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　新都市ハウジングニュースの秋号を、

協会の調査研究発表会の内容を中心と

した、活動報告特集号として活用する

ことに決めてから、2年目となりました。

　今回も執筆者の方々には、大変お忙

しい中ハウジングニュース用の原稿を執

筆していただき大変感謝しております。

今回は昨年で活動を終了した建築基礎

WGの最後の発表となり、各委員の皆

様にはいろいろな思いを込めて執筆して

いただいたのではないかと思います。

　本年は新しい活動も始まり、来年も

またいろいろな発表が掲載され会員の

皆様のお役に立つことを祈っています。

各委員の皆様には来年もよろしくお願い

いたします。

（吉田　裕）
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設計・計画のための超高層住宅総合評価システムの試行

株式会社　日本設計　建築設計群　シニアアーキテクト

森本　修弥

　超高層住宅を取り巻く環境では、阪神・淡路大震災と東

日本大震災を契機として、資産価値としての建物本体の堅牢

性から、罹災後の生活継続性、そして地域との防災面での

連携へと要求が変化した。一方、事業成立のための高密度

化、商品としての競争力激化、少子高齢化の進展の中での

多世代への対応など要求が高度化、多様化している。

　都市型住宅分科会では、基本設計段階での設計者のため

に、超高層住宅のあるべき将来像を導く道標を示すことを目

的として、計画内容を多角的に評価するシステムの構築に取

り組んできた。今回は、前年度に引き続き、仮構築した評価

システムのテストランなどを通じて課題を洗い出し、さらに精

度を高める検討を継続している。

　具体的なシステム構築は、前年度と同様に次のような手順

による。

（1）価値向上につながる計画上の配慮項目
　超高層住宅の設計経験のある分科会委員12名へのヒアリ

ングから、表1のように、価値向上につながる計画上の配慮

項目を83項目抽出した。

（2）配慮項目実施の判断基準となる評価側面
　同じ委員12名へのヒアリングから、表2のように、配慮項

目の実施の判断基準となる36の評価側面を抽出した。

（3）配慮項目の実施が評価側面に与える影響
　同じ委員12名への調査により、配慮項目の実施が評価側

面に与える影響について、5段階評価での回答を得た（表3）。

たとえば、配慮項目での「免震構造の採用」の実施が、評価

側面での「耐震性」に対し、非常に好ましい影響と感じた場

合は＋2点となる。

（4）配慮項目の実施を評価する10の評価軸
　評価側面の相互関係を把握するため、前項の影響度調

査結果をもとに、評価側面間の相関係数を距離係数に変換

し、多次元尺度構成法により評価側面を図１のように3次元

空間内に付置した。別に行った因子分析において同じ因子

に属するグルーピングも重ねた。仮に命名すると評価側面は、

立地環境、地域貢献、モビリティ、維持管理、長寿命、地球

環境、安心・安全、ステータス・居住環境、ヒューマニティに

10分類され、この順に円環状で並んでいることが視覚的に

把握できる。この10分類を10の評価軸と考えた。

（5）配慮項目の実施度合いの得点化
　配慮項目の実施状況の評価は、Sランク（大変充実：+2

点）、Aランク（充実：+1点）、Bランク（標準：±0点）、Cラ

ンク（不足：−1点）とした。この基準は委員の合議によるが、

実態調査に基づくものもある。システムのユーザーは表4の

ように、配慮ランクのみを選択する。

（6）ユーザーが入力した得点の処理
　各評価得点は、表3で行った影響度調査の平均回答値を

各軸に割り振り、重み付け係数とした。図2のようにユーザー

が選択したスコアに重み付け係数を乗じて各軸ごとに再集計

し、図3のようなレーダーチャート図を得る。

　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棟を対象に、評価項目の得点入力を行った。

はじめに

評価システム構築の手順

既存建物によるシステムのテストラン

（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）、釜石市上中島町災害復興公営住宅（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）。

都市居住研究委員会の活動成果報告

設計・計画のための超高層住宅
総合評価システムの試行
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表1　超高層住宅の価値向上のための配慮項目
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設計・計画のための超高層住宅総合評価システムの試行

1）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。

2）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。

　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。　

　課題としては、

1）評価システムの前提となる配慮項目、評価側面、影響度

調査では、回答者を変えても同様の結果が得られるのか、

2）計画の意図と評価結果がかけ離れていないか、

3）技術の進歩と要求の変化に追随できるかである。

　回答者群を複数用意しての比較検討、テストランの繰返し

による検証、定期的メンテナンスがそれぞれの課題解決に必

要となる。

　委員の様々な見解の中に共通項を見出す手段として、多変

量解析手法を用いたが、過度にそれに依存することなく、多

くの実態調査やヒアリングからデータやその解釈を得ること

が重要であると考え、作業に着手している。

　超高層住宅は、その多くが計画時点で都市開発諸制度の

適用による容積率制限緩和の措置を受けているので、その

恩恵の見返りとなる地域への貢献は必要である。将来的に

は分科会での調査研究の成果として、このシステムによる評

価を許認可の要件に連動させることも視野に入れている。
※この報告は日本建築学会大会（森本、青山、清水（2019））に基づいている。

まとめ―課題と展望

図2　評価得点の処理方法

図1　評価側面間の類似度からの評価軸抽出

総合評価テストラン結果
図3　既存建物を対象としたテストラン結果

表4　システム入力フォーマット（部分）

表2　配慮項目実施の判断基準となる評価側面

表3　配慮項目の実施が評価側面に与える影響
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先進的技術インフラシステムを活用する都市域における

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　所長

近角　真一

　技術インフラWGでは毎年課題解決型の集合住宅モデルを提
案してきているが、平成30年度はSDGｓモデル都市を提案した。
SDGｓは、既によく知られているように国連が掲げる国際目標で、日
本でも多くの省庁で取り上げているが、私達の研究チームは環境
未来都市を推進してきた内閣府の「SDGｓ未来都市」及び「自治
体SDGｓモデル事業」との対応関係を押えながら、独自のSDGｓモ
デルプランを検討した。
　日本の都市再生の課題エリアを大都市圏と地方圏に大別し、
今年度は大都市圏で都市再生に関わるSDGｓモデルプランの検
討を行なうこととした。
　人口集中地域（DID）が域内に広がる首都圏の東京・神奈川・
千葉・埼玉の4都県からDID地域の中心から半径10 ～ 20kmの
範囲内にある川崎市、町田市、台東区の3区市を選定し、それぞ
れ高密度、中密度、低密度の都市再生モデル用地を抽出した。

　川崎市の幸区小向（こむかい）周辺地区は約20ｈaの工場用
地で、その周辺をぎっしりと低層の住宅地に囲まれている。自治
体の街づくりの方向としては研究開発型産業への転換を目指すと
してあるが、私達の研究チームは、大規模住宅開発を導入し、住
宅都市として純化する方向へ進むべきであると判断し、以下の提
案を行った。

　東西に延びる高層住棟群を南北2列に配置して、2,400戸の高
層街区を作り出す計画とした。2列の住棟群の間には小高い丘状
の盛り土を作り上部に樹林帯を形成し、その中央付近に直交する
形でショッピングプラザを配置した。
　住棟の低層部（10階まで）は革新的構造材料を用いた基盤建
築物とし、螺旋状スロープ車路（1階～10階）にクラスター状に取
りつくように配置し、奇数階の廊下部分を車で自走し、玄関まで
直接アクセスできる住戸と、偶数階はそこから徒歩で1階登ってア
クセスする住戸を組み合わせた。

都市再生に係る SDGｓモデルプラン

高密度新生活拠点形成モデル

（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： 「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）

図4　高密度モデルパース

図1　首都圏のDID地域 図2　DID地域10 ～ 20km圏 図3　高密度モデル平面図・断面図
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集合住宅等整備モデルのケーススタディ

 　低層部の屋上部分にあたる11階は緑地広場とし、その上方に
伸びる12階から27階までの高層部分は木造架構のタワーが2本
づつペアでならびスカイラインを構成している。
　4本の螺旋状スロープを経て車路は樹林帯の盛り土の下部を
通って国道1号線に結ばれる。このアクセスシステムは住民が車
で住棟にアクセスするルートであるばかりでなく、樹林帯の上部空
中からアクセスするドローン等のエアモビリティシステムのルートにも
なっている。

　町田市でのモデル用地は、住民の高齢化と建物の老朽化が併
せて進行する中層団地である藤の台団地を選定した。
　この団地は高低差のある丘陵地にあり、その最も低い部分に唯
一の公共交通網であるバス便が着く。大多数の住民は高低差の
ある長い坂道を登って住棟の1階に到達し、そこからさらに５階分
の階段室を上らなければならない。このアクセス環境を改善する
ため、5階建の丁度中間の3階部分に複数棟に跨って歩行者デッ
キを設置すれば、1つのEVシャフトで複数棟のバリアフリー化が
実現できる。1階、3階は接地型のフラットを、2階には準接地型の
フラットを、4階にはメゾネットを計画すればアクセス条件は大幅に
改善する。
　検討の結果、賃貸住戸1,420戸50棟の内、約半数の住棟に歩
行者デッキとEVシャフトを設置することで4割の住戸のバリアフ
リー化が達成できることが判った。
　建物の老朽化の改善と同時に温熱環境の向上が図れれば高
齢者にとって住みやすい住環境が実現できる。歩行者デッキの下
部には水素配管を布設し、住棟単位で燃料電池を設置しエネル
ギーインフラとする。

　台東区で検討した3つ目のモデル用地は、戦前からの木造密集
地域が残る谷中三丁目地区である。
　谷中地区には文化財級の建造物が多くある訳ではないが、商
店街や路地裏などに戦前の街並みの雰囲気が戦火を免れて色濃
く残っている希少なエリアである、住んでみたい、商売をしてみた
い、買い物をしてみたい人々が引きも切らず訪れ、賑わっている街
である。
　木造密集地であるため、災害に対しては無防備で、都市計画的
手法で道路を拡幅し、建物の不燃化を進めようとすると、街の魅
力そのものが失われ、寂れてしまう恐れがある。
　私達の研究チームは、地区の安全性確保と路地の魅力の保全
の両方の同時的実現をめざし次のような案を検討した。路地の幅
員を拡幅せずに、路地の下部に防災用の共同溝を設置するアイデ
アである。
　共同溝のインフラは幅1.8ｍとし、共同溝の内部に消火管を設
置し、非常時にはそ
こに取りつけた消
火ポンプを稼 働さ
せ、共同溝の両サイ
ドに取りつけたドレ
ンチャー消火設備に
よって路地に面した
建築物前面に水幕
を張って、消火や延
焼防止に役立てる。

　都市域においては、一定の生活水準を満たし得ない多くの既
存インフラを抱え込んでおり、その改修を一気に進めることは現実
的な都市再生方策には成りえない。防災対策と脱炭素化を目指
した先進技術インフラの付加的導入を目指すことが有効な方策で
あり、そのための整備手法を確立していくことが重要である。都
市構造のインフラの既設部分と新たに付加される新設部分を合
体させる形で街区再編を図っていくことを目指したい。

低密度モデル木密住宅地再編計画

今後の展開に向けての課題

中密度郊外団地再生モデル

図5　中密度モデル平面図・立面図

図6　中密度モデル断面図

図9　低密度モデル平面図

図8　防災用共同溝断面図

図7　中密度モデルパース
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技術インフラWG活動成果報告

長寿命・低炭素建築・住宅を普及するため
の先進的技術インフラシステムの検討

芝浦工業大学　連携大学院　客員教授

山﨑　雄介

　既存ストックを含む長寿命・低炭素の住宅・建築やそれらに
よって構成される街区・エリアにおいて、さらなる省エネルギー・低
炭素化を推進するには、効率的なエネルギーシステムとともに、移
動物流、資源循環、生活情報などの関連する先進的技術・システ
ムの活用にも対応できるインフラシステムの整備が必要となる。し
かしながら、これらの導入は、エネルギーの効率的利用や低炭素
化に資する一方で、住宅・建築における電力消費量の増大につな
がることが懸念されている。
　本検討では、まず、再生可能エネルギーの導入量が制約され
る都市域において、地域特性・規模を反映した新規・既存エリア
を対象とした整備モデルを設定し、その概要設計とエネルギーシ
ステム計画をもとに、2020年、2030年、2040年における省エネル
ギー・低炭素化等の効果を評価・分析し、先進的技術・システム
を活用したインフラシステムの整備方法を検討することとした。

　「エネルギー革新戦略」、「エネルギー・環境イノベーション戦略」、
「省エネルギー技術戦略2016」、「水素基本戦略」、「空の産業革命
に向けたロードマップ」等から、都市域での利用が予測される先進
的技術・システムを抽出し、ロードマップにおける性能・効率等の
目標およびその実現時期を確認した。また、それらの適用事例を
調査し、現時点における技術の開発目標達成度および課題を確
認した上で、対象技術・システムを絞り込み、整備モデルにおける
利用規模・方法を設定した。
　例えば、次世代交通システムと次世代分散型エネルギーシステ
ムについてはSDGs未来都市計画を策定している富山市において
その実施状況を確認した。水素関連技術については、川崎市臨
海部で取り組まれている川崎水素戦略のリーディングプロジェクト
および神戸市ポートアイランド地区を訪問調査し、水素ステーション、
水素配管、純水素型燃料電池等の技術基準・導入条件等を確
認した。

　今後、IoT/AI・ビッグデータ解析・高速大容量通信制御など先
進情報技術の導入により、従来の予想を超える電力が消費され
る可能性がある。現在、データ通信処理に要する電力消費量の
割合は2020年で10％程度とされている。ここでは低炭素社会戦
略センターのデータ処理量増加によるIT機器、データセンターに
おける電力消費予測にもとづき、それが2030年に3倍、2040年
に6倍になると仮定し、計画における電力消費量を2020年：現状、
2030年：現状の1.2倍、2040年：現状の1.5倍と設定した。なお、
EVやドローン等のモビリティに使用する電力ついては、普及目標
等をもとに年度別電力供給台数を設定して対象エリアの電力需
要に追加することにした。
　

　電力消費量が増加しても大幅な低炭素化を図るために、高密

はじめに

(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。

エネルギーインフラシステムの計画条件の設定

水素導入を前提とした分散型エネルギーシステムの計画

次世代分散型エネルギーシステム
関連技術・適用事例の調査

図１　調査した川崎水素戦略リーディングプロジェクトの例
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特集  新都市ハウジング協会  活動報告

長寿命・低炭素建築・住宅を普及するための先進的技術インフラシステムの検討

度・中密度・低密度の整備モデルの対象地域に適した水素導入
を前提とした分散型エネルギーシステムを計画した。計画にあたっ
ては、地域の超スマート社会（Society5.0）の基盤として設置する
地域エネルギーセンターには水素ステーションを併設するとともに、
EV充電インフラ並びに需給調整やBCP対応を兼ねた大型蓄電
池を導入することを各モデル共通の整備方針とした。
　高密度新生活拠点形成モデルでは、海外生産のCO2フリー水
素を利用し、川崎臨海部より河川沿いにパイプラインを敷設して
搬送し、エリア水素ステーションに蓄積して純水素燃料電池に分
配する計画とした。再生可能エネルギーとしては住棟屋根面及び
エリア中央部に帯状に設けたソーラー樹林帯の太陽光発電と住
宅バルコニー面に設置した太陽熱利用を、未利用エネルギーとし
ては計画地全面で地中熱を採取し利用する計画とした。

　中密度郊外型団地再生モデルでは、水素は近傍の水素貯蔵
基地より車両で搬送し、水素ステーションに蓄積し、新たにネット
ワーク状のインフラとして設置した歩行者デッキの下部に水素配管
と純水素燃料電池を配置して利用する計画とした。併せて住戸
の需給調整用蓄電池を歩行者デッキ下部に分散配置して、エネ
ルギー需給変動に対応することとした。再生可能エネルギーとし
ては住宅の屋根面・壁面に取り付けた太陽光発電・太陽熱利用
を、未利用エネルギーとしては歩行者デッキの支柱を通して採取
した地中熱を利用する計画とした。

　低密度木造住宅密集地再編モデルでは、水素は湾岸部の水
素貯蔵基地より車両で搬送して水素ステーションに貯蔵し、トレン
チ型共同溝のネットワーク内に分散格納した純水素型燃料電池
に供給する。木造住宅密集地域であることから水素貯蔵には規

制が比較的少ない水素吸蔵合金を利用する計画とした。また、未
利用エネルギーとしてはトレンチ下部から採取した地中熱を利用す
る計画とした。

　電力消費量の増加とエネルギー関連技術の性能向上の予測
をもとに、一次エネルギー消費量、CO2 排出量、電力自給率を
2020年、2030年、2040年において評価した。

　高密度新生活拠点形成モデルのような新規開発では、水素を
最大限に導入する計画としても、電力消費量が増加すると一次エ
ネルギー消費量が漸増する。したがって、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造・利用技術の開発
推進が望まれる。
　中密度・低密度モデルのような既存市街地の再生・再編では、
再生可能エネルギーだけでなく水素導入量にも限界があるため、
一次エネルギー消費量が大きく増加する傾向にある。したがって、
水素燃料電池ロードマップに示され大規模水素発電の利用を含
めた水素活用インフラを検討する必要がある。

　

　先進的技術・システムを活用するためのインフラ整備においては、
長期的な展望にもとづく整備目標と地域特性に対応した導入方
法・整備指針の策定が不可欠である。2019年度は地方域を対象
に同様の検討を行い、整備目標を検討するとともに、地方域にお
ける導入方法・整備指針をとりまとめる予定である。

まとめとして

計画した次世代分散型エネルギーシステムの評価

図2　高密度モデルのエネルギーシステムインフラ

図4　低密度モデルのエネルギーシステムインフラ

図3　中密度モデルのエネルギーシステムインフラ

図5　年度別一次エネルギー消費量の推移
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建築基礎WG活動成果報告

全体概要

大成建設株式会社　技術センター　都市基盤技術研究部　構造研究室　主幹研究員

長尾　俊昌

　建築基礎WGは、「一般社団法人 長寿命建築システム普及推

進協議会」が行う“長期優良住宅等建築基礎技術基盤高度化

研究”を推進するため、一般社団法人 新都市ハウジング協会に

設置された組織であり（図1参照）、平成27年度に活動計画を

策定、実質3年間の活動を行った。本報告では平成30年度の

活動概要および全体成果の概要について述べる。

　建物の長寿命化を実現するため、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発が積極的に推進され

てきたが、研究対象は上部構造に限定さ

れ、建物を地盤で支持する杭基礎や直接

基礎などの基礎構造は、研究の対象に含

まれなかった。また、建築基準法では、基

礎構造の耐震設計は建物の供用期間中に

数回遭遇する稀に発生する地震動（レベル

1）に対する安全性の検証が義務付けられ

ているのみであることから、一般的な建物

においては極めて稀に発生する地震動（レ

ベル2）に対する検討は実施されていない。

建物の長寿命化を実現するためには、上

部構造を支える基礎構造についてもレベル

2の地震動に対する健全性や耐久性の確

保は、上部構造と全く同様であることはい

うまでもなく、基礎構造が損傷した場合に

は、それが地中に存在することによる損傷

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。

　本調査研究は上記の背景を受けて実施

されたものであり、長期優良住宅等の長寿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計手法の高度化に資

する取り組みを行うことを目的とした。

　本調査研究では、地盤と基礎構造の非線形相互作用を考慮

した基礎構造の応力・変形の評価法構築ならびに基礎構造の

性能の明確化を2本の柱と位置づけ、3つの項目（項目1：動的

相互作用を考慮した建築基礎の応答評価、項目2：杭支持層が

傾斜した地盤に立地する建物の地震応答評価、項目3：場所

打ちコンクリート杭の構造性能の評価）について検討を実施した

（表1）。平成30年度のそれぞれの活動概要は以下の通りである。

はじめに

（ながお　としあき）
1985年東京工業大学大学院総合理工学研究科修士課程修了。1985年大成建設株式会社入社。
博士(工学)・技術士(建設部門・総合技術監理部門）・一級建築士。

研究の背景と目的

調査研究の概要

図１　長寿命建築システム普及推進事業の実施体制

連携

一般社団法人
新都市ハウジング協会
（略称：新都市）

長寿命建築システム普及推進幹事会

長寿命建築システム普及推進委員会

長寿命建築システム普及部会

長期優良住宅等検討部会

住棟インフラＷＧ

技術インフラＷＧ

建築基礎ＷＧ

総会

理事会

事務局会長

長寿命建築システム普及部会

一般社団法人
長寿命建築システム普及推進協議会

（略称：長建協）

※1：住宅建築技術高度化・展開推進事業
※2：環境・ストック活用推進事業

次世代分散型エネルギーシステム
技術基盤整備研究委員会

長期優良住宅等住棟インフラ整備
研究委員会

長期優良住宅等建築基礎技術基盤
高度化研究委員会
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特集  新都市ハウジング協会  活動報告

建築基礎WG 活動成果報告  全体概要

項目1：軟弱地盤上に建つ杭基礎で支持された板状の集合住宅

（中高層の耐震建物）の地震応答評価を目的として、地盤と杭の

動的相互作用を考慮した遠心模型実験を実施した。本年度は、

よりロッキング動による影響が強く表れるように、上部構造物の

重心位置をさらに高くした場合と、杭の支持層下に軟弱粘土地

盤がある（いわゆる2層地盤）場合について動的遠心模型実験

を行った。また、3次元FEMモデルを用いて、それらの再現解

析を実施した。

項目2：杭支持層の傾斜方向に長辺を持つ杭基礎建物の地震

応答評価を目的として、地盤−基礎−建物連成を考慮した遠心

模型振動台実験と3次元FEMモデルを用いた非線形地震応

答解析を実施した。本年度は、表層地盤を軟らかくすると共に、

上部構造のねじれ応答も検討可能な条件で、入力時振動レベル

を変えた振動実験を行った。

項目3：極大地震時における杭基礎構造物の杭体のうち場所打

ちコンクリート杭の構造性能評価のため、実大スケールに近い直

径80cmの太径かつ高強度コンクリートを用いた場所打ち杭試

験体に対して構造実験およびFEM解析を実施した。本年度は、

コンクリート圧縮強度を昨年度の60N/mm2 級から上下となる42

および80N/mm2の2種類に設定し、圧縮軸力の異なる各々 2

体計4体の実験および解析を実施した。

　各項目の成果については、本報告に続く3件の報告を参照頂

きたい。

　全体の成果概要として、項目毎に得られた知見（杭基礎の耐

震設計における留意事項）を以下に示す。

項目1：動的相互作用を考慮した建築基礎の応答評価
1. 地震時の杭軸力は、上部のみの地震時解析から求まる軸力

だけではなく、他の位置の杭頭曲げモーメントによる増分を考慮

する必要がある。

2. 基盤で大きな入力加速度を想定した地震動でも、軟弱粘性

土地盤では、地表面での増幅率は大地震時に小さくなる傾向が

あることから、非線形性を考慮した地震応答解析を行うことで

合理的な設計が可能となる。

3. 表層が液状化する地盤の場合、一般的に杭応力は大きくなる

と考えられているが、入力地震動と応答系の関係によっては地

表面および建物の応答加速度、杭応力が小さくなることがあり、

建物―杭―地盤の動的相互作用を考慮することで、合理的な設

計が可能となる。

項目2：杭支持層が傾斜した地盤に立地する建物の地震応答評価
1. 傾斜支持地盤上の表層地盤の地震応答は、地層境界部で

の地震波の屈折や表面波との干渉のため、成層地盤より大きく

なる場合がある。

2. 短杭と長杭を併用する場合、短杭に水平力が集中しやすくな

るとともに、杭基礎全体の靭性が低下するため、杭ごとの荷重

分担に配慮した設計を行うことが望ましい。

3. 異なる長さの杭を併用すると、地震時に、偏心によるねじれ応

答が生じ、地震の入力方向と直交する方向にも杭応力が少なか

らず発生するため、耐震設計時の配慮が必要である。

項目3：場所打ちコンクリート杭の構造性能の評価
1. 場所打ちコンクリート杭の曲げ終局耐力は、コンクリート強度

がFc80までと比較的高くても、RC規準式等の既往の評価式で

概ね評価できる。

2. 杭断面に作用する圧縮力が釣合い軸力を超える範囲において、

圧縮力と水平力が同時に作

用すると、終局耐力到達後

の水平変形の進行過程に

おいて早期に破壊が生じる。

3. 上記の破壊現象におい

ては、圧縮軸力比が高いほ

ど、また同じ圧縮軸力比で

あればコンクリート強度が

高いほど、靭性の低下傾向

が著しい。

　上記の知見が広く認知さ

れることで、学会等の指針

やガイドライン、ひいては法

令等にも成果が反映される

可能性がある。その結果、

基礎の性能設計か高度化

され、長寿命建築の実現と

普及が促進されることが望

まれる。

活動成果の概要

表１　研究開発全体スケジュール

年年 度度
実実施施項項目目

２２００１１５５
HH2277

２２００１１６６
HH2288

２２００１１７７
HH2299

２２００１１８８
HH3300

１１．．動動的的相相互互作作用用をを考考慮慮ししたた基基礎礎のの応応答答評評価価
• 遠遠心心模模型型実実験験（（フフェェーーズズ１１））
• 遠遠心心模模型型実実験験（（フフェェーーズズ２２））
• 遠遠心心模模型型実実験験（（フフェェーーズズ３３））

２２．．傾傾斜斜支支持持地地盤盤立立地地建建物物のの地地震震応応答答評評価価
• 遠遠心心模模型型実実験験（（フフェェーーズズ１１））
• 数数値値解解析析，，実実験験計計画画（（フフェェーーズズ２２））
• 遠遠心心模模型型実実験験（（フフェェーーズズ２２））

３３．．場場所所打打ちちココンンククリリーートト杭杭のの構構造造性性能能評評価価
• 構構造造実実験験計計画画・・FEM解解析析
• 構構造造実実験験（（フフェェーーズズ１１））
• 構構造造実実験験（（フフェェーーズズ２２））

４４．．技技術術資資料料のの作作成成

• 杭杭基基礎礎設設計計にに関関すするるガガイイドドラライインン（（提提言言））

年年度度実実施施予予算算（（千千円円）） 4,000 28,800 36,000 45,000

合合計計実実施施予予算算（（千千円円）） 113,800

～H27：国土交通省住宅市場整備推進等事業
Ｈ28～Ｈ30：国土交通省住宅市場整備推進等事業（住宅建築技術高度化・展開推進事業）
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動的相互作用を考慮した
地震応答評価

株式会社竹中工務店　技術研究所　地盤・基礎部　研究主任

奥村　豪悠

　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、
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
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方
法である（図1）。

　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（図2）。これは、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常時軸力
を上回った際に、複雑に建物応答が変化することが考えられ
るためである。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。実験ケース一覧を表1に示す。
平成28年度では、模型地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、表層に液状化層がある場合を
検討した。平成30年度はより背の高い模型を用い、大きな
変動軸力を生じる場合と、支持層直下に軟弱粘土層が介在
する、いわゆる二層地盤の問題を検討した。

　実験は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。実験模型の概要を図
3に示す。振動実験により得られた結果のうち、最大振動台
加速度600Gal加振における杭頭部のM-N相関図を図4に

はじめに

全体計画

（おくむら　たけひろ）
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。

遠心模型実験

写真1　遠心載荷実験装置

回転半径：約7m

図1　遠心模型実験概要 図2　想定建物

40
m

モデル化範囲
（2スパン分）

構造
張間方向：連層耐震壁構造
桁行方向：ラーメン構造

重量
長期杭軸力：約9 MN/本

固有周期
１次：0.412 秒
２次：0.138 秒
３次：0.084 秒

場所打ちコンクリート杭
設計基準強度：33 N/mm2
軸部径：1.5 m
拡底径：2.2 m
先端深度：GL-20 m

Ca
se

実験
実施年

構造物模型 支持層 液状化層 解析実施年

底面離隔 ｾﾒﾝﾄ添加 2層地盤 作製方法 ｼﾞｮｲﾝﾄ
なし

ｼﾞｮｲﾝﾄ
あり

1-0

H28

－ － － － － －

1-1 低 － － － － H28 －

1-2 低 ○ ○ － － H29 H30

2-0

H29

－ ○ － ○ 空中落下 H29 －

2-1 低 － ○ － ○ 空中落下 H29 －

2-2 低 － ○ － ○ 湿潤締固め H29 －

3-1
H30

高 ○ ○ － － － H30

3-2 高 ○ ○ 〇 － － H30

表1　実験ケース一覧
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示す。表層地盤
が液状化する場
合（図3 b））、建
物 応 答 加 速 度
が頭打ちになり
構 造 物 慣 性 力
も頭打ちになっ
た。 その ため、
杭に生じる変動
軸力は減少した
が、地盤反力も
小さくなったため、
杭頭曲げモーメ
ントは液状化し
ない 場 合（図3 
a））と同程度となった（図4 a）、b））。基礎固定条件での固
有周期は同じでも、背の高い建物の場合（図3 c））、背の低
い場合（図3 a））に比べ建物−杭−地盤系の固有周期が長
くなることにより、建物頂部の応答が減少した。しかし、建物
の並進運動と回転運動とのずれが大きくなることにより、杭
頭曲げモーメントは同程度かやや大きくなった（図4 a）、c））。

　遠心模型実験のシミュレーション解析として、3次元FEM
モデルを用いた時刻歴非線形解析を行った。解析モデルの
概要を図5に示す。特に平成30年度においては、Case1-2に
おいて杭と地盤の剥離や滑りを再現するために、杭周面（先
端を含む）にジョイント要素を設けた（図5 b））。解析結果
のうち代表的なものとして、最大振動台加速度600Gal加振
時の建物頂部加速度と、P2杭の変動軸力の時刻歴を図6に
示す。ジョイント要素を設けることにより、設けない場合に比
べ再現精度が向上することを確認した。また、入力加速度
600Galの極大地震動に対しても地盤剛性の非線形性、杭と
地盤の境界の非線形性を考慮することにより、軟弱粘土地
盤との動的相互作用を考慮した建物応答や杭応力を評価で
きる可能性があることが分かった。

　3か年にわたる一連の研究により、建物−杭−地盤系の動
的相互作用を考慮することで、より合理的な基礎の設計を行
うことができる可能性が示された。しかしながら、本研究は
数多くある設計条件の中でも、特定の範囲を抽出し確認した
ものに過ぎない。今後は更なる実験および解析を実施し、異
なる条件（例えば地下階の存在や、卓越周期や位相特性の
異なる入力地震動）における建物応答や杭応力を確認してい
く必要がある。

おわりに

数値解析

図5　3次元FEM解析モデル概要 
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0

珪砂

粘性土

20
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（ソリッド要素）

杭（アルミ）

建物（鉄）
スラブ：板要素
柱：梁要素

※寸法値の
単位はm

図6　解析結果の一例（Case1-2　600Gal加振）

図4　M-N相関図（杭頭部）

b） ジョイント詳細
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図3　実験模型概要
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傾斜支持地盤立地建物の
地震応答評価

　杭支持層が傾斜した地盤に立地する杭基礎建物の地震応答

評価を目的として、地盤−杭−建屋連成を考慮した遠心模型実

験と3次元FEMモデルを用いた非線形地震応答解析を実施し

た。本稿では、2018年度に実施した表層地盤応答と上部構造

のねじれ応答に着目した実験と解析について報告する。

　異なる長さの杭を持つ杭基礎中層マンション（杭長6 ～15m、

杭径φ1000のPHC杭8本）を想定して、50Gの遠心場において

入力レベルが異なる地震波を入力する加振実験を行った。

　実験の主要諸元を表1に示す。2018年度は、上部構造のねじ

れ応答と表層地盤の影響に着目するために、2016年度から上

部構造を1層フレーム構造に変更すると共に、表層地盤を軟らか

くした。また、極端に短い杭の影響が強く現れないように、全て

の杭を2m長く（=表層地盤を2m厚く）した。実験模型の概要

図及びセンサ配置図を図1に示す。地盤模型は、剛土槽内に傾

斜角25度の支持地盤をソイルモルタルで製作し、表層地盤を乾

燥砂（8号珪砂）で製作した。建物模型は、上部構造及び基礎

版を鋼材、杭材をステンレス管（SUS304）で製作した。実験模

型を写真1に示す。入力地震波は、乱数位相を持つレベル2相

当の告示波（以後、原波と略記）とし、小地震、損傷限界地震、

中地震、安全限界地震の順に入力レベルを変えて支持地盤の

傾斜直交方向に入力した（原波の0.1, 0.2, 0.5, 1.0倍）。

　実験結果の一例として、安全限界地震での地表と建物2Fの

加速度波形と加速度応答スペクトルを図2と図3に示す。地表

では、表層地盤が厚い1通りの方が、4通りよりも振幅が顕著に

はじめに

遠心模型実験

株式会社大林組　技術本部　技術研究所　地盤技術研究部　副主任研究員

小島　宏章
（こじま　ひろあき）
2000年名古屋大学工学部卒業。2005年名古屋大学大学院環境学研究科博士後期課程修了。
2005 ～ 2012年名古屋大学環境学研究科助手・助教（職名変更）。2013年株式会社大林組入社。博士（工学）。

 2016 2018 

 
 I  1  

 1.73 (Hz) 2.8, 3.1, 3.7 (Hz) 

 
 4, 7, 10, 13 (m) 6, 9, 12, 15 (m) 
 PHC 800  PHC 1000  

 Vs 210 (m/s) 140 (m/s) 

 Vs (E50) 420 (m/s) 520 (m/s) 
 27  25  

 
  ( )  ( ) 
   
 20, 80, 400 (gal) 20, 80, 200, 400 (gal) 
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大きく、位置の違いにより約1.5 ～ 2.5倍の差が現れていた。ま

た、両者で位相差が生じていた。建物2Fでは、地表ほど明確

な差はなくなっているが、加振方向へ並進応答の他、明瞭なね

じれ応答が生じていた。これらの結果は、2016年度に比べ模

型地盤の表層部分を軟らかく、厚くしたこと、及び模型建物を1

層フレームに変更したことと整合している。

　遠心実験の再現解析として、3次元FEMモデルを用いた地盤

−基礎−建屋連成系を考慮した時刻歴非線形地震応答解析を

実施した。解析モデルを図4に示す。上部構造はソリッド要素と

シェル要素でモデル化し、弾性とした。基礎版はソリッド要素で

モデル化し弾性とした。杭は体積を考慮した梁要素でモデル化

し、非線形とした。地盤はソリッド要素でモデル化し、表層地盤

は動的変形試験結果を反映した非線形とし、支持地盤は弾性と

した。境界条件は、地盤の底面と側面を固定とした。

　実験と解析の安全限界地震時の加速度波形を図5に示す。

図5は、表層地盤が厚い1通りの位置での建物2Fと地表につい

て比較している。図5の実験と解析が良く対応していることから、

解析は実験結果を概ね再現できたと言える。

　実験と解析の安全限界地震時の杭の最大曲げモーメント分

布を図6に示す。全体的な分布形状、及びGL-4m程度より浅

い位置までの値は、実験と解析で良く対応している。また、加

振直交方向の曲げモーメント分布も良く対応している。一方で、

GL-4m以深では解析の方が実験より大きな値となっているが、

この差の要因については今後の課題としたい。

　安全限界地震時の14.1秒における変形図を図7に示す。図7

より、地盤−杭−建屋が連成したねじれ応答が発生しているこ

とが分かる。別途、建物応答を詳細に分析した結果、並進応答

とねじれ応答が混在している上、ねじれ中心が移動しながら応

答する複雑な現象が生じていることが分かった。また、今回の

解析では、短い杭ほど杭頭曲げモーメントが大きい傾向が現れて

おり、最も短い杭では、加振方向に生じた杭頭曲げモーメントの

約0.45倍の値が生じていた。

　2016年度と2018年度に実施した遠心実験より、傾斜支持地

盤が表層地盤応答に及ぼす影響と、表層地盤、杭長・杭径、上

部構造の違いが杭応力と建物のねじれ応答に及ぼす影響に関す

る精度の高い実験データを得ることができた。また、2015 ～ 2018

年度に実施した3次元FEM解析を通じて、数値解析による実験

再現性を確認した。これらの結果、傾斜支持地盤上の杭基礎建

物の地震応答評価を行うための基礎資料を得ることができた。

　傾斜支持地盤の杭基礎建物の地震時応答に影響を及ぼす

要因には、傾斜支持地盤の傾斜角、表層地盤の厚さ、非線形特

性、基礎形状、基礎の埋込み、杭仕様（長さ、本数、杭径）、建

物周期などの様々なパラメータが存在するため、今後さらなる検

討が必要である。

まとめ

3次元FEM解析
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場所打ちコンクリート杭
の構造性能

大成建設株式会社　技術センター　都市基盤技術研究部　主任研究員

杉山　智昭

　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800mm）かつ高強度コンクリートを用い
た試験体を対象に、高軸力下における損傷状況や支持力を維持
可能な水平変形限界などを把握することを目的としている。本年度
は、昨年度の60N/mm2級のコンクリートに引続き42N/mm2および
80N/mm2級を用いた場合の構造実験およびFEM解析について
報告する。

　表1に試験体一覧、図1に試験体概要を示す。試験体は、杭頭
部を模擬し、試験区間の上下にパイルキャップに相当するスタブを
有する形状とした。全試験体同一形状で、杭の直径Dは800mm、
主筋比pgは1.03％（18-D19・SD390）、せん断補強筋はスパイラル
形状で補強筋比pwを0.20％（U9.0＠80・1275級高強度筋）とした。
変動要因は、コンクリート目標強度と軸力比η（η＝N ／(Ac・σB)、 
N：軸力、Ac：杭の断面積、σB：コンクリート実強度）とした。コンクリー
ト目標強度は、No.4とNo.5を42N/mm2、No.6とNo.7を80N/mm2

とした。軸力比ηは、No.4およびNo.6が長期相当の一定軸力0.25
とし、No.5およびNo.7が地震時の変動軸力として、No.5が0.50 ～
0.00、No.7が0.40 ～ 0.10とした。No.5およびNo.7は、急激に軸
力保持能力を喪失したNo.2（60N/mm2級η＝0.50 ～ 0.00）に対

して、コンクリート強度を低く、または、軸力比を小さく設定して、変形
能を改善させることを意図した。
　加力は、試験区間上下端が最大モーメントで中央が反曲点となる
ように、2台の鉛直ジャッキで軸力および上下スタブの平行を維持さ
せ、2台の水平ジャッキでせん断力を与えた。せん断力は、変形角
R=±1/800rad. ～±1/25rad.（R=δ／H、δ：水平相対変位、 H：
内法高さ=3200mm）を目標値として正負交番で与え、軸力が保持
できない段階で加力を終了した。変動軸力の試験体は、長期軸
力（η＝0.25）を与えたのち、R=+1/200rad.で最大の軸力比、R=−
1/200rad.で最小の軸力比となる様に変動させ、以降その軸力比を
維持させた。

　図2に最終破壊状況を示す。全ての試験体で部材端部に曲

はじめに

実験概要

（すぎやま　ともあき）
1998年東京理科大学卒業、2003年東京理科大学大学院博士後期課程修了、2003 ～ 2008年東京理科大学ポストドクトラル
研究員・助手・助教を経て、2008年大成建設株式会社入社。博士（工学）。

実験結果概要

図１　試験体形状図(単位㎜ ) 図2　試験体最終破壊状況
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場所打ちコンクリート杭の構造性能

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。軸力が小さいNo.5およびNo.7の負載荷を除き、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最大耐力に至った。
最大耐力以降は、コンクリート圧壊が進展して主筋の座屈が生じ、
No.4（42N･η=0.25）を除きせん断補強筋の降伏・破断が生じて
軸力保持能力を喪失した。軸力が保持できなくなる際の破壊は脆
性的であり、高強度または高軸力になるほど著しい傾向である。
　図3にせん断力Q−水平変位δ関係、図4にQ−δ関係比較を
示す。全試験体でR = 1/800 ～1/400 rad.で曲げひび割れによ
り剛性低下が生じ、その後、R=1/200rad.前後に主筋降伏・コンク
リート圧壊により曲げ降伏・最大耐力に至っている。長期軸力試
験体の耐力低下は、No.4（42N・η=0.25）では生じず、No.6（80N・
η=0.25）ではNo.1（60N･η＝0.25）と同様にR=1/50 ～1/33rad.
で生じた。一方、高軸力試験体は、No.5（42N・η=0.50）でR 
=1/100 ～1/66rad.、No.7ではR=1/100 ～1/66rad.で耐力低下し、
軸力比η＝0.50では42N/mm2級でも変形能が大きく改善せず、ま
た、急激な耐力低下となる軸力比は、コンクリート強度が高くなるほ
ど小さくなる傾向といえる。
　図3中にひび割れ発生荷重および曲げ耐力を折れ点とするTri-
linearの計算値を示した。計算値は、曲げひび割れ強度はRC規
準式、曲げ耐力は多段配筋式、降伏時剛性は剛性低下率を用い
た。計算値は、最大耐力が変動軸力試験体でややばらつきがある
が、実験と概ね対応する結果である。
　図5に部材変形角と軸変形の関係を示した。一定軸力の試験体

（No.6）は、繰り返し加力によって断面両縁でコンクリートの圧壊が
進行し、圧縮応力を負担可能な断面が減少するため、除荷時も軸
変形が徐 に々増加している。一方、高軸力試験体（η＝0.4 ～ 0.5）
は、載荷時に圧縮縁の圧壊と主筋の座屈が急激に生じるため、軸
変位の増大も急激であり、最終破壊の様相が変化している。
　図6に各変形角におけるせん断補強筋ひずみ度を示す。
　ひずみは、軸力比が大きいほど同一変形時で大きく、小さい変
形角で急激に増加している。また、圧縮縁（HE・HW）の増大に

追随するように正面側（HC）が増加する挙動である。したがって、
せん断補強筋が圧縮縁コンクリートおよび主筋座屈を拘束してお
り、降伏(破断)によって拘束が失われることで軸力が保持できなく
なったと判断される。

　挙動の模擬を目的に3次元FEM解析を実施した。コンクリー
ト要素は、6面体ソリッドとし、ひび割れおよび圧縮モデルは前川
−福浦モデルとした。鉄筋要素は、応力度−ひずみ度関係をバイ
リニアモデルとし、主筋要素のみ付着すべり関係を考慮した。図7
にNo.5,6,7のせん断力Q−水平変位δ関係の比較を示す。FEM
解析は、実験結果に対して耐力低下が早期に生じる傾向である
が、剛性・剛性低下状況・最大耐力・破壊性状などが対応しており、
最大耐力前後まで実験結果を概ね再現できている。

 
　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。

まとめ

FEM 解析結果

図7　実験─FEM解析比較

図4　Q－δ関係比較 図5　試験体軸変位

図3　せん断力Q－水平変位δ関係

図6　せん断補強筋ひずみ度
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建築場所：東京都千代田区1-1-2

建築用途：事務所、店舗、文化交流施設、産業創出施設、映画館、駐車場

階　　数：地上35 階、地下4 階、塔屋1 階

建築面積：8,652 ㎡ 延床面積：189,245 ㎡

軒　　高：183.86m 最高高さ：191.46m

主体構造：地下 SRC 造

 地上柱：CFT 造（充填コンクリートFc100、80、60）　梁：S 造

建 築 主：三井不動産株式会社

設 計 者：鹿島建設株式会社

施 工 者：鹿島建設株式会社

◇選考理由：

（意匠）街区融合による2つの名建築(日比谷三井ビルディング、三信ビルデ

ィング）の建替えと、日比谷公園と「見る」「見られる」の関係を

コンセプトに設計。低層商業施設と高層オフィスの複合施設の

ゾーニングがよく考えられている。地域熱源、防災拠点機能を

設置。

（構造）高性能オイルダンパーと座屈拘束ブレースを用いた制震構造の採用

で、長周期地震動へ対応、告示波（極めて稀に生じる地震動）の

1.5倍の耐震性能。低層階の無柱空間を実現するトランスファー

架構。30m長柱。

（耐火）CFT柱の耐火被覆認定により、被覆厚を低減。

（施工）充填コンクリートはシリカフュームセメントでFc100を採用。実機

試験練りにより、目標性能を確認。斜め柱で圧入工法を採用。

建築場所：東京都国分寺市本町三丁目1-1

建築用途：共同住宅（分譲）、物販・飲食店舗、遊技場、事務所

階　　数：地上36 階、地下3 階、塔屋2 階

建築面積：3,967.56 ㎡ 延床面積：57,442.96 ㎡

軒　　高：134.373 m 最高高さ：134.973 m

主体構造：地下　CFT造（充填コンクリートFc120、100、80、60、48）、

S造、RC造

地 上 柱：CFT 造（充填コンクリートFc120、100、80、60、48）、S造、

RC造

 梁：S造、RC造

建 築 主：国分寺市（施行者）、住友不動産株式会社（特定建築者）

設 計 者：株式会社竹中工務店

施 工 者：株式会社竹中工務店

◇選考理由：

（意匠）低層商業施設のフレキシビリティと高層集合住宅の居住性を両立。

（構造）建築計画の実現のため、CFT 柱とRC 柱とを直接剛接合できる新し

い接合構工法（iRSシステム）を開発。充填コンクリートFc120

を採用し、高軸力に対応。

（耐火）CFT柱の耐火被覆認定により、被覆厚を低減。

（施工）モックアップによる充填実験を実施し、圧入工法での立体分岐CFT

柱を施工。

（普及）CFT造の技術的可能性の拡大に貢献。

東 京 ミ ッ ド タ ウ ン 日 比 谷

コ コ ブ ン ジ W E S T （ 西 街 区 棟 ）

2019年度　一般社団法人新都市ハウジング協会 CFT構造賞

低層部

外観

トランスファー架構上部建方

外観
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建築場所：長野県松本市中央2-20-2

建築用途：事務所、店舗

階　　数：地上5階、地下1階

建築面積：1556.04 ㎡ 延床面積：8143.43 ㎡

軒　　高：24.33 m  最高高さ：24.98 m

主体構造：地下 SRC造・RC造、柱頭免震構造

主体構造：地上柱：CFT造（充填コンクリートFc60）、S造　梁：S造

建 築 主：信濃毎日新聞株式会社

設 計 者：株式会社伊東豊雄建築設計事務所

設 計 者：株式会社佐々木睦朗構造計画研究所

施 工 者：北野建設株式会社

◇選考理由：

（意匠）新聞社社員、市民、設計者のワークショップにより、オフィス機能

と市民や観光者に開かれた機能を実現。木質ファサードの採用

で自然光と自然風の取り入れ。

（構造）15.6ｍ格子スパン、地下１階柱頭免震。

（施工）コンクリート充填は地下落し込み、1 ～ 5階を圧入工法。当協会の

技術習得指導、施工計画指導を受けている。CCDカメラでコン

クリートの充填を管理。

（普及）地方建設業者の施工による地方都市へのCFT造の普及に貢献。

建築場所：東京都中央区日本橋2-5-1

建築用途：事務所、百貨店、店舗、集会場、駐車場

階　　数：地上32 階、地下5 階、塔屋1 階

建築面積：5,979.72 ㎡ 延床面積：148,064.65 ㎡

軒　　高：169.466 m 最高高さ：176.666 m

主体構造：地下 SRC 造

  地上 柱：CFT 造（充填コンクリートFc80、60）　梁：S 造

建 築 主：日本橋二丁目地区市街地再開発組合

設 計 者：株式会社日本設計、鹿島建設株式会社

施 工 者：鹿島建設株式会社

◇選考理由：

（意匠）重要文化財（日本橋髙島屋S.C.本館）と周辺街区を取り込んだ一体的

開発。大規模な空中庭園を備えた低層の商業・文化施設と高層

オフィスの複合施設を評価。

（構造）高性能オイルダンパーと座屈拘束ブレースを用いた制震構造。逆打

工法で使用する構真台柱を本設利用したパイルドラフト基礎。

（施工）コンクリート充填は斜め柱を含め、圧入工法で施工。CCDカメラで

コンクリートの充填を管理。

信 濃 毎 日 新 聞 松 本 本 社
「 信 毎 メ デ ィ ア ガ ー デ ン 」

日 本 橋 髙 島 屋 三 井 ビ ル デ ィ ン グ

外観

外観

空中庭園

１F ホール
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建築場所：千葉県浦安市富岡2-357 他

建築用途：病院

階　　数：地上9 階、地下1 階

建築面積：2,351.62㎡ 延床面積：18,907.83 ㎡

軒　　高：35.474 m  最高高さ：35.874 m

主体構造：地下 RC 造

 地上 柱：CFT 造（充填コンクリートFc36）　梁：S 造

建 築 主：学校法人順天堂

設 計 者：清水建設株式会社

施 工 者：清水建設株式会社

◇選考理由：

（意匠）地域の3次拠点病院として計画。長大な病院全体を貫く主動線「ホ

スピタルコリドー」により、増築後も総合病院としての機能性

を確保している。サイン計画も刷新し、「日本サインデザイン賞

(SDA賞)」を受賞している。

（構造）CFT柱の採用により病院としてはロングスパンとなる12.4×8.8m 

グリッドを実現し、プランニングの自由度向上と架構の合理化

を両立している。地下１階柱頭免震により免震階も居室利用で

きる合理化を行っている。

（施工）実物大モックアップによる施工試験を実施し、ガイドプレート等の

工夫で建込精度確保と短工期が両立された。

（普及）CFT柱と鉄骨梁の接合には、溶接及び高力ボルトを使用せず、充填

コンクリートと接合鉄筋により接合する工法を開発し、大臣一

般認定を取得。CFT構造の可能性拡大に貢献。

建築場所：東京都品川区西品川1-1-1

建築用途：事務所、飲食店、物販店舗、自動車車庫

階　　数：地下2階、地上24階、塔屋2階

建築面積：7,743.38 ㎡ 延床面積：178,141.49 ㎡

軒　　高：112.75 m  最高高さ：114.15 m

主体構造：地下 RC 造

 地上 柱：CFT 造（充填コンクリートFc80, 60）, S 造　

 梁：S 造

建 築 主：住友不動産株式会社

設 計 者：株式会社日建設計

施 工 者：大成建設株式会社

◇選考理由：

（意匠）センターコア形式とし、CFT造の特徴である大スパンで開放的なオ

フィス空間を実現。

（構造）奥行き21ｍスパン。高層免震。軸力を2基の積層ゴムアイソレータ

ーへ伝達する台形CFT仕口を設計。

（施工）透明アクリルパネルを用い、台形状柱脚部のコンクリート充填性の

確認実験。綿密な施工計画。

順天堂大学医学部附属 浦安病院 3 号館

住 友 不 動 産 大 崎 ガ ー デ ン タ ワ ー

エントランスホール

全景

エントランスホール

外観
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建築場所：沖縄県那覇市泉崎1-20-6

建築用途：事務所、商業施設、公共公益施設、バスターミナル、自動車車

庫

階　　数：地上11 階、地下1 階、塔屋1 階

建築面積：10,495.06 ㎡ 延床面積：65,922.53 ㎡

軒　　高：57.345 m  最高高さ：57.6 m

主体構造：地下 柱：CFT 造（充填コンクリートFc48）外周柱・梁：SRC造

梁：Ｓ造

 地上 柱：CFT 造（充填コンクリートFc48,36）　梁：S 造

建 築 主：旭橋都市再開発株式会社

設 計 者：モノレール旭橋駅周辺地区再開発計画設計共同企業体

（株式会社松田平田設計、株式会社アール・アイ・エー、株式会社国建）

施 工 者：國場組・大晋建設・丸元建設・仲本工業特定建設工事共同企業

体（株式会社國場組、大晋建設株式会社、株式会社丸元建設、株

式会社仲本工業）

◇選考理由：

（意匠）沖縄本島の交通の結節点で、5街区の総合開発のうちの1街区。事

務所、商業施設、バスターミナル等を含む複合施設。沖縄らし

い開放感の演出にCFT造を採用。

（構造）CFTによる高い層剛性確保と鉄骨量の削減。

（施工）当協会の技術習得指導、施工計画指導を受けている。現地での実大

施工実験を実施。

（普及）沖縄県内で初めて地元建設業者のみで施工。県内にCFT造施工技術

を紹介

2019年度　一般社団法人新都市ハウジング協会 CFT構造賞

建築場所：東京都千代田区大手町2-3-1から2号

建築用途：事務所、集会場、物販店舗、飲食店舗、郵便局、サービス店舗、

診療所、保育所、駐車場

階　　数：地上35 階（イーストタワー：32階、ウェストタワー：35階）

地下3 階 (イーストタワー、ウェストタワー共通)

塔屋2 階（イーストタワー：1階、ウェストタワー：2階）

建築面積：13,668.48 ㎡（全体） 延床面積：353,830.54 ㎡ (全体)

軒　　高：163.355m(イーストタワー：149.07 m、ウェストタワー：

163.355m)

最高高さ：178.00m (イーストタワｰ：161.97 m、ウェストタワー：

178.00m)

主体構造：地下 SRC 造、S造

 地上 柱：CFT 造（充填コンクリートFc42 ～ 80）　梁：S 造

建 築 主：エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社、独立行政法人都市再生機構

設 計 者：株式会社大林組、株式会社日本設計

施 工 者：株式会社大林組、株式会社竹中工務店

◇選考理由：

（構造）オイルダンパーとブレーキダンパーを組合せた制震構造。1階エン

トランスに3層吹抜の20m長柱。冷間成形角形鋼管（BCP325）

の積極採用。

（耐火）耐火設計ルートCで耐火被覆低減。

（施工）コンクリート充填は圧入工法を採用。1 ～ 6階はFc80。圧入時の側

圧に対応のため柱板厚を一部増厚。実験とFEM解析から熱影響

を確認し、コンクリート充填後の溶接を実施。

（※イーストタワーの審査による）

モノレール旭橋駅周辺地区第一種市街地再
開発事業（北工区）カフーナ旭橋Ａ街区

大 手 町 プ レ イ ス

イーストタワー
全景

全景

オフィスフロアー

オフィスフロアー
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建築場所：北海道帯広市西13条南9-3-1他

建築用途：病院

階　　数：地下無し、地上10階、塔屋2階

建築面積：11,656.16 ㎡

延床面積：57,781.83 ㎡

軒　　高：44.43 m

最高高さ：54.83 m

主体構造：地下 RC 造（マットスラブ）

 地上 柱：CFT 造（充填コンクリートFc 27（設計基準強度））

 梁：S 造

建 築 主：北海道厚生農業協同組合連合会

設 計 者：株式会社久米設計

施 工 者：大成、伊藤、宮坂、萩原、川田、市川建設工事共同企業体

◇選考理由：

（意匠）広域医療拠点として計画。高層部と低層部の境界に「ホスピタル 

モール」を設け、動線の明確化と災害時のトリアージとして機能

させる。

（構造）高剛性、高軸力のCFTを用いた免震構造。

（施工）JIS認定工場がなく、高流動コンクリートの大臣認定を取得。 

実大鋼管柱による施工試験。CFT柱の採暖方法を計画し冬季に

CFT打設。

（普及）寒冷地での充填コンクリートの施工により、CFT造の普及に貢献。

2019年度　一般社団法人新都市ハウジング協会 CFT構造賞

帯 広 厚 生 病 院

1F 待合室

全景
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●講演内容

　宇宙エレベーターは、地球と宇宙をつなぐ低コストで安全

な交通・輸送手段として、大変魅力ある方法だと思われます。

今回この宇宙エレベーター構想に深くかかわり、技術的な

問題解決のために研究を続けておられる（株）大林組 技術

本部 未来技術創造部 推進第一課 課長 渕田 安浩様をお

招きし、下記のようなお話をしていただくこととなりました。

１．「宇宙エレベーター建設構想」の概要

２．建設のための課題

３．現在の取組み

４．今後の方針

５．その他、建設業と宇宙の関わりについて

　宇宙エレベーター構想は2012年に（株）大林組が発表し

たそうです。構想そのものは古くからあったようですが、そ

れを実現する素材が存在せず夢物語であったものが、1991

年にカーボンナノチューブが発見され、にわかに現実味を帯

びてきたようです。（株）大林組ではJAXAと協力し、宇宙

ステーションを使ってカーボンナノチューブの耐久性等の実

験を行いました。しかしながら、解決されなければならない

課題も多く、またゼネコン一社ではできないこともあり、本

格的な開発には様々な業界の協力が必要となることから地

道な研究を続けつつ、各界への展開の道を探っているとの

ことでした。

■2019年度 第2回開催報告

　2019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｡

テーマ：宇宙エレベーター建設構想

講　師：（株）大林組　技術本部　未来技術創造部　推進第一課　課長　渕田　安浩様

日　時 : 2019 年 10 月 8 日（火）15:00 ～ 17:00

場　所：協会会議室（参加者 : 17 名）

アーバン・ハウジング・フォーラムの開催

全体構成図　出典（株）大林組
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レポート 
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●都市型住宅分科会

設計・計画のための　
超高層住宅総合評価システムの試行 1
都市型住宅分科会　主査　森本　修弥　（株式会社日本設計）

長寿命建築システム普及推進委員会の活動成果報告

●技術インフラWG

先進的技術インフラシステムを活用する都市域における
集合住宅等整備モデルのケーススタディ 4
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）

長寿命･低炭素建築･住宅を普及するための
先進的技術インフラシステムの検討 6
技術インフラWG　主査　山﨑　雄介　（芝浦工業大学客員教授）

●建築基礎ＷＧ

全体概要 8
建築基礎WG 　委員　長尾　俊昌　（大成建設株式会社）

動的相互作用を考慮した地震応答評価 10
建築基礎WG　奥村　豪悠　（株式会社竹中工務店）　

傾斜支持地盤立地建物の地震応答評価 12
建築基礎WG　小島　宏章　（株式会社大林組）

場所打ちコンクリート杭の構造性能 14
建築基礎WG　杉山　智昭　（大成建設株式会社）
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表紙：東京ミッドタウン日比谷／ココブンジ 
WEST （西街区棟）／信濃毎日新聞
松本本社「信毎メディアガーデン」／
日本橋髙島屋三井ビルディング（写真
右から）

裏表紙：順天堂大学医学部附属 浦安病院
3 号館／住友不動産大崎ガーデンタ
ワー／モノレール旭橋駅周辺地区第一
種市街地再開発事業（北工区）カフー
ナ旭橋Ａ街区／大手町プレイス イース
トタワー／帯広厚生病院（写真右から）
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総会・理事会
● 総会
● 理事会
運営委員会・幹事会関係
● 運営委員会 8/7 9/11 10/2
● 表彰選考委員会
　・ＣＦＴ構造賞選考部会
● 広報部会 10/28
　・ＨＮ編集委員会 8/27 9/27 10/17-18 10/25
　・ＩＮ編集委員会
　・アーバン・ハウジング・フォーラム 10/8
● 調査研究発表会
● 知的財産権部会 9/25
● 情報・担当者連絡会
● 設備システム部会 8/29-30 10/11
● 耐火構造技術研究開発部会 8/1 9/12 10/4
ＣＦＴ造普及委員会関係
● ＣＦＴ造普及委員会 9/18 10/9
● ＣＦＴ造適合部会
● ＣＦＴ造耐火設計部会 8/1 9/12 10/4
● ＣＦＴ造施工部会 8/5 8/29 9/9 9/25 10/15 10/30
● ＣＦＴ造施工管理技術者制度部会 8/6 9/12 10/25 10/30
● 技術普及小委員会 8/21 9/1
　・CFT国際普及WG 8/21 9/26

● CFT造技術基準等小委員会 9/11 10/25
● CFT造研究開発小委員会 10/9
　・ＣＦＴ造構造設計法研究会 8/30 10/7 10/16
　・ＣＦＴ造耐火設計法研究会
　・ＣＦＴ造施工技術研究会
● CFT造施工管理技術者更新講習
● CFT造設計/施工講習会
都市居住研究委員会関係
● 都市居住研究委員会 10/17
● 都市環境研究会
　･マンションLCP分科会 8/28 9/26 10/31
● 住宅計画研究会
　・次世代住空間分科会 8/5 9/19 10/7
　・都市型住宅分科会 8/8 10/10
● エネルギーシステム研究会 9/26
長寿命建築システム普及推進委員会関係
● 普及推進委員会
● 普及推進幹事会 8/29
    長寿命建築システム普及部会
    住棟インフラWG 9/26 10/4 10/24
    技術インフラWG 8/20 8/23 10/1 10/29
    長期優良住宅等検討部会 9/20
受託共同研究委員会関係
● 既存集合住宅･調査補修方法等研究委員会

活 動 記 録 2019.8/1 ～ 10/31

宇宙エレベーター全体像

アースポート全景（左側が海上の主要施設、右側が陸上のサポート施設）　出典（株）大林組
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