工法、すなわち、
「圧入工法」か「落
し込み工法」を決定し、鋼管のディテールに反映させる。圧入口
の補強を行うが、仕上げについて意匠設計者との相談も必要と
なる場合がある。
● 柱、
梁仕口部のダイヤフラムの形式を決定する。コンクリート充
填の際の適切な打設孔の設置やダイヤフラムの下側で空気だま
りが生じないよう空気抜き孔を設置する。
● 特に圧入工法の場合は、
充填コンクリートによる鋼管のはらみ出
しと防止策を検討する。
● 火災時における鋼管内の蒸気圧の上昇を抑えるための蒸気抜き
孔の設置、コンクリート打継ぎ面に生じるブリーディング水を除去
するための水抜き孔を設ける。
耐火設計のポイント
協会が取得した大臣認定を使用して無耐火被覆ＣＦＴ造柱を
実施するには、認定の使用許諾の申請および技術指導が必要と
なる。指導終了後、指導済書が発行され、確認申請を行う。以下
に耐火設計の概要を示す。
1）適用範囲の確認
2）火災継続時間の算定：耐火性能検証法または簡易予測法を
用いる
3）柱軸力の確認：火災時の柱軸力を確認する
4）柱頭の水平変形量の確認：弾塑性熱応力解析や略算法によ
り柱頭の水平変形量を算定する
5）周辺架構の構造安定性の確認：周辺架構が火災時に崩壊し
ないことを確認する
施工計画のポイント
施工計画はコンクリートの充填方法（圧入工法／落し込み工
法 ）の選択で大きく異なる。CFT造柱が期待する性能を発揮す
るには、充填コンクリートの管理が最も重要であり、綿密な施工計
画書に基づく上流管理が欠かせない。以下、紙面の都合上、キー
ワード等を列記する。
● コンクリー
ト：ブリーディング及び沈降の影響の把握、調合の選定
（高強度コンクリート、高流動コンクリート）
、打設速度、圧入高さ
の計画
● 鋼管：鉄骨の品質管理、
充填工法・打設高さに応じた鋼管の膨
らみと補強、圧入口の補強、溶接箇所とコンクリート位置の確認
● 圧入工法：圧入口位置、
圧入用遮蔽装置、コンクリートの圧入量
の確保（生コンプラント）
、配管計画、圧入負荷（ポンプ車）
、柱1
本当たりの打設量と打設面の上昇時間の把握、圧入手順・打ち
止め方法の確認、人員配置、コンクリートの品質確認
● 落し込み工法：自由落下高さ、
鋼管内の締固め、バケット容量・
重量と揚重装置の性能、トレミー管の条件、水抜き対策、コン
クリート打継ぎ面の位置と処理方法の確認、コンクリートの品
質確認
ＣＦＴ造施工技術ランクについて
当協会では、ＣＦＴ造の施工を行う企業によって、施工実績や
技術データの蓄積など技術力に差異がある現状をふまえ、施工業
者の「技術ランク」
を4 段階で区分している。工事の難易度からレ
ベルに応じた施工業者による施工を指導している。

平成 29 年度 活動報告等
ＣＦＴ造の品質確保
と向 上のため、以下の
業務を行っている。
（1）CFT 造普及委員会
の組織と平成 29 年
度の活動
ＣＦＴ造にかかわる協
会の組 織図を図 3に示
図3
す。ＣＦＴ造の普及にか
かわる活動方針の決定、
各部会・小委員会の実
施 状況の管理する「Ｃ
ＦＴ造普及委員会」の下、
４部会、3 小委員会で構
成され、協会の正会員
企業の委員および個人
会員で組織されている。
各 部 会の 平 成 29 年 度
図4
の活動状況は図 4、5を
参照してほしい。
（ 2 ）平成 30 CFT 構 造
賞作品
協 会 では 2000 年か
らＣＦＴ構造賞を創設し、
優れたＣＦＴ造建 物を
表彰することで、ＣＦＴ
造 技 術の健全な普及・
図5
発 展を図っている。作
品の募集は毎年１月から3月に行い、専門部会での選考を経て、6
月に表彰式が開催される。応募対象建物は、応募の前年の1月
～ 12月末までに竣工した建物で、①意匠設計、②構造設計、③
耐火設計、④施工、⑤普及貢献の各項目から評価される。なお、
平成 30 年度CFT 構造賞の当選作品の概要と受賞理由について
は、本紙の別記事に譲る。

あとがき
新都市ハウジング協会は、我が国のＣＦＴ造の普及と一般基準
化について大きな役割を果たしてきたが、少子高齢化が進み、建
設業人口の減少傾向が続いている中、各企業とも経験者の減少
によってＣＦＴ造の品質や技術の伝承が懸念される。今後とも質
の高いＣＦＴ造を世の中に提供し続けるために、協会は会員各社
様をはじめ皆様とともに活動を行いたい。
参考文献
1) コンクリート充填鋼管（ＣＦＴ）造技術基準・同解説、
（一社）新都市ハウジ
ング協会発行、平成 24 年 8 月
2) コンクリート充填鋼管（ＣＦＴ）造技術基準・同解説の運用及び計算例等、
（一
社）新都市ハウジング協会発行、平成 29 年 12 月
3) ＣＦＴ造耐火設計指針、
（一社）新都市ハウジング協会発行、平成 16 年 4 月
4) 2015 年版建築物の構造関係技術基準解説書
5) 建築知識 2004-06 号、p204-266
6) らぴど for BCJ Partners、
（一財）日本建築センター、No.027、2008
7) 2018 建設業ハンドブック、
（一社）日本建設業連合会、2018.7 発行
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超高層住宅のあるべき姿とは
総合評価システムの構築に向けて
株式会社

森本

日本設計

建築設計群

修弥

シニアアーキテクト

(もりもと しゅうや)
1959 年東京都生まれ。1985 年東京工業大学大学院理工学研究科建築学専攻修士課程修了、日本国有鉄道入社。1987年日本設計事務所 ( 現日本設
計)入社。主な作品として、千葉市ハーモニープラザ
（公開設計競技最優秀賞）
、水戸プラザホテル ( 茨城県建築文化賞優秀賞 )、釜石市上中島町復興公
営住宅 (グッドデザイン賞 )をはじめ、東雲キャナルコート基本計画等の都市計画マスタープランからSAION SAKURAZAKA 等の超高層住宅の外観やイ
ンテリアデザインの監修まで広汎な分野がある。2010 年より超高層住宅について外観デザインや法的枠組みとの関係をテーマに研究を継続し、日本建築
学会に多くの論文を発表している。2013 年より新都市ハウジング協会都市型住宅分科会にて調査研究にたずさわる。一級建築士、博士 (工学 )。

はじめに

1) 2006 年「SI 住宅、立体住宅調査報告書」
2) 2009 年「第1回超高層住宅総合調査報告書」では、全国の

超高層住宅は1970 年代始めに初めて登場以来、2000 年以降
に急増し、2018 年 4月現在、全国で約1,500 棟

、都内では約

注 1）

超高層住宅148 棟について建物概要、配置図、基準階平面図、
断面図をまとめた。

500 棟注 2) が竣工したとされ、超高層建築物に住宅の占める割合

3) 2016 年、上記の追補版として「超高層住宅の企画と技術」
を発

が多くなった。図1で超高層住宅の発展過程をみると、次のよう

刊、超高層住宅の、黎明期から発展期までの系譜を整理し、新た

に大別できる。

な分析として東日本大震災以降の防災への取組みをまとめた。

黎明期：一部の富裕層を居住者対象とした1970 年代
展開期：公的住宅にまで普及し、大型化した1980 年代から1990

活動成果からみた超高層住宅の将来動向

年代
発展期：経済施策に対応した法的枠組みによって急増した2000
年以降

1）超高層住宅の企画からみた動向
報告書追補版では、超高層住宅における防災諸設備の充足状
況について、販売資料等からデータを収集し分析した。2 つの大震

80

災前後での状況を比較すると、阪神・淡路大震災以降の計画で

70

は、建物の強靭性と住戸内安全性等の単体としての安全性向上

60

が、東日本大震災以降の計画では、免震構造や省エネルギーに加

50

え、防災連携等の地域との関わりがみられるようになった。

40

2 ）超高層住宅に関わる各方面の立場からみた動向

30

前節での結果をふまえ、将来のあるべき姿の把握に向けて、超

20
10
0

高層住宅の居住者、管理者、行政に対し、ヒアリング調査を行った。
64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

①超高層住宅の多く立地する自治体への調査（ 2014 年）
防災担当者の意見として、災害時では堅牢な超高層住宅は公
助の対象ではなく、館内での自助、共助、さらには地域被災者
への支援が望まれている。
②管理者への調査（ 2016 ～ 2017年）
事例とした2 棟の管理組合の取組み実態に、共用施設の地域
開放、地域での催事に対し既存町会との連携、東日本大震災
時の帰宅困難者の受け入れ等がみられた。
③居住者への調査（ 2017年）
湾岸地区の大規模跡地利用での2事例では、周辺に公益施設

図1 超高層住宅の系譜

都市型住宅分科会でのこれまでの調査研究活動
都市型住宅分科会の活動は次のとおりで、計画に有用な基礎
資料を得た。
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が不足する立地に対して、館内施設の充実がみられた。

超高層住宅の総合評価システムの構築の意義と目的
近年の超高層住宅の高い完成度の中で、新たな価値創造の契
機の一つに防災に対する意識向上があり、それにともなう地域との

特集
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超高層住宅のあるべき姿とは 総合評価システムの構築に向けて
かかわり重視がみられた。そこで、計画者を対象に建物価値向上

型」等と命名した。

に資するガイドラインを示すことを目的に、計画中の、あるいは竣工

③評価項目の得点化

後の超高層集合住宅を評価するシステム構築に向けて検討が行

96 評価項目について、達成度を+4から+1までの4 段階で得点
化した。

われることになった。
多種多様な超高層集合住宅の評価は、CASBEEのようなラン

④各評価項目の得点の7 つの評価軸への配分と集計

ク付けではなく、6 ～ 8 軸程度の評価軸での多角的評価方法の中

評価項目の得点に因子得点を乗じたものを、7つの評価軸毎

で対象建物の位置づけを示すことができるシステムを目標とする。

に合計した。これをもとにレーダーチャート図で視覚化したものが、

1）評価システムの試行

評価結果である。

具体的なシステム構築の方法は図 2のとおりで、次のような手

2 ）既存建物によるシステムのテストラン
構築したシステムにおける課題を見出すため、既存の建物 2 棟

順である。

を対象に、評価項目の得点入力を行った。

外構プライベートエリア

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ﾊﾞﾙｺﾆｰ連続性
専有率
LDの天井高
バルコニー奥行き
ﾊﾞﾙｺﾆｰ開放性
床暖房の有無
スマートロック
家電遠隔操作
ディスポーザー
ミストサウナ

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

家具転倒防止
感知器
非常時備蓄
窓センサー
防犯ガラス
犯通報システム
エコガラス
建具気密性
省エネ機器
節水機器
MEMS
省エネ設備
更新性
大規模修善計画
防災・防犯ﾏﾆｭｱﾙ
防災訓練
水景施設、プール
清掃員控室
防災センター
エスカレーター
町会との連携
施設開放
住棟内での催事
環境啓蒙活動
地域用防災倉庫
帰宅困難者対策
防災備蓄品提供
災害時施設開放
住宅性能評価
ﾏﾝｼｮﾝ環境性能
CASBEE、LEED
長期優良住宅

ケースA：副都心部での公共施設との複合建築物で、グレードが

を

出

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

敷地への適応
耐震性
快適性
景観配慮
資産価値
子育て環境
サスティナブル
周辺への配慮
アメニティ
ブランド向上
プライバシー
防犯
交通安全
周辺交通負荷
交通利便性
温暖化対策
差別化
眺望
日照
地域の利便性
居住者の利便性
高齢者配慮
単身者配慮
弱者配慮
避難安全性
延焼安全性
日射制御
維持管理
ランニングコスト
LCP
付加価値
省資源
循環型社会
可変性
下水負荷抑制
災害安全性

高く、免震構造、著名建築家によるデザイン監修等が特徴である。
ケースB：下町の高密度再開発で、地域との活発な活動連携、防
災への積極的取組みが特徴である。
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20

20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20

図 3 既存建物を対象としたテストラン結果

図 3は評価結果で、事前印象に対し、ある程度合致した結果と
なった。
この手順では、たとえば評価項目で屋上緑化の達成度を上げる
と、
「地球環境配慮型」の軸で合計得点は向上するが、
「維持管理
を

配慮型」
の軸では低下する。このようなトレードオフの計算が自動的
にできた一方で、次のような課題も残る。評価項目で施設の地域

住宅性能評価
ﾏﾝｼｮﾝ環境性能
CASBEE、LEED
長期優良住宅

価

93
94
95
96

開放等の達成度得点を上げると、
「オーナー感覚重視型」軸での
得点が減少する。この軸は地域貢献と両義性をもつ軸と考えられ、
因子分析では地域貢献は独立した因子として抽出されなかった。

図 2 超高層集合住宅総合評価システム構築の手順

①評価項目の選定

まとめとして

超高層集合住宅の価値を高めるための計画要素で、直接の評

今回試行したシステム構築では因子分析を利用したが、データの

価対象となる評価項目を、12人の委員による分科会での討議を経

もつ構造の再現性向上のため、テストランを繰り返し、評価項目と

て96 項目を選定した。

その重要度、評価項目の得点化方法を再検討する必要がある。ま

②評価軸の抽出

た、データは分科会委員による評価から収集したが、評価者を変え

96 評価項目についてその重要度を、分科会の討議で選定した
36 評価側面別に5 段階で得点化した。これをもとに因子分析を
行った結果、7因子が抽出された。この7因子を7つの評価軸とし
て因子負荷量の高い評価側面の意味を考慮して「地球環境配慮

ても大差ない結果が得られるようにする等、システムとしての汎用
性をもたせることが課題である。
注 1）不動産経済研究所公表データ、
日本建築センタービルディングレターより推定。
注 2）
東京都建築統計年報 2018 年 4月より推定。
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建築基礎 WG 活動
成果の概要
大成建設株式会社

成原

技術センター

弘之

都市基盤研究部部長
（研究担当）
兼

構造研究室長

（なりはら ひろゆき）
1981年横浜国立大学工学部建築学科卒業。1983 年横浜国立大学大学院工学研究科建築学専攻修士課程修了、
1983 年大成建設株式会社入社。博士（工学）。

はじめに

化するためには、設計クライテリアを決定するための基礎構造の
性能の明確化ならびに巨大地震における地盤と基礎構造の非

建物の長寿命化を実現するための研究開発課題として、建物
の地震等に対する健全性や耐久性を向上させるための研究開

線形相互作用の解明と基礎構造の応力・変形の評価法構築が
重要な課題となる。

発がこれまで積極的に推進されてきた。そこでの研究対象は上

近年では、平成 23 年（ 2011年）東北地方太平洋沖地震の際

部構造に限定され、これを地盤上に支持する杭や支持地盤など

に発生した長周期地震動による超高層建築の長時間の揺れや

の基礎構造は研究の対象に含まれなかった。そのひとつの理由

天井など仕上げ材の被害に鑑みて、地域によってはレベル２地

は、現在我国の建築物の構造安全性の検証方法すなわち構造

震動を超えるような南海トラフを震源域とする巨大地震に対す

設計の方法が、慣例的にかつ法令上でも上部構造と基礎構造と

る備えや天井の落下防止のための法制化も進められている。と

を一体化した構造物として設計せずに、各々別々に扱われてい

ころが建築物の基礎構造の分野においては、過去の極大地震

るためである。しかしながら、上部構造を支える基礎構造につい

により杭の折損が発見され（写真１、２）
、臨海部の分譲宅地に

ても地震等に対する健全性や耐久性の確保の重要性は上部構

おける地盤の液状化被害が社会的に注目されたものの、巨大地

造と全く同様であることはいうまでもなく、さらには、基礎構造が

震に対する基礎構造の耐震設計法や補強法に関しての検討は、

地震等によって損傷した場合に、それが地中に存在することによ

上部構造に比較して遅れていることは否めない。

る損傷程度の把握や修復の困難さを考えると、基礎構造には上
部構造と同等以上の健全性と耐久性が求められるともいえる。

他方では、
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」は「住
宅性能表示制度」を定めており、そこには「耐震等級」、
「耐風等
級」、
「大雪等級」に関して、それぞれ稀および極めて稀に発生す

基礎構造における耐震上の課題

る地震、暴風、積雪による力に対する上部構造の損傷や倒壊の
しにくさに対する要求水準が、最低基準としての建築基準法の

現在、基礎構造の耐震設計は、建築基準法では建物の供用

規定を上回る性能として具体的に規定されている。さらに「長期

期間中に数回遭遇する稀に発生する地震動（レベル１）に対す

優良住宅の普及の促進に関する法律」における「長期優良住宅

る安全性の検証が義務付けられているのみであり、小規模から

認定基準」においても、この「耐震等級」が準用されている。し

中規模の大多数を占める一般的な建物においては極めて稀に

かしながら、この「耐震等級」には、建物が立地する地盤や基

発生する地震動（レベル２）に対する検証は義務付けられてい

礎構造に関しては地震等の自然外乱に対する等級の定めはな

ない。建物の長寿命化を実現していくためには、このような極

く、常時荷重に対する基礎の支持力および基礎形式（直接基礎

大地震に対する基礎の健全性・耐久性を確保するための性能

または杭基礎 ）を記載するのみの扱いとなっており、上部構造に

設計手法の高度化が必要である。

比較すると、性能評価のための要求水準の明確性に欠けている

極めて稀に発生する地震動に対する基礎構造の設計は、大臣

のが現状である。

認定の取得が必要な超高層建築物や免震構造建築物など一部
の建物について個別に実施されてはいるが、そこにおいても基礎
構造にはどの程度までの損傷を許容するかという設計クライテリ

調査研究の概要

アや具体的なその検証のための方法は、個々の案件毎・設計者

以上の背景の下、本調査研究では、長期優良住宅等の長寿

毎に任されているのが実情である。基礎の性能設計手法を高度

命建築に関わる技術基盤整備に向け、建築基礎構造の性能設
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計手法の高度化を実現するために重要な地盤と基礎構造の非

遠心模型実験と3 次元 FEMによる解析的な検討を継続し、
「項

線形相互作用を考慮した基礎構造の応力・変形の評価法構築

目２：杭支持層が傾斜した地盤に立地する建物の地震応答の

ならびに基礎構造の性能の明確化を２本の柱として検討を進

評価」については、前年度に実施した遠心模型実験を対象に解

めることとした。調査研究の年度工程を表１に示す。平成 28

析精度の向上を目指して詳細なモデルによる3 次元 FEMによる

年度から30 年度までの 3 年計画である。WG の委員構成を表

解析的な検討を実施することとした。また、基礎構造の性能の

２に示す。

明確化に対しては、一昨年度の平成 27年度に計画を立案した

地盤と基礎構造の非線形相互作用を考慮した基礎構造の応

実大規模の大型試験体を用いた場所打ちコンクリート杭の構造

力・変形の評価法構築に対しては、本年度は前年度に引続き、

実験「項目３」を実施することとした。以下に続く3 件の報告は、

下記２項目に対して注力した。
「項目１：動的相互作用を考慮し

建築基礎 WGによるそれらの平成 29 年度の調査研究成果の概

た建築基礎の応答評価」については、上部構造の応答への影

要を紹介するものである。

響が大きい液状化地盤を対象として、地盤 - 杭基礎 - 建物系の

写真１ 杭の地震被害（1964 年新潟地震）

写真２ 杭の地震被害（1995 年兵庫県南部地震）

表１ 実施項目と年度工程

表２

建築基礎 WG の委員構成
氏

名

所属

ＷＧ主査

成原

弘之

大成建設㈱

委員

新井

寿昭

西松建設㈱

委員

石﨑

定幸

大成建設㈱

委員

太田

雄介

㈱長谷工コーポレーション

委員

小島

宏章

㈱大林組

委員

鈴木

康嗣

鹿島建設㈱

委員

長尾

俊昌

大成建設㈱

委員

西

委員

濱田

純次

㈱竹中工務店

委員

北山

裕人

㈱熊谷組

委員

平田

裕一

三井住友建設㈱

３. 場所打ちコンクリート杭構造性能評価

委員

福田

健

戸田建設㈱

構造実験計画

委員

眞野

英之

清水建設㈱

委員

向井

裕貴

㈱日本設計

オブザーバー

田村

修次

東京工業大学

オブザーバー

柏

２８年度 ２９年度 ３０年度

実施項目
１. 動的相互作用を考慮した地震応答評価
遠心模型実験（フェーズ１）

■

遠心模型実験（フェーズ２）

■

遠心模型実験（フェーズ３）

■

２.傾斜支持地盤立地建物の地震応答評価
遠心模型実験（フェーズ１）

■

数値解析、実験計画（フェーズ２）

■

遠心模型実験（フェーズ２）

構造実験（フェーズ１）
構造実験（フェーズ２）

■

■
■
■

正晃

尚稔

㈱安藤ハザマ

国土技術政策総合研究所
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動的相互作用を考慮した
建築基礎の地震応答評価
株式会社竹中工務店

奥村

技術研究所

豪悠

地盤・基礎部

研究主任

（おくむら たけひろ ）
1984 年生まれ。2009 年東京工業大学大学院理工学研究科建築学専攻修士課程修了。同年 ( 株 ) 竹中工務店入社。

はじめに
長寿命建築を実現するためには、基礎の健全性および耐
久性を確保するための性能設計手法の高度化が必要である。
本研究では、基礎の性能設計手法の高度化のために、軟弱
地盤上に建つ板状の杭基礎で支持された集合住宅を対象に、
回転半径：約7m

遠心模型実験およびそのシミュレーション解析により、地盤
と杭の動的相互作用を考慮した建築基礎の応答評価を行っ

写真1 遠心載荷実験装置

た。なお、遠心模型実験とは、地盤工学分野で用いられる実
験手法であり、遠心載荷実験装置（写真1）を用いて模型に
遠心力を与え、地中の応力状態を再現することで、縮小模型
でありながら実物に近い挙動を再現することができる実験手
法である（図1）。

全体計画
検討対象とする建物は板状の集合住宅（中高層の耐震建
物 ）とした。板状建物は地震時に大きな杭の変動軸力を生
じるため、特に大きい地震において変動軸力が常時軸力を上
回った際に、建物応答が複雑に変化することが想定される。
地盤は軟弱粘性土地盤（目標せん断波速度 100 〜 200m/s）
とした。既往の実験の多くは、実験を簡便に行えるように珪
砂を用いた砂地盤が多く、粘性土を用いた実験事例は少ない。
今回は実験手法の高度化のために、実際の粘性土を用いて
軟弱粘性土地盤を短時間で作製し、遠心場で再現すること
を試みた。

図1 遠心模型実験の概要
表1 実験ケース一覧
Case

実験
実施年

支持層
底面離隔 ｾﾒﾝﾄ添加

実験ケース一覧を表 1に示す。平成 28 年度では、模型地

Ⅰ- 0

盤の作製方法や実験手法の妥当性の確認を行った。平成 29

Ⅰ- 1

○

年度は建物および杭に対して、より厳しい地盤条件を想定し、

Ⅰ- 2

○

表層に液状化層がある場合を検討した。また、液状化のしや

Ⅱ- 0

−

すさ（液状化強度 ）の違いが建物応答や杭応力に与える影響

Ⅱ- 1

を検討するため、液状化層の作製方法を変えた実験を行った。

Ⅱ- 2
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−
H28

H29

液状化層

構造物模型

作製方法

FEM解析
実施年

−

−

−

−

−

−

H28

○

○

−

○

○

空中落下

○

−

○

○

空中落下

○

−

○

○

湿潤締固め

H29
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動的相互作用を考慮した建築基礎の地震応答評価

遠心模型実験
50 倍の重力の条件下で振動実験を行うこととし、想定建
物および地盤をモデル化した。平成 29 年度の実験で用いた
模型の概要を図 2に示す。建物は鉄製の模型で13 階建ての
板状集合住宅の重量と固有周期を再現した。基礎は軸部径
1.5m、拡底径 2.2m の場所打ちコンクリート杭を、その形状と
剛性をアルミ合金で再現した。地盤は表層を液状化しやすい
飽和砂層とし、その下には軟弱粘性土層、支持層とした。先
述の通り、実験時間短縮のため、粘性土地盤は東京都内で
採取した関東ロームを用い、最適含水比になるよう再調整し、
最大締固め密度まで突き固めて作製した。これにより通常は
粘性土地盤の安定化に数日を必要とする工程を、予備圧密な
し、遠心場で約 5 〜 6 時間という非常に短い時間で地盤を安
定化させることが出来た。また同時に、目標の軟弱さ（せん
断波速度 100 〜 200m/s）であることも確認できた。遠心場
での粘性土地盤の安定化後、告示波（ L2；JMA 神戸位相 ）

図 2 実験模型概要（ CaseⅡ-1, 2 ）

を用いた振動実験を行い、模型に多数配置したセンサーに
よって各種データを収集した。平成 29 年度に実施した実験
では、大きい地震動を入力した場合に飽和砂層で液状化を生
じ、平成 28 年度に実施した全層粘性土地盤の実験結果と比
較して、建物加速度（慣性力）は小さくなったが、杭応力は同
程度となる結果が得られた。

数値解析
遠心模型実験のシミュレーション解析として、3 次元 FEM
モデルを用いた逐次非線形解析を行った。解析モデルの概
要を図 3に示す。特に地盤の構成則には、実験条件を反映
して飽和砂の液状化を模擬できるモデルを用いた。図 4に
CaseⅡ-1の解析結果の一例を示す。実験と解析の結果を比

図 3 3 次元 FEM 解析モデル

較すると、自由地盤のケース
（ CaseⅡ-0 ）では実験結果をよ
く再現できたが、構造物があるケース
（ CaseⅡ-1、Ⅱ-2 ）では
地盤の応答にやや課題が残されたものの、建物応答や杭の
応力を概ね再現することが出来た。このように、液状化のよ
うに地盤が強く非線形化する動的相互作用問題でも、詳細
な解析を行うことで、建物の応答や杭の応力状態を再現でき
ることを確認することができた。

おわりに
平成 30 年度は 3 か年計画の最終年として、より高い（アス
ペクト比の大きい）構造物模型を用いたケースや、いわゆる二
層地盤と呼ばれる支持層下に飽和粘土層を配したケースを予
定しており、現在の基礎設計の上で残されている複雑な問題
の解決に資する有用なデータを残していく所存である。
図 4 解析結果の一例（ CaseⅡ-1）
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はじめに
都市域の建物の多くは堆積平野に立地しているが、平野周縁

層 地 盤は、乾 燥 表1 遠心実験模型の主要諸元
した 珪 砂 6 号 に
より作製し、相対

部に位置したり、河川浸食等による地表面や杭支持層が傾斜し

密 度 は60%とし

た地盤に位置したりする場合も多い。この様な地盤に建物を建

た。支持地盤は、

設する場合、長さが異なる杭を併用したり、直接基礎と杭基礎を

珪砂 6 号とセメン

併用した方が経済的な設計が可能となる場合があるため、これら

トを混ぜて作製し

を採用した建物は多く存在している。一方で、基礎構造の設計指

たソイルモルタル

針は明確には定められていない。また、地震応答に関する研究

とした。

事例も少ないのが現状である。

地 震 波は、告

上記の背景から、杭支持層が傾斜した地盤に立地する異なる

示で 規 定されて

長さの杭を持つ杭基礎建物の地震応答評価を目的として、地盤

いる工学的基 盤

－杭－建屋連成系の遠心模型振動台実験と数値解析を実施し、

上で極めて稀に

杭応力の不均等分布やねじれ振動の影響に着目した検討を行っ

発生する地震動

ている。本稿では、遠心模型振動台実験の再現解析と、この解

の加速度応答ス

析モデルを元に地盤と上部構造を変更した解析について紹介す

ペクトル に 適 合

る。

させた乱数位相

波（以後、原波と 写真1 遠心実験模型（ 2016 年）

遠心模型振動台実験(2016 年実施 )の概要

示す）を用い、小地震、損

数 値 解 析の対象である遠心 模 型 振 動 台実 験（ 2016 年 実

限界レベル地震の順に入

傷限界レベル地 震、安 全

施 ）の概要を述べる。実験は、大 型の剛土槽（内法 800mm×

力レベルを変えて、支持地

1900mm×600mm ）
を用いて、50G の遠心場において、支持地盤

盤の下方より入力した（以

が傾斜した2 層地盤上の杭基礎建物模型に加振方向と入力レベ

後、小地震、損傷限界、安

ルが異なる地震波を入力する加振実験を行った。

全限界と示す）。小地震、

杭基礎建物模型は中層集合住宅を想定し、上部構造と基礎

損傷限界、安全限界の振

版を鋼材で作製し、その長辺が基盤の傾斜方向と一致するよう

幅は、それぞれ原波の0.1、

配置した。杭は、実スケール換算で直径 800mmのPHC 杭 A 種

0.2、1.0 倍とした。

相当の曲げ剛性を想定し、直径 14mm 肉厚 0.5mmのステンレス
パイプ
（SUS304）とした。杭長は基盤深さに合わせて4、7、10、
13mの4 種類とし、杭頭は基礎版にボルト接合し、杭先端は後述
するソイルモルタル内に定着させた。

遠心模型振動台
実験の再現解析

模型地盤は、表層地盤と支持地盤からなる2 層地盤とし、支

再 現 解 析 は、3 次 元

持地盤の傾斜角は、文献調査を参考に実在しうる最大級の傾斜

FEMモデルを用いた地盤

であることと、土槽（剛土槽 ）の大きさを考慮して27度とした。表

－基礎－建屋連成系の時 図1 再現解析モデルの断面図
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刻歴地震応答解析を実施した。3 次元 FEMモデルは、上部構造

杭の曲率にも影響が生

と基礎版はシェル要素、表層地盤と支持地盤はソリッド要素とし、

じることが分かった。解

杭は梁要素とすると共に杭径を考慮したモデル
（解析1A ）
と考慮

析 2と解析3の比較より、

しないモデル
（解析1B）
の2 種類とした。地盤の側面と底面境界

上部構造の固有振動数

は、剛土槽を用いた実験状況に合わせて固定条件とした。図1に

の違いは、杭周辺地盤

再現解析モデルの断面図を示す。傾斜直交方向に小地震を入

のひずみ分布と杭頭の

力した際の、建物の慣性力が最大となる時刻における杭の曲率分

曲率分布に影響を及ぼ

布を図 2に示す。杭径を考慮した解析1Aは、解析1Bよりも反曲

すことが分かった。

点位置が浅くなると共に、杭頭部で実験と解析の対応が良くなっ

解 析 2と解 析3の 基

ている。これらの結果より、遠心模型振動台実験を高精度に再

礎の並進 成分とねじれ

現可能な解析モデルを作成できたといえる。

成分の加速度波形の比
較を図 6に示す。解析 2
は並進 成分とねじれ成
分で同程度の振幅であ
るのに対し、解析3では
ねじれ成分の方が並進
成分より大きな振 幅に
なっている。これは、ね
じれ成分に留意が必要

図 2 杭の曲率分布（傾斜直交方向加振－小地震）

なことを意味している。

図 4 地盤のひずみ分布
（傾斜直交方向－安全限界）

まとめ
地盤と上部構造の違いが地震応答に及ぼす影響
実地盤を模擬した解析を行うために、図1の再現解析モデルか
ら地盤の水平方向の領域を広げると共に、側面境界を水平ローラ
にした解析（解析 2）
を行った。また、建物の影響を検討するため
に、上部構造の固有振動数を3.9Hzに変更した解析（解析3）
も

傾斜支持地盤に立地する杭基礎建物を対象とした遠心模型
振動台実験と数値解析から、地震時の杭応力と基礎のねじれ応
答に関する知見が得られた。
2018 年度は、上部構造と杭の仕様を変更した遠心模型振動
台実験と数値解析を実施予定である。

行った。傾斜直交加振の解析モデルを図 3に示す。なお、傾斜
方向に加振する場合は、図 3の上部構造を90 度回転させたモデ
ルとした。
傾斜直交方向に安全限界レベルの地震波を入力した際の地
盤のひずみ分布を図 4に示し、建物の慣性力が最大となる時刻に
おける杭の曲率分布を図 5に示す。解析1Aと解析 2の比較より、
側面地盤を考慮すると逸散減衰が増加するため表層地盤のひず
み分布に明瞭な差が現れた。これに伴い、杭頭とGL-7m 付近の
図 5 杭の曲率分布（傾斜直交方向加振－安全限界）

図 3 側面地盤を考慮した解析モデル（傾斜直交方向加振モデル）

図 6 基礎の並進とねじれの加速度波形の比較（傾斜直交方向－安全限界）
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はじめに
本研究は、杭基礎構造物の杭体である場所打ちコンクリート杭の
極大地震時における構造性能評価を目的としている。ここでは、実
験資料の少ない大径（直径 80mm ）
かつ高強度コンクリート
（60N/
2
を用いた試験体を対象に、高軸力下における損傷状況や
mm 級 ）
支持力を維持可能な水平変形限界などを把握するために実施した
構造実験および FEM 解析について報告する。

実験概要
表1に試験体一覧、図1に試験体概要を示す。試験体は、場
所打ち杭の杭頭部を模擬し、試験区間上下対称にパイルキャッ
プに相当するスタブを有する同形状の３体である。杭の直径 Dは
800mm、せん断スパン比は2.0（内法高さH=3200mm ）
とし、コン
クリートの目標強度はスタブも含め60N/mm2 とした。主筋比 pgは
1.03％（18-D19・SD390）
、せん 断 補 強 筋 比 pwは0.20％（U9.0
表１

試験体要因一覧

No.

コンクリート強度 主筋比
σB N/mm2
pg %

せん断補強筋比 軸力比
pw %
η

軸力
N kN

1

66.8

1.03

0.20

8390

2

62.7

18-D19

U9.0@80

3

67.5

（SD390）

0.25
0.50 ～ 0

15760 ～ 0

0.40 ～ 0.10

13570 ～ 3390

主筋：D19(SD390)，せん断補強筋：U9.0(SBPD1275/1420) N= η Ac σB
pg=ag /Ac，ag：主筋全断面積，Ac: 杭の断面積 (Ac= π・D2/4)，D：杭直径
pw=aw/(D・x)，aw：1 組のせん断補強筋の断面積，x：せん断補強筋間隔

＠80）
でスパイラル形状の補強筋を用いた。
実験の要因は軸力N（軸力比η＝N ／ (Ac・σB)、Ac：杭の断面
である。No.1は長期に相当する一定軸
積、
σB：コンクリート実強度）
力の試験体でη＝0.25、No.2および No.3は地震時の変動軸力を
受ける試験体で、No.2はη＝0.50 ～ 0.0、No.3はη＝0.40 ～ 0.10
とした。
図2に軸力載荷履歴を、図3に加力装置図を示す。加力は建
研式加力とし、軸力は上下スタブを平行に保つよう2台のジャッキ
を制御しながら与えた。水平力は変位を目標値として2台のジャッ
キを制御して与えた。加力サイクルは、変形角R（ R=δ/H、δ：水
平相対変位、H：内法高さ）
を±1/800rad.とするサイクルを1回、±
1/400、±1/200、±1/100、±1/66、±1/50、±1/33、±1/25rad.
とするサイクルを各2回行う計画とし、軸力を保持できなくなった段
階で加力を終了した。変動軸力であるNo.2および No.3の軸力は、
初期軸力のη＝0.25を与えたのち、R=+1/200rad.に達した時に最
大値、R=－1/200rad.に達した時に最小値となるよう変動させた。

実験結果概要
図４に最終破壊状況を示す。全ての試験体で部材端部に曲げ
ひび割れが多く発生し、中央部のひび割れが少ない性状であった。
軸力の小さいNo.2 負載荷を除き、圧縮縁のコンクリート圧壊および
主筋の圧縮降伏が生じている。最大耐力以降、コンクリート圧壊が
進展し、主筋の座屈およびせん断補強筋の降伏・破断が生じて軸
力保持能力の喪失に至った。軸力保持できなくなる時の破壊は脆

図 2 軸力載荷履歴

図1 試験体概要

図３ 加力装置図
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図 5 最終破壊状況

図 6 せん断力 Q－水平変位δ関係比較

図 7 せん断補強筋ひずみ度

性的であり、高軸力のNo.2 正載荷（η＝0.5）
で特に著しい性状で
あった。
図5に試験体のせん断力Q－水平変位δ関係、図 6に正載荷の
比較を示す。全ての試験体で R=1/800 ～ 1/400rad.サイクルで
曲げひび割れにより剛性低下が生じた。その後、主筋降伏前に最
大耐力に至ったNo.2 負載荷を除き、R＝1/200rad.前後に主筋が
圧縮降伏し、コンクリートの圧壊が生じた。主筋の引張降伏は、高
軸力のNo.2 正載荷（η=0.50）
を除き、最大耐力付近で生じている。
正載荷の最大耐力時変形角は、No.1でR=+1/100rad.程度、No.2
および No.3でR=+1/200rad.程度であり、耐力低下は、No.1（η
=0.25）
では、
R=1/50 ～1/33rad.にかけて、No.3（η=0.10 ～ 0.40）
では、R=1/66 ～ 1/50rad.にかけて認められ、高軸力のNo.2では、
最大耐力直後のR=+1/200rad. 繰返し載荷時に急激に耐力低下
し、軸力保持能力を喪失している。図 6中に計算値を点線で示し
た。計算値は、ひび割れ発生荷重および曲げ耐力を折れ点とする
Tri-linearで示しており、曲げひび割れ強度はRC 規準、曲げ耐力
は多段配筋式により求め、降伏時剛性は剛性低下率を用いている。
また、計算に用いた軸力は、軸力変動時の最大・最小とした。図に
示す様に、計算値は、最大耐力時の変形をやや大きく評価してい
るが実験と概ね対応する結果である。
図7にせん断補強筋ひずみの最大値の推移を示す。各変形角
におけるひずみ度は高軸力時ほど大きく、かつ小さい変形角で急激
に増加している。また、圧縮面（ HE）
のひずみの増加が大きく、そ
れに追随するようにせん断面（HC）
のひずみが増加する傾向にある。
せん断補強筋が圧縮縁コンクリートおよび主筋座屈を広範囲で拘
束しており、せん断補強筋の降伏によってその拘束効果が失われて
軸力保持能力の喪失に至ったと推測される。
図８にNo.1正載荷時の変形割合を示す。図の右端に示したよ
うに、上下端部1.0D区間の3区間（①～③および④～⑥）
の変位
計から、全体変形に対する曲げ変形の割合を図示している。コンク
リート剥離などにより各区間の変位が計測不能となった場合は、端
部1.0D区間全体で計測した変位との差分から当該区間の変形を

図 8 変形割合（No.1正）

算出し、斜線で図示した。図の様に全体変形に対して端部の曲げ
変形がほぼ全体を占めており、
さらに約半分を端部 0 ～ 0.25D区間
（①および⑥）
が占めている。ひび割れ状況でも見られる様に端部
に損傷が集中し、試験区間中央部での変形は小さいと認められる。

FEM 解析結果
試験体挙動を模擬するため、3 次元非線形有限要素法 (FEM)
解析を行った。コンクリートには要素サイズ100mmを基本とする6
面体ソリッド要素を用い、ひび割れおよび圧縮モデルは前川－福
浦モデルとした。鉄筋は、埋め込み鉄筋要素を用い、材料特性は
バイリニアとし、主筋要素のみ付着すべり関係を考慮した。図 8に
No.1、2のせん断力Q－水平変位δ関係の実験と解析の比較を示
す。FEM 解析は、実験結果に対して耐力低下が著しい傾向であ
るが、軸力によらず剛性・剛性低下状況・最大耐力・破壊性状が
対応しており、実験結果を概ね再現できているといえる。

図 9 実験結果－FEM 解析結果比

まとめ
大径・高強度の場所打ちコンクリート杭に対する構造実験を実
施し、終局耐力および変形性能等を把握し、極大地震時における
構造性能評価法を構築するための技術資料を得た。
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住棟インフラ整備
に関する検討

長期優良住宅等住棟インフラ整備研究委員会
委員会副主査

安達

株式会社アルク一級建築士事務所

好和

代表取締役

（あだち よしかず）
1976 年工学院大学工学部卒業、鉄建建設（株 ）
、積水化学工業（株 ）を経て2010 年現事務所を設立。マンション設計、
工業化住宅商品開発の経験を基にインフィルの工場生産システムの開発を進め事業化している。日本建築学会オープン
ビルディング委員会委員、前芝浦工業大学客員教授。

はじめに

３ヵ年の検討の最終取りまとめを行った。
１．住棟インフラの改修方法の検討【継続】

検討の経緯と目的

今後益々高くなると思われる住棟インフラ改修ニーズを、建

住宅の供給が、新築中心からストック活用へ変わっていく中

設年代別の建物の状況【図1】からハード・ソフト両面から想

で、共同住宅の長期活用を実現するためには、共用部分の改

定しニーズが高い住棟インフラ改修を検討した。また、個別の

修・大規模修繕が重要である。しかし、工事実施には様々な

改修技術を組み合わせ、更にマネジメント上の留意点と結びつ

問題があり、現状では建物の品質や性能の向上を図る共用部

けて効率的・効果的な改修工事のパッケージを作成し、管理

分の改修・大規模修繕は極めて限定的にしか実施されていな

組合が住棟インフラ改修を実施する際に参照できる資料「改

い。また、管理組合や居住者の取り組みが重要であるが、モ

修プロトタイプ」を作成した。更に「改修プロトタイプ」の特

チベーションは依然低く、共同住宅の長期活用の実現には大
きな制約が現存している。
このような背景の中で、共同住宅を長期活用するための共
用部分の改修・大規模修繕を実効性のあるものにしていくた

徴が分かりやすいよう８つのテーマを用いて整理した。
【表 1】
【表 2】
【表 3】
２．住棟インフラの改修技術の検討
平成 27年度～ 28 年度にかけて内容の充実・体系化を行っ

めには、ニーズに対応するハード面の効果的・効率的な改修

てきた改修技術を「改修事典」
【図 2】としてとりまとめた。

技術、管理組合や居住者にとって魅力的なソフト面も含めた

３．改修が進みやすい環境整備に向けて

改修方法、さらには長期使用のための改修を容易にする新築

今後築年数の経過したマンションの増加に伴い、住棟インフ

時の設計・施工等の対応、日常生活の継続・利便性を確保

ラ改修に対するニーズの顕在化が想定されることから、ストッ

した改修の実施方法などの課題の解決に資する研究開発が

ク改修の実行性を高める必要がある。ストックに係る改修を

重要である。ここでは、住棟の「共用部分」だけでなく、
「イン

進展させるためには、技術的な対応の他、区分所有法や建築

フィル」とつながっている領域（躯体や設備等との取り合いが

基準法等に関わる課題や管理組合の修繕積立金の運用等に

あるインフィル部分）
、及び都市機能を担保するインフラまでを

係る課題等も重要である。従って今後の住棟インフラ改修が

包含する領域を「住棟インフラ」として位置づけ、改修システム

実施されやすい環境整備に向けて、現状認識とともに求めら

の構築に向けた検討を行う。具体的には、既存共同住宅の

れる解決の方向性を示す。

長期活用や長期運営に向けて、共用部分に係る課題を中心に、

もとめられる方向性

これまでの調査研究成果を踏まえ、改修方法、改修技術、新

維持管理の長期ビジョンの共有

築時に対応すべき課題、工事中の居住者の利便性に資する改
修技術等を調査研究し、ストック改修が進みやすい環境整備

管理組合

の方向性を示すことを本検討の目的とする。

平成２９年度（最終年度 ）の検討

区分所有法決議以外の合意形成
専門家
社会システム

平成 27年度～ 28 年度の調査研究で整理した内容を含め
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資産価値維持の経営的視点、資金計画

総合的支援促進とニーズ多様化への連携
改修が価値評価される中古住宅市場の実現
住棟インフラ改修に係る基準適合等の対応策

特集
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【図1】
ストック状況
81 90
121.8

80.9

91

00

2014
613.2

169.9

【表3】改修プロトタイプに於いて対象となる住棟インフラ工事
ト

→

・バリアフリー
◯

【表1】建物の状況
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◯
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◯
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◯
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Ⅲ
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維持向上

◯

エネルギーシステム改修

◯

スラブ
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スロープ・
◯

【表2】改修ニーズの想定

◯
◯
◯
◯

トラブル
スリット・バットレス
◯

スペース
エントランスの改修

◯

【図2】改修事典の構成

.
ライフラインの維持向上

.

ライフラインの維持向上
バリアフリー
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地方都市における立地適正化計画に対応した

集合住宅等整備モデル
のケーススタディ

株式会社集工舎建築都市デザイン研究所

近角

真一

所長

（ちかずみ しんいち ）
1947年生まれ。1971年東京大学工学部建築学科卒業、1971年内井昭蔵建築設計事務所、1979 年近角建築設計事務所、1985
年より現職。2017年より（一社 ）東京建築士会 会長。著作に「NEXT21その設計スピリッツと居住実験 10 年の全貌」
（共著 エク
スナレッジ 2005 年）
、
「性能別に考えるS 造設計「構法・ディテール選定」マニュアル」
（共著 エクスナレッジ 2006 年）
、
「集合住宅
のインフィル改修」
（共著 井上書院 2014 年）
、
「世界でいちばん受けたい環境デザインの授業」
（共著 エクスナレッジ 2017年）。

立地適正化計画と省エネ低炭素のまちづくり
技術インフラWGではエネルギーインフラを骨格とする市街地先
進事例の調査から得た知見を基に、地域に根差した課題解決型
の集合住宅モデルの提案を行ってきた。
平成29 年度は「立地適正化計画に対応した省エネ・低炭素の
まちづくりの計画」
の提案を行った。
「立地適正化計画」
は全国の自治体に対して国が立案を要請し
ているもので、既に350 都市で具体的な取り組みが進行中である。
その計画には人口縮減圧力の中で地域特性に沿った市街地集約
の方向及び都市施設・住宅施設の誘導ゾーニングについて、各自
治体の考え方が示されている。
過去８年の間に私達のWGが取り組んできた集合住宅モデルと
それが立地する自治体の居住エリアの人口密度との関係を押さえる
ために以下のような方法でグラフ化を試みた。各集合住宅モデル
からは地区面積（Ⅹ軸）
、自治体情報からは可住地人口密度（Y 軸）
、
そして各モデルの用途別容積率（Z 軸）
を拾い出し3 次元グラフ化
したものが、図１である。可住地人口密度とは、その自治体の区域
の総面積から、湖沼面積と森林面積を差し引いて、人が居住可能
な面積のみを分母として、人口密度を計算したものである。
棒グラフの高さに応じて各モデルを高密度、中密度、低密度に区
分けしグルーピングを行った。グルーピング毎の囲み線内で棒グラ
フが立っていない空白域を探しその可住地人口密度を読むと2,000
人 /㎢～ 9,000人 /㎢と押さえることができる。
つまり、過去
のモデル 検 討
において、この
バンド範囲の規
模 の自治 体 の
検 討 例が無い
ことを示してい
るので、平成29
年度は、このバ
ンド内から自治
体を選 び モデ
ル検討を行なう
こととした。
モデル検 討
図１ 可住地人口密度と地区面積によるモデル容積率
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の際には現地踏 査を行う都 合上、
近県の神奈川・静岡の２県を選び、
それらの県域内の区市町村の可住
地人口密度をプロットしたのが図２で
ある。
静岡・神 奈川両県内の立地 適
正化計画の作成状況を調べると公
表されているのは、大和市、藤沢市、
小田原市、静岡市の4市だけであっ
たので、ここからモデル地区の選定
を行うこととした。
図 2 候補 4 市の可住地人口密度
大和市・藤沢市は、平成28 年度
の綱島モデル
（横浜市保土ケ谷区）
と可住地人口密度が近似して
いるので外し、可住地 3,000人 /㎢の小田原市、可住地 2,000人 /
㎢の静岡市の二市からモデル地区を選定することにした。

小田原市・静岡市の立地適正化計画
小田原市の立地適正化計画で定められた拠点区域のうち、広
域中心拠点は小田原駅周
辺、次のランクの地域中心
拠点は鴨宮駅周辺、最も下
位の地域 拠点には、国府
津駅周辺など４拠点が設
定されている。これら６拠
点の中から、高密度モデル
地区としては小田原駅周辺
を、中密度モデル地区とし
ては国府津駅周辺を選定
することにした。
図３ 小田原市の立地適正化計画
静岡市の立地適正化計
画で定められた拠点区域
は、集約化拠点形成区域
は静岡駅周辺、都市機能
誘導区域として清水駅周
辺、草 薙 駅 周辺、東静岡
駅周辺、駿河区役所周辺、
安倍川駅周辺の５区域が
図４ 静岡市の立地適正化計画

特集
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設定されている。
これらの６つの区域を見ると、押しなべて我々が高密度モデル地
区と呼んでいる高層街区が形成されている。静岡市の立地適正化
計画で目指すべきことは、今以上の高密度拠点の形成を後押しす
ることではなく、むしろ大規模な公的用地を活用して低密度モデル
地区を計画することにし、ヒューマンスケールの街の賑わいを復活す
る方向を目指すべきと考えた。

の前面に並ぶA、B、C、Dの用地は、斜面緑地の保全を図りつつ
住宅機能の更新を進めていくことが望まれている。

高密度モデル小田原駅周辺地区
高密度モデル地区として選択した対象地区は、小田原駅とかつ
ての城下町中心街区との間に挟まれた、小規模商業用地が雑然と
密集している地区である。この地区を抜けるバス通りが、不整形な２
つの三角形に街区を分断してしまっていて、その立地の良さが生かさ
■通りを挟んで２本の高層住宅棟（タ
ワー）
をシンボリックに計画する。
■通りの下部を活用し、大規模な地下
駐車場とエネルギーセンターを整備す
る。
■街区の外周を方形に囲む低層
（4 階）
の商業棟を伝統的な街区形状に合わ
せてスクエアに配置する。
■図書館と交流施設を高層棟の足元
に導入する。

図５ 高密度モデル対象街区

図 6 小田原駅周辺地区パース

図８ 中密度モデル対象街区

■ A、Bの用地には、セット
バック型の住棟をそれぞれの
用地に計画する。
■ C、Dの用地には現在、中
高層の既存マンションが建っ
ているが、将来はA、Bと同型
の集合住宅への建て替えが
進むことが望まれる。

れていない。小
田原観光の表
玄関に相応しい
再開発が望まれ
ており、そのため
には、この不 整
形地を一体的に
まとめる計画手
法の導入が必要
である。

低密度モデル東静岡駅周辺地区
東静岡駅周辺地域の当初のマスタープランでは、業務機能をメイ
ンとして、そこに文化・スポーツ機能を付随した産業都市づくりが構
想されていた。社会経済状況の変化を受け、業務機能の導入を想
定していた民間用地には、実際には何本もの超高層住棟が林立す
る高層住宅都市が形成されている。
住民のための利便施設は車利用のショッピングセンターやロード
サイド店舗があるのみで、通常の通勤駅周辺に見られるような平面
的な回遊性のある商店街は全く見当たらない状況である。
現状の暫定利用の大規模な公共用地には、下部の利用状況を
担保しつつ、その上部に人工地盤を設置して、歩行者が回遊しなが
ら、様々な楽しみに接する平面的な街づくりを進めるべきと考える。
■地平階には、クランク状の
通り抜け通 路に面して駐車
場、最寄り店舗、エネルギーセ
ンターを配置する。
■上階の人工地盤へは吹き
抜けを介してエスカレーターで
昇降する。
■店舗は木造の２～ 3 階建
の連棟風の造りとし、回遊性
に富んだ街路空間が楽しめる
構成とする。

図 9 低密度モデル対象街区
■ 要 所に広 場を設
置し、前面には大型
店を配 置するなど、
人の流動・溜りと大
小店 舗 構成を工夫
する。
■ 木 造 の2階3階
は店舗で働く人の居
住スペースとする。

中密度モデル国府津駅周辺地区
国府津駅は、明治20 年開業の東海道本線の終点駅として作ら
れ、御殿場線ルートで山の中を通って沼津に到る本線とここから小
田原駅を経て熱海に至る支線の分岐駅として行楽客や別荘住民
で賑わった。
駅舎から西方向には小区画の密集地があるが、昭和 9 年の丹奈
トンネル開通以降、本・支の地位が逆転し商業地が廃れたもので
ある。駅舎から東側は、小高い丘陵地の中に今も別荘地の雰囲気
を残す邸宅が点在しているが近年、中高層マンションに建て替わっ
てきていて環境の
悪化が懸念されて
いる。
拠点駅だったこ
ろの広 大な鉄 道
用地の用途 転用
によって、まちづく
りの種地として寄
与することが求め
られている。駅舎
図 7 国府津駅周辺地区パース

図10 東静岡駅周辺地区パース

今後の展開に向けての課題
再生可能エネルギーの取得のために、屋根・屋上にはくまなく太
陽電池を載せてあるが、低密度→中密度→高密度と進むに従って、
それのみに依存する計画では目標とする低炭素化は達成できない。
水素や未利用エネルギーの利用が強く求められる一方で、その地
域でのネットワーク化の計画が必要である。また建築の素材も木造
を中心に、高強度コンクリート、鋼材とのハイブリッド化技術にも目を
向けていきたい。
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立地適正化計画における拠点の連携による

次世代分散型エネルギー
インフラシステムの計画検討
芝浦工業大学

山﨑

連携大学院

雄介

客員教授

（やまざき ゆうすけ）
1974 年東京大学工学部建築学科卒業、同年清水建設（株 ）入社。同社技術開発本部、建築本部、技術戦略室、技術研究所で主
に技術開発・企画を担当。2015 年退社後、現職及び長寿命建築システム普及推進協議会理事。新都市ハウジング協会では、長
期優良住宅等検討部会部会長、長寿命建築システム普及推進委員会技術インフラWG 主査として活動。

はじめに

でNEDOによる実証事業が進んでいることなどを確認した。
また、
「福島新エネ社会構想」
の実証地域を含めて、東北復興地

現在、省エネルギー化と低炭素化の推進に資する良質で長寿

域における次世代分散型エネルギーシステムの導入状況について

命の住宅・建築物を地域特性と規模に応じて供給していく上で、

現地調査を行い、地域復興・産業創生における地域エネルギー産

住宅・建築物そのものの省エネルギー化・低炭素化の推進とともに、

業の重要性を改めて認識した。

立地適正化計画における拠点のようなそれらが集積した一定エリア
を対象とする効率的なエネルギーシステムの整備が不可欠である。
ここでは、地域におけるエネルギー供給源の多様化やエネル
ギー需給特性に対応した分散型エネルギーシステムを構築すること

立地適正化計画対応の次世代分散型
エネルギーシステムの計画検討

により、エネルギーシステムの安定性・効率性・自立性を向上させる

これまでの関連技術と適用事例の調査分析をもとに、未利用エ

ことが課題となる。本検討は、立地適正化計画における各拠点が

ネルギー活用型、再生可能エネルギー活用型、水素エネルギー活

連携することを前提に、地域特性・規模に応じて利用可能なエネ

用型の次世代エネルギーシステムの機器構成や適用条件を分析し、

ルギーを最適に組み合わせて活用する次世代分散型エネルギーイ

次世代分散型エネルギーシステムの計画検討に活用するための施

ンフラシステムの計画検討手法を確立することを目指して、以降に述

設用途別原単位やエネルギー種類ごとの利用可能量の算定方法

べる検討を行った。

を整理し、計画・評価フローとしてまとめた。
その上で、立地適正化計画を作成している小田原市・静岡市の

次世代分散型エネルギーシステム
関連技術・活用事例の調査

拠点から選定した高密度モデル
（小田原市中心市街地再開発地
区）
、中密度モデル
（小田原市国府津駅地区 ）
、低密度モデル
（静
岡市東静岡駅前地区 ）
について、地域で利用可能な未利用エネ

平成28 年度に策定された
「エネルギー革新戦略」
「省エネルギー
、

ルギー、再生可能エネルギー等を活用した次世代分散型エネル

技術戦略2016」及び平成29 年度に策定された「水素基本戦略」

ギーシステムの導入条件を設定し、施設構成と整備計画をもとに

等をもとに関連技術動向を調査し、地域特性・規模別の未利用エ

電力自給率100%を目指した次世代分散型エネルギーシステムの

ネルギー・再生可能エネルギー等の活用事例を収集し分析した。

構成を検討した。

計画中の事例を含め未利用エネルギーでは下水熱・地中熱・地

次世代分散型エネルギーシステムの導入効果は、一次エネル

下水熱の利用における実証が進み、再生可能エネルギーでは太陽

ギー消費量とCO2 排出量の削減率で行うこととし、通常のエネル

光発電・蓄電池とエネルギーマネジメントシステムによるスマート・コ

ギーシステムを導入する通常モデルに対して、計画モデルにおいて

ミュニティへ

未利用エネルギー・再生可能エネルギー・水素エネルギーを段階的

の取 組みと

に導入してその効果の推移を把握した。

木 質 バイオ
マスの 利 用
に 取り組む
事例が増加
しており、水
素 エネル
写真1 石巻蛇田太陽光発電所の蓄電池とメガソーラー
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計画した次世代分散型
エネルギーシステムの評価
例として高密度モデルにおける検討結果を図2 ～図4に、各モデ
ルにおける計画検討結果の概要を表1に示す。

ギーの活用

まず、各モデルにおける施設用途を複合させることにより、電力

では各地域

で11 ～ 22％、給湯で23 ～ 34%のピーク需要の削減となることを

特集

新都市ハウジング協会 協会活動・成果報告

次世代分散型エネルギーインフラシステムの計画検討

ギー融 通を行
わない通常モ
デルに対して、
連 携モデルで
は一次エネル
ギー消費量で
73.2％、CO2 排
出量で117.4％
図3 エネルギーシステム導入による一次エネルギー消費量の推移（高密度モデル）

の削 減という
試算となった。
さらに、異な

図1 分散型エネルギーシステムの構成（高密度モデル）

るエネルギーシ

確認した。これをもとに通常のエネルギーシステムを導入する通常

ステム構 成を

モデルと比較した一次エネルギー消費量は、高密度モデル 62.9％、

有する拠点地

中密度モデル 62.9％、低密度モデル 90.5％の削減、CO2 排出量は、

区間のエネル

高密度モデル 96.5％、中密度モデル151.5％、低密度モデル115.5％

ギー利用にお

の削減という試算となった。

ける補完効果

高密度・低密度モデルではCO2フリー水素の利用、中密度モデ

やエネルギーイ

ルではバイオマスの利用が大きく寄与する結果となっている。なお、

図4 エネルギーシステム導入によるCO2 排出量の推移（高密度モデル）

各モデルにおける電力自給率は101 ～ 136％となった。

化による導入設備性能の適正化などの効果も確認された。

ンフラの 集 約

高密度

以上の計画検討にもとづき、次世代分散型エネルギーシステムを

モデルで

構築する際に必要となる当面の技術開発課題として、太陽光発電

は、拠 点

の導入量拡大のための革新的な再生可能エネルギー低コスト製造

地 区にお

技術の開発、再生可能エネルギーの大量導入に伴う拠点間の変

ける未 利

動調整力強化技術の開発、低炭素化を推進するために不可欠な

用エネル

再生可能エネルギーや海外未利用資源を活用した高効率水素製

ギーの 導

造利用技術の開発の重要性を提案した。

入 量と屋
図 2 用途複合によるピーク需要の削減（高密度モデル）

上を利 用
した再 生

おわりに

可能エネルギーの製造量には限界があり、大幅な低炭素化を目指

地域のエネルギー需給特性に対応した分散型エネルギーシステ

す場合には水素の大量導入と産業用純水素型燃料電池の利用

ムの構築を進める上で、これからの社会のあり方を見据えた省エネ

が不可欠となる。

ルギー化・低炭素化に資する個別の要素技術の開発・普及ととも

中密度モデルでは、施設密度の低減と地域エネルギー資源とし

に、地域特性・規模の異なる拠点を連携させながら、地域の未利

てのバイオマス利用は有効であるが、地域木質バイオマス資源の経

用エネルギー・再生可能エネルギーの活用を強力に推進し、水素

済的搬送距離を都市域まで拡大することが課題となる。

エネルギーの安全かつ効率的な利用を図る広域ネットワーク型の

低密度モデルでは、低密度化により未利用エネルギー・再生可
能エネルギーの導入比率を一次エネルギー消費量の25％程度ま

次世代分散型エネルギーシステムの実現に向けた計画・検討を継
続していくことは重要と考える。

で増 加させることは
できるが、カーボンマ
イナスを目指すには
LCCM（ Life Cycle
Carbon Minus）
モデ
ルの 低 層木造建 築
を導入しても相応の
CO2フリー水素の導
入が必要となる。
また、各 拠 点 地
区が連携してエネル
ギーを融通すること
を 想 定した 検 討 で
は、拠点間でエネル

表1 各モデルにおける計画検討結果の概要
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平成 30 年度 一般社団法人新都市ハウジング協会 CFT 構造賞
グ

ロ

ー

バ

ル

ゲ

ー

ト

外観

内観

建 築 主：ささしまライブ 24 特定目的会社
設 計 者：株式会社竹中工務店
施 工 者：株式会社竹中工務店
建物概要：建築場所：名古屋市中村区平池町 4 丁目他
建築用途：オフィス、ホテル、店舗、会議室、駐車場
階
数：地下2 階、地上 36 階、塔屋2 階
建築面積： 11,316.69 m2
延床面積：157,543.96 m2
軒
高：158.30 m
最高高さ：169.76 m
主体構造：地下 SRC 造、基礎大梁 RC 造
【ウエスト棟】
地上 柱：1 ～ 30 階 CFT造
（Fc105、Fc90、Fc60 N/㎜ 2）
31 ～ 36 階 S 造
梁：S 造
【イースト棟】
地上 柱：1 ～ 17 階：CFT造
（Fc60 N/㎜ 2）
梁：S造
【低層棟
（商業）
、北店舗、タワーパーキング、連絡ブリッジ】
地上 柱・梁：S 造
◇設計趣旨：
「ささしまライブ地区」再開発エリアの名古屋市事業コンペの当選作品。
「国際ビジネス交流」拠点として、ホテル＆コンファレンスを中核施設とす
るW 棟（36 階169.7m）
、E 棟（17階 87.8m）の２棟の超高層建物を
有する。建物中心の緑豊かなオープンエアプラザを商業施設がとりかこ
む。環境性能としてCASBEE Sランクを実現。
◇選考理由：
（意匠）
計画的に難しい複合用途である。内外装デザインのグレードも高い。
（構造 ）W 棟では高強度BCP(引張強さ550N/㎜ 2)、高強度充填コンクリート
Fc105 N/㎜ 2 を組み合わせたCFT 柱を適用し、構造実験で性能を確
認した。その他、波形鋼板耐震壁と粘弾性デバイスを直列配置した制
振ダンパーを採用、柱スパンの切り替えにメガトラス架構を採用した。
（耐火）
耐火設計ルートCを適用し、耐火被覆の合理化を行った。
（施工）充填コンクリートはFc60 ～ 105 N/㎜ 2 を採用。Fc105 N/㎜ 2 は名古屋
地区で最大となる。複数回に分け、高さ約 120m まで圧入工法を
採用。圧入工法では施工実験を実施。
（普及）
CFT 適用の可能性拡大に貢献。

撮影：
（株）エスエス名古屋

J R

ゲ

ー

ト

タ

ワ

ー

外観

◇設計趣旨：国際都市名古屋の玄関口としてのターミナル機能の強化と駅周
辺環境の改善、都市空間の魅力向上を目指し建設した。また、地下
には将来的にリニア中央新幹線の駅の一部となる空間を整備した。

内観
写真：東海旅客鉄道（株）
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建 築 主：東海旅客鉄道株式会社
ジェイアールセントラルビル株式会社
設 計 者：名古屋駅新ビル
（仮称）
実施設計共同企業体
（大成建設、日建設計、ジェイアール東海コンサルタンツ）
施 工 者：名古屋駅新ビル
（仮称）新設他工事共同企業体
（大成建設、鹿島建
設）
建物概要：建築場所：愛知県名古屋市中村区名駅 1丁目
建築用途：事務所、商業施設
（物販・飲食店舗）
、ホテル、駐車場、
バスターミナル
階
数：地上46 階、地下 6 階
建築面積： 10,495.49 m2
延床面積： 約 260,000 m2
高
さ： 約 220 m
主体構造：地下 SRC造、RC造、梁一部S造、架構：耐震壁付ラーメン架構
地上 柱：CFT 造
（充填コンクリート Fc60 ～ 100N/㎜ 2）
、鉄骨
造
梁：鉄骨造、架構：座屈拘束ブレース付ラーメン架構
ダンパー等：オイルダンパー、同調粘性マスダンパー、屋
上制振装置

◇選考理由：
（意匠）
公共施設としてのアピール度が高く、設計の難易度と設計密度は高い。
（構造）高さ 220m の超高層建物に作用する高軸力を、Fc100 N/㎜ 2 の高強度
コンクリートと高強度鋼材 SA440C を組み合わせた CFT 柱で実現
した。地下階の CFT 柱は最大 2000㎜× 900㎜の断面を有し、構
造実験で性能を確認した。
（施工）充填コンクリートは Fc60 ～ 100 N/㎜ 2 を採用。落し込み工法では施
工実験を実施。 CCD カメラによるコンクリートの充填を管理。
（普及）
構造計画の可能性拡大に貢献。

日本青年館・日本スポーツ振興センタービル

◇設計趣旨：明治神宮外苑は、聖徳記念絵画館とイチョウ並木を軸とした景
観が日本初の風致地区に指定されたエリアである。周辺は国立競
技場、明治神宮野球場、秩父宮ラグビー場や東京体育館等スポー
ツ施設の集積地であり、厳しい敷地条件、複雑な用途・法規制か
らダイナミックな形態を導き、新たな風景の創出を意図した。

外観＊1

内観＊2
撮影：＊1 川澄・小林研二写真事務所

日

比

谷

パ

ー

ク

建 築 主：一般財団法人 日本青年館
独立行政法人 日本スポーツ振興センター
設 計 者：株式会社久米設計
施 工 者：株式会社安藤・間 首都圏建築支店
建物概要：建築場所：東京都新宿区霞ヶ丘町
建築用途：劇場、ホテル、事務所、自動車駐車場、商業施設
（物販、
飲食店舗）
階
数：地上 16 階、地下 2階、塔屋 1 階
建築面積： 2,646.10 m2
延床面積：31,736.12 m2
軒
高：68.00 ｍ
最高高さ：69.60 ｍ
主体構造：地下 柱：SRC 造 ( 鋼管内充填コンクリート Fc60 N/㎜ 2）
梁：SRC 造
地上 柱：CFT
（充填コンクリート Fc60、Fc54 N/㎜ 2）
梁：S 造

◇選考理由：
（意匠）
下層からホール、事務所、ホテルを積層させた複合施設であり、設計
難易度も高い。ボリュームの分節化を図り、縦動線でうまく全体
をまとめた。
（構造）
大空間の上部をメガトラスとし、その高軸力を CFT 柱で負担する計画
とした。メガトラスの施工にジャッキアップ工法を採用した。
（施工）
当協会の施工計画指導。充填コンクリートはFc54 ～ 60 N/㎜ 2を採用。
地下は落し込み工法、地上は圧入工法を採用。CCD カメラでコン
クリートの充填を管理。
（普及）
構造計画の可能性拡大に貢献。

＊2（株）エスエス

フ

ロ

ン

ト

建 築 主：グリーンアセットインベストメント特定目的会社
設 計 者：鹿島建設株式会社 一級建築士事務所
施 工 者：鹿島建設株式会社 東京建築支店
建物概要：建築場所：東京都千代田区内幸町 2丁目
建築用途：事務所・店舗・駐車場
階
数：地上 21 階、地下 4階
建築面積：3,121.86 m2
延床面積：67,082.98 m2
軒
高：101.575 m
最高高さ：108.975 m
主体構造：地下 RC 造・SRC 造
地上 柱：CFT 造
（充填コンクリート Fc60 ～ 80N/㎜ 2）
梁：鉄骨造
◇設計趣旨：由緒ある日比谷公園との呼応、居心地のよい緑地空間の創出、
歩行者ネットワークの形成というテーマを徹底し、ワーカーや来
街者が集うオープンスペースを提供した。近隣オフィスとは趣の
異なる柔らかなファサードとした。

外観

◇選考理由：
（意匠）
落ち着いたファサードで、植栽への配慮も行き届いている。階高にゆ
とりがあり、良好なオフィス環境が提供されている。
（構造）
既存地下躯体を全面利用。既存鉄骨柱とCFT 柱の接続、既存施工誤
差の緩衝など難易度が高い。中庸熱セメントを用い、ローコスト
CFT 柱を実現。
（施工）
充填コンクリートは Fc60 ～ 80 N/㎜ 2 を採用。地下は落し込み工法、
地上は圧入工法を採用。CCD カメラでコンクリートの充填を管理。
（普及）
構造計画の可能性拡大に貢献。

内観
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赤 坂 イ ン タ ー シ テ ィ AIR

建 築 主：赤坂一丁目地区市街地再開発組合
設 計 者：株式会社日本設計
施 工 者：株式会社大林組
建物概要：建築場所：東京都港区赤坂 1 丁目
建築用途：事務所、共同住宅、集会施設、店舗など
階
数：地上 38 階、地下 3階、塔屋 1 階
建築面積：7,130.00 m2
延床面積：178,328.01 m2
軒
高：193.98 ｍ
最高高さ：205.08 ｍ
主体構造：地下 SRC 造
（一部 RC 造）
地上 柱：CFT 造
（充填コンクリート Fc80、Fc60 N/㎜ 2）
梁：鉄骨造
◇設計趣旨：隣接するビルや大使館、北側街区との見合いや日照、遠近から
の景観的配慮から、超高層部分を六本木通り、首都高速側へ可能
な限り寄せて計画し、敷地の南側に 5,000 m2 を超える広大な緑
地を憩いの場として提供した。低層部は将来対応に配慮した 7.0m
の高い階高とし、一般超高層よりも高い耐震性を持たせた。
◇選考理由：
（意匠）豊かな緑地、地下空間へのスムーズな導入など計画性に優れ、縦ライ
ンのファサードはすっきりと新鮮な印象を与えている。
（構造）事務所基準階を 10.8m × 21.6m と国内有数の長大スパンで計画し、
CFT 柱を採用。同調粘性マスダンパーを分散配置し、高い耐震性
を実現。
（施工）充填コンクリートは Fc60 ～ 80 N/㎜ 2 を採用。地下は落し込み工法、
地上は圧入工法を採用。管内圧力の計測、モニタリング等の「CFT
総合圧入管理システム」を導入。
（普及）
長柱による CFT の利用を拡大した。

外観

内観
撮影：川澄・小林研二写真事務所

大

阪

商

工

信

用

金

庫

本

店

建 築 主：大阪商工信用金庫
設 計 者：
（設計）
安藤忠雄建築研究所
（構造・設備）
株式会社竹中工務店
施 工 者：株式会社竹中工務店
建物概要：建築場所：大阪市中央区本町 2丁目
建築用途：事務所、銀行
階
数：地下 1 階、地上 12階、塔屋 1 階
建築面積：1,229.09 m2
延床面積：9,621.76 m2
軒
高：58.90 m
最高高さ：60.86 m
主体構造：地下 RC 造
地上 柱：CFT 造
（充填コンクリート Fc60N/㎜ 2）
、S 造
梁：S 造
◇設計趣旨：かつて繊維の街として大阪の中心であった船場や本町界隈に活
気を取り戻したい、という建築主と安藤忠雄氏の強い想いを実現
すべく、既存建物をガラスカーテンウォールの現代的な建物に生
まれ変わらせ、街に活気を与えるシンボルとして建物を計画した。

外観

◇選考理由：
（意匠）台形の敷地形状に合わせ、三角形の超高層部と四角形の低層部を合わ
せたシンボル性の高いデザイン。
（構造）地上 12 階
（高さ 60m）の免震構造。三角形平面に対して 3 次元メガト
ラス架構を開発した。
（普及）
CFT 柱のメリットを十分に活用し、構造計画の拡大に貢献。

内観
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G

I

N

Z

A

S

I

X

外観

内観
撮影：
（株）エスエス東京支店 走出直道

神 宮 前 タ ワ ー ビ ル デ ィ ン グ

建 築 主：銀座六丁目10 地区市街地再開発組合
設 計 者：銀座六丁目地区市街地再開発計画設計共同体
（谷口建築設計研究所、鹿島建設株式会社）
施 工 者：鹿島建設株式会社
建物概要：建築場所：東京都中央区銀座 6丁目
建築用途：物販店舗、飲食店舗、事務所、駐車場、地域冷暖房施
設、多目的ホール ( 集会場 )
階
数：地下 6 階、地上 13階
建築面積：8,921 m2
延床面積：148,697 m2
軒
高：55.6 m
最高高さ：66 m
主体構造：地下 RC 造、SRC 造
地上 柱：CFT 造
（Fc60N/㎜ 2）
(1,2 階 SRC 造 )
梁：S 造
制震装置：ハニカムダンパ、座屈拘束ブレース
◇設計趣旨：大丸松坂屋百貨店をはじめ17地権者からなる2 街区を、一つの敷
地として統合する計画。都市再生特別地区としての公共提案等により
約1400％の容積率を獲得。銀座ルールの 56mの高さ制限に対して
詳細な階高設定を行い、地下に駐車場、地域冷暖房施設、観世能
楽堂 (B3F)、そして商業施設 (B2F-6F)や、オフィス(7F-13F)を設け
た。また屋上には 4,000 m2 の都市型庭園を設け内 2,000 m2 の緑
地面積を確保し、新たな憩いのスペースを提供した。
◇選考理由：
（意匠）銀座を代表する老舗デパートの暖簾と外装ひさしのデザインを印象的
に組み合わせた。複合施設であり、設計難易度が高い。
（構造）高さ制限
（56m）に対し、新規開発した「KMF 梁」を適用し、低階高に
より 13 階建てを実現。大深度地下階においても、
「フラットプレ
ートスラブ」を採用して低階高を実現。
（耐火）全館の避難検証法により、防災計画・避難計画の安全性について防災
性能評価、大臣認定を取得。複合耐火構造の「KMF 梁」では 2 時
間耐火の大臣認定を取得。CFT 柱はロックウール半減工法で仕上
がり寸法を低減した。
（普及）
構造計画の可能性拡大に貢献。

建 築 主：原宿タウン特定目的会社
設 計 者：株式会社松田平田設計
大成建設株式会社一級建築士事務所
施 工 者：大成建設株式会社東京支店
建物概要：建築場所：東京都渋谷区神宮前 1 丁目
建築用途：事務所、物販、フィットネス、駐車場
階
数：地下 3 階、地上 23階、塔屋 2 階
建築面積： 3,015.25 m2
延床面積：43,206.65 m2
軒
高：109.19 m
最高高さ：115.30 m
主体構造：地下 SRC 造
（一部 RC 造）
地上 柱：CFT 造
（Fc60、Fc42 N/㎜ 2）
梁：S 造
◇設計趣旨：渋谷区神宮前一丁目、明治通りと竹下通りの角地に立つオフィ
ス・商業複合ビルである。歴史と文化、流行と創造が交錯する神
宮前エリアに対して、ランドマークであり続けることを願い計画
した。眺望を活かした超高層オフィス部は両サイドコアのプラン
ニングとし、レンタブル比約 80％を実現した。

外観

◇選考理由：
（構造）オフィス部は約 26m × 40m の無柱空間を実現。塔状比が大きい建物
の全体曲げ抑制とブレースが取付く柱の剛性を上げるため CFT 柱
を採用。
（耐火）独自に大臣認定を取得した「CFT 造柱薄肉耐火被覆工法」の採用によ
り、耐火被覆厚を一般的な半湿式工法に対して半分以下に低減。
（施工）充填コンクリートは Fc42 ～ 60 N/㎜ 2 を採用。圧入口直近の配管の
圧力管理。CCD カメラでコンクリートの充填を管理。さらに長方
形断面 CFT柱の圧入時の変位計測を実施し、はらみを防止した。
（普及）
構造計画の可能性拡大に貢献。
内観
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目 黒 セ ン ト ラ ル ス ク エ ア

建 築 主：目黒駅前地区市街地再開発組合
設 計 者：株式会社竹中工務店
施 工 者：株式会社竹中工務店
建物概要：建築場所：東京都品川区上大崎 3 丁目
建築用途：事務所
（5 ～ 27階）
、商業施設
（1 ～ 3階）
、他
階
数：地下 2 階、地上 27階、棟屋 2 階
建築面積：6,041.68 m2
延床面積：73,170.42 m2
軒
高：118.45 m
最高高さ：125.55 m
主体構造：地下 RC 造、SRC 造
地上 柱：CFT 造
（Fc60、Fc42 N/㎜ 2）
、S造
梁：S 造
◇設計趣旨：JR 目黒駅前地区内の大半を占める遊休化した東京都交通局バス
車庫跡地を核に、周辺市街地を含めて一体的な整備を進め、新た
な街を創出する市街地再開発事業として計画した。計画の超高層
建物 3 棟の内１棟のオフィスビルである。低層部には3層吹き抜
けの公共空間である「文化の広場」が設置されている。
◇選考理由：
（構造）
部材長 17m の柱を実現するため、高強度鋼材 HBL440 を使用した溶接
四面ボックスにFc60 N/㎜ 2 を使用した長柱を開発。また、CFT
柱とロールＨ形鋼梁の接合部にノンスカラップ工法を開発、現場
溶接による性能を改善した。無柱空間実現のため、上部階の重量
を支えるメガトラスを採用し、設備階として利用した。
（普及）
長柱の開発および BCP 鋼管の積極的使用により、CFT 造柱の適用拡
大に貢献。

外観

内観
撮影：
（株）ミヤガワ 伊藤まどか

ＳＨＩＢＵＹＡ ＣＡＳＴ．
（ 渋谷キャスト）

外観

内観
撮影：川澄・小林研二写真事務所

28 ● 新都市ハウジングニュース Vol.90 2018. 秋

建 築 主：渋谷宮下町リアルティ株式会社
設 計 者：株式会社日本設計・大成建設株式会社一級建築士事務所共同企業体
施 工 者：大成・東急建設共同企業体
建物概要：建築場所：東京都渋谷区渋谷 1丁目
建築用途：店舗、事務所、共同住宅、集会場
階
数：地上 16 階、地下 2階、塔屋 2 階
建築面積：約 2,553 m2
延床面積：約 34,980 m2
軒
高：65.94 m
最高高さ：70.79 m
主体構造：地下 SRC 造
（一部 RC 造、S 造）
地上 柱：CFT 造
（Fc60N/㎜ 2）
梁：S 造
◇設計趣旨：クリエイターのための職・住・商の複合施設であり、地域の活
性化に「交流」と「発信」を生み出す施設として計画した。建物を
道路より 30ｍ余りセットバックさせ、敷地面積の約 25％に当た
る 1300 m2 程度の広さを持つ広場「渋谷キャストガーデン」を創
出し、多くの人を受け入れ、多様なイベントを開催できる場所を
提供している。中層から高層部は、季節や時間、天気などにより
刻々と変化するファサードを、プレキャストコンクリートカーテ
ンウォールとアルミルーバーで演出した。
◇選考理由：
（構造）
超高層上層の居住部とそれ以下の階の事務所部の柱スパンの切替え
にトラス梁を採用。事務所部に CFT 柱を使用し、最大 14.4m ×
26mスパンの無柱執務空間を実現した。
（施工）
ダイヤフラムが 6 枚以上ある仕口部はモックアップによる圧入実験を
実施。CCD カメラでのコンクリート充填、圧入管の圧力、生コン
車の位置情報を一元管理した。
（普及）
構造計画の可能性拡大に貢献。

アーバン・ハウジング・フォーラムの開催
■平成 30 年度第 2 回開催報告
平成 30 年度第 2 回アーバン・ハウジング・フォーラムを下記の要領で開催しました｡

～異業種協働の広報活動「ファンタジー営業部」の報告と今後～
「ファンタジー営業部」は、前田建設工業（株）がアニメ、マンガ、ゲームといった空想世界に存在する、特徴ある建造物を本当
に受注し現状の技術および材料で建設するとしたらどうなるか、について工期、工費を含め検討する夢あるプロジェクトです。今
回、このファンタジー営業部の創設者である前田建設工業（株）の技術研究所インキュベーションセンター長である岩坂 照之
様をお迎えし、発足の経緯や苦労されたこと、良かったこと等についてお話を伺いました。
記
テーマ：異業種協働の広報活動「ファンタジー営業部」の報告と今後
講

師：前田建設工業株式会社

技術研究所

インキュベーションセンター長

日

時：2018 年 8 月 23 日（木） 15:00 ～ 17:00

場

所：協会会議室（参加者 : 20 名）

岩坂

照之様

ご講演は
15 年以上前からオープンイノベーション形式で異業種協
働を実現してきた「ファンタジー営業部」における設立まで
の苦労、連載時の運営手法、そして「リアルファンタジー営
業部」として位置づけられている、来年オープンの前田建設
新技術研究所イノベーションセンターの概要についてお話を
いただきました。
とくに、著作権という大変な問題をどうやって解決した
か、ファンタジー営業部の活動開始までの社内上層部の説
得、他業種の方の説得など各場面場面で大変なご苦労され
ながら進めていったことを、大変興味深く伺うことが出来ま
した。講演の後、活発な質疑応答が行われ、有意義な時間
を頂きました。

ロボット救助隊制服
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1

当協会会長交代

会長就任の挨拶
河野 晴彦

一般社団法人 新都市ハウジング協会 会長(大成建設株式会社 専務執行役員)

松井 達彦

一般社団法人 新都市ハウジング協会 前会長(大成建設株式会社 顧問)

会長退任の挨拶

特集

新都市ハウジング協会 協会活動・成果報告

レポート

宇宙戦艦ヤマト建造基地工事工程

設備システム部会活動成果報告
設備システム部会 部会長

団栗 知男

3

（大阪ガス株式会社）

CFT造普及委員会活動報告
CFT普及委員会 委員長

依田 博基

6

（株式会社久米設計）

都市居住研究委員会活動成果報告
都市型住宅分科会 主査

森本 修弥

8

（株式会社日本設計）

建築基礎WG活動成果報告

10

成原 弘之 （大成建設株式会社）
奥村 豪悠 （株式会社竹中工務店）
小島 宏章 （株式会社大林組）
杉山 智昭 （大成建設株式会社）

建築基礎WG 主査
建築基礎WG
建築基礎WG
建築基礎WG

宇宙戦艦ヤマト発進基地工事計画

住棟インフラ整備に関する検討
住棟インフラWG 副主査

安達 好和

18

（株式会社アルク一級建築士事務所）

活 動 記 録

2018.7/1 〜 9/30

地方都市における立地適正化計画に対応した
総会・理事会
● 総会
集合住宅等整備モデルのケーススタディ
● 理事会

20

立地適正化計画における拠点をモデルとした
次世代分散型エネルギーインフラシステムの計画検討

22

平成30年度CFT構造賞受賞作品

24

・ＣＦＴ造構造設計法研究会
7/3 9/14
・ＣＦＴ造耐火設計法研究会
・ＣＦＴ造施工技術研究会
運営委員会・幹事会関係
● CFT造施工管理技術者更新講習
技術インフラWG オブザーバー 近角 真一 （株式会社集工舎建築都市デザイン研究所）
● 運営委員会
7/4 8/8 9/12
● CFT造設計/施工講習会
● 表彰選考委員会
都市居住研究委員会関係
・ＣＦＴ構造賞選考部会
● 都市居住研究委員会
7/19
● 広報部会
7/23
● 都市環境研究会
・ＨＮ編集委員会
7/10 8/29 9/19
･マンションLCP分科会
7/19 8/28
・
ＩＮ編集委員会
● 住宅計画研究会
技術インフラWG
主査 山﨑 雄介 （芝浦工業大学客員教授）
● 調査研究発表会
7/5
・次世代住空間分科会
7/9 8/27 9/10
● 知的財産権部会
7/27
・都市型住宅分科会
7/12 8/9 9/13
● 情報・担当者連絡会
● エネルギーシステム研究会
7/30 9/20
● 設備システム部会
長寿命建築システム普及推進委員会関係
● 耐火構造技術研究開発部会
7/5 8/2 9/13
● 普及推進委員会
ＣＦＴ造普及委員会関係
● 普及推進幹事会
8/30
● ＣＦＴ造普及委員会
7/11 8/9 9/19
長寿命建築システム普及部会
表紙：グローバルゲート／ JRゲートタワー／日
● ＣＦＴ造適合部会
建築基礎WG
7/20
活動ニュース／活動記録ほか
本青年館・日本スポーツ振興センター
● ＣＦＴ造耐火設計部会
7/5 9/13
技術インフラWG
7/24 8/28 9/28
ビル／日比谷パークフロント／赤坂イン
● ＣＦＴ造施工部会
7/9 7/23 8/6 8/29 9/10 9/26
長期優良住宅等検討部会
ターシティAIR（写真右から）
● ＣＦＴ造施工管理技術者制度部会
7/12 8/3 8/30
● 調査研究報告会
● 技術普及小委員会
受託共同研究委員会関係
裏表紙：大阪商工信用金庫本店／ GINZA
● CFT造技術基準等小委員会
● 既存集合住宅･調査補修方法等研究委員会
9/21 ング／目
SIX ／神宮前タワービルディ
● CFT造研究開発小委員会
7/11
黒セントラルスクエア／ＳＨ
Ｉ
ＢＵＹＡＣＡ

29

ＳＴ．
（渋谷キャスト）
（写真右から）
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H30. 7月 5日

住宅局総務課企画官

矢吹

周平

土地・建設産業局建設市場整備課労働資材対策室長

H30. 7月 15日

住宅局住宅総合整備課長

石坂

聡

住宅局安心居住推進課長

H30. 7月 15日

住宅局安心居住推進課長

多田

治樹

関東地方整備局建政部長

H30. 7月 16日

住宅局住宅生産課建築環境企画室長

宿本

尚吾

豊島区副区長

H30. 7月 16日

住宅局市街地建築課市街地住宅整備室長

山下

英和

住宅局住宅生産課建築環境企画室長

H30. 7月 25日

住宅局総務課付

寺内

智史

住宅局総務課民間事業支援調整室課長補佐

H30. 7月 25日

住宅局総務課民間事業支援調整室課長補佐

西山

直人

住宅局住宅総合整備課企画指導係長

H30. 7月 27日

住宅局長

石田

優

大臣官房総括審議官

H30. 7月 31日

大臣官房審議官
（住宅局担当）

小林

靖

首都高速道路株式会社経営企画部長

H30. 7月 31日

住宅局総務課長

笹川

敬

農林水産省農村振興局整備部防災課長

H30. 7月 31日

住宅局総務課証券化支援対策官

髙宮

茂隆

長崎県企画振興部参事監兼土木部参事監

H30. 8月 1日

住宅局住宅生産課建築技術政策分析官

釜谷

智弘

独立行政法人都市再生機構ストック事業推進部次長

本号は私が新都市ハウジングニュースの事

して掲載しておりましたが、内容については概

弱でハウジングニュース用の原稿を書いてい

務局を担当することとなって6冊目のハウジン

要を記載しただけで、詳しいことは読んだだ

ただくこととなるなか、皆様快くお引受けいた

グニュースであり、ようやく編集の仕事に慣

けではわかりにくいものとなっていました。聴

だき、お忙しい中大変な思いをして執筆して

れてきたと思います。毎回いろいろな特集が

講に来ていただいた方には梗概集をお持ち帰

いただき大変感謝しております。これを機に

企画され、結構内容の濃いハウジングニュー

りいただいており、また来られなかった方のた

毎年秋号が協会活動の特集号として発行さ

スですが、協会の活動についてのページが少

めにホームページで内容を見ていただけるよう

れ、会員の皆様が楽しみに待ってくれるように

なく、主に会員の方が読まれているとはいえ、

になっておりますが、もう少し手軽に成果を

なることを編集者として願っております。また、

協会活動をPRした方が良いのではないかと

確認してもらう手段を考えていました。そこで、

今後他の号にも少しずつ協会の活動を掲載

考えていました。一方、協会の研究や委員会

広報部会長やハウジングニュース編集委員長

できるよう検討したいと考えております。最後

の活動成果の発表の場として、調査研究発

と相談し、ハウジングニュース秋号を協会の

に、お忙しい中執筆いただいた委員の方々に

表会が毎年開催され、100 名を超える会員

調査研究発表会の内容を中心とした、活動

心から感謝するとともに、今後ともよろしくお

の方に聴講いただいております。この内容は

報告特集号として活用することとなりました。

願いいたします。

毎年ハウジングニュースの秋号に開催報告と

執筆者の方々には、発表会終了から2か月
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