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本設計技術の背景と概要

日本において構造物の安全性を確保するために考慮されるべき自然外乱は、高層構造物が建設される先進国のなかでも
極めて厳しい範疇に入る。大規模な地震の発生確率が高いこともさることながら、毎年上陸する台風の強さと頻度は特に厳
しく支配的で、200ｍ級以上の高層構造物のシステムが耐風設計で決定されることは多い。また国内の構造設計規準、特に
耐風設計規準は300ｍ級以下の構造物を想定して整備されている。

東京スカイツリーは、2012年2月に東京都墨田区押上に竣工した600ｍ級の放送用タワーであるが、その構造システムも主
に強風で決定されることとなる。このため、設計に際しては既往の研究成果や報告を礎としつつさらに必要となる観測や実験
を行い、その設計技術を新しい設計プロセスとして整備・検証し設計に反映することで当該構造物が求められる構造性能を
実現している。

一方、東京スカイツリーは、東京のそして日本の新しいランドマークとなるよう期待され、日本の伝統文化を表現する存在感
が求められる。設計では、日本刀の持つ「そり」と寺院建築の列柱が持つゆるやかな「むくり」を表現する曲線でシルエットを
構成することと、日本の代表的な伝統工芸である江戸切子をイメージした三角形のモジュールで各面を構成することによりこ
れを実現している。このデザインを構造システムの視点から説明すると、外壁を持たない軽量な鋼管トラス構造を選択し、要
所へ配した少ない部材により面を表現しつつシルエットを構築するもので、マッシブな存在感を呈する鉄筋コンクリート造によ
る海外の高層タワーとは趣を異にする。またこのデザインは「周囲に圧迫感を与えない」というコンセプトを表現するものでも
あるが、構造設計技術のうえでは空力合理性をもちつつ高層化に重要となる軽量化を実現するもので、強風の再現期待値
が極めて高い日本におけるタワーならではの選択といえる。

またこのタワーは約9.3（≒高さ634m/地上レベルでの三角の一辺68m）と極めて大きいアスペクト比を持ち、そのプロポーシ
ョンは日本刀のもつ凛とした緊張感に通じる。これは、前述の通りデザインとして求められる要素ではあるが、敷地のもつ特
性に起因するところも大きい。東西に約400ｍ、南北に約100ｍと、600ｍ級構造物を建設するには極めて狭隘な当敷地は、
基礎幅を大きく制限することとなる。ただしこのような与件は、敷地確保の難しい都市部に計画される放送用タワーに課され
るものとして一般的であることから、本設計技術は今後の超高層放送用タワーの設計技術として有効であり、その応用が期
待できると考える。



合理的な架構計画とシルエットの表現



構造設計に求められる課題と本設計技術によるその解決

構造設計に求められる主な課題と、本設計技術におけるその具体の解決結果を以下に挙げる。これらの設計プロセスは、何れも現地
での計測・調査や実験などに基づき立証し設計に反映する独自の設計技術として整備しているものである。

【性能設計】
本設計技術で規定する設計クライテリアは、このタワーの構造性能は有識者会議において議論され、「大規模な自然災害後
も放送を途絶させない」という性能規範に従うことと、600ｍ級構造物が求められるべき外乱をその特性を踏まえつつ設計者
自らが「想定外外乱（国内で初めてとなる600ｍ級構造物であるがゆえ故、国内法が想定していないという意味）」を設定した
うえで検証することが求められる。本設計クライテリアはこれら設計規範に基づき候補者らがまとめたもので、レベル３として
位置付ける「想定外外乱」として強風には再現期間2000年のものを、地震にはタワー直下に仮想の内陸性断層活動を設定
する「伏在断層波」を規定したうえで、その何れの外乱に対しても構造体に弾性的挙動を課している。このほかデジタル放送
の送信性能を担保する規格として、日常風に対するアンテナ搭載部の速度規定を国内で初めて設計に盛り込んでいる。

【耐風設計と応答低減技術】
地上より高さ600ｍに及ぶ設計のための強風を定義しなければならないが、GPSゾンデを用いた現地での上空風観測１）によ
り平均風速の鉛直プロファイルを定義している。またこの観測を起点とし、風応答の時刻歴応答解析を経て等価静的風荷重
を定義する独自の設計手順を考案し2）、構造安全性及び性能を検証している。

【耐疲労設計】
100年に及ぶ長い設計目標期間を持つ大規模な鋼構造物であるがゆえ、各外乱の発生確率を踏まえた耐疲労安全性の検
証を行っている。

【基礎設計】
主に強風時に基礎に求められる高引抜抵抗力を獲得するためSRC造摩擦壁杭を考案し、サイト内で実大の引抜載荷試験を
行い、高い引抜抵抗力とロッキング変形を抑制する高い鉛直剛性を確認している3）。

【耐震設計と応答低減技術】
関東圏の深層地盤構造に起因する約8秒の長い卓越周期（長周期領域）に、一般の超高層構造物比べ長くなるタワーの固
有周期を共振させないことが求められる。本設計技術では、適切な精度を持つ地盤調査と解析及びタワーの予備応答検証
に基づき目標固有周期を約10秒と定めている。地盤のこの長周期領域における増幅特性の把握は、深度3ｋｍに及ぶ深層
地盤の調査精度に支配されることから、敷地を中心とする現地での微動アレイ探査を実施し、その応答を支配する地震の実
体波をモデル化した人工地震動を作成して耐震性能を検証している。また厳しい外乱、特に地震時応答の低減を目的として
新しい概念の心柱制振機構を考案している。



観測気球（GPSゾンデ）による高層風の観測

計画地に於ける上空風観測

ラジオゾンデ

気球

GPSアンテナ

UHFアンテナ

サウンディング

プロセッシングシステ
ム

ワークステーション

GPSゾンデによる上空風の観測と平均風速の鉛直プロファイル設定

風の特性は建物から見て風上の地表面の状況で決まることから、
ＧＰＳゾンデを用いて計画地に於ける直接の上空風の観測を行い平
均風速の鉛直プロファイルを定義している。

観測数が47台と限られるため「境界層高さ」を定義することは憚ら
れるものの、観測では北風で高度1330～1840ｍ、南風で高度1000
～1080ｍを境に風速が一定となる現象を捉えたことにより、本タワー
の最高高さまでべき指数による風速分布を設定している。

また設計用風外乱を定義する際には、日本建築学会荷重指針
（2004年版）の仮定を外挿し高さ毎の乱流構造を設定している。



耐風設計フロー

（１）自然風観測に基づく設計用風外乱の定義 （統計的手法による検証）

（２）風洞実験 （物理的シミュレーション）

（３）模擬風力波による時刻歴応答解析 （論理的シミュレーション）

●ＧＰＳゾンデによるサイト近傍での上空風観測
●サイト内での２年間の定置観測

●目標値として設定した自然風の高さ方向の特性に対する設定を境界層風洞内で再現した
風洞実験を実施し、模擬風力波形作成の基本諸元を計測する。

●風力実験により求めた変動転倒モーメントのパワースペクトル密度をターゲットとし、模擬風
力波形をモンテカルロシミュレーションにより作成する。

●構造安全性検証、耐疲労設計

（４）等価静的風荷重設定とあらかじめの検証 （運営効率の向上）

●アンテナ付帯設備の頻繁な更新に対する運営効率の向上
●小搭載物に対する実験技術上での精度向上



模擬風力波の作成

時刻歴層風力の発生方法概念

模擬風力波の作成による時刻歴応答解析と構造性能検証

風応答の検証として、風洞実験結果に整合させた模擬風力
波を用いた時刻歴応答解析による手法を考案している。

解析モデルは主鉄骨全部材と制振デバイスを個別にモデ
ル化したフルモデルであり、風応答における各部材の応力・
歪などが時刻歴波として取得出来る。従ってこの手法により、
風応答に対する全部材の構造安全性検証が全時刻に対して
直接行えるほか、制振機構の効果やデバイス各部の限界値
、鉄骨溶接部の耐疲労性能などの基礎情報が得られる。

一般に、構造物に作用する変動風力の時刻歴波は、風洞
実験時に構造物表面の毎時の風圧を直接計測することによ
り得られるが、本タワーは小さなパイプで構成するトラス構造
物であり実験技術上これができない。そこで、高さ毎に変化
する空力性状を幾つか求め、これを基にした模擬風力波を時
間と位置の相関を考慮しながら確率論（モンテカルロシミュレ
ーション）を用いてタワー中央高さより上下に順次作成する方
法を採っている。高さ毎に作成した一連の層風力波は、タワ
ー全体に対する風力実験で得られたタワー基壇転倒モーメン
トのパワースペクトル密度をターゲットとして整合させ、設計
用模擬風力波としている。



累積分布関数の設定

観測期間

観測点TW1(H≒65m) : 2006年2月～2007年1月(1年間) 

F ： 風向iにおける風速Uの累積頻度
C，K： ワイブル係数

])/(exp[1)( KCUUF −−=≤

モデル化した風の非超過確率



時刻歴応答解析

風 ：レベル１風， レベル２風
地震 ：稀れ， 極稀れ告示波

全部材の時刻歴応力応答波形の抽出

各レベルの外乱に対する等価応力
範囲Δσeqに応じた頻度ｎi の累計

「レインフロー法による公称応力振幅σiと頻度ｎiの計算

応力集中係数（S,C,F)を考慮したS-N曲線（AWS：ET,K2）を
用いて、公称応力範囲に対する許容回数Niの計算

終 了

OK

確認0.8
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D累積損傷率 Σ ≤=

=

k

1i

疲労荷重

※参考として、

ホットスポット応力法を用いた場合の
検討も行なう。
この場合のS-N曲線はISO19902の
TJ曲線を使用する。

主管仕口部板厚の増厚
NG

分岐継手の耐疲労設計フロー



ゲイン塔単体での風力・振動実験

ゲイン塔の応答速度制御技術

ゲイン塔に対する実験形状ラインナップ
（竣工後の変更自由度と性能設計）

本設計技術における応答低減技術の考案

タワーに加わる多様な外乱と高い要求性能を満足
するため、揺れを低減する幾つかの制振設計を整
備しており、ゲイン塔（送信用アンテナを設置してい
るタワー先端部分の一段細い部分；459～634ｍ）固
有のモードに起因する渦励振対策と、塔体全体に対
する心柱制振機構を考案している。

630MPa級鋼材を用いたゲイン塔の風応答速度
抑制と送信性能の確保

デジタル放送用の送信機の性能については電波
法に規定があり、送信周波数の偏差を１Hz以下とす
ることが求められるが、アンテナ部分が早く揺れるこ
とでも送信周波数に狂いが生じる。本タワーではこ
れを上回る性能を確保することとし、アンテナを搭載
するゲイン塔の揺れ応答速度が、発生確率の高い
日常風に対し一定値以下に抑えられることとしてい
る。風に対するこの応答速度はゲイン塔の渦励振に
支配されるため、渦励振の発信風速を出来る限り下
げることが設計のうえで重要となる。このため、ゲイ
ン塔基部に630Mpa級鋼材を採用して主に主材断面
を小さくし、ゲイン塔固有のモードを長周期化する設
計としている。また、より確実な送信性能の向上と竣
工後の増改修による性能変動に対する余力を持た
せることを目的に、頂部に２基のＴＭＤ（Tuned Mass 
Damper、パッシブ型）を搭載している。



アンテナ付帯設備の実装のための考察
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Wall pile (SRC) GL-45～51ｍ

RC wall GL-35ｍ

基礎の考え方と引き抜き載荷試験

Wall pile plan
Conection

Pull out test in this site

Wall pile

Steel tower

SRC造高引抜抵抗壁杭の設計
上部構造を軽量化する一方、強い風による転倒モーメントを受けることによりこのタワー基礎には大きな引抜力が加わる。
そこで杭地業は、高い引抜抵抗力と鉛直剛性を持つ摩擦壁杭としている。鉄骨造タワーの脚 部に生じる引抜力を地盤に
無理なく伝える力の連続性を考慮し、杭体はＳＲＣ造としている。

敷地内において実大の引抜載荷試験による検証
本設計技術の検証を目的として敷地内において実大の引抜載荷試験を実施し、その変形性能と引抜抵抗力に関し目標性
能を達成していることを確認している。



載荷試験結果と解析モデルの比較
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GL-14.1m～19.7m（上部シルト層）

GL-19.7m～27.0m（下部粘性土層）

GL-27.0m～34.0m（粘性土＋砂質土）

GL-34.0m～37.6m（砂レキ層）

GL-37.6m～42.1m（砂レキ層：節部付近）

GL-42.1m～44.5m（砂レキ層：拡底部付近）

沖積層

洪積層

【結論】

載荷試験結果は設計で
想定した引き抜き剛性
の約1.5倍に良く対応し

ており安全側の設計で
あることを確認した。

【結論】
設計ではGL-34.0m以

深の最大周面摩擦力
度を150kN/m2（引抜き
の場合は0.8倍）を見込

んでおり設計の妥当性
が確認できた。

地震動時（上下動考慮）

杭の解析モデル

Kpv Kph

KtrKtv

引抜力

Kth

KhKv

=Khf＋Khp

Kpv

Kpφ

杭体

剛な部材

（先端地盤ばねは 20 分割してモデル化）

水平摩擦ばね+

受動抵抗ばね

節部支圧ばね

先端地盤ばね

鉛直摩擦

ばね

底面摩擦ばね



心柱制振機構詳細

可動域：タワーとは独立に変形

▽H375

H125

固定域：タワーと一体になって変形

接続鋼材に
よる接続

オイルダンパー
による接続

H375
EXP.J



性能設計

参考文献
1）東京スカイツリーの耐風設計に供する風観測：小西厚夫、勝村章、猿川明、田村幸雄、日本風工学会誌、2009.7
2) 東京スカイツリーの耐風設計概要：小西厚夫、日本風工学会誌、2013.7
3) 東京スカイツリー基礎の設計 ：小西厚夫、総合土木研究所基礎工、2012.01

本設計技術の考案における役割
小西厚夫 ： 本プロジェクトの構造設計者として2005年の開始時より完成まで一貫してその任を務め、実現に貢献した。
中西規夫 ： 2006年より本プロジェクトに参画し、設計図書の作成と解析による性能検証を通して実現に貢献した。
江坂佳賢 ： 2007年より本プロジェクトに参画し、主に中央シャフトの解析と性能検証を通して実現に貢献した。
吉野繁 ： 本プロジェクトのチーフアーキテクトとして2005年の開始時より完成まで一貫してその任を務め、実現に貢献した。

ﾚﾍ゙ﾙ 国内法 設計用外乱 構造設計目標

L１ 稀
強風：再現期間100年

（50年超過40％）
地震：中地震

無損傷

L２ 極めて稀
強風：再現期間1350年

（50年超過5％）
地震：大地震

ほぼ無損傷

部材は弾性、接合部、基礎部材の一部は
塑性化するが弾性的挙動を示す。

L３
想定外
外乱

強風：再現期間2000年
（50年超過2％）

地震：伏在直下地震

弾性的挙動

部材、接合部・基礎の何れも塑性化する
部分が生ずるが弾性的挙動を示す


